
『超党派議員による国家プロジェクトづくり』  政策会合 
 

 
   第一回会合   2012年10月10日 
    
   第二回会合  2013年 1月31日 
   第三回会合  2013年 3月12日 
   第四回会合  2013年 5月15日 
   第五回会合  2013年 11月21日 
   第六回会合  2014年  3月27日 
   第七回会合  2015年  1月30日 
   第八回会合  2015年  3月23日 

           参画者：  
 
逢沢一郎    元外務副大臣・自民     
岩屋  毅     元外務副大臣・自民  
遠藤利明    オリンピック担当相・自民 
野田佳彦   前総理大臣・民主 
松原  仁     元 国家公安委員長（大臣）・民主  
笠   浩史    元 文部科学省副大臣・民主 
長島昭久   元 外務副大臣・民主  
松野頼久   維新の党 代表 
松沢成文   次世代の党 幹事長（参議院） 
樽床伸二     元 総務大臣・民主       
古賀一成    元 復興特別委員長・民主 
 
石原信雄   元官房副長官 
鈴木浩二      総合プロデューサー    

顧 問：  石原信雄 元官房副長官  
幹事・於： 鈴木浩二事務所  

150704 
小泉氏肩書修正 
ウェブ用 
*********************: 
150630    
自動車新聞 花井氏 
150625  ウェブ用 
本田次官 名入れ 
150625 
新聞社用 日経飯山氏 
遠藤議員オリンピック担当相 
松沢議員 次世代幹事長 
松野議員 維新の党代表 
他 肩書き更新 
150611 
ウェブ用さしかえ 
野田議員を入れる 
七回八回を追加 
*************** 
150522 
逢沢議員へ説明 
150519 
石原顧問へ説明・経済ハブ 
 
150318 
張名誉会長 

150130 
合同会合（政策・民間） 
小泉・駒月氏を変更  
笠氏肩書き変更、時点入れ  
************** 
150116 
トヨタ毛利専務へ郵送 
150116 
秋山副知事へ資料届け 
150115 
豊通・清水会長へ郵送 
140530 
豊通・清水会長 
 
山下議員トル 
 

140221 

張会長 

140213 

日野自動車 

131212  

ナムコ東氏 

131211 

政投銀・薄井氏 

131210 

日野市大坪市長向け 

**************** 

 

 

 

************** 

130724 ウェブ用 

差替え 

 

130515-21 

政策会合④ 

タイトル変え 

*********** 

 

130312 

政策会合③ 

第二回第三回、 

山下氏を足す 

 

130213 

森ビル石川氏 

自民を上へ 

 

121107 

ウェブ用・写真縮小 

 

松野氏 MP代表 

 

   ――ゲスト参画者   順不同・敬称略 
国土交通省 本田 勝 事務次官 
復興庁    峰久幸義  前事務次官 
  同      上田  健    統括官 
渡海紀三朗 元文部科学大臣・自民 
 

（民間） 
トヨタ自動車 
 永田  理    常務役員（張富士夫会長代行） 
  
 小泉 直  日本ゴルフツアー機構名誉会長 
         ／トヨタ自動車OB 
 駒月 純  トヨタオートモールクリエイト元代表 
建築家     
  伊東豊雄  長谷川逸子  高﨑正治 

野田政権 

安倍政権 

※ 2013年 時点、現 専務役員 北米副本部長 

150611 
ウェブ用差替え 

Policy 24枠／Since Ｐ35／ 
http://www.superstudio.jp/pdf/meeting06.pdf 



自民     逢沢一郎議員           岩屋 毅議員        遠藤利明議員    
      根本 匠議員（復興相）   
民主    笠 浩史議員            松原 仁議員       長島昭久議員  
維新   松野頼久議員 
みんな 渡辺喜美議員 
 
峰久幸義  復興庁顧問／前・復興庁事務次官    
上田 健      復興庁統括官 
日本政策投資銀行 薄井充裕  設備投資研究所所長   

２０１３年 ３月１２日 
 
『超党派による国家プロジェクトづくり』 政策会合   第三回会合 
    
    「自動車新産業特区＋エコシティ開発」 検討会合 
 

顧 問：  石原信雄 元官房副長官  
主宰・於：    鈴木浩二事務所  150713 

ウェブアップ 

小泉氏肩書入れ 

鈴木淳司山下2議員トル 

150318 

張名誉会長 

141022 三菱地所用 

 

伊東氏を中心に、 

写真を減らして拡大。 

 

