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第 2号議案 

Ⅰ.2018年度事業報告  
 

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 

・創立30年記念講演会 

 日 程 5月14日（月） 

 場 所 KKR HOTEL TOKYO 

 

 テーマ「人生100年時代/AI時代の働き方、学び方について」  

講 師 伊藤 禎則氏［経済産業省大臣官房参事官(経済産業局担当)兼  

産業人材政策室参事官］  

テーマ「ロボット機能の進展と人間の役割（共生社会）」  

講 師 安田  篤氏［経済産業省 製造産業局 産業機械課 ロボット政策室 室長］ 

  
  ＜参加者＞                                （※敬称略・会員企業五十音順） 

顧  問 福嶋  等  弁護士 

会  長 井出 亜夫  JCMS㈱ アジア交流塾 塾長 

副 会 長 川野  繁  飛鳥交通㈱ 代表取締役社長 

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 高桑  徹  東京ガス㈱ﾘﾋﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ本部 お客さまサービス部 お客さま相談室 室長 

理  事 立石 洋一  東京電力エナジーパートナー㈱ お客さま相談室 室長 

理  事 中澤 幸彦  東京新聞（中日新聞東京本社）編集局 編集委員 

理  事 西部 雅彦  三菱自動車工業㈱ 総務渉外部 部長付 

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 

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 湯田 豊人  京王電鉄㈱ 鉄道事業本部 計画管理部 参与 

理事代理 本室 晴美  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 

監  事 木部 康久  国際興業㈱ 運輸事業部 担当部長 

監  事 津村  八江  弁護士 

経理部長 濱口 友幸  税理士 

    藤田 盟人  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 室長・マネジャー 

    片山 幸則  大阪ガス㈱ 東京支社 部長 

    藤川  優  大塚製薬㈱ 業務管理部 部長  

    森山 健二  九州電力㈱ 東京支社 営業グループ長 

    福家  武  四国電力㈱ 東京支社 業務課長 

    竹島 達也  西武バス㈱ 運輸計画部 計画課長 

    三縞 善信  中部電力㈱ 東京支社 業務グループ 課長 

    石津 成一  電気技術開発㈱ 代表取締役社長 

    垣添 博之  電気技術開発㈱ 上席執行役員 電力技術本部長 兼 変電部技師長(総括) 

    中村  徹  東北電力㈱ 東京支社 業務課長 

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

    小笠原 勝  ㈱文昌堂 執行役員 総務部 部長 

    深元 航平  北陸電力㈱ 東京支社 調査チーム統括（課長） 

    吉本 岳史  北海道電力㈱ 東京支社 業務グループリーダー 

    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 
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・第 23回くらしと産業に関する関西講演会 

 

AI時代到来の中、日本の伝統文化のすばらしさを学ぶ 

 

日 時 10月 17日（水） 

場 所 エルイン京都 会議室Ａ 

 

第１部          

テーマ 「ものづくり日本」 

―日本を代表する京都の老舗、伝統工芸の神髄を学び 

                       企業の CSR活動に活かしたい―  

            

講 師 青木隆明氏［京都老舗の会 ㈱青木光悦堂 代表取締役］ 

 

第２部 

テーマ 「くらしのリサーチセンター30年の歩み 

        2018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・会員企業五十音順） 

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㈱  営業本部 CS推進部長 

      堀江 伸欣  関西電力㈱ 営業本部 CS推進計画グループ お客さまサービスセンター所長 

      藤田 盟人  大阪ガス㈱ リビングﾞ事業部 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推進部 お客さま室 室長・マネジャー 

      田中 久雄  大阪ガス㈱ リビングﾞ事業部 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推進部 お客さま室 リーダー 

      高柳 淳一  京阪ホールディングス㈱ 広報担当 課長 

      堀井 健史  阪神電気鉄道㈱ 経営企画室 課長 

      園口 勇一  南海電気鉄道㈱ 総務部 広報担当・課長補佐 

      稲荷 英樹  阪急電鉄㈱ 広報部 課長 

      黒田  隆  近畿日本鉄道㈱ 広報部  

 

 

 

・2019年新春講演会・シンポジウム（第 173回都市と交通問題研究会合同開催） 

 

日 時 2019年 1月 25 日（金）14：00～17：30 

場 所 KKR HOTEL TOKYO  

テーマ 「2020東京オリンピック・パラリンピック―主要交通機関の取組み―」  

内 容    

 基調講演  

高橋 一郎氏 

［内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会 

推進本部事務局 企画・推進統括官］   
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・パネラー 

吉田  公氏［東日本旅客鉄道㈱ 総合企画本部経営企画部 

                 東京オリンピック・パラリンピック 2020 推進室 

柿花 祥太氏［全日本空輸㈱ 企画室 企画部長］ 

中野 宏詩氏［東京地下鉄㈱ オリンピック・パラリンピック推進室室長］ 

尾形  剛氏［東京バス協会［東急バス㈱ 執行役員 運輸計画部長］］（書面参加） 

 

・司会  理事 湯田 豊人 （京王電鉄（株）） 

     

＜参加者＞                      （※敬称略・会員企業五十音順） 

顧 問 福嶋  等 弁護士 

会 長 井出 亜夫  JCMS㈱ アジア交流塾 塾長 

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 島  克幸  ㈱日立製作所 グローバル渉外統括本部 産業政策本部 担当部長 

