XV．2016 年（平成 28 年）度

提言・意見・報告書等一覧 ※

※提言・意見・報告書の日付は対外発表日、会議録の日付は会合実施日・期間

（敬称略）

［提言・意見・報告書］
１．流通・取引慣行ガイドライン一部改正案に対する意見 ····························· 2016.4.22
（パブリック・コメント）
（（公社）経済同友会）
２．2016 年度通常総会・代表幹事所見 ··············································· 2016.4.28
「Japan 2.0 へ『SAITEKI 社会』を描く」
（小林喜光代表幹事）
３．雇用の質を高め、生産性を革新する ············································· 2016.5.11
〜「非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善」に関する考え方〜
（2015 年度雇用・労働市場委員会 委員長：橘・フクシマ・咲江、
2015 年度人材の採用・育成・登用委員会 委員長：櫻田謙悟）
４．外国競争法コンプライアンスへの取組みに関する行動宣言 ························· 2016.5.13
（2015 年度経済法制・国際標準戦略委員会 委員長：遠山敬史）
５．TICAD プロセスの進化により、アフリカのパートナーとしての日本の存在感の可視化を 2016.6.15
〜アフリカの持続可能な成長に向けた多様なニーズに応えるための 10 の提言〜
（2015 年度アフリカ委員会 委員長：関山護）
６．資本効率最適化による豊かな社会への第１次提言 ································· 2016.6.24
収益力を強化する事業組換えの実践
（2015 年度資本効率の最適化委員会 委員長：志賀俊之）
７．ゼロ・エミッション社会を目指し、世界をリードするために ······················· 2016.6.28
〜再生可能エネルギーの普及・拡大に向けた方策〜
（2015 年度環境・資源エネルギー委員会 委員長：朝田照男）
８．生産性革新に向けたダイバーシティの進化 ········································ 2016.7.6
〜グローバル、デジタル時代を勝ち抜くための KPI〜
（2015 年度人材の採用・育成・登用委員会 委員長：櫻田謙悟）
９．Grow or Die〜TPP を変革の起爆剤に〜 ··········································· 2016.7.12
（2015 年度経済連携委員会 委員長：藤森義明）
１０．今こそ、産学官連携によるイノベーション創出を ································· 2016.7.13
（2015 年度イノベーション・エコシステム委員会 委員長：野路國夫）
１１．TPP 協定の早期実現を求める（４団体共同提言） ·································· 2016.7.13
（（一社）日本経済団体連合会、日本商工会議所、（公社）経済同友会、
（一社）日本貿易会）
１２．2016 年度（第 31 回）夏季セミナー軽井沢アピール ································ 2016.7.15
「Japan 2.0 SAITEKI 社会への挑戦」
（小林喜光代表幹事）
１３．機運の拡大から成果の創出へ ··················································· 2016.7.22
〜日本活性化に向け、 Japan Hands の戦略的活用を〜
（2015 年度知日派・親日派拡大委員会 委員長：多田幸雄）

１４．経済対策に対する意見 ························································· 2016.7.26
（小林喜光代表幹事）
１５．経営トップによる働き方改革宣言 ··············································· 2016.7.27
（（一社）日本経済団体連合会、日本商工会議所、（公社）経済同友会ほか 58 団体）
１６．先進技術による経営革新に関する中間提言 ······································· 2016.7.28
（2015 年度先進技術による経営革新委員会 委員長：小柴満信）
１７．転換期を迎えた欧州統合 ······················································· 2016.7.29
（2015 年度欧州・ロシア委員会 委員長：小泉光臣）
１８．新産業革命による労働市場のパラダイムシフトへの対応 ···························· 2016.8.1
〜「肉体労働（マッスル）」「知的労働（ブレイン）」から「価値労働（バリュー）」へ〜
（2015 年度雇用・労働市場委員会 委員長：橘・フクシマ・咲江）
１９．ミレニアル世代がもたらす変化を先取りし、企業の成長戦略の核に ·················· 2016.8.4
（2015 年度米州委員会 委員長：小林いずみ）
２０．首都直下地震対策における企業経営者の役割 ····································· 2016.8.10
（震災復興委員会 委員長：木村惠司、徳植桂治）
２１．「課徴金制度の在り方に関する論点整理」に対する意見 ··························· 2016.8.31
（パブリック・コメント）
（（公社）経済同友会）
２２．豊かさの増進に向けた経済統計改革と企業行動 ··································· 2016.9.28
〜新たな指標群「GNI プラス」の提案〜
（経済統計のあり方に関する研究会 座長：稲葉延雄）

