
２０１４年１１月２５日 
於： 東京都庁 

２０１４年４月１７日 
於：鈴木浩二オフィス 

 

２０１４年３月２４日 
於：国交省 次官室 

２０１４年６月１３日 

東京都 副知事  秋山 俊行   
     オリンピック組織委員会 副会長 
鈴木浩二 総合プロデューサー 

逢沢一郎議員 
日野自動車  鈴木敏也 専務役員 
小泉 直  トヨタ自動車OB ／日本ゴルフツアー機構名誉会長    
鈴木浩二 総合プロデューサー  

国土交通省事務次官  増田優一 
   ／現・本田 勝次官へ引継ぎ  
日野自動車 鈴木敏也専務役員 
松原 仁議員   
鈴木浩二 総合プロデューサー 

逢沢一郎議員    
松原 仁議員    
日野自動車 鈴木敏也 専務役員  
シンガポール政府系企業 日本代表 

国内大手小売流通Ｇ 役員 （イオン） 

鈴木浩二 総合プロデューサー  

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 
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 

超党派政策会合 
顧問： 石原信雄 元官房副長官 
幹事： 鈴木浩二 総合プロデューサー 
 
 

（順不同・敬称略） 

150713 
オリンピック担当相の候補トル 
150713 
ウェブにアップ 
鈴木専務名前入れ・4箇所 
************** 
150706 
小泉氏肩書入れ・2箇所に減 
150609→25差替え 
右上へ3月23日の写真入れ 
ウェブ用 
Policy 3枠27枠／Since P38 
イオン、ナムコ戻す 
秋山副知事写真トル 
***************** 
150318 
多羅尾港湾局長 
150330 
イオンモ総括納品 
150323 
政策会合 
ナムコ入れ 
本田次官引継ぎ →入れ戻す 
***************** 
150318 
張名誉会長 
150303 
本田次官② 
8枚で再編集 
本田次官引継ぎトル 
***************** 

２０１２年１２月１０日 
於：鈴木浩二オフィス 

２０１５年１月３０日 ２０１３年３月１２日 

逢沢一郎議員 
トヨタ自動車 永田理常務 （張会長代行） 
復興庁 上田 健 統括官 
建築家   
 伊東豊雄  長谷川逸子  高﨑正治 
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 

松沢成文議員   逢沢一郎議員 
笠 浩史議員    松原 仁議員 
東京都 都市整備局  小野幹雄部長 
トヨタ自動車 小泉直OB / 日本ゴルフツアー機構名誉会長   
日野自動車  鈴木敏也 専務役員          
国内流通Ｇ   役員 （イオン）   
国内大手アミューズメントメーカー（ナムコ） 
シンガポール政府系企業 日本代表  
建築家   隈 研吾  
鈴木浩二 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」   及び   

「２０２０年オリンピック事業（現在～会期～会期後 10-20年～） 成功へのプロジェクト会合」 
  
    テーマ ： 「自動車新産業特区」計画を、東北より  東京都内オートメーカー用地へ移しての計画検討 
                                     （トヨタＧ／日野自動車本社工場跡地） 

参画者――  超党派議員各位、国交省（本田次官）、東京都（秋山副知事他）、トヨタ・日野自動車、他 民間代表 

２０１３年１１月２１日 

松原 仁議員 
笠 浩史議員     
トヨタ自動車  ＯＢ           
石原信雄顧問  元官房副長官  
鈴木浩二 総合プロデューサー 

２０１５年３月２３日 

逢沢一郎 議員   笠浩史議員  

長島昭久議員 

国土交通省 本田勝 事務次官 

東京都 都市整備局 小野幹雄部長  

日野自動車  鈴木敏也 専務役員 

国内流通Ｇ   役員 （イオン）   
国内大手アミューズメントメーカー（ナムコ） 
シンガポール政府系企業 日本代表  
建築家   隈 研吾  
鈴木浩二 総合プロデューサー 
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超党派議員による 「国家プロジェクト政策会合」  第9 回  及び   

