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ⅩⅥ．2021 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（敬称略） 

 
［提言・意見・報告書］ 

 

１．強靭な経済安全保障の確立に向けて－地経学の時代に日本が取るべき針路とは－ ······ 2021.4.21 

   （2020 年度国際問題委員会 委員長：小柴 満信、平子 裕志） 

 

２．変革者・実践者としての企業経営者の責任 ······································· 2021.4.27 

～企業の意欲と実践知に基づく国家戦略の策定を～（2021 年度通常総会 代表幹事所見） 

 （代表幹事：櫻田 謙悟） 

 

 ３．国家戦略特区を改革の突破口に ·················································· 2021.5.6    

   （2020 年度規制・制度改革 PT 委員長：橋本 圭一郎） 

 

 ４．公立小中学校における「脱・画一化」教育のための「創造的環境」の実現 ············· 2021.5.7 

   ～ICT を活用した業務構造改革を後押しする人材・ガバナンスによる教育長・校長支援～ 

   （2020 年度教育改革委員会 委員長：峰岸 真澄） 

 

５．持続可能な財政構造の実現に向けて ············································· 2021.5.11 

  ～長期の経済財政試算を踏まえて〜 

（2020 年度経済財政推計 PT 委員長：神津 多可思） 

 

６．アート産業活性化に向けたエコシステムの構築 ··································· 2021.5.12 

   （スポーツとアートの産業化委員会 委員長：秋田 正紀、山口 栄一） 

 

  ７．2020 年度防災・震災復興委員会報告書 ··········································· 2021.5.14 

～東日本大震災の発災から 10 年を迎えて～ 

（2020 年度防災・震災復興委員会 委員長：木村 惠司、徳植 桂治） 

 

８．民間企業の協力によるワクチン接種加速への貢献について ·························· 2021.5.17 

   （代表幹事：櫻田 謙悟）  

 

９．第 46 回日本・ASEAN 経営者会議＜報告書＞ ········································ 2021.6.2 

ウィズ／アフターコロナ下の新しい普通を見据えた日・ASEAN の新たな関係 

 （2020 年度日・アジア交流 PT 委員長：林 信秀） 

 

１０．英国経営者協会と経済同友会との共同文書 ········································ 2021.6.4 

（2020 年度グローバル対話推進 PT 委員長：新浪 剛史、成川 哲夫） 

 

１１．日独産業協会と経済同友会との共同文書 ·········································· 2021.6.4 

（2020 年度グローバル対話推進 PT 委員長：新浪 剛史、成川 哲夫） 

 

１２．2020 年度日中交流 PT 活動報告書 日中経済交流の役割 ····························· 2021.6.8 

（2020 年度日中交流 PT 委員長：岩本 敏男） 

 

１３．「人材のサーキュレーション」を切り口とした行政の変革を ························ 2022.6.11 

～新しい時代をリードできる行政能力の構築に向けて～ 

 （2020 年度行政改革委員会 委員長：野田 由美子） 

 

１４．「個」の自律と経営者の覚悟－グローバル競争に勝ち抜く人材戦略－ ················ 2021.7.15 

  （2020 年度グローバル競争下の人材戦略と労働市場改革委員会  

       委員長：堀切 功章、田代 桂子） 
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１５．活力ある健康長寿社会を支える社会保障のあり方 ································· 2021.7.19 

   －コロナ禍を経て、今改めて考える－ 

  （2020 年度受益と負担のあり方委員会 委員長：根岸 秋男、本山 博史） 

 

１６．広域連携を活かした地域経営の拡大に向けて ····································· 2021.7.30 

   （2020 年度持続可能な地域経営のあり方委員会 委員長：市川 晃、安田 結子） 

 

１７．「令和の政治改革」の起動に向けた問題提起 ······································ 2021.8.4 

 ～参議院の機能強化によるガバナンスの向上に向けて～ 

（2020 年度政治改革委員会 委員長：新芝 宏之、玉塚 元一） 

 

１８．グリーン・リセット ···························································· 2021.9.7 

～2050 年カーボンニュートラルに向けた産業、社会、生活の大刷新～ 

 （2020 年度環境・資源エネルギー委員会 委員長：程 近智、栗原 美津枝） 

 

