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第１号議案 

Ⅰ．2016年度事業報告 

事業報告 

Ⅰ．くらしと産業に関する講演会・研究会・シンポジウムの開催 

１．講演会の開催 

・総会記念講演会 

日 程  2016年5月18日（水）16:40～17:40 

場 所 KKR HOTEL TOKYO 

テーマ  「次世代人工知能技術研究開発～社会実装における取組と課題～」 

講 師  本村 陽一氏 ［国立研究開発法人 産業技術総合研究所 人工知能研究センター 副研究センター長 ] 

＜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 副会長・専務理事 

理 事  安藤 俊幸 中部電力㈱ 販売カンパニー お客さま営業部 お客さま営業グループ グループ長  

理 事 近藤 忠司 関西電力㈱ お客さま本部 お客さまサービス部長 

理 事 関根  徹 東京ガス㈱ リビング本部 お客さまサービス部 お客さま相談室 室長  

理 事  辻村 明英 東京電力エナジーパートナー㈱ CS推進室 兼 お客さまサービス部 副室長  

理 事  永峰 好美 読売新聞東京本社 編集委員 

監 事  貞光 信義 弁護士 

監 事  高島 俊和 国際興業㈱ 運輸事業部 担当部長 

  濱口 友幸 税理士 

  永田 依久 トヨタ自動車㈱ お客様関連部 企画総括室 渉外 G グループ長 

  佐分 正弘 トヨタ自動車㈱ お客様関連部 プロフェッショナル・パートナー  

  野口 貴史 ANAビジネスソリューション㈱ 営業本部 人材・研修事業部 部長  

  河崎 大平 関西電力㈱ お客さま本部 お客さまｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ お客さまサービスセンター所長  

  伊藤  晃 東北電力㈱ 東京支社 業務課長 

  岡田 博生 中部電力㈱ 東京支社 業務グループ 課長 

  福家   武 四国電力㈱ 東京支社 業務課長 

  服部  剛 九州電力㈱ 東京支社 営業グループ長 

  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 

  松浦 信一 大阪ガス㈱ 東京支社 副課長 

  原口 一郎 西武バス㈱ 運輸計画部 計画課長 

  小笠原 勝 ㈱文昌堂 執行役員総務部長 

  石津 成一 電気技術開発㈱ 代表取締役社長 

  藤川   優 大塚製薬㈱ 業務管理部 次長 

  中村 博信 ㈱ニュータウンハウジング 営業部長 

  涌嶋 重遠 打吹設計技術研究所 代表 

  山本 武夫 ＮＰＯ法人 野田レクリエーション協会 
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・第 21回関西講演会 

 日 程  2016年 10月 12日（水）14:30～16:30 

 場 所  中之島プラザ 11F 第一会議室 

 第一部 

 テーマ  関西地域のインバウンド観光の現状と課題 

 講 師  福西 謙氏［国土交通省 近畿運輸局 観光部長］ 

 第二部 

 テーマ  くらしと産業をめぐる情勢 2016年度事業計画と進捗状況 

 講 師 工藤 芳郎［（一社）くらしのリサーチセンター 副会長･専務理事］ 

＜参加者＞                      （※敬称略・順不同） 

 副会長  工藤 芳郎 （一社）くらしのリサーチセンター 副会長・専務理事 

 理 事 林  成則 関西電力㈱ お客さま本部 お客さまサービス部長 

  河崎 大平 関西電力㈱ お客さま本部 お客さまサービスセンター所長 

  米田 吉克 大阪ガス㈱ リビング事業部 マーケティング推進部 部長 

  牛尾 裕行 大阪ガス㈱ ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推進部 お客さま室 ﾏﾈｼﾞｬｰ  

  高柳 淳一 京阪ホールディングス㈱ 経営統括室 経営戦略担当・課長 

  林  一健 近鉄グループホールディングス㈱ 秘書広報部 広報課長  

  滝川 雅則 阪神電気鉄道㈱ 経営企画室（広報担当） 

  園口 勇一 南海電気鉄道㈱ 総務部 課長補佐 

  木村 康久 阪急電鉄㈱ 経営企画部 課長  

  堂内 博史 全日本空輸株式会社 関西支社 総務課 課長 

  三枝  剛 ㈱文昌堂 営業部 部長 

 

 

・新春特別講演会（第192回・第193回エネルギー・環境セミナーと合同開催） 

日 程 2017年1月18日 15:00～17:50 

場  所 KKR HOTEL TOKYO 

第一部 

テーマ 地球環境の変化～気温、海水温、海氷等の変化～（15：00〜16：20) 

講 師 𠮷松 和義氏［気象庁 地球環境・海洋部 地球環境業務課 地球温暖化対策調整官 ］ 

第二部 

テーマ エネルギー政策を巡る最近の動向について（16：30〜17：50） 

講 師 成田 達治［経済産業省 資源エネルギー庁 長官官房 総合政策課長］  

 ＜参加者＞                      （※敬称略・順不同） 

 副会長 工藤 芳郎  一般社団法人くらしのリサーチセンター 

 理 事 佐藤 良一 ㈱日立製作所 グローバル渉外本部 渉外部 部長 

 理 事  辻村 明英 東京電力エナジーパートナー㈱ CS推進室 兼 カスタマーセンター業務部 副室長  

 理 事  永峰 好美 読売新聞東京本社 編集委員 

 理 事  飛田 恵理子 特定非営利活動法人 東京都地域婦人団体連盟 理事 

 理 事  日野 裕司 全日本空輸㈱ 総務部 総務チームリーダー 

  永田 依久 トヨタ自動車㈱ お客様関連部 企画総括室 渉外グループ グループ長   

  中村  徹 東北電力㈱ 東京支社 業務課長 

  岡田 博生 中部電力㈱ 東京支社 業務グループ 課長 

  山野井勝弘 四国電力㈱ 東京支社 副支社長 

  屋鋪  誠 北陸電力㈱ 東京支社 調査チーム 課長 

  森山 健二 九州電力㈱ 東京支社 営業グループ長 

  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 
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  畑元 祐尚 東京ガス㈱ リビング本部 お客さまサービス部 お客さま相談室 課長  

  松浦 信一 大阪ガス㈱ 東京支社 副課長 

  林 直人 東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部 サービス品質改革部 課長 CS推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

  箕輪 徹郎 京王電鉄㈱ 鉄道事業本部 計画管理部 課長 

  原口 一郎 西武バス㈱ 運輸計画部 計画課 課長 

  小笠原 勝 ㈱文昌堂 執行役員 総務部 部長  

  垣添 博之 電気技術開発㈱ 電力技術本部 変電部長／経営企画部 エネルギー事業推進室長  

  中村 博信 ㈱ニュータウンハウジング 営業部長 

  大前  肇 石油コンサルタント 

  多田 和夫 NPO法人えこひろば 理事 

 

２．CSR活動の拡充 

ベトナムとの交流（別項） 
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３．くらしと産業に関する調査・研究事業 

（１）「エネルギー・環境セミナー」の継続 

・第 185回（第 148回都市と交通問題研究会と合同開催） 

日 程 2016年 4月 13日（水）15：00～16：30 

場 所 イワタニ水素ステーション芝公園（ショールーム 2Ｆ） 

テーマ 水素エネルギーの開発状況、展望と課題 －自動車燃料への活用－ 

講 師 宮崎  淳氏［岩谷産業株式会社 常務執行役員］ 

＜参加者＞                      （※敬称略・順不同） 

副会長 工藤 芳郎  （一社）くらしのリサーチセンター 副会長・専務理事 

理 事  佐藤 良一  ㈱日立製作所 グローバル渉外本部 渉外部 部長 

理 事  菊本 哲雄  東京急行電鉄㈱ 鉄道事業本部 事業戦略部 総活課 主査 

 理 事 辻村 明英 東京電力エナジーパートナー㈱ CS 推進室 兼 お客さまサービス部 副室長  

松浦 信一 大阪ガス㈱ 東京支社 副課長 

   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 

   原口 一郎 西武バス㈱ 運輸計画部 計画課 課長 

   木部 康久 国際興業㈱ 運輸事業部 参与 

   大前  肇  石油コンサルタント 

   山本 武夫  NPO法人 野田レクリエーション協会 

 