「２０２０年オリンピック事業（現在～会期～会期後 10-20年～） 成功へのプロジェクト会合」 
  

    ２０１５年 ７月 １０日（金）  於： 鈴木オフィス  

 
 

テーマ ：  『オリンピック事業への成功と、これを契機とする日本の生活・経済再興』 と、 
        『安全保障等、国民の理解を得るための国家像』 を、具体的かつ体系立ってつくることを検討。 

取扱注意書類 

お声を掛けた方々： 
                      （オリンピック担当相） 

逢沢一郎 衆議院議員   遠藤利明 衆議院議員     岩屋 毅 衆議院議員 

野田佳彦   〃       松原 仁    〃        笠 浩史    〃 

長島昭久   〃            松野頼久    〃       松沢成文 参議院議員 

  
国土交通省   本田 勝 事務次官 

東京都      秋山俊行 副知事 （オリンピック組織委員会副会長） 
  同       港湾局     多羅尾光睦局長 

  同       都市整備局  小野幹雄部長  

  
トヨタ自動車   張富士夫 名誉会長 

   同          小泉直OB / 日本ゴルフツアー機構名誉会長  

   同       役員  

日野自動車    鈴木敏也 専務役員   

国内大手流通 （イオンＧ） 役員     

国内アミューズメント・メーカー （ナムコ） 
シンガポール政府系企業  日本代表   

建築・都市計画家   隈 研吾    伊東豊雄    他 

  
鈴木浩二 幹事  総合プロデューサー  

石原信雄 顧問  元官房副長官    

150714 
ウェブにアップ 
タイトルは次第よりの引用 
オリンピック担当相入れ 

呼掛人：  鈴木浩二 総合プロデューサー   石原信雄 元官房副長官     
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超党派議員による 「国家プロジェクト政策会合」  第8 回  及び   

「２０２０年オリンピック事業（現在～会期～会期後 10-20年～） 成功へのプロジェクト会合」 
  

    ２０１５年 ３月 ２３日（月）  於： 鈴木オフィス  

 
 

テーマ ： トヨタＧ／日野自動車本社・工場跡地利用 
        国土交通省（本田次官）、東京都（秋山副知事）、トヨタ・日野自動車、他 民間事業者による合同会合 
       「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（東京都）戦略の複合」 をテーマ 
 

取扱注意書類 

お声を掛けた方々： 
 

逢沢一郎 衆議院議員   遠藤利明 衆議院議員     岩屋 毅 衆議院議員 

野田佳彦   〃       松原 仁    〃         笠 浩史    〃 

長島昭久   〃           松沢成文 参議院議員 

  
国土交通省   本田 勝 事務次官 

東京都      秋山俊行 副知事 （オリンピック組織委員会副会長） 
  同       都市整備局  小野幹雄部長  

  
トヨタ自動車   張富士夫 名誉会長 

   同          小泉直OB / 日本ゴルフツアー機構名誉会長  

   同       役員  

日野自動車    鈴木敏也 専務役員   
国内大手流通 （イオンＧ） 役員     

国内アミューズメント・メーカー （ナムコ） 
シンガポール政府系企業  日本代表   

建築・都市計画家   隈 研吾    伊東豊雄    他 

  
鈴木浩二 幹事  総合プロデューサー  

石原信雄 顧問  元官房副長官    

呼掛人：  鈴木浩二 総合プロデューサー   石原信雄 元官房副長官     

150713 
ウェブにアップ 
鈴木専務名前入れ 
開発進行→合同会合に直し 
実践テーマ入れ 
************** 
150706 
小泉氏肩書入れ 
*********** 
150610 
ウェブ用 
Policy2  ⑤枠⑨枠／Since P40 
イオン、ナムコ入り 
トヨタ役員を入れ戻す 
************ 
150511 
トヨタ毛利役員 
タイトル替え 
トヨタ役員トル 
************** 
150410 隈氏へメール 
150406 
多羅尾港湾局長へ届け 
150326 
日野市大坪市長 
タイトル前後入替え 
************** 
150324 
菊谷氏へメール 
150324 
小泉氏へ郵送 
（たぶん名前入れ忘れ） 
名前なし 
*************** 
150323 
政策会合 
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超党派議員による 「国家プロジェクト政策会合」  第７回  及び   