１９．2021 年度（第 36 回）夏季セミナーアピール 2021 ································· 2021.9.10 

  コロナ危機から学び、強靭で持続可能な「新常態」への移行を 

～自由民主党総裁選挙に向けて問うべき 5 つの論点～ 

（代表幹事：櫻田 謙悟） 

 

２０．「第 6 次エネルギー基本計画（案）」に対するパブリック・コメント ················ 2021.10.4 

      （代表幹事：櫻田 謙悟／環境・エネルギー委員会 委員長：栗原 美津枝） 

 

２１．アフリカ投資機構（仮称) の設立を ············································· 2021.10.6 

～開発投資の加速に向けた更なる官民連携強化の道筋～ 

（アフリカ PT 委員長：岩井 睦雄） 

 

２２．第 49 回衆議院議員総選挙 将来世代の利益を踏まえた政策論争を ·················· 2021.10.12 

（代表幹事：櫻田 謙悟） 

 

２３．ニューノーマル時代の持続可能な観光基盤づくりに向けて ························· 2021.10.21 

～観光 DX とワーケーションの普及を第一歩に～ 

（観光再生戦略委員会 委員長：伊達 美和子） 

 

２４．観光産業を取り巻く課題に関する緊急提言 ······································ 2021.10.21 

（観光再生戦略委員会 委員長：伊達 美和子） 

 

２５．COP26 に向けて ······························································· 2021.10.29 

 （代表幹事：櫻田 謙悟／環境・エネルギー委員会 委員長：栗原 美津枝） 

 

２６．「公証人手数料令の一部を改正する政令案」に対する意見（パブリック・コメント） ·· 2021.11.1 

      （規制・競争政策委員会 委員長：間下 直晃） 

 

２７．新政権に望む－将来世代の利益のため、「改革」を実現する国へ－ ·················· 2021.11.2 

（代表幹事：櫻田 謙悟） 

 

 ２８．オンライン診療・オンライン服薬指導に関する意見 ······························ 2021.12.10 

―新たな診療概念としての確立と普及促進に向けた不断の改革を求める― 

（規制・競争政策委員会 委員長：間下 直晃） 

 

 ２９．日本の活路を切り拓く一年に ···················································· 2022.1.1 

    ～既得権を捨て、未来を共創するために～（2022 年 年頭見解） 

      （代表幹事：櫻田 謙悟）  

 

３０．第 18 回企業白書【企業白書 2022】 人間及び人間社会の本質的欲求と企業経営 ······ 2022.1.11 

 ～非連続な環境変化と継続的価値創造～ 

（2020 年度企業経営委員会 委員長：遠藤 信博、寺田 航平） 
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 ３１．「第 3 期スポーツ基本計画（中間報告）」に対する意見···························· 2022.1.17 

（スポーツとアートの産業化委員会 委員長：秋田 正紀、山口 栄一） 

 

 ３２．「電気通信事業ガバナンス検討会報告書（案）」に対する意見(パブリック・コメント） 2022.2.4 

 （規制・競争政策委員会 委員長：間下 直晃／ 

データ戦略・デジタル社会委員会 委員長：寺田 航平） 

 

３３．イノベーションが集積する日本の実現に向け、求められる経営者の覚悟と行動変容 ····· 2022.2.8 

 （2020 年度科学技術・イノベーション委員会 委員長：石村 和彦、栗島 聡） 

 

３４．経済安全保障に関する意見（経済安全保障法制に関する有識者会議提言を踏まえて） ·· 2022.2.16 

 （代表幹事：櫻田 謙悟、副代表幹事：小柴 満信） 

 

３５．地域共創のさらなる推進に向けて ··············································· 2022.2.28 

～ワーケーションを呼び水に関係人口の創出を～ 

（地方共創委員会 委員長：山下 良則、東 和浩） 

 

３６．国家ガバナンス再構築に向けた提言 ············································· 2022.3.25 

～中長期的課題・構造的課題に対応するために～ 

（国家ガバナンス PT 委員長：秋池 玲子） 

 

３７．経済成長に資するカーボンプライシングの導入に向けて···························· 2022.3.31 

（環境・エネルギー委員会 委員長：栗原 美津枝） 

 

 

［その他アンケート結果等］ 

景気定点観測アンケート調査結果 ····························································  

2021.6.10（第137回）、9.8（第138回）、12.13（第139回）、2022.3.14（第140回） 

 

 


