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Ⅱ．くらしと産業に関する交流会、情報収集活動	 

 
施設・工場視察、業際間交流会	 

第61回視察箇所	 

・富岡製糸場と絹産業遺産群（群馬県富岡市）	 

	 日程：2014年6月10日（火）	 

	 1872年（明治5年）殖産興業の一環として政府により創業され1939年（昭和14年）	 

に片倉工業へ移官された。世界最大の製糸工場として戦前戦後を通じて1987年（昭和	 

62年）まで操業を続け、わが国産業経済の発展に貢献した。	 

	 現在周辺の絹産業遺跡を合わせて、ユネスコの世界文化遺産に登録の見通しとなって	 

いる。わが国におけるものづくりの原点でもあり視察を企画する。	 

	 

＜参加者＞	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    	 	  (※敬称略 ・順不同)	 
会	 長	 福嶋	 	 等	 	 弁護士 
副会長	 工藤	 芳郎	 （一社）くらしのリサーチセンター	 専務理事 
理	 事	 和田	 初夫	 ﾄﾖﾀ自動車㈱お客様関連部企画総括室渉外Ｇプロフェッショナルパートナー 

伊延	 充正	 大阪ガス㈱	 東京支社	 部長 
末上	 宏人	 北陸電力㈱	 東京支社	 調査チーム	 副課長 
服部	 	 剛	 九州電力㈱	 東京支社	 営業グループ長 
森	 	 浩祐	 四国電力㈱	 東京支社 
本室	 匡一	 東日本旅客鉄道㈱	 鉄道事業本部	 サービス品質改革部	 課長 
清宮	 文雄	 ㈱文昌堂	 取締役 
藤井奈穂子	 ㈱文昌堂	 営業第一部 
杉	 	 行夫	 Japan Now	 観光情報局	 理事	 事務局長 
大塚千栄子	 Japan Now	 観光情報局 
山本	 歌子	 Japan Now	 観光情報局 

 
・第 62 回（第 172 回エネルギー・環境セミナー合同開催）	 

日	 程	 	 2014年 11月 5日（水） 
場	 所	 	 東京ガス根岸工場 
	 

・第 63 回（第 139 回都市と交通問題研究会合同開催）	 

日	 程	 	 2015年 3月 25日（水） 
	 	 	 	 	 「東日本大震災から 4年	 交通インフラの復興状況」 
東北大震災から 4 年を経過	 南三陸町周辺の復興状況視察	 

2011年 3月 11日の東北大震災から４年を経過した。 
最近のデータのよると、被災者、避難民 13万人、住まいに不満をもつ人 58％、仮
設住宅暮らしの人被災地の 78％（内高齢者 40％）、健康不良（PSD等）の人 43％、
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収入減となった人 42％（年収 200万以下 38％）などがみられる。 
こうした状況の中、当センターは 3月 25日、JR東日本様のご尽力により、宮城県

南三陸町周辺の被災地の復興状況を視察する機会を得た。 
現地の語り部ガイド後藤一磨さんのご案内によると、被災時の有り様は正に、生き地

獄。 
復興状況については現地のニーズと乖離した事業が進められていること、街づくり。

住居移転等に関する住民の意志統一の困難、予算はあるが人手不足など問題多く、復興

までなお相当の年月を要するという。 
大震災を風化させないためにも、皆さまの現地視察、各種の励ましをお願いしたい。 
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＜参加者＞	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （※敬称略、順不同）	 

会	 長	 福嶋	 	 等	 弁護士 
副会長 工藤	 芳郎	 （一社）くらしのリサーチセンター	 専務理事 
理	 事 佐藤	 良一	 ㈱日立製作所	 渉外本部	 渉外部	 部長 
理	 事	 阪本	 未来子	 東日本旅客鉄道㈱	 サービス品質改革部長	  

紙本	 達弘	 東日本旅客鉄道㈱鉄道事業本部ｻｰﾋﾞｽ品質改革部課長 CS推進Ｇ	  
根岸	 秀行	 東武鉄道㈱	 計画管理部	 課長補佐 
宮城	 喜一郎	 沖縄電力㈱	 東京支社	 業務企画グループリーダー	  
伊藤	 	 晃	 東北電力㈱	 東京支社	 業務課長 
大塚	 	 圭	 四国電力㈱	 東京支社	 業務課長 
楠井	 祐子	 大阪ガス㈱	 お客さま部	 サービス企画チーム	 マネジャー 
植田	 栄志	 大阪ガス㈱	 東京支社	 課長 
中	 	 弘昭	 東京急行電鉄㈱	 鉄道事業本部	 運輸営業部サービス課	 課長 
片桐	 淳也	 東京急行電鉄㈱鉄道事業本部	 安全戦略推進委員会	 課長補佐 
藤川	 陽介	 東京急行電鉄㈱	 鉄道事業本部	 安全戦略推進委員会	 主事 
田中	 正紀	 西武バス㈱	 運輸計画部	 計画課長 
平佐	 良之助	 西武バス㈱	 運輸計画部	 計画課	 係長 
高島	 俊和	 国際興業㈱	 運輸事業部	 次長	 兼	 運行課長 
五味	 正直	 国際興業㈱	 運輸事業部	 運行課 
荒井	 詔二郎	 ㈱アライオフィス	 代表取締役 
林	 	 荘祐	 日本旅行作家協会（朝日新聞	 社友） 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