「２０２０年オリンピック事業（現在～会期～会期後 10-20年～） 成功へのプロジェクト会合」 
   

２０１５年 １月 ３０日（金）  於： 鈴木オフィス  

    

 
テーマ ：   
  政府「第三の矢」プロジェクトとして検討 
  「オリンピック事業成功と、トヨタＧ／日野自動車本社・工場跡地開発 」 
  「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（東京都）戦略の複合」 をテーマ 

呼掛人：  鈴木浩二 総合プロデューサー   石原信雄 元官房副長官     

    お声を掛けた方々： 
 

逢沢一郎 衆議院議員   遠藤利明 衆議院議員     岩屋 毅 衆議院議員 

松原 仁     〃        野田佳彦    〃        長島昭久    〃 

笠 浩史    〃            松沢成文 参議院議員 

東京都  秋山俊行 副知事 （オリンピック組織委員会副会長） 
  同   都市整備局  小野幹雄部長  

   
    ― 張富士夫名誉会長とプロジェクトの進捗内容を共有。 

  トヨタ自動車   小泉直OB / 日本ゴルフツアー機構会長  

      同    役員          

日野自動車  鈴木敏也 専務役員              

      
大手小売流通（イオンＧ）  役員     

大手アミューズメントメーカー（ナムコ） 
シンガポール政府系企業  日本代表  

建築・都市計画家   隈 研吾    伊東豊雄   他 

150713 
ウェブにアップ 
鈴木専務名前入れ 
実践テーマ入れ 
************** 
150706 
小泉氏肩書入れ 
************** 
150602 
ウェブ用 
Policy2 ⑥枠／since p39 

イオン、ナムコ入り 
章男社長をトル 
****************** 
150320 
タン氏へ手渡し 
150216 
三菱地所Ｒへメール 
150209 
タン氏へメール 
150202 
菊谷氏へメール 

民間の名前をトル 
豊田章男社長を入れる 
*********** 
150202 
張名誉会長へ郵送 

取扱注意書類 
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２０１４年１０月２１日 
日野自動車本社工場跡地へのアフターケアに向けた合同会合 於： 鈴木浩二オフィス 

150713 
ウェブにアップ 
タイトル変更 
肩書入れ 
************** 
記録として作製 

「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（東京都）戦略の複合」 をテーマ 

出席者：   

鈴木敏也  日野自動車 専務役員  

逢沢一郎     衆議院議員・自民（国会運営委員長） 

ナムコ     店舗開発チーム ・ディレクター 

鈴木浩二    総合プロデューサー  
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２０１４年８月２１日 
日野自動車本社工場跡地アフターケアに向けた打合せ 及び 工場見学 

 
於： 日野自動車本社 

 

150713 
ウェブにアップ 
タイトル変更 
専務役員に変更 
小泉氏肩書入れ 
イオンCapita名前抜き 
************** 
記録として作製 

「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（東京都）戦略の複合」 をテーマ 

鈴木敏也専務役員の御案内により 、日野自動車本社・工場を見学。  
小泉直トヨタ自動車ＯＢ／日本ゴルフツアー機構名誉会長、鈴木浩二。 
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出席者：   

日野自動車   鈴木敏也 専務役員  

イオンモール  専務・開発本部長／企業開発部長／ディベロッパー企画部長  

小泉  直     トヨタ自動車ＯＢ／日本ゴルフツアー機構名誉会長 

鈴木浩二    総合プロデューサー  

２０１４年７月１４日 
日野自動車本社工場跡地アフターケアに向けた合同会合 

 