２３．持続可能な逞しい農業の実現に向けて ··········································· 2016.9.30
〜フードバリューチェーンの確立による高付加価値農業へ〜
（農業改革委員会 委員長：泉谷直木）
２４．未来への希望を拓く税制改革 ··················································· 2016.10.3
〜４つの視点からのアプローチ〜
（財政・税制改革委員会 委員長：佐藤義雄）
２５．サービス産業の生産性革新 ···················································· 2016.10.13
〜日本の成長戦略の核としてのサービス産業の課題〜
（2015 年度サービス産業活性化委員会 委員長：斎藤敏一）
２６．住民が自らの選択と責任で創り上げる地方自治 ·································· 2016.11.10
〜住民参画と広域連携による担い手の多様化に向けて〜
（地方分権委員会 委員長：市川晃）
２７．Japan 2.0 最適化社会に向けて ················································ 2016.11.21
（小林喜光代表幹事）
２８．経済同友会 2.0 ······························································ 2016.11.21
〜自ら考え、自分の言葉で発信できる『異彩』集団〜
（経済同友会の将来ビジョンを考えるＰＴ 委員長：金丸恭文）
２９．2017 年代表幹事年頭見解「『最適化社会』構築への志を新たに」 ···················· 2017.1.1
（小林喜光代表幹事）

３０．多角的自由貿易の着実な発展に向け、日・ＥＵ経済連携協定の進展を ················ 2017.2.1
（小林喜光代表幹事、経済連携委員会 委員長：松﨑正年）
３１．時間外労働規制等に関する意見 ················································· 2017.2.14
（小林喜光代表幹事、雇用・労働市場委員会 委員長：橘・フクシマ・咲江）
３２．「働き方改革」に関する主要論点に係る意見 ····································· 2017.2.22
（雇用・労働市場委員会 委員長：橘・フクシマ・咲江）
３３．観光立国実現に向けて〜需要喚起から供給構造の再構築へ〜 ······················· 2017.2.24
（観光立国委員会 委員長：御立尚資）
３４．新産業革命の幕開け
〜時代を切り拓く心構え〜 ···················································· 2017.3.23
（社会・経済・市場のあるべき姿を考えるＰＴ 委員長：大八木成男）
３５．規制改革・行政手続の簡素化・ＩＴ化の一体的推進について（３団体共同提言） ······ 2017.3.29
（（一社）日本経済団体連合会、日本商工会議所、（公社）経済同友会）
３６．子どもの貧困・機会格差の根本的な解決に向けて ································· 2017.3.30
〜未来への投資による真の総活躍社会の実現〜
（子どもの貧困・機会格差問題部会 部会長：馬田一）

［会議録］
１．2015 年度アフリカ委員会 西アフリカ・ミッション＜報告書＞ ················· 2016.3.16〜24
（ガーナ・アクラ、コートジボワール・アビジャン）
（2015 年度アフリカ委員会 委員長：関山護）
２．2015 年度アジア・中東委員会 インド・ミッション＜報告書＞ ·················· 2016.4.5〜10
（インド・ニューデリー）
（2015 年度アジア・中東委員会 委員長：志賀俊之）
３．代表幹事 イスラエル・ミッション＜報告書＞ ······························ 2016.4.29〜5.4
（イスラエル・イェルサレム、テルアビブ）
（（公社）経済同友会）
４．代表幹事 中国ミッション＜報告書＞ ······································ 2016.7.31〜8.3
（中国・北京）
（（公社）経済同友会）
５．第６回アフリカ開発会議 総理大臣ミッション同行＜報告書＞ ················· 2016.8.27〜28
（ケニア・ナイロビ）
（アフリカ委員会 委員長：関山護）
６．代表幹事 米国ミッション＜報告書＞ ······································· 2016.9.20〜24
（米国・ワシントン D.C.）
（（公社）経済同友会）
７．第 42 回日本・ASEAN 経営者会議＜報告書＞ ·································· 2016.10.10〜12
（北海道札幌市）
（アジア・中東委員会 委員長：川名浩一、片野坂真哉）
８．代表幹事特使・米国派遣＜報告書＞ ········································ 2016.12.12〜18
（米国・ワシントン D.C.）
（米州委員会 委員長：多田幸雄）

９．代表幹事特使・米国派遣＜報告書＞ ········································ 2017.2.22〜3.2
（米国・インディアナ州、ワシントン D.C.）
（米州委員会 委員長：多田 幸雄）

［その他アンケート結果など］
１．企業の採用と教育に関するアンケート調査結果 ·································· 2016.12.21
（教育改革委員会 委員長：天羽 稔、小林 いずみ）
２．ダイバーシティと働き方に関するアンケート調査結果 ······························ 2017.2.7
（人材の採用・育成・登用委員会 委員長：櫻田 謙悟）
景気定点観測アンケート調査結果 ····························································
2016.6.16（第117回）、9.16（第118回）、12.15（第119回）、2017.3.17（第120回）