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

理 事 立石 洋一  東京電力エナジーパートナー㈱ お客さま相談室 室長 

理 事 田中 秀樹  全日本空輸㈱ 総務部 担当部長 

理 事 林  成則  関西電力㈱ 営業本部 CS 推進部長 

理 事 湯田 豊人  京王電鉄㈱ 鉄道事業本部  参与 

小山 秀樹  国際興業㈱ 常務執行役員 

監 事  木部 康久  国際興業㈱ 運輸事業部長 

監 事  津村 八江  弁護士 

瀧花 巧一  大塚製薬㈱（一般社団法人全国清涼飲料連合会 アドバイザー） 

堤  大作  九州電力㈱ 東京支社 営業グループ長 

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 

大島  直  京浜急行電鉄㈱ 鉄道本部 鉄道統括部 担当部長 

新井 淳一  西武バス㈱ 運輸計画部 計画課 課長 

三縞 善信  中部電力㈱ 東京支社 業務グループ課長 

石津 成一  電気技術開発㈱ 代表取締役社長 

垣添 博之  電気技術開発㈱ 上席執行役員 電力技術本部長 兼 変電部技師長（総括） 

齋藤 純一  東京地下鉄㈱ オリンピック・パラリンピック推進室課長補佐 

宮内 佑尚  東京地下鉄㈱ オリンピック・パラリンピック推進室課長補佐 

梶谷  俊  東北電力㈱ 東京支社 業務グループ課長 

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

本室 晴美  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 推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

田中 俊佑  東日本旅客鉄道株式会社 総合企画本部経営企画部 

 東京 2020 オリンピック・パラリンピック推進室  

小笠原 勝  ㈱文昌堂 総務部 執行役員 総務部長 

前田 篤志  北陸電力㈱ 東京支社 調査チーム統括（課長） 

出倉  到  北海道電力㈱ 東京支社 業務グループリーダー 

中村 博信  ㈱ニュータウンハウジング 営業部長 
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2. 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」の開催 

・第 202回 

日 程 4月 13日（金） 

場 所 ホテルサンライト新宿  

テーマ「ガスの小売全面自由化について」 

講 師 柴山 豊樹 氏[資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 ガス市場整備室長] 

 

＜参加者＞                          （※敬称略・会員企業五十音順） 

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

    片山 幸則 大阪ガス㈱ 東京支社 担当部長 

    新里 康孝 沖縄電力㈱ 東京支社 業務企画グループリーダー 

    森山 健二 九州電力㈱ 東京支社 営業グループ長 

    福家  武 四国電力㈱ 東京支社 業務課長 

    中村  徹 東北電力㈱ 東京支社 業務課長 

    棚瀬 辰美 東京ガス㈱ リビングサービス本部お客さまサービス部 お客様相談室課長 

    多田 和夫  NPO 法人えこひろば 

    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 

    佐分 正弘  (一社)くらしのリサーチセンター 専務理事補佐 

 

 

・第 203回（第 168回都市交通問題研究会合同開催） 

日 程 5月 29日（火） 

場 所 ホテルサンライト新宿  

テーマ「自動運転に関する国土交通省の取組み」 

講 師 猪俣 博之氏[国土交通省 自動車技術政策課 自動車基準協定対策官] 
  

＜参加者＞                                       （※敬称略・会員企業五十音順）              

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 

副会長  川野  繁 飛鳥交通㈱ 代表取締役 

理 事  湯田 豊人 京王電鉄㈱ 鉄道事業本部 参与 

監 事  木部 康久 国際興業㈱ 運輸事業部 担当部長  

    片山 幸町 大阪ガス㈱ 東京支社 部長 

山木 正一 京王電鉄㈱ 鉄道事業本部 計画管理部 課長 

竹島 達也 西武バス㈱ 運輸計画部 計画課長 

宮澤  弘 電気技術開発㈱ 交通技術本部 本部長 

梅森  晋 電気技術開発㈱ 交通技術本部 副本部長 

渡邉 直樹 トヨタ自動車㈱ お客様関連部 企画総括室 主幹 

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 

大前  肇 石油コンサルタント 

朝見 賢一 (一社) 東京ハイヤー・タクシー協会 総務部 課長 

内村 計浩 (一社) 東京ハイヤー・タクシー協会 業務部 課長 

  

 

 

 



5 

 

・第 204回 

日 程 7月 4日（水） 

場 所 ホテルサンライト新宿  

テーマ「エネルギー基本計画」 

講 師 田中 将吾氏[資源エネルギー庁 総務課 戦略企画室 室長] 

 
＜参加者＞                                 （※敬称略・会員企業五十音順）   

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統括本部産業政策本部渉外第二部 部長 

理 事  立石 洋一 東京電力エナジーパートナー㈱ お客さま相談室 室長 

片山 幸則 大阪ガス㈱ 東京支社 担当部長 

堤  大作 九州電力㈱ 東京支社 営業グループ長 

三縞 善信 中部電力㈱ 東京支社 業務グループ 課長 

棚瀬 辰美 東京ガス㈱ ﾘﾋﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ本部 お客さまサービス部 お客さま相談室 課長 

島田  博 東京地下鉄㈱ 総務部環境課 課長補佐 

梶谷  俊 東北電力㈱ 東京支社 業務グループ課長 

永田 依久 トヨタ自動車㈱お客様関連部企画総括室渉外 G グループ長 

垣添 博之 電気技術開発㈱ 上席執行役員 電力技術本部長 兼 変電部技師長 

（総括）経営企画部 エネルギー事業推進室長 

大関  桂 日本風力開発㈱ 社長室長代理 

吉本 岳史 北海道電力㈱ 東京支社 業務グループリーダー 

多田 和夫 NPO法人 えこひろば 理事 

佐分 正弘 (一社)くらしのリサーチセンター 専務理事補佐 

 

・第 205回 

日 程 9月 10日（月） 

場 所 ホテルサンライト新宿  

テーマ「海洋プラスチック問題を巡る国内外の動向」 

講 師 沼舘 建氏〔経済産業省 製造産業局 革新素材室長〕  
 

＜参加者＞                        （※敬称略・会員企業五十音順）    
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  田中 秀樹 全日本空輸㈱ 総務部 担当部長 

逢見 直人 日本労働組合総連合会 会長代行 

小林 義己 ㈱ANAケータリングサービス取締役川崎工場長兼品質保証室長 

片山 幸則 大阪ガス㈱ 東京支社 担当部長 

瀧花 巧一 大塚製薬㈱ 業務管理部 部長 

堤  大作 九州電力㈱ 東京支社 営業グループ長 

三縞 善信 中部電力㈱ 東京支社 業務グループ 課長 

棚瀬 辰美 東京ガス㈱ ﾘﾋﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ本部 お客さまサービス部 お客さま相談室 課長 