 

・第 186回 

日 程 2016年 5月 27日（金）14：00～16：00 

場 所 KKR HOTEL TOKYO 

テーマ パリ協定の採択と今後の地球温暖化対策の展望 

講 師 服部 桂治氏[経済産業省 産業技術環境局 環境経済室長] 

＜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 副会長・専務理事 

  宮本 啓司 東京電力エナジーパートナー㈱ ＣＳ推進室 お客さま相談室・ＣＳ推進グループ 課長 

  畑元 祐尚 東京ガス㈱ リビング本部 お客さまサービス部 お客さま相談室 課長 

  松浦 信一 大阪ガス㈱ 東京支社 副課長  

  阿部 雄介 四国電力㈱ 東京支社 業務課 副長 

  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  

  兼岩 悦子 トヨタ自動車㈱ 環境部 コミュニケーション室 調査グループ 

  丸田 美恵 トヨタ自動車㈱ お客さま関連部 

  大前 肇 石油コンサルタント 

  涌嶋 重遠 打吹設計技術研究所 代表 

 

 

・第 187回 

日 程 2016年 6月 22日（水）13：30～16：00 

場 所 ホテルサンライト新宿 

第 1部 

テーマ 近年における中国の環境事情－北京駐在経験から－ 

講 師 高見澤 学氏[一般財団法人 日中経済協会 調査部長] 
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第 2部 

テーマ パリ協定に関する交渉の現在と中国の動向 

講 師 猪俣 明彦氏[経済産業省 産業技術環境局 地球環境対策室長] 

＜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 副会長・専務理事 

理 事 辻村 明英 東京電力エナジーパートナー㈱ CS 推進室 兼 お客さまサービス部 副室長 

  堀井 浩司 （一社）日本電機工業会 環境部長 

  渡辺 龍美 トヨタ自動車㈱ 環境部 主任 

  松浦 信一 大阪ガス㈱ 東京支社 副課長  

  岡田 博生 中部電力㈱ 東京支社 業務グループ 課長 

  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  

  大前   肇 石油コンサルタント 

  山本 武夫 NPO法人 野田レクリエーション協会 

 

 

・第 188回 

 日 程  2016年 7月 13日（水）14：00～15：30 

 場 所  ホテルサンライト新宿 

 テーマ  我が国のＣＣＳ政策について  

 講 師  川端 尚志氏［経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 地球環境連携室 課長補佐］ 

＜参加者＞                      （※敬称略・順不同） 

副会長 工藤 芳郎 （一社）くらしのリサーチセンター 副会長・専務理事 

  畑元 祐尚 東京ガス㈱ リビング本部 お客さまサービス部 お客さま相談室 課長 

  松浦 信一 大阪ガス㈱ 東京支社 副課長  

  道添 誉子 トヨタ自動車㈱ お客様関連部 企画総括室 渉外グループ 

  森山 健二 九州電力㈱ 東京支社 営業グループ長 

  大前  肇 石油コンサルタント 

  山本 武夫 NPO法人 野田レクリエーション協会 

  多田 和夫 NPO法人えこひろば 理事 

 

 

・第 189回 

日 程 2016年 9月 28日（水）14：30～16：00 

場 所 ホテルサンライト新宿 

テーマ COP22をめぐる情勢とわが国の対応 

講 師 奈須野 太氏［経済産業省 産業技術環境局 環境政策課長］ 

＜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 副会長・専務理事 

 理 事  佐藤 良一 ㈱日立製作所 グローバル渉外本部 渉外部 部長 

 理 事 関根  徹  東京ガス㈱ ﾘﾋﾞﾝｸﾞ本部 お客さまｻｰﾋﾞｽ部 お客さま相談室 室長 

 理 事  林  成則 関西電力㈱ お客さま本部 お客さまサービス部長 

 監 事  貞光 信義 弁護士 

  永田 依久 トヨタ自動車㈱ お客さま関連部 企画総括室 渉外グループ グループ長  

  岡田 博生 中部電力㈱ 東京支社 業務グループ 課長 

  屋鋪  誠 北陸電力㈱ 東京支社 調査チーム 課長 
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  福家  武 四国電力㈱ 東京支社 業務課 課長 

  松浦 信一 大阪ガス㈱ 東京支社 副課長 

  大前  肇 石油コンサルタント 

  多田 和夫  NPO法人えこひろば 理事 

  涌嶋 重遠  打吹設計技術研究所 代表 

 

 

・第 190回 

 日 程 2016年 10月 24日（月）14：00～16：00 

 場 所 ホテルサンライト新宿 

 テーマ 地球温暖化とエネルギー政策 

 講 師 松野 大輔氏［経済産業省 資源エネルギー庁 総合政策課 戦略企画室長］ 

＜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 副会長・専務理事 

     石田 栄治 トヨタ自動車㈱ 環境部 コミュニケーション室 調査グループ長 

  武田  理 北海道電力㈱ 東京支社 業務グループリーダー 

  中村  徹 東北電力㈱ 東京支社 業務課長 

  岡田 博生 中部電力㈱ 東京支社 業務グループ 課長 

  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  

  畑元 祐尚 東京ガス㈱ リビング本部 お客さまサービス部 お客さま相談室 課長 

  松浦 信一 大阪ガス㈱ 東京支社 副課長 

  藤川  優 大塚製薬㈱ 業務管理部 次長 

  多田 和夫 NPO法人えこひろば 理事 

  涌嶋 重遠 打吹設計技術研究所 代表 

  山本 武夫 NPO法人 野田レクリエーション協会 

  大前  肇 石油コンサルタント 

 

 

・第 191回（第 153回都市と交通問題研究会と合同） 

日 程 2016年 11月 4日（金）15：00～16：30 

会 場 ホテルサンライト新宿 

テーマ 自動走行を巡る経済産業省の取組 

講 師 奥田 修司氏［経済産業省 製造産業局 自動車課  

                   電池・次世代技術・ＩＴＳ推進室長］ 

＜参加者＞                      （※敬称略・順不同） 

副会長 工藤 芳郎 （一社）くらしのリサーチセンター 副会長・専務理事 

 監 事  木部 康久 国際興業㈱ 運輸事業部 担当部長 

  箕輪 徹郎 京王電鉄㈱ 鉄道事業本部 計画管理部 課長 

  原口 一郎 西武バス㈱ 運輸計画部 計画課長 

  松浦 信一 大阪ガス㈱ 東京支社 副課長 

  三浦  庸 飛鳥交通㈱ 秘書室長 

  榎元 正人 東日本交通㈱ 社長 

  保岡 政利 栄泉交通㈱ 社長 

  三浦 宏則 リボンタクシー㈱ 副社長 

  山本 敏之 日興自動車㈱ 専務取締役 
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  高筒  滋 （一社）東京ハイヤー・タクシー協会 総務部次長 

  多田 和夫 NPO法人えこひろば 理事 

  大前  肇 石油コンサルタント 

  山本 武夫 NPO法人野田レクリエーション協会 

 

 

・第 192回・第 193回（新春特別講演会と合同開催） 

 日 程 2017年1月18日 15:00～17:50 

場  所 KKR HOTEL TOKYO 

第一部 

テーマ 地球環境の変化 ～気温、海水温、海氷等の変化～（15：00〜16：20) 