（順不同・敬称略） 
  

永田 理  トヨタ自動車常務役員 （張富士夫会長の代行として出席） 
小泉 直  トヨタ自動車OB／日本ゴルフツアー機構名誉会長 
 
まちづくり計画・建築家 
  伊東豊雄   長谷川逸子   隈 研吾   高﨑正治 
 
石原 信雄  顧問・元官房副長官        
鈴木 浩二  主宰・総合プロデューサー                                

「超党派議員による国家プロジェクト政策会合」 
「実践的な国家プロジェクトとなるシナリオ（試案）づくり」 に向けて：  

――実戦力ある民間戦略と、国政・行政戦略の複合」 をテーマ 



『超党派議員による国家プロジェクトづくり』 政策会合    
  テーマ： 
   「東北での自動車新産業特区とエコシティ開発」 
   「日野自動車本社・工場跡地における、日本ブランドからなるコンパクト・エコシティ開発」 

顧 問：  石原信雄 元官房副長官  
幹事・於： 鈴木浩二事務所  

150704 
小泉氏肩書修正・ウェブ用 
*********************: 
150611 
ウェブ用 

Policy2 ①枠⑩枠／since2002 
150303 
国交省 本田次官② 
150116 
トヨタ毛利専務へ郵送 
150116 
秋山副知事へ資料届け 
150115 
豊通・清水会長へ郵送 
 
141125 
秋山副知事 計4枚 
141007 
遠藤敏明議員 計4枚 
140729 
スマートシティ企画三名来社 
会合写真 計4枚140530 
豊通・清水会長 
140331 

イオンモール納品 

140214 

日野自動車へ、 

トヨタ関係者を強調 

自民      逢沢一郎議員         岩屋 毅議員         遠藤利明議員 
       根本 匠議員（復興相）    渡海紀三朗議員 
民主      松原 仁議員    笠 浩史議員           長島昭久議員 
維新      松野頼久議員 
みんな   渡辺喜美議員       松沢成文議員 
石原信雄顧問                     鈴木浩二 総合プロデューサー（主宰・幹事） 

 

――ゲスト参画者   順不同・敬称略 
峰久幸義    復興庁 事務次官 
上田  健       〃   統括官  
（民間） 
トヨタ自動車 永田 理  常務役員（張富士夫会長代行） 
         小泉 直 日本ゴルフツアー機構名誉会長／トヨタ自動車OB  
         駒月 純 トヨタ オートモールクリエイト元代表  
（まちづくり計画・建築家）    伊東豊雄    長谷川逸子    高﨑正治 

順不同・敬称略 

「超党派議員による国家プロジェクト政策会合」 
「実践的な国家プロジェクトとなるシナリオ（試案）づくり」 に向けて：  

――実戦力ある民間戦略と、国政・行政戦略の複合」 をテーマ 



2013年4月15日 
伊東豊雄氏お祝いの会 
どうするか 

２０１３年 ５月１５日   第四回会合   

２０１３年 １月３１日  第二回会合   ２０１４年  ３月２７日  第六回会合  

「超党派議員による 国家プロジェクト政策会合」  

「超党派議員による国家プロジェクト政策会合」 
「実践的な国家プロジェクトとなるシナリオ（試案）づくり」 に向けて：  

――実戦力ある民間戦略と、国政・行政戦略の複合」 をテーマ 

お声を掛けた方々： 
 
逢沢一郎議員         
岩屋  毅議員       
遠藤利明議員（現・オリンピック担当相）     
長島昭久議員    
野田佳彦議員 
松原  仁議員  
笠   浩史議員 
松野頼久議員  
松沢成文議員 
渡邊喜美議員 
樽床伸二元議員       
古賀一成元議員  
山下貴司議員 
 
峰久幸義    復興庁 事務次官 
上田  健       〃   統括官  
 
石原信雄   元官房副長官 
鈴木浩二      総合プロデューサー    

150714 
ウェブにアップ 



逢沢一郎議員 
遠藤利明議員（現・オリンピック担当相） 
岩屋  毅議員 
松原 仁議員 
笠 浩史議員 
鈴木浩二 総合プロデューサー 
石原信雄顧問 元官房副長官 

於：鈴木浩二オフィス 

２０１２年１０月１０日 
 
超党派議員による 「国家プロジェクト政策会合」  第1 回会合   

「超党派議員による国家プロジェクト政策会合」 
「実践的な国家プロジェクトとなるシナリオ（試案）づくり」 に向けて：  

――実戦力ある民間戦略と、国政・行政戦略の複合」 をテーマ 

150714 
ウェブにアップ 
集合写真追加 
笠議員追加 
150713 
ウェブアップ 
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