梶谷  俊 東北電力㈱ 東京支社 業務グループ課長 

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 

山本 武夫 NPO法人 野田レクレーション協会 

涌嶋 重遠 打吹設計技術研究所 代表 

 

・第 206回 

日 程 10月 2日（火） 

場 所 ホテルサンライト新宿  

テーマ「エネルギー・環境に関する中小企業の取組み状況について」   

講 師 森  挙一氏［東京商工会議所 産業政策第二部 課長］ 
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＜参加者＞                      （※敬称略・会員企業五十音順） 

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  田中 秀樹 全日本空輸㈱ 総務部 担当部長 

理 事  中澤 幸彦 東京新聞（中日新聞東京本社）編集局 編集委員 

片山 幸則 大阪ガス㈱ 東京支社 担当部長 

瀧花 巧一 大塚製薬㈱ 業務管理部 部長 

藤川  優 大塚製薬㈱ 業務管理部 部長  

新里 康孝 沖縄電力㈱ 東京支社 業務企画グループリーダー 

棚瀬 辰美 東京ガス㈱ ﾘﾋﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ本部 お客さまサービス部 お客さま相談室 課長 

梶谷  俊 東北電力㈱ 東京支社 業務グループ課長 

多田 和夫 NPO法人 えこひろば 理事 

 

・第 207回 

日 程 11月 5日（月） 

場 所 ホテルサンライト新宿  

テーマ「自動車新時代戦略会議と日本の XEV戦略について」       

講 師 石川  浩氏［経済産業省 製造産業局 自動車課 電池・次世代技術室長］ 
 

＜参加者＞                      （※敬称略・会員企業五十音順） 

顧 問  福嶋  等  お茶の水合同法律事務所 

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 

逢見 直人   日本労働組合総連合会 会長代行 

監  事  木部  康久   国際興業㈱ 運輸事業部長  

近藤 誠一   大阪ガス㈱ 東京支社 副支社長 

豊田 啓嗣   西武バス㈱ 運輸計画部 計画課 

梅枝 信利   四国電力㈱ 東京支社 業務課 副長 

梅森  普   電気技術開発㈱ 副本部長 

五條堀 剛   電気技術開発㈱ 技師長（総括） 

梶谷  俊   東北電力㈱ 東京支社 業務グループ課長 

小笠原 勝   ㈱文昌堂 執行役員 総務部部長 

多田 和夫   NPO法人 えこひろば 理事 

山本 武夫   NPO法人 野田レクレーション協会 

涌嶋 重遠   打吹設計技術研究所 代表 

 

・第 208回 

日 程 12月 5日（水） 

場 所 ホテルサンライト新宿  

テーマ「わが国の省エネルギー政策の推進状況」 

       （産業用、民生用、運輸、等々全方位的に）  

講 師 吉田 健一郎氏 
       ［経済産業省 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課長］ 

  
＜参加者＞                        （※敬称略・会員企業五十音順） 

顧 問  福嶋  等 お茶の水合同法律事務所 

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 グローバル渉外統括本部 産業政策本部 渉外第二部 部長 

理 事  高桑  徹 東京ガス㈱ ﾘﾋﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ本部 お客さまサービス部 お客さま相談室 室長 

理 事  立石 洋一 東京電力エナジーパートナー㈱ お客さま相談室 室長 

理 事  田中 秀樹 全日本空輸㈱ 総務部 担当部長 

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  湯田 豊人 京王電鉄㈱ 鉄道事業本部 計画管理部 参与 

片山 幸則  大阪ガス㈱ 東京支社 担当部長 
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堤  大作  九州電力㈱ 東京支社 営業グループ長 

宮澤  弘  電気技術開発㈱ 交通技術本部 本部長 

吉田奈緒子  電気技術開発㈱ 交通技術本部 空港部 主任技師 

梶谷  俊  東北電力㈱ 東京支社 業務グループ課長 

前田 篤志  北陸電力㈱ 東京支社 調査チーム統括（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 

山本 武夫  NPO法人 野田レクレーション協会 

 

・第 209回 

日 程 2019年 2月 27日（水） 

場 所 ホテルサンライト新宿  

テーマ 「COP24の結果概要と今後の見通し」    

講 師 髙栁 大輔 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・会員企業五十音順） 

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 田中 秀樹 全日本空輸㈱ 総務部 担当部長 

理 事 立石 洋一 東京電力エナジーパートナー㈱ お客さま相談室 室長 

      片山 幸則  大阪ガス㈱ 東京支社 担当部長 

           堤  大作 九州電力㈱ 東京支社 営業グループ長 

           三縞 善信  中部電力㈱ 東京支社 業務グループ 課長 

           石津 成一  電気技術開発㈱ 代表取締役社長 

           棚瀬 辰美 東京ガス㈱ リビングサービス本部 お客さまサービス部 お客さま相談室 課長 

           梶谷  俊  東北電力㈱ 東京支社 業務グループ課長 

           前田 篤志  北陸電力㈱ 東京支社 調査チーム統括（課長） 

           多田 和夫 NPO法人 えこひろば 理事 

 

・第 210回 

日 程 2019年 3月 15日（金） 

場 所 ホテルサンライト新宿  

テーマ 「電力・ガス事業の“自由化”の現状と課題」    

講 師 吉野 栄洋氏［経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課長］ 
 

＜参加者＞                        （※敬称略・会員企業五十音順） 

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 立石 洋一  東京電力エナジーパートナー㈱ お客さま相談室 室長 