講 師 𠮷松 和義氏［気象庁 地球環境・海洋部 地球環境業務課 地球温暖化対策調整官］ 

第二部 

テーマ エネルギー政策を巡る最近の動向について（16：30〜17：50） 

講 師 成田 達治［経済産業省 資源エネルギー庁 長官官房 総合政策課長］  

 ＜参加者＞                      （※敬称略・順不同） 

 副会長 工藤 芳郎  一般社団法人くらしのリサーチセンター 

 理 事 佐藤 良一 ㈱日立製作所 グローバル渉外本部 渉外部 部長 

 理 事  辻村 明英 東京電力エナジーパートナー㈱ CS推進室 兼 カスタマーセンター業務部 副室長 

 理 事  永峰 好美 読売新聞東京本社 編集委員 

 理 事  飛田 恵理子 特定非営利活動法人 東京都地域婦人団体連盟 理事 

 理 事  日野 裕司 全日本空輸㈱ 総務部 総務チームリーダー 

  永田 依久 トヨタ自動車㈱ お客様関連部 企画総括室 渉外グループ グループ長  

  中村  徹 東北電力㈱ 東京支社 業務課長 

  岡田 博生 中部電力㈱ 東京支社 業務グループ 課長 

  山野井勝弘 四国電力㈱ 東京支社 副支社長 

  屋鋪  誠 北陸電力㈱ 東京支社 調査チーム 課長 

  森山 健二 九州電力㈱ 東京支社 営業グループ長 

  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 

  畑元 祐尚 東京ガス㈱ リビング本部 お客さまサービス部 お客さま相談室 課長 

  松浦 信一 大阪ガス㈱ 東京支社 副課長 

  林 直人 東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部 サービス品質改革部 課長 CS推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

  箕輪 徹郎 京王電鉄㈱ 鉄道事業本部 計画管理部 課長 

  原口 一郎 西武バス㈱ 運輸計画部 計画課 課長 

  小笠原 勝 ㈱文昌堂 執行役員 総務部 部長  

  垣添 博之 電気技術開発㈱ 電力技術本部 変電部長／経営企画部 エネルギー事業推進室長  

  中村 博信 ㈱ニュータウンハウジング 営業部長 

  大前  肇 石油コンサルタント 

  多田 和夫 NPO法人えこひろば 理事 
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第194回 

日 程 2017年3月16日（木）14：00～15：30 

会 場 ホテルサンライト新宿 

テーマ COP22を踏まえた我が国の温暖化対策 

講 師 猪俣 明彦氏［経済産業省 産業技術環境局 地球環境対策 室長］ 

＜参加者＞                      （※敬称略・順不同） 

 会 長 福嶋   等 弁護士 

 副会長  川野  繁 飛鳥交通㈱ 代表取締役社長／(一社）東京ハイヤー・タクシー協会 副会長 

 副会長 工藤 芳郎  （一社）くらしのリサーチセンター 副会長・専務理事 

 理 事 辻村 明英 東京電力エナジーパートナー㈱ CS推進室 兼 お客さまサービス部 副室長  

  理事代理 岡田 博生 中部電力㈱ 東京支社 業務グループ 課長 

  理事代理 畑元 祐尚 東京ガス㈱ リビング本部 お客さまサービス部 お客さま相談室 課長 

     清水 大樹 岩谷産業㈱ 総合エネルギー本部 マルヰガス部 

       武田  理 北海道電力㈱ 東京支社 業務グループリーダー 

     原口 一郎 西武バス㈱ 運輸計画部 計画課長 

     福家  武 四国電力㈱ 東京支社 業務課 課長 

     松浦 信一 大阪ガス㈱ 東京支社 副課長 

     道添 誉子 トヨタ自動車㈱ お客様関連部 企画総括室 渉外グループ 

     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 

     藤川    優 大塚製薬㈱ 業務管理部 次長 

     大前  肇 石油コンサルタント 

           多田 和夫 NPO法人えこひろば 理事 

 

（２）エネルギー事情懇談会 

・第33回 

日 程 2016年11月4日（金）18：30～ 

場 所 月亭本店 

テーマ 電力・ガス事業をめぐる情勢と課題－公益事業としての電力・ガス事業－ 

ゲスト 浦上健一朗氏［経済産業省 資源エネルギー庁 原子力政策課長］ 

  外園 広尚氏［経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 ガス市場整備室 室長補佐］ 

＜参加者＞                      （※敬称略・順不同） 

副会長 工藤 芳郎 （一社）くらしのリサーチセンター 副会長・専務理事 

理 事 辻村 明英 東京電力エナジーパートナー㈱ ＣＳ推進室 兼 カスタマーセンター業務部 副室長 

理 事  林  成則 関西電力㈱ お客さま本部 お客さまサービスグループ 部長 

  三縞 善信 中部電力㈱ 東京支社 業務グループ 課長 

  麻生 弘之 九州電力㈱ 東京支社 営業担当部長 

  中村  徹 東北電力㈱ 東京支社 業務課長 

  山下 義順 北陸電力㈱ 執行役員 東京支社長 

  山野井勝弘 四国電力㈱ 東京支社 副支社長 

  畑元 祐尚 東京ガス㈱ リビング本部 お客さまサービス部 お客さま相談室 課長 

  松浦 信一 大阪ガス㈱ 東京支社 副課長 

  田島滋一郎 東邦ガス㈱ 東京支社 副支社長 

  永田 依久 トヨタ自動車㈱ お客様関連部 企画総括室 渉外グループ グループ長  
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（３）「都市と交通問題研究会」 

・第 149回 

日 程 2016年 5月 13日（水）14：00～16：00 

場 所 ホテルサンライト新宿 

第一部 

 テーマ 高速鉄道の内外展開と課題  

 講 師 長井 総和氏［国土交通省 鉄道局 国際課長］ 

 第二部 

 テーマ 東京のタクシー運賃の組替え  

 講 師 川野  繁氏［(一社)東京ハイヤー・タクシー協会 副会長 ］ 

＜参加者＞                      （※敬称略・順不同） 

副会長 工藤 芳郎  （一社）くらしのリサーチセンター 副会長・専務理事 

理 事  菊本 哲雄  東京急行電鉄㈱ 鉄道事業本部 事業戦略部 総活課 主査 

理 事 日野 裕司 全日本空輸（株) 総務部 総務チームリーダー 

     紙本  達宏 東日本旅客鉄道（株) 鉄道事業本部 サービス品質改革部 課長 CS 推進グループ  

   綾部 光明 東武鉄道（株) 鉄道事業本部 計画管理部 課長 

   原口 一郎 西武バス(株) 運輸計画部 計画課長 

  木部 康久 国際興業㈱ 運輸事業部 参与 

  津川  清 電気技術開発㈱ 取締役 国際部長 

  磯畑 景三 電気技術開発㈱ 上席執行役員 営業部長 

  杉  行夫 JAPAN NOW観光情報協会 理事 事務局長 

 

・第 150回 

日 程 2016年 6月 14日（火）14：00～16：00 

会 場 ホテルサンライト新宿 

テーマ 少子高齢社会の進行と地域公共交通の課題 

講 師 出口 まきゆ氏［国土交通省 総合政策局 公共交通政策部 交通計画課 交通政策企画官 ］ 

＜参加者＞                      （※敬称略・順不同） 

副会長 工藤 芳郎 （一社）くらしのリサーチセンター 副会長・専務理事 

 理 事  菊本 哲雄 東京急行電鉄㈱ 鉄道事業本部 事業戦略部 総活課 主査 

  川島 洋祐 京王電鉄㈱ 鉄道事業本部 計画管理部 企画担当課長補佐 

  綾部 光明 東武鉄道㈱ 鉄道事業本部 計画管理部 課長 

  原口 一郎 西武バス㈱ 運輸計画部 計画課長 

  山本 敏之 日興自動車株式会社 専務取締役 

  朝見 賢一 （一社）東京ハイヤー・タクシー協会 総務部 課長 

  柳下  浩 国際興業㈱ 運輸事業部 運輸企画課 係長 

 

・第 151回 

日 程 2016年 7月 27日（水）14：00～16：00 

会 場 ホテルサンライト新宿 

テーマ 環境変化の中での旅客運送事業の課題 

講 師 黒須 卓氏［国土交通省 自動車局 総務課 企画室長］ 

＜参加者＞                      （※敬称略・順不同） 

 副会長 工藤 芳郎 （一社）くらしのリサーチセンター 副会長・専務理事 

 理 事  日野 裕司 全日本空輸㈱ 総務部 総務チームリーダー 
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 監 事  木部 康久 国際興業㈱ 運輸事業部 参与 

  永田 依久 トヨタ自動車㈱ お客様関連部 企画総括室 渉外グループ グループ長 

  原口 一郎 西武バス㈱ 運輸計画部 計画課長 

  太田 祥平 三和交通㈱ 代表取締役社長 

  榎元 正人 東日本交通㈱ 代表取締役社長  

  三浦  庸 飛鳥交通㈱ 秘書室 室長 

  朝見 賢一 （一社）東京ハイヤー・タクシー協会 総務部 課長 

  山本 武夫 NPO法人 野田レクリエーション協会 

 

・第 152回 

日 程 2016年 10月 5日（水）14：00～16：00 

会 場 ホテルサンライト新宿 

テーマ 「東京圏における今後の都市鉄道のあり方について」（平成 28年 4月 20日交通政 

    策審議会答申）を踏まえた今後の都市鉄道政策について 

講 師 五十嵐 徹人氏[国土交通省 鉄道局 都市鉄道政策課長] 

＜参加者＞                      （※敬称略・順不同） 

 副会長 工藤 芳郎 （一社）くらしのリサーチセンター 副会長・専務理事 

 理 事  菊本 哲雄 東京急行電鉄㈱ 鉄道事業本部 事業戦略部 総括課 主査 

  前田浩二郎 京浜急行電鉄㈱ 鉄道本部 鉄道統括部 事業戦略課長 

  小瀧 正和 東武鉄道㈱ 計画管理部 課長 

  安孫子 学 西武鉄道㈱ 計画管理部 課長  

  林  祐悟 京成電鉄㈱ 鉄道本部 計画管理部 課長 

  箕輪 徹郎 京王電鉄㈱ 鉄道事業本部 計画管理部 課長 

  田地  朗 東京地下鉄㈱ 経営企画本部 経営管理部 課長 

  田中  有 西武バス㈱ 運輸計画部 計画課 

  石津 成一 電気技術開発㈱ 代表取締役社長 

  磯畑 景三 電気技術開発㈱ 常務取締役 営業部長 

  松浦 信一 大阪ガス㈱ 東京支社 副課長  

  山本 武夫 NPO法人 野田レクリエーション協会 

 

・第 153回（第 191回エネルギー・環境セミナーと合同） 

日 程 2016年 11月 4日（金）15：00～16：30 

会 場 ホテルサンライト新宿 

テーマ 自動走行を巡る経済産業省の取組 

講 師 奥田 修司氏［経済産業省 製造産業局 自動車課  

                   電池・次世代技術・ＩＴＳ推進室長］ 

＜参加者＞                      （※敬称略・順不同） 

副会長 工藤 芳郎 （一社）くらしのリサーチセンター 副会長・専務理事 

 監 事  木部 康久 国際興業㈱ 運輸事業部 担当部長 

  箕輪 徹郎 京王電鉄㈱ 鉄道事業本部 計画管理部 課長 

  原口 一郎 西武バス㈱ 運輸計画部 計画課長 

  松浦 信一 大阪ガス㈱ 東京支社 副課長 

  三浦  庸 飛鳥交通㈱ 秘書室長 

  榎元 正人 東日本交通㈱ 社長 

  保岡 政利 栄泉交通㈱ 社長 

  三浦 宏則 リボンタクシー㈱ 副社長 

  山本 敏之 日興自動車㈱ 専務取締役 
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  高筒  滋 （一社）東京ハイヤー・タクシー協会 総務部次長 

  多田 和夫 NPO法人えこひろば 理事 

  大前  肇 石油コンサルタント 

  山本 武夫 NPO法人野田レクリエーション協会 

 

・第 154回 

日 程 2016年 12月 7日（水）16：00～17：30 

会 場 ホテルサンライト新宿 

テーマ 空港運営の民間委託をめぐる最近の動向 

講 師  川端 一生氏［国土交通省 航空局 航空ネットワーク部 

                 航空ネットワーク企画課 空港経営改革推進室 企画調整官］ 

＜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 副会長・専務理事 

 理 事 菊本 哲雄 東京急行電鉄㈱ 鉄道事業本部 事業戦略部 総括課 主査 

 理 事 関根  徹 東京ガス㈱ リビング本部 お客さまサービス部 お客さま相談室 室長  

 理 事  永峰 好美 読売新聞東京本社 編集委員 

 理 事  日野 裕司 全日本空輸㈱ 総務部 総務チームリーダー 

 理 事  深尾  修 本田技研工業㈱ 渉外部 担当部長 

  岡田 博生 中部電力㈱ 東京支社 業務グループ 課長 

  林  祐悟 京成電鉄㈱ 鉄道本部 計画管理部 課長 

  田中  有 西武バス㈱ 運輸計画部 計画課 

  佐々木友夫 電気技術開発㈱ 交通技術本部 技術顧問 

  栗原 泰男 電気技術開発㈱ 交通技術本部 空港部 次長 

  杉  行夫 JAPAN NOW 観光情報協会 理事 事務局長 

  大前  肇 石油コンサルタント 

  山本 武夫 NPO法人野田レクリエーション協会 

 

 

・第 155回 

日 程 2017年 2月 1日（水）14：00～15：30 

会 場 ホテルサンライト新宿 

テーマ 「都市交通をめぐる諸課題」  

講 師  山本 英貴氏〔国土交通省 総合政策局 政策課 政策企画官〕 

＜参加者＞                      （※敬称略・順不同） 

 副会長 工藤 芳郎 （一社）くらしのリサーチセンター 副会長・専務理事 

理 事  林  祐 悟 京成電鉄㈱ 鉄道本部 計画管理部 課長 

      永田 依久 トヨタ自動車㈱ お客様関連部 企画総括室 渉外グループ グループ長 

  箕輪 徹郎 京王電鉄㈱ 鉄道事業本部 計画管理部 課長 

  綾部 光明 東武鉄道㈱ 鉄道事業本部 計画管理部 課長 

  原口 一郎 西武バス㈱ 運輸計画部 計画課長 

  藤本 政敬 三ツ矢観光自動車㈱ 代表取締役 

  三 浦  庸 飛鳥交通㈱ 秘書室長 

  山本 武夫 NPO法人 野田レクリエーション協会 

  日野 裕司 全日本空輸㈱ 総務部 総務チームリーダー 

 

 



12 

 