理 事 田中 秀樹 全日本空輸㈱ 総務部 担当部長 

理  事 中澤 幸彦  東京新聞（中日新聞東京本社）編集局 編集委員 

監  事 津村 八江  お茶の水合同法律事務所 

           鶴田 義人  岩谷産業㈱ 総合エネルギー本部 マルヰガス部 部長 

           東    光弥  岩谷産業㈱ 総合エネルギー本部 マルヰガス部 主任 

           片山 幸則  大阪ガス㈱ 東京支社 担当部長 

        葉田 圭彦 四国電力㈱ 東京支社 業務課 副長 

           三縞 善信  中部電力㈱ 東京支社 業務グループ 課長 

           梶谷  俊  東北電力㈱ 東京支社 業務グループ課長 

           上嶋 隆之  北陸電力㈱ 東京支社 調査チーム副課長 

           多田 和夫  NPO法人 えこひろば 理事 

           山本 武夫  NPO法人 野田レクレーション協会 
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（2）「都市と交通問題研究会」 

 

・第 167回 

日 程  4月 6日（金） 

場 所  ホテルサンライト新宿 

テーマ  「最近のインバウンドの動向について」 

講 師  赤井 久宣氏 [観光庁観光戦略課観光統計調査室長] 

 

＜参加者＞                           （※敬称略・会員企業五十音順） 

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 

副会長 川野  繁 飛鳥交通㈱ 代表取締役 

理 事 新井 秀行 京浜急行電鉄㈱ 鉄道本部 鉄道統括部 専任部長 

監 事 木部 康久 国際興業㈱ 運輸事業部 担当部長  

    田中 秀樹 全日本空輸㈱ 総務部 担当部長 

    西部 雅彦 三菱自動車工業㈱ 総務渉外部 部長付 

    石井 貴史 京成電鉄㈱ 鉄道本部 計画管理部 計画担当課長 

    北野 裕二 東武バス㈱ 運輸部 主任 

    本室 晴美 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 

    高林 良吉 宝自動車交通㈱ 専務取締役 

    原   勉 小田急交通㈱ 運輸部 次長 

    朝見 賢一 (一社)東京ハイヤー・タクシー協会 総務部 課長 

    杉  行夫 NPO法人 JAPAN NOW 観光情報協会 理事 事務局長 

佐分 正弘 (一社)くらしのリサーチセンター 専務理事補佐  

 

 

・第 168回（第 203回エネルギー・環境セミナー合同開催） 

日 程 5月 29日（火）  

場 所 ホテルサンライト新宿  

テーマ「自動運転に関する国土交通省の取組み」 

講 師 猪俣 博之氏[国土交通省 自動車技術政策課 自動車基準協定対策官] 

 

   

・第 169回 

日 程  6月 19日（火） 

場 所  ホテルサンライト新宿 

テーマ  「バリアフリー施策の推進について」 

講 師 勘場 庸資氏[国土交通省 総合政策局 安心生活政策課 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  湯田 豊人 京王電鉄㈱ 鉄道事業本部 計画管理部 参与 

理 事  渡邉 雅博 東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部 ｻｰﾋﾞｽ品質改革部 次長 

監 事  木部 康久 国際興業㈱ 運輸事業部 担当部長  

     高嶋 大輔 京王電鉄㈱ 鉄道事業本部 計画管理部 課長補佐 

     竹島 達也 西武バス㈱ 運輸計画部 計画課長 

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

     本室 晴美 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 

     太田 祥平 三和交通㈱ 代表取締役 

     井ノ口武司 ビゲスト㈱ 社長 
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     原   勉 小田急交通㈱ 運輸部 次長 

     朝見 賢一 (一社)東京ハイヤー・タクシー協会 総務部 課長 

     佐分 正弘 (一社)くらしのリサーチセンター 専務理事補佐 

 

 

 

・第 170回 ヤマト運輸㈱クロノゲート 現地視察 

テーマ 「AI化が進む物流事業」 

日 程   8月 30日（木） 

場 所   ヤマト運輸㈱「羽田クロノゲート」物流ターミナル 

 
＜参加者＞                            （※敬称略・会員企業五十音順） 

顧 問  福嶋  等 お茶の水合同法律事務所 

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 

副会長 川野  繁 飛鳥交通㈱ 代表取締役 

理 事 阿部 真臣 東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部 サービス品質改革部 次長 

理 事 立石 洋一 東京電力エナジーパートナー㈱ お客さま相談室 室長 

理 事 田中 秀樹 全日本空輸㈱ 総務部 担当部長 

理 事 西部 雅彦 三菱自動車工業㈱ 総務渉外部 部長付 

原  美幸 飛鳥交通㈱ 

新里 康孝 沖縄電力㈱ 東京支社 業務企画グループリーダー 

鶴田 義人 岩谷産業㈱ マルヰガス部 部長 

中井 健太 岩谷産業㈱ マルヰガス部  

大島  進 京浜急行電鉄㈱ 鉄道本部 鉄道統括部 担当部長 

三縞 善信 中部電力㈱ 東京支社 業務グループ 課長 

高村 政之 東京急行電鉄㈱ 鉄道事業本部 事業戦略部 課長補佐 

大木  智 東京急行電鉄㈱ 事務員 

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 

吉本 岳史 北海道電力㈱ 東京支社 業務グループリーダー 

杉  行夫 NPO法人 JAPAN NOW 観光情報協会 理事 事務局長 

佐分 正弘 (一社)くらしのリサーチセンター 専務理事補佐 

 

      

・第 171回 

日 程 9月 28日（金） 

場 所 ホテルサンライト新宿  

テーマ「改正航空法の概要と環境整備に向けた取組」 

講 師 徳永 博樹氏〔国土交通省航空局安全部安全企画課無人航空機企画調整官〕 

 
＜参加者＞                          （※敬称略・会員企業五十音順） 

顧  問  福嶋  等  お茶の水合同法律事務所 

会 長  井出 亜夫  JCMS㈱ アジア交流塾 塾長 

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  田中 秀樹  全日本空輸㈱ 総務部 担当部長 

理  事  中澤 幸彦  東京新聞（中日新聞東京本社）編集局 編集委員 

理  事  西部 雅彦  三菱自動車工業㈱ 総務渉外部 部長付 

理  事  湯田 豊人  京王電鉄㈱ 鉄道事業本部 計画管理部 参与 

監  事  木部  康久  国際興業㈱ 運輸事業部長  

川野 順也  飛鳥交通㈱ 専務取締役 

林  賢太  ANAベースメンテナンステクニクス㈱ 機体整備部 

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 

吉本 岳史  北海道電力㈱ 東京支社 業務グループリーダー 

 