第 156回 

日 程 2017年 3月 16日（木）15：30～16：30 

会 場 ホテルサンライト新宿 

テーマ 「タクシー業界において今後新たに取り組む事項について」  

講 師  川野  繁氏[飛鳥交通㈱ 代表取締役社長／(一社）東京ハイヤー・タクシー協会 

副会長］ 

＜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 副会長・専務理事 

      岡田 博生 中部電力㈱ 東京支社 業務グループ 課長 

      丸太 美恵  トヨタ自動車㈱ お客様関連部 

           原口 一郎 西武バス㈱ 運輸計画部 計画課長 

      藤原 廣彦 本州自動車㈱ 代表取締役 

   太田 祥平  三和交通㈱ 代表取締役 

   山本 敏之 日興自動車㈱ 専務取締役 

   高林 良吉 宝自動車㈱ 専務取締役 

   本谷  大 京王自動車㈱ タクシー営業部長 
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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 65回 

 日 程  2016年 6月 8日（水）～10日（金） 

 視察訪問場所 川内原子力発電所、八丁原地熱発電所、大分県庁、日出町、ホンダ太陽（ホンダの特例子会社） 

＜参加者＞                      （※敬称略・順不同） 

 団 長   工藤 芳郎 （一社）くらしのリサーチセンター 副会長・専務理事 

 副団長   近藤 忠司 関西電力㈱ お客さま本部 お客さまサービス部長 

 事務局長  佐藤 良一 ㈱日立製作所 グローバル渉外本部 渉外部 部長 

 幹 事   深尾  修 本田技研工業㈱ 渉外部 担当部長 

 幹 事  服部  剛 九州電力㈱ 東京支社 営業グループ グループ長 

   菊本 哲雄 東京急行電鉄㈱ 鉄道事業本部 事業戦略部 総括課 主査 

   日野 裕司 全日本空輸㈱ 総務部 総務チームリーダー 

   紙本 達宏 東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部 サービス品質改革部 課長 CS 推進ｸﾞﾙｰﾌ  ゚

   岩崎  健 （一社）日本自動車工業会 総務統括部 企画・調査担当 グループ長 

   松田 高幸 九州電力㈱ 東京支社 営業グループ 副長 

   相馬 春樹 東京ガス㈱リビング本部 お客さまサービス部 お客さま相談室 課長 

   河﨑 大平 関西電力㈱  お客さま本部 お客さまサービスグループ お客さまサービスセンター所長 

   阿部 雄介 四国電力㈱ 東京支社 業務課 副長 

   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 

   松浦 信一 大阪ガス㈱ 東京支社 副課長 

   宮澤  弘 電気技術開発㈱ 電力技術本部 上席執行役員本部長 変電部 部長 

   杉  行夫 JAPAN NOW 観光情報協会 理事 事務局長  

  

 

・「築地市場」視察 

 日 程 2016年 11月 17日（木）10：30～ 

 場 所 築地市場 

＜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 副会長・専務理事 

 理 事  佐藤 良一 ㈱日立製作所 グローバル渉外本部 渉外部 部長 

     中村  徹 東北電力㈱ 東京支社 業務課長 

  道添 誉子 トヨタ自動車㈱ お客様関連部 企画総括室 渉外グループ 

  林  莊祐 JAPAN NOW 観光情報協会、 

   (一社）日本旅行作家協会 顧問理事 

  江上  弘史 JAPAN NOW 観光情報協会 

   川崎市 

  杉   行夫 JAPAN NOW 観光情報協会 理事 事務局長 
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・第 66回 

 日 程 2017年 2月 22日（水）～24日（金） 

 視察訪問場所  沖縄電力㈱石垣第二発電所、竹富島、吉の浦火力発電所、アワセ天然ガス供給センター、 

    沖縄防衛局、普天間基地（嘉数高台）、首里城、沖縄国際物流拠点関連施設、ひめゆりの塔 

 

＜参加者＞                      （※敬称略・順不同） 

 副会長  工藤 芳郎 （一社）くらしのリサーチセンター 副会長・専務理事 

 理 事   日野 裕司  全日本空輸㈱ 総務部 総務チームリーダー 

    河﨑 大平  関西電力㈱  お客さま本部 お客さまサービスグループ お客さまサービスセンター所長 

      岡田 博生  中部電力㈱ 東京支社 業務グループ 課長 

      中村  徹   東北電力㈱ 東京支社 業務課長 

   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 

      永山 健太   沖縄電力㈱ 東京支社 業務企画グループ 

   畑元  祐尚   東京ガス㈱リビング本部 お客さまサービス部 お客さま相談室 課長 

   松浦 信一   大阪ガス㈱ 東京支社 副課長 

      林  祐 悟   京成電鉄㈱ 鉄道本部 計画管理部 課長 

      高西 悠太  （一社）日本自動車工業会環境統括部 

      垣添 博之   電気技術開発㈱ 電力技術本部 変電部長 変電部 部長 

              /経営企画部エネルギー事業推進室長 

      丹 野 亮   岩谷産業(㈱)マルヰガス 課長代理    

       杉  行夫   JAPAN NOW 観光情報協会 理事 事務局長 
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Ⅲ．国際交流の促進 

ベトナム貿易大学 CSR研修招聘事業 

１.事前準備 

・第 1回ベトナム貿易大学 CSR研修団来日に伴う「歓迎実行委員会」 

 日 程 2016年 6月 2日（木）14：00～16：00 

 場 所 ホテルサンライト新宿 

＜出席者＞                      （※敬称略・順不同） 

 委員長  福嶋  等 弁護士 

 副 委 員 長 川野 繁 飛鳥交通㈱ 代表取締役社長／(一社）東京ハイヤー・タクシー協会 副会長  

 事務局長  工藤 芳郎 （一社）くらしのリサーチセンター 副会長・専務理事 

 事務局次長 佐藤 良一 ㈱日立製作所 グローバル渉外本部 渉外部 部長 

 事務局次長 関根  徹 東京ガス㈱ リビング本部 お客さまサービス部 お客さま相談室 室長  

 事務局次長 永田 依久 トヨタ自動車㈱ お客様関連部 企画総括室 渉外 G グループ長 

 事務局次長 深尾  修 本田技研工業㈱ 渉外部 担当部長 

 事務局次長 紙本 達宏 東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部 サービス品質改革部 課長 CS 推進グループ 

 事務局次長代理 野口 貴史 ＡＮＡビジネスソリューション㈱ 営業本部 人材・研修事業部 部長 

 委 員 辻村 明英 東京電力エナジーパートナー㈱ CS推進室 兼 お客さまサービス部 副室長  

 委 員 石津 成一 電気技術開発㈱ 代表取締役社長 

 委 員 代 理 岡田 博生 中部電力㈱ 東京支社 業務グループ 課長 

 通 訳 レ・ニュー・ゴック ハリウッド大学院大学 

 

 

・第 2回ベトナム貿易大学 CSR研修団来日に伴う「歓迎実行委員会」 

 日 時  2016年 7月 5日（火）16：00～ 

 事 務 局 長 工藤 芳郎 （一社）くらしのリサーチセンター 副会長・専務理事 

 事務局次長 佐藤 良一 ㈱日立製作所 グローバル渉外本部 渉外部 部長 

 事務局次長 日野 裕司 全日本空輸㈱ 総務部 総務チームリーダー 

 事務局次長 永田 依久 トヨタ自動車㈱ お客様関連部 企画総括室 渉外 G グループ長 

 事務局次長 深尾  修 本田技研工業㈱ 渉外部 担当部長 

 事務局次長 紙本 達宏 東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部 サービス品質改革部 課長 CS 推進グループ 

 委 員 辻村 明英 東京電力エナジーパートナー㈱ CS 推進室 兼 お客さまサービス部 

 委 員 牛尾  裕行 大阪ガス㈱ リビング事業部 マーケティング推進部 お客さま室 マネジャー 

 委 員 菊本 哲雄 東京急行電鉄㈱ 鉄道事業本部 事業戦略部 総括課 主査 

 通 訳 レ・ニュー・ゴック ハリウッド大学院大学 

 

２.ベトナム貿易大学 CSR研修団スケジュール・内容－別紙報告書のとおり 

 

３．ベトナム貿易大学 CSR研修団来日後の経緯 

 本年 7 月 17 日～22 日、ベトナム貿易大学 CSR研修団は当センターの招聘により来日

し、8 社（関西電力、大阪ガス、トヨタ自動車、JR 東日本、東京ガス、本田技研工業、

全日本空輸、日立製作所）において研修を実施した。 

 帰国後の状況について概要次のとおり報告書が寄せられた。 

 ・研修生の体験とりまとめ 
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 ・研修生とベトナム主要企業との交流 

 ・現在ベトナム企業の CSR 活動についてとりまとめ出版物を発刊する。 

 ・2017 年度の日本との交流計画については近々提案したい。 

 ・なお当センターと貿易大学の CSR 交流協定に基づき、貿易大学における全日本空 

 輸の講座開設が検討されている。 
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地球環境問題に関する日中間の交流 
１.事前準備 

・地球環境問題に関する日中交流会打ち合わせ会 

 日 程 2016年 8 月 29日（月）18：00～ 

 場 所 月亭本店 

＜出席者＞                      （※敬称略・順不同） 

 団 長 工藤 芳郎 （一社）くらしのリサーチセンター 副会長・専務理事 

 副団長 佐藤 良一 ㈱日立製作所 グローバル渉外本部 渉外部 部長 

 事務局長 日野 裕司 全日本空輸㈱ 総務部 総務チームリーダー 

     川野 壮男 一般社団法人 日本自動車工業会 国際統括部 

     堀井 浩司 （一社）日本電機工業会 環境部長 

     牧野 敬雄 電気技術開発㈱ 常務取締役 交通技術本部長 

 

２.地球環境問題に関する日中交流会スケジュール・参加者 

（１）日 程 2016 年 9月 5日（月）～7日（水） 

（２）参加者 

（日本） 

 団 長 工藤 芳郎 （一社）くらしのリサーチセンター 副会長・専務理事 

 副団長 佐藤 良一  ㈱日立製作所 グローバル渉外本部 渉外部 部長 

 事務局長 日野 裕司  全日本空輸㈱ 総務部 総務チームリーダー 

 特別報告者 服部 桂治  経済産業省 産業技術環境局 環境経済室長 

     佐々木 玄 （一社）日本自動車工業会 北京事務所 所長代理 

     堀井 浩司 （一社）日本電機工業会 環境部長 

     牧野 敬雄    電気技術開発㈱ 常務取締役 交通技術本部長 

     杉本みなみ （一社）日本自動車工業会 国際統括部 

（中国） 

   呂文斌氏 国家発展改革委員会資源節約環境保護司 副司長 

   王静波氏 国家発展改革委員会資源節約環境保護司 処長 

   馬維晨氏 国家発展改革委資源節約環境保護司 副処長 

 

（３）内容－別紙報告書のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Ⅳ．くらしと産業に関する刊行物の発刊 

定期刊行物の発行 

・「くらしのトレンド」 

  664 号（4 月号） 

  環境立国を目指したい 

  ・国連気候変動枠組条約締約国会議（COP21）,「パリ協定」 

  ・『環境立国日本を目指す―地球温暖化対策の国際ルール「パリ協定」 

  への取組み―』 発刊企画 

  地球環境問題に関する日中間の交流 

  2016 年度政府当初予算と審議をみる 

  少子化時代：子どもに関するデータをみる 

  この春に心得たいこと 

  665 号（5 月号） 

  憲法記念日におもう 

  観光立国を目指そう 

  熊本地震：ライフライン、インフラの早期復旧を 

  ルールなき税逃れ、資産隠し（タックス・ヘイブン） 

  −権力者の横暴を許すな− 

  2020 年 東京五輪・パラリンピックをめぐる問題を考える 

  −誰のため、何のための開催か  

  オリンピック精神の原点を忘れるな− 

  「1 億総活躍社会」は国民生活を向上させられるか 

  666 号（6 月号） 

  健全な社会を目指す 

  1、国際社会の特徴的な動向 

  2、日本社会は健全か 

  熊本地震：当センター法人会員の支援活動 

   −ライフラインの復旧活動を中心にみる− 

   ◯ 東京電力エナジーパートナー株式会社 

   ◯ 関西電力株式会社 

   ◯ 中部電力株式会社 

   ◯ 九州電力株式会社 

   ◯ 東北電力株式会社 

   ◯ 中国電力株式会社 

   ◯ 北陸電力株式会社 

   ◯ 北海道電力株式会社 

   ◯ 沖縄電力株式会社 

   ◯ 四国電力株式会社 

   ◯ 東京ガスグループ 

   ◯ 大阪ガスグループ 

  ◯ トヨタ自動車株式会社 

   ◯ 全日本空輸株式会社 

  ◯ 本田技研工業株式会社 

  667 号（7 月号） 

  ■ 参議院議員選挙、東京都知事選について考える 
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   参議院議員選挙 69年間の歴史 