10 

 

・第 172回 

日 程  11月 19日（月） 

場 所  ホテルサンライト新宿 

テーマ  「鉄道事業の海外展開」  

講 師 櫻井 紀彦氏〔国土交通省 鉄道局 国際課 海外プロジェクト推進官(総括)〕 

 
＜参加者＞                          （※敬称略・会員企業五十音順） 

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 湯田 豊人 京王電鉄㈱ 鉄道事業本部 参与 

監 事 木部 康久 国際興業㈱ 運輸事業部長 

片山 幸則 大阪ガス㈱ 東京支社 担当部長 

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 

本室 晴美 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 

杉  行夫 NPO法人 JAPAN NOW 観光情報協会 理事 事務局長 

沓掛 亮太 （一社）運輸総合研究所 研究員 

多田 和夫 NPO法人 えこひろば 理事 

 

 

・第 173回（新春講演会・シンポジウムと同時開催） 

 

 
 

・第 174 回 

テーマ 「国土交通行政分野における人手不足の現状と対策」 

日 程 2019 年 2 月 22 日（金） 

会 場 ホテルサンライト新宿 

講 師 九鬼 令和氏〔国土交通省総合政策局政策課政策調査室長〕 

 

＜参加者＞                          （※敬称略・会員企業五十音順） 

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   阿部  真臣  東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部 サービス品質改革部 次長 

理   事   湯田 豊人  京王電鉄㈱ 鉄道事業本部 参与 

三浦  庸  飛鳥交通㈱ 

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 

大島   直  京浜急行電鉄㈱ 鉄道本部 鉄道統括部 担当部長 

町田栄一郎  三幸自動車㈱ 代表取締役 

太田 祥平  三和交通㈱ 代表取締役 

新井 淳一  西武バス㈱ 運輸計画部 計画課長 

斉藤 竜司  ビゲスト㈱ 総務部 課長 

朝見 賢一 （一社）東京ハイヤー・タクシー協会 総務部 課長 

上田 信一 （一社）東京バス協会 理事長 
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（3）第 35回エネルギー事情懇談会 

 

・日 程 12 月 21 日（金）18：00～ 

・会 場 「いけす無門」新宿 

・テーマ 「今後のエネルギー政策の方向性」 

・ゲスト 新居 泰人氏［経済産業省経済産業政策局審議官(経済社会政策担当）］ 

    田中 将吾氏［経済産業省資源エネルギー庁長官官房総合政策課戦略企画室長］   

・参加者                          （敬称略・会員企業五十音順） 

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 グローバル渉外統括本部 産業政策本部 渉外第二部 部長 

片山 幸則 大阪ガス㈱ 東京支社 担当部長 

新里 康孝 沖縄電力㈱ 東京支社 業務企画グループリーダー 

福家  武 四国電力㈱ 東京支社 業務課長 

梶谷  俊 東北電力㈱ 東京支社 業務グループ課長 

前田 篤志 北陸電力㈱ 東京支社 調査チーム統括（課長） 

吉本 岳史 北海道電力㈱ 東京支社 業務グループリーダー 
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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 70回 

テーマ「北海道の活性化を目指す」 

 

1．実施日程 

    2018年 5月 24 日（木）～25日（金） 

 

2．視察・訪問箇所 

    南早来変電所 

北海道の交通事情（齊藤 敬一郎 氏［北海道運輸局 交通政策部長］） 

    石狩新港発電所 

地域産業視察（かま栄かまぼこ工場） 

3. 参加者                     （敬称略・会員企業五十音順） 

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 グローバル渉外統括本部 産業政策本部 渉外第二部 部長 

理 事 田中 秀樹 全日本空輸㈱ 総務部 担当部長 

  藤田 盟人 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 室長・マネジャー 

  片山 幸則 大阪ガス㈱ 東京支社 担当部長 

  新里 康孝 沖縄電力㈱ 東京支社 業務企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

  河崎 大平 関西電力㈱ お客さま本部 お客さまｻｰﾋﾞｽ部門 お客さまｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ所長 

  三縞 善信 中部電力㈱ 東京支社 業務グループ 課長 

  津川  清 電気技術開発㈱ 営業部長 

  中村  徹 東北電力㈱ 東京支社 業務課長 

  鍜  政恒 東北電力㈱ 東京支社 業務課 主任 

  棚瀬 辰美 東京ガス㈱ ﾘﾋﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ本部 お客さまｻｰﾋﾞｽ部お客さま相談室 課長 

  祓川  清 日本風力開発㈱ 顧問 

  杉  行夫 NPO法人 JAPAN NOW観光情報協会 理事 事務局長 

  吉本 岳史 北海道電力㈱ 東京支社 業務グループリーダー 
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・第 71回 

 

テーマ「東海地方の産業特性」を学ぶ 

 

1．実施日程 

    2018 年 10 月 18 日（木）～19 日（金） 

2．視察・訪問箇所 

「東海地方の産業特性」（閑念麿聡氏［中部経済産業局地域経済部長］） 

あいち航空ミュージアム 

      MRJミュージアム（三菱航空機㈱） 

日本ガイシ㈱ID-Room 

INAXライブミュージアム 

新日鐵住金名古屋製鐵所 

 

3. 参加者                       （敬称略・会員企業五十音順） 

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 高桑  徹 東京ガス㈱ﾘﾋﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ本部 お客さまｻｰﾋﾞｽ部 お客さま相談室 室長 