   参議院選挙にどのように臨むべきか 

    ◯基本的に心得ておきたいこと 

    ◯選挙の争点はどこにあるか 

   東京都知事選 ―舛添知事の辞任から学ぶ― 

    ◯舛添知事辞任のあらまし 

    ◯問題の所在と教訓 

    ◯戦後都知事の変遷 

    ◯都政史の汚点（1965年） 

    ◯都知事選のあり方 

    ◯都政の課題 

  ■ 第 65回施設・工場視察、業際間交流会 

   視察箇所概要 

   学んだこと 

   参加者の感想 

  668 号（8 月号） 

  ■ 2016 年の夏におもう 

  特集 

  ■ CSR（Corporate Social Responsibility） 

  企業の社会的責任についての国際交流  

  −ベトナム貿易大学 CSR 研修について− 

   ◯ 来日の経緯 

   ◯ 一般社団法人くらしのリサーチセンターと貿易大学との相互交流 

  に関する協定 

   ◯ ベトナム外国貿易大学（FTU－Foreign Trade University）概要  

   ◯ CSR 研修に参加した貿易大学教職員・学生 

   ◯ 研修日程 

   ◯ 成果と展望 

   ◯ ベトナム貿易大学 CSR 研修団来日歓送迎会 

   ◯ レ ティ トゥ トゥイ副学長の要請と提案（歓送迎会挨拶） 

  CSR 関連資料 

  ■ 企業の社会的責任と CSR について考える 

   くらしのリサーチセンターの CSR に関する調査・研究 実績 

  669 号（9 月号） 

  ■ 戦後 71 年目の夏を省みる 

   71 年前（1945 年、昭和 20 年）の夏 

   天皇陛下の「お気持ち」発表を考える 

  ■ イチロー米大リーグで 3,000 安打達成 

  ■ 第 31 回リオデジャネイロオリンピック・ 

        パラリンピック競技大会に学ぶ 

   大会概要 

   学んだこと 

   オリンピック憲章 

   オリンピズムの根本原則 

   オリンピズムはどのように発揮されたか 

     〇個人がスポーツに参加する権利について 

     〇差別はなくなってきているか 
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     〇女性の活躍 

     〇参加競技種目に問題はないか 

     〇東京オリンピックへの課題 

   資 料 

    ブラジル連邦共和国 

    RepúblicaFederativadoBrasil（FederativeRepublicofBrazil） 

  670 号（10 月号） 

  ■ 異常な気候変動へどう立ち向かうか 

   ◯ 地球温暖化の現状 

   ◯ 対応策 

  ■ 中国の気候変動問題に関する動向をみる 

  −地球環境問題に関する日中交流会より− 

   中国の環境問題 

   訪中団に対する中国側の対応について 

   中国の気候変動に関する諸国との協力 

  ■ 訪中雑感 

   ◯ 1960 年代の中国体験 

  ■ 現代中国概況 

   ◯ データにみる物質文明の発展 

   ◯ 失われゆく心の文化 

   ◯ くらしのリサーチセンター 日中交流史 

   ◯ 工藤芳郎 日中関係史 

  ■ 超高齢社会 

  671 号（11 月号） 

  ■ 政治家の資質を問う 

   ◯ 地方議員をめぐる問題 

   ◯ 地方自治法（政務活動費に関する規定） 

   ◯ 国会審議にみる政治家像 

  ■ オートファジー 

  −医学の進歩と医療制度− 

  ■ パリ協定の発効とわが国の対応、取り組み 

  ■ 各界の具体的取組み紹介 

   ◯ 『環境立国日本を目指す  

  −地球温暖化対策の国際ルール「パリ協定」への取組み』  

  発刊にあたって 

  672 号（12 月号） 

  −2016 年世相を詠む− 世相いろはかるた   

  ■2016 年の内外情勢を省みる   

  ◯ アメリカ大統領選にみる米国の流れ  

  ◯ 長期化するシリアをめぐる戦争  

  ◯ 朝鮮半島問題  

  ◯ 現代中国の動向を見る  

  ■TPP についての国会審議 −国民からみた疑問−  

  ◯ TPPのルーツと経緯  

  ◯ TPPの特徴  

  ◯ TPP合意内容（要旨）  

  ◯ 課題と疑問  
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  ■東京都民の台所   

  −築地の移転問題を考える−  

  築地市場の概要  

  673 号（1 月号） 

  ■ 日本はどこへ向かうのか −米国大統領選に学ぶ− 

  ◯ トランプショックと世論について 

  ◯ アメリカ社会の現状を知る 

  ◯ オバマ政権の登場で何がチェンジできたか 

  ◯ 教訓 

  ◯ 日本の進む道 

  ■ 権力者、権力欲について考える 

  ◯ 問題の所在 

  ◯ 権力欲と権力 

  ◯ 権力欲の特性 

  ◯ 権力者と服従志向 

  ◯ ポピュリズムとナショナリズム 

  ◯ 権力と遺産 

  ◯ 権力構造と権力の保持 

  ◯ 権力と利権 

  674 号（2 月号） 

        ■「不確実性」の時代をどう生きるか 

        ○ 豊かで平和な世界を実現するために 

        ○ 公正、公平な政治を確立するために 

        ○ 人を大切にする健全な市場経済社会を構築するために 

        ■ 経済成長政策は国民生活を向上させているか 

        ○ 経済とは 

         ○ 国内総生産ＧＤＰ 

        ■ 安倍首相の真珠湾訪問を考える  

        ○ 戦争の惨禍をもたらしたアジア太平洋戦争 

        ○ 各国の反応 

        ○ 今年は日中戦争開戦から 80年、日本国憲法施行から 70年 

        ■ 人口減少社会 

        ○ 出生数 100万人割れ 

        ○ 諸外国における出生率の状況 

        ○ 東京の人口 

  675 号（3 月号） 

  ■ 米国の民主主義、国際協調主義を考える 

    ―「全てのものは疑い得る」― 

       マスコミの反応 

    日米首脳会談 

  ■ 暮らしと産業をめぐる情勢 

    ―DATA 情勢に見る内外情勢― 

  ○ 2017年度政府予算案 

  ○ 先端技術の未来 

  ○ 世界の超富豪、売上げ高上位企業 

  ○ 汚職の国際比較 

  ○ 貿易 
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  ○ 日本における米軍基地問題 

  ○ 「米軍駐留費」問題 

  ○ エネルギー 

  ○ 環境 

  ○ 金融政策 

  ○ 外国人労働者 

  ○ 労働時間、職業時間 

  ○ 国民生活 

  ○ 食品廃棄 

        

・「くらしのレポート」 

       339 号（4 月号） 

       ・東京オリンピックに向けた国土交通省の取組み（交通インフラ）  

       ・エネルギー新戦略 

       ・＜連 載＞私の介護体験 －介護問題の課題を考える 

                内野 祐 【フリーライター】 

       ・地方創生ふるさと自慢 第 1回「栗林公園（香川県高松市）ほか」  

   福家 武氏 【四国電力㈱ 東京支社 業務課長】 

       340 号（6 月号） 

        ＜特 集＞ 

  ■ 「人工知能」でどんなことができるか 

  次世代人工知能技術研究開発 〜社会実装における取組と課題〜 

  本村 陽一氏【国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

     人工知能センター 首席研究員 博士（工学）】 

  ■ 2016年度 事業計画の重点 

  ＜連 載＞ 

  ◯ 私の介護体験 －介護問題の課題を考える ②介護費用 

  内野 祐 【フリーライター】 

  ◯ 地方創生ふるさと自慢 第 2回「福島県 奥会津」 

  飯村 尚登氏【東北電力㈱ 広報・地域交流部（地域共生） 課長】 

  341 号（8 月号） 

  ＜特 集＞ 

  ■ 近年における中国の環境事情 −北京駐在経験から 

      高見澤 学氏【一般財団法人 日中経済協会 調査部長】 

  ■ パリ協定に関する交渉の現在と中国の動向 

      猪俣 明彦氏【経済産業省 産業技術環境局 地球環境対策室長】 

  ＜連 載＞ 

  ◯ 私の介護体験－介護問題の課題を考える 

    ③ 「地域密着型サービス」とは 

     内野 祐 【フリーライター】 

  ◯ 地方創生 ふるさと自慢 

    第 3 回 「熊本県 黒川温泉」 

     服部 剛氏【九州電力㈱ 営業本部 電力購入グループ長】 

  342 号（10 月号） 

  ■ COP22 をめぐる情勢とわが国の対応 

      奈須野 太氏【経済産業省 産業技術環境局 環境政策課長】 

   −第 189 回エネルギー環境セミナー− 
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  ・観光シーズン 

    −データにみるインバウンド客− 

  ・＜連 載＞私の介護体験 －介護問題の課題を考える 

  ④要介護 3 で直面した現実 1 内野 祐 【フリーライター】 

  ・地方創生 ふるさと自慢 第 4 回 「福井県 大野市」 

        北山 仁代氏【北陸電力株式会社 東京支社調査チーム 副課長】 

  343 号（12 月号） 

  特集 

  ■自動走行をめぐる経済産業省の取り組み 

  奥田 修司 氏 

  【経済産業省 製造産業局 自動車課 電池・次世代技術・ITS 推進室長】 

   −第 191 回エネルギー・環境セミナー第 153 回都市と交通問題研究会

  ◯私の介護体験 ―介護問題の課題を考える 

   ⑤ 特養への入所を選択したものの 内野 祐 【フリーライター】 

  ◯-地方創生-ふるさと自慢  

  第 5 回「トンネル貯蔵酒「夢筺」 

  ～水力発電設備とコラボした愛知県の銘酒～」 

   岡田 博生 氏 【中部電力株式会社 東京支社 業務グループ 課長】 

  344 号（2 月号） 

  特集 

  ■空港運営の民間委託をめぐる最近の動向 

  川端 一生 氏【国土交通省 航空局 航空ネットワーク部  

   航空ネットワーク企画部 空港経営改革推進室 企画調整官】 

  －第 154 回 都市と交通問題研究会－ 

  ◯私の介護体験 ―介護問題の課題を考える 

   ⑥ 最終回「在宅介護は限界か…」 内野 祐 【フリーライター】 

  ◯-地方創生-ふるさと自慢  

  第 6 回「兵庫県 姫路市」 

  河崎 太平 氏 

  【関西電力株式会社 お客様本部 お客様サービスセンター 所長】 

   

 ・不定期刊行物の発行 

 １．書名 「環境立国日本を目指す」 

   −地球温暖化対策の国際ルール「パリ協定」への取組み− 

 ２．規格  Ｂ5 版 384 頁 

 ３．発刊日  2016 年 11 月 30 日 

 ４．発行部数  700 部 

 ５．宣伝 
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    記者クラブ・環境省 50 部 

    経済産業省  10 部 

○発刊の趣旨 

「環境立国日本を目指す」 

−地球温暖化対策の国際ルール「パリ協定」への取組み−』 

 

 2015 年 12 月、パリで開かれた国連気候変動枠組条約締約国会議（COP21）で新し

い地球温暖化対策の国際ルール「パリ協定」が採択されました。 

 会議には国連加盟国（193 ヶ国）を上回る 196 ヶ国・地域が参加しました。 

 パリ協定は将来の社会のあり方を変えるともいわれる歴史的な合意と位置づけられ

ています。本来 9 月 3 日には CO2 排出大国である米・中両国は「パリ協定」につい

て必要な手続きを終結したと発表しました。わが国も今秋国会で早期に批准することが

求められています。 

 パリ協定で決めた温暖化対策のポイントはおよそ次のとおりです。 

・気温上昇を 2 度よりかなり低く抑え、1.5 度未満に抑えるよう努力 

・今世紀後半に温室効果ガスの排出と吸収を均衡させる 

・各国は温室効果ガスの削減目標を自主的に作って報告。達成義務はないが、達成に向

けた国内対策をとることは義務 

・目標は 5 年ごとに更新し、前より下げない 

・途上国への資金支援を先進国に義務づけ。資金力のある途上国は自発的に支援 

・温暖化の被害を軽くする対策をガス削減策と並ぶ柱に 

 この対策を実現するためには官民が一体となって協力し努力せねばなりません。 

 本書は地球温暖化対策実現のため各界が取組みの目標、決意を示したものです。 

○本書の特徴 

◎ 一般的にいえば、環境問題については誰かが、どこかで取り組んでいるだろうとい

う見方があります。つまり環境問題取組みの顔がみえないのですが、本書をお読みいた

だければ、その顔が具体的にみえてくると確信します。 

◎ 企業の取組みは現代社会において企業が持続的に発展するためにも CSR（企業の社

会的責任）の一環として環境問題を位置づけていることです。 

同時に日本企業の環境問題に関する技術は世界に誇り得るもので、新興国等は本書を通

じ大いに学んでほしいものです（英語版、中国語版も発刊予定）。 

◎ 行政については三つの中央省庁と二つの自治体の政策を紹介しました。 

環境省はパリ協定の責任省としての立場から、経済産業省、国土交通省は各種企業の対

策を指導する立場から、そして東京都、大阪府は大都市圏における生産の 原点、消費

地をかかえる視点から、それぞれの厳しさの中で策定された政策が掲げられています。 
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◎ 環境問題の取組みは各種団体・地域の NGO など多数ありますが、本書では企業で働

く人たちを結集した労働組合の中から日本労働組合総連合（連合）の取組みを紹介して

います。 

 消費者団体は当センター広報の取材によるものです。 

 市民の取組みは当センター主催の「エネルギー・環境セミナー」（183 回開催）受講

生の中から選抜したものです。 

 本書は企業の取組み状況について企業はもちろん、行政も国民・生活者も大いに参考

になるといえます。 

 本書が行政、消費者、生活者相互間で地球温暖化問題にかかる諸問題について理解を

深め、明日からの具体的行動に役立つよう、職場、学生、学校教育、地域社会まで広く

ご活用されることを期待するものです。 

 

○目 次 

発刊にあたって 

第 1部企業・産業 

第 2部行 政 

第 3部団 体 

広告ご提供企業（五十音順） 

飛鳥交通株式会社・共立速記印刷株式会社・三和交通株式会社・昭栄自動車株式会社・ 

全日本空輸株式会社・電気技術開発株式会社・東京ガス株式会社・東京急行電鉄株式 

会社・一般車両東京ハイヤー・タクシー協会・トヨタ自動車株式会社・東日本旅客鉄 

道株式会社・株式会社文昌堂・本州自動車株式会社・本田技研工業株式会社 
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その他 

（一社）東京ハイヤー・タクシー協会・協力事業 

 「タクシー展望№61」編集、出版 

特 集  テーマ「経営環境の変化に対応する事業活性化対策」 

座談会  於：東京ハイヤータクシー協会 （2016年 8月 25日） 

＜出席者＞ 

佐藤 雅一 氏   （一社）東京ハイヤー・タクシー協会 経営担当副会長 

武居 利春 氏   （一社）東京ハイヤー・タクシー協会 労務担当副会長 

川村 泰利 氏   （一社）東京ハイヤー・タクシー協会 乗務員指導・ケア輸送担当副会長 

   【司会】工藤 芳郎 （一社）くらしのリサーチセンター副会長・専務理事 

  

「タクシー展望№62」編集、出版 

特 集  テーマ「タクシー事業活性化のための新展開」 

座談会  於：東京ハイヤータクシー協会 （2017年 2月 7日） 

＜出席者＞  

西澤 明洋     （一社）東京ハイヤー・タクシー協会 経営委員長 

太田 祥平      （一社）東京ハイヤー・タクシー協会 広報委員長 

根本 克己      （一社）東京ハイヤー・タクシー協会 環境・車両資材委員長 

    【司会】工藤 芳郎 （一社）くらしのリサーチセンター副会長・専務理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Ⅴ．監査の実施 

2015年度 監査を次のとおり実施した 

日 時 2016年 5月 10日（火） 

場 所 一般社団法人くらしのリサーチセンター事務所 

      （１）2015年度事業報告について 

      （２）2015年度収支決算について 

監 事 貞光 信義 [弁護士〕 

高島 俊和 [国際興業㈱ 運輸事業部 担当部長] 

Ⅵ．2016年度社員総会について 

・2016年度社員総会 提出議案は原案通り可決された。 

日 程 2016年 5月 18日 

場 所 KKR HOTEL TOKYO 

出席者 役員・会員企業 19社 委任 37社 計 56社 

 

Ⅶ．2017年度事業計画案骨子検討会について 

日 程  3月 3日（金） 15：00～18：00 2017年度事業計画案骨子検討 

   18：00～21：00 懇親会  

3月 4日（土）   9：00～12：00 前日の総括 

場 所  「箱根 トヨタ強羅荘」 

＜参加者＞                        （※敬称略 順不同） 

川野  繁 (一社)くらしのリサーチセンター 副会長 

  (一社)東京ハイヤー・タクシー協会 副会長 

工藤 芳郎 (一社)くらしのリサーチセンター 副会長・専務理事 

岡田 博生 中部電力㈱ 東京支社 業務グループ 課長 

佐藤 良一 ㈱日立製作所 グローバル渉外本部 渉外部 部長 

関根  徹 東京ガス㈱ リビング本部 お客さまサービス部 お客さま相談室 室長 

永田 依久 トヨタ自動車㈱ お客様関連部 企画総括室 渉外グループ グループ長 

林  成則 関西電力㈱ お客さま本部 お客さまサービスグループ 部長  

林  直人 東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部 サービス品質改革部 課長 ＣＳ推進グループ 

林  祐悟 京成電鉄㈱ 鉄道本部 計画管理部 課長 

日野 裕司 全日本空輸㈱ 総務部 総務チームリーダー 