理 事 阿部 真臣 東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部 サービス品質改革部 次長 

理 事 湯田 豊人 京王電鉄㈱ 鉄道事業本部 計画管理部 参与 

 藤田 盟人 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 室長・ﾏﾈｼﾞｬｰ 

 片山 幸則 大阪ガス㈱ 東京支社 担当部長 

 堀江 伸欣 関西電力㈱ 営業本部 CS 推進計画ｸﾞﾙｰﾌﾟお客さまｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ所長 

 堤  大作 九州電力㈱ 東京支社 営業グループ長 

 福家  武 四国電力㈱ 東京支社 業務課長 

 梶谷  俊 東北電力㈱ 東京支社 業務グループ 課長 

 杉  行夫 NPO 法人 JAPAN NOW 観光情報協会 理事 事務局長 

 三縞 善信 中部電力㈱ 東京支社 業務グループ 課長 

 高橋 克彰 中部電力㈱ 東京支社 業務グループ 係長 

 永田 依久 トヨタ自動車㈱ お客様関連部 企画総括室 総括グループ主幹 
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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 

ベトナム貿易大学 CSR 研修(2018 年) 

日 程 7月 25日（水）～27日（金） 

 

  

 

7月25日 14:00 ～ 15:30 研修 トヨタ自動車㈱ 

 15:30 ～ 17:00 研修 ㈱日立製作所 

7月26日 10:00 ～ 11:30 研修 東日本旅客鉄道 

 14:00 ～ 15:30 「激動の世界を考える」 

 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 

7月27日 10:00 ～ 11:30 研修 全日本空輸㈱ 

 14:00 ～ 15:30 研修 東京ガス㈱ 

 16:00 ～ 17:00 企業訪問 研修 本田技研工業 

 18:00 ～ 19:00 日越国交樹立45年祝賀 FTU CSR研修団 

歓迎パーティー 

 

 

 

 

 

教師 
  

  

Ms. VU THI THANH TRANG  ブー ティ タアン チャン 日本語学部 研究分野：日本文化文明 

Ms. DUONG THI HOAI NHUNG ズオン ティ ホアイ ニュン 経営学部 研究分野：経営学 

学生 
  

  

PHUNG THI HAU フン ティ ハウ 

日本語学部 

事業創造大学院大学 

NGUYEN THUY DUONG   グエン トゥイ ズオン 神戸大学 

NGUYEN MAI XUAN グエン マイ スワン 神田外国語大学 

NGUYEN TRAN PHUNG NGUYEN  グエン チャン フン グエン 奈良女子大学 

VU THI HUONG GIANG ブー ティ フオン ザーン 

経営学部 

名古屋大学 

LE MAI ANH レ マイ アイン ハノイ貿易大学 
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○ベトナムとの交流  

 

JETROとベトナム貿易大学との相互交流の経緯・成果 

2017 年 

CSR国際セミナー 訪越 

9月19日（火）～22日（金） 

9月20日(水) 

 午後          JETRO ハノイ事務所 北川浩伸所長を滞在ホテルに招き、 

         貿易大学の CSR 講座に在ベトナム日本企業の協力について要請  

9月21日(木) 

         貿易大学 BUI ANH TUAN 学長と会談 

         「国際セミナー」概要 

         ・基調講演  工藤 芳郎 

          「現代社会における CSR 活動の意義」 

       ・ベトナム企業報告 

       ・日本企業報告 

       日本航空㈱(JAL) ベトナム総代表ハノイ支店長 天川谷 茂 氏 

       AXIS 取締役社長 金山 純 氏 

          貿易大学日本語学部学生と交歓会 

貿易大学学長主催夕食懇談会。JETRO 北川所長を貿易大学学 

          長に紹介。JETRO と貿易大学間で「相互交流」に関する協定 

                   (覚書)締結を提案。  

ベトナム貿易大学学長（Dr BUI Anh Tuan）来日 

11月12日（日）～16日（木） 

   11月 15日（水） 

                      当センターと協議 

               2018年度「CSR研修」について 

                 JETRO石毛博行理事長を紹介 

          学長より次のことについて要請 

          ①貿易大学 CSR講座開設に関してベトナム駐在日本企業から講師派遣 

          ②貿易大学の学生をはじめ、ベトナムの大学生の日本企業への 

           インターンシップ受け入れ、卒業生の採用 

          ③ベトナム進出検討中の日本企業向けにベトナムのビジネス環境、 

           経済状態などについて紹介する日本でのセミナー開催  

          石毛理事長より全面的に協力する旨回答 
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          2018年 1月～2月に双方間で「協定」締結を約す 

          当センターとしては日越間の経済文化交流の進展に一定の役割を果たした。 

2018年 

工藤専務「ベトナム講演」訪越 

2月6日（火）～8日（木） 

2月 6日（火）   ベトナム貿易大学学長はじめ関係者との懇談 

2月 7日（水）   講演会「激動の世界を考える」（於：ベトナム貿易大学） 

           終了後    

            懇親会招待 学長はじめ関係者との懇親 

2月 8日（木）   JETRO ハノイ事務所所長 北川氏との面談 

           2018年度 CSR研修計画についての意見交換 

                  学長、副学長、トゥイ先生、他 

 

（1）経緯 

 ―日本貿易振興機構（JETRO）ベトナム貿易大学で企業講座実現― 

 前記にみたように当センターが JETROを紹介したことにより次の企画が実現された。 

 当センターとしては貿易大学との「協定」により日本企業の貿易大学への紹介、CSR研修を重

ねてきた。現地における研修は JETROの協力により講座に進展したことになる。 

 

北川 浩伸氏[日本貿易振興機構（ジェトロ）ハノイ事務所 所長]からのメール（2018年 11月 6日） 

 

いつもお世話になります。ジェトロ ハノイ事務所の北川でございます。 

その後、ご無沙汰をしておりまして申し訳ございません。 

 工藤様とお会いさせていただきましてから、準備を重ねて参りました貿易大学との関係についてご報告

です。 

本年 1 月に包括連携協定を結び、具体的な連携策として「ジェトロ講座」の開講を進めて参りました。 

11 月 3 日より 11 月 24 日までの 1 ヶ月間、毎週土曜日に開講することとなり、先日第１回目を無事に

終了することが出来ました。 

本「ジェトロ講座」は日本企業 14 社の協力を得て実施するものでして、貿易大学の正式な単位となる

講座です。時間割を添付させていただきましたのでどうぞご覧下さいませ。 

今後の流れは、すべての講義終了後に学生からのグループディスカッション及びプレゼン、それに対す

る日本企業側からの学生への評価を経て、来年 1月に修了証授与式開催、という形で考えております。す

べてが終了いたしましたら改めましてご報告申し上げます。 

 

工藤様との出会いがなければこのような発展はありませんでした。心より感謝申し上げます。 

引き続きのご指導、ご鞭撻を何卒よろしくお願い申し上げます。      ジェトロ 北川浩伸 拝 
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（2）日本企業の講座企画 

2018年 11月 3日より 11月 24日までの 1ヶ月間、毎週土曜日に開講 
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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 

 

（1）「くらしのトレンド」 

688 号（4 月号） 

森友学園の固有地売却問題 

春の季節に思う 

「世界長者番付」について考える 

格差社会深化の実態と対策 

東日本大震災 復興状況に関する視察 

 

689号（5 月号） 

憲法記念日に思う 

プラスチックゴミ問題 

春：くらしはどう変わるか 

一般社団法人くらしのリサーチセンター30 年の歩み 

 

690 号（6 月号）       

人の生きざま―麗しさと醜さ― 

今年（2018 年）のゴールデンウィーク 

     「朝鮮戦争」を終わらせたい 

2018 年度社員総会・創立 30 年記念行事 

                

          691 号（7 月号）   

                どう生きるか―正面を向いて生きたい― 

                  米朝首脳会談 

                  第 70 回「施設・工場視察、業際間交流会」報告 

 

          692 号（8 月号） 

               西日本の記録的豪雨・被害について 

               戦後 73 年、日本はどこへ向かうのか 

               第 5 次エネルギー基本計画 

               カジノ法の問題点を考える 

               笑い、笑わせることの大切さ 

               「秋の味覚」サンマをめぐる問題 

                

        693 号（9 月号）         

            権力について考える 

               原爆を許すまじ―原爆投下から 73 年― 

               2018 年の夏：忘れ得ないこと 

               日越国交樹立 45 年 

               第 3 回ベトナム貿易大学 CSR 研修会 
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694 号（10 月号）       

高齢社会の実態：健やかに長寿するために 

災害列島日本を考える 

観測史上最高記録 猛暑と熱中症（7 月の記録） 

災害復旧と財源 

日中平和友好条約締結 40 年 

「パワハラ」について 

                

        695 号（11 月号）   

    11 月 3 日という日を考える 

               戦争と教育勅語～気に懸る政権リーダーたちの言動～ 

               2018 年、この空秋に学んだこと、感動したこと 

               地球の「温室化」～急がれる脱炭素社会～ 

               老舗企業に学ぶ 

 

        696 号（12 月号） 

               2018 年、歳の瀬におもう 

               国際情勢 

               経済のトレンド 

               情報化社会の課題 

               世相いろはかるた―2018 年を詠む― 

               2018 年を省みる―内外の主な出来事― 

 

 

697 号（1 月号） 

               2019 年を展望する 

               日産カルロス・ゴーン前会長逮捕事件を省みる 

               2020 東京オリンピック・パラリンピックをめぐる 

               問題は解決されたか 

                

 

698 号（2 月号） 

               2019 年のキーワードを考える 

               財政の基本を学び国民・国会中心の予算を編成したい 

                

699 号（3 月号） 

               卒業シーズンに政治倫理を考える 

               ごみ問題 

               水道事業について考える 

               年（元）号が変わることについて 

               2019 年度事業計画のスタンス 
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（2）「くらしのレポート」 

351号（4月号） 

中国の環境事情と環境政策 

2018年度 事業計画概要 

地方創生ふるさと自慢 第 12回「京都北西部（北野、西陣界隈）」 
 

352 号（6 月号） 

               2018 年度社員総会 創立 30 年記念行事 

               日本の気候変動交渉の概要 

               ガスの小売全面自由化について 

               地方創生―ふるさと自慢「茨城県」 

 

        353 号（8 月号） 

                              人生 100 年時代、AI 時代の働き方、学び方について 

               くらしのリサーチセンター創立 30 年を振り返る 

               くらしのレポート・特集座談会 

               学生・アマチュアスポーツの目指すもの―体験者語る― 

 

354 号（10 月号） 

               海洋プラスチック問題を巡る国内外の動向 

               「プラスチックごみ問題」について 

               環境立国日本を目指す PartⅡ発刊にあたって 

 

           

355 号（12 月号） 

               自動車新時代戦略会議と日本の「xEV 戦略」について 

               第 71 回「施設・工場視察、業際間交流会」報告 

                

356 号（2 月号） 

               2019 年「新春講演会・シンポジウム」開催 

               2019 年賀詞交歓会 

               第 71 回「施設・工場視察、業際間交流会」に参加して 

 

 

                

・「30 年の歩み」発刊 

 

○ 不定期刊行物 

『 環境立国日本を目指す PartⅡ 

―資源小国日本の地球温暖化対策― 』 

 

 発刊日  2019年 2月 15日 
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Ⅴ．第 1回社員総会について 

 ・第 1回社員総会 提出議案は原案通り可決された。 

日  程 5 月 14 日 

場  所 KKR HOTEL TOKYO 

出 席 者 役員・会員企業 23 社 委任 40 社 計 63 社 

 

 

 

Ⅵ．監査の実施 

2017年度 監査を次のとおり実施した 

 

日 時 2018 年 5 月 9 日（水） 

場 所 一般社団法人くらしのリサーチセンター事務所 

   （１）2017 年度事業報告について 

   （２）2017 年度収支決算について 

監 事 木部 康久 [国際興業㈱ 運輸事業部 担当部長] 

監 事 津村 八江 [弁護士] 

 

Ⅶ. 2019年度賀詞交歓会について 

 

1. 日 程 2019年 1月 25 日（金）17：45～ 

2. 場 所 KKR HOTEL TOKYO 

＜来賓＞                               （敬称略・順不同） 

新居 泰人 経済産業省 経済産業政策局 大臣官房審議官(経済社会政策担当) 

石川  浩 経済産業省 製造産業局 自動車課 電池・次世代技術室長 

吉田 健一郎 経済産業省 資源エネルギー庁  省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課長 

吉野 栄洋 経済産業省 資源エネルギー庁  電力・ガス事業部 政策課長 

下村 貴裕 経済産業省 資源エネルギー庁  電力・ガス事業部 電力産業・市場室長 

下堀 友数 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 室長 

城福 健陽 国土交通省 総合政策局 公共交通政策部長 

髙橋 一郎 内閣官房 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技  

大会推進本部事務局 企画・推進統括官 

及川 昭伍 独立行政法人国民生活センター 顧問 

中野 宏詩 東京地下鉄株式会社 オリンピック・パラリンピック推進室長 
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吉田  公 東日本旅客鉄道株式会社 総合企画本部経営企画部 東京 2020 

オリンピック・パラリンピック推進室 室長 

田中 俊佑 東日本旅客鉄道株式会社 総合企画本部経営企画部 東京 2020 

オリンピック・パラリンピック推進室  

柿花 祥太   全日本空輸株式会社 企画室 企画部長 

 

 

＜参加者＞                            （敬称略・会員企業五十音順）   

顧 問 福嶋  等 弁護士 

会 長 井出 亜夫 JCMS㈱ アジア交流塾 塾長 

副会長 川野  繁 飛鳥交通㈱ 代表取締役 

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 櫻井 澄人 中部電力㈱ 販売カンパニー お客さま営業部 グループ長・部長 

理 事 島  克幸 ㈱日立製作所 グローバル渉外統括本部 産業政策本部 担当部長 

理 事 高桑  徹 東京ガス㈱リビングサービス本部お客さまサービス部お客さま相談室室長 

理 事 立石 洋一 東京電力エナジーパートナー㈱ お客さま相談室 室長 

理 事 田中 秀樹 全日本空輸㈱ 総務部 担当部長 

理 事 中澤 幸彦 東京新聞（中日新聞東京本社）編集局 編集委員 

理 事 林  成則 関西電力㈱ 営業本部 CS推進部長 

理 事 湯田 豊人 京王電鉄㈱ 鉄道事業本部  参与 

監 事 木部 康久 国際興業㈱ 運輸事業部長 

  原  美幸 飛鳥交通㈱ 秘書室 

  松岡 佑弥 大阪ガス㈱ 東京支社 係長 

  藤川  優 大塚製薬㈱ 業務管理部 部長 

  瀧花 巧一 大塚製薬㈱ (一般社団法人全国清涼飲料連合会 アドバイザー) 

  新里 康孝  沖縄電力㈱ 東京支社 業務企画グループリーダー 

  麻生 弘之 九州電力㈱ 東京支社 営業部長 

  堤  大作 九州電力㈱ 東京支社 営業グループ長 

  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 

  福家  武 四国電力㈱ 東京支社 業務課長 

  新井 淳一 西武バス㈱ 運輸計画部 計画課 課長 

  三縞 善信 中部電力㈱ 東京支社 業務グループ課長 

  石津 成一 電気技術開発㈱ 代表取締役社長 

  垣添 博之 電気技術開発㈱ 上席執行役員 電力技術本部長兼変電部技師長（総括） 

  門井 正則 (一社)東京ハイヤー・タクシー協会 専務理事 

  関口 幸一 東武鉄道㈱ 取締役専務執行役員 

  梶谷  俊 東北電力㈱ 東京支社 業務グループ課長 

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

  加藤 真紀 東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部 サービス品質改革部 課員 

  赤澤 清志 ㈱文昌堂 専務取締役  

  小笠原 勝 ㈱文昌堂 総務部 執行役員 総務部長 

  前田 篤志 北陸電力㈱ 東京支社 調査チーム統括（課長） 

  出倉  到 北海道電力㈱ 東京支社 業務グループリーダー 

  藤原 廣彦 本州自動車㈱ 代表取締役 

  杉  行夫 NPO法人 JAPAN NOW 観光情報協会 理事 事務局長 

  中村 博信 ㈱ニュータウンハウジング 営業部長 

  佐々木修一郎 永和商事㈱ 月亭本店 調理長 
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Ⅷ.2019 年度 事業計画案骨子検討会 

 

日 程 2月 15日（金）16日（土） 

15日(金)  

        14:30～17:00「検討会」 

18:30～21:00「懇談会」 

      16日（土） 

          「検討会まとめ」 

会 場 湯村ホテル（山梨県甲府市湯村 3丁目 3-11） 

＜参加者＞                             （敬称略・会員企業五十音順） 

副会長 川野  繁 飛鳥交通㈱ 代表取締役社長 

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 副会長・専務理事 

理 事 阿部 真臣 東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部 サービス品質改革部 次長 

理 事 高桑  徹 東京ガス㈱ ﾘﾋﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ本部 お客さまサービス部お客さま相談室 室長 

理 事 中澤 幸彦 東京新聞（中日新聞東京本社）編集局 編集委員 

理 事 西部 雅彦 三菱自動車工業㈱ 総務渉外部 部長付 

理 事 林  成則 関西電力㈱ 営業本部 CS推進部長 

理 事 湯田 豊人 京王電鉄㈱ 鉄道事業本部 参与 

 片山 幸則 大阪ガス㈱ 東京支社 担当部長 

 堤  大作 九州電力㈱ 東京支社 業務グループ長 

 梶谷  俊 東北電力㈱ 東京支社 業務グループ課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