於： 鈴木浩二オフィス 

150713 
ウェブにアップ 
タイトル変更 
専務役員に変更 
小泉氏肩書入れ 
イオンCapita名前抜き 
************** 
140821 
日野自本社訪問時 
使わず 
張名誉会長指名をトル。 
****************** 
140725 
ナムコ来社時に手渡し 
140715 
イオン総括納品 

「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（東京都）戦略の複合」 をテーマ 
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２０１４年６月１３日 
日野自動車本社工場跡地開発へのアフターケアに向けた合同会合 於： 鈴木浩二オフィス 

出席者：   

日野自動車   鈴木敏也 専務役員  

イオンモール  専務・開発本部長／企業開発部長 

シンガポール政府系企業（CapitaLand/Ascott） 日本代表   

逢沢一郎     衆議院議員・自民（国会運営委員長） 

松原    仁     衆議院議員・民主（国対委員長、元国交省副大臣） 

鈴木浩二    総合プロデューサー  

150713 
ウェブにアップ 
タイトル変更 
専務役員に変更 
小泉氏肩書入れ 
イオンCapita名前抜き 
************** 
140918 
国交省本田次官・初 
140821 
日野自本社訪問時 
使わず 
写真下クレジット取る。 
****************** 
140617 
小泉氏へ郵送 

張名誉会長 
指名をトル、岩本専務に直し 
******************* 
140617 
ナムコへ名前入れて再送 
140616 
ナムコへメール 

「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（東京都）戦略の複合」 をテーマ 
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２０１４年４月１７日 
日野自動車本社工場跡地開発へのアフターケアに向けた合同会合 
 

於： 鈴木浩二オフィス 

（左から） 
鈴木敏也  日野自動車 専務役員 
逢沢一郎  衆議院議員／政府・議院運営委員長（自民） 
小泉 直   トヨタ自動車ＯＢ.／日本ゴルフツアー機構名誉会長 
鈴木 浩二   総合プロデューサー 

150713 
ウェブにアップ 
タイトル変更 
専務役員に変更 
************** 
140424 
イオン納品 

「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（東京都）戦略の複合」 をテーマ 
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２０１４年３月２４日 
日野自動車本社工場跡地へのアフターケアに向けた打合せ 
 
於：国土交通省 増田事務次官室 

（左から） 
鈴木敏也  日野自動車 専務取締役  
松原 仁     元国土交通省 副大臣 
増田 優一   国土交通省 事務次官 
鈴木 浩二   総合プロデューサー 

150713 
ウェブにアップ 
タイトル変更 
専務役員に変更 
************** 
140404 
張名誉会長 

「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（東京都）戦略の複合」 をテーマ 
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２０１４年２月１３日 
 
トヨタトップの意向による、日野自動車本社工場跡地アフターケアのための 
日野自動車  役員との打合せ 

   
於： 日野自動車 役員本社（新宿野村ビル） 
 
 
 
 
 
右から、 
 
 
鈴木敏也 専務取締役 
 
三田 進 専務取締役 
 
鈴木 浩二 総合プロデューサー 
 
石田総務部長 

150713 
ウェブにアップ 
タイトル変更 
取締役入れ 
************** 
 
1404 
イオン、ナムコ納品 

「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（東京都）戦略の複合」 をテーマ 
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２０１３年 １１月２１日 
 
『超党派議員による国家プロジェクトづくり』  政策会合  第五回会合   

顧 問：  石原信雄 元官房副長官  
幹事・於： 鈴木浩二事務所  

――民間よりの参画 
  小泉 直  トヨタ自動車OB 
          ／日本ゴルフツアー機構名誉会長  
  駒月 純  トヨタオートモールクリエイト（TAC）元代表   

（お声を掛けた方々） 
 

自民     逢沢一郎議員      

      岩屋   毅議員       

      遠藤利明議員 

民主      松原  仁議員 

               長島昭久議員      

               笠   浩史議員 

      野田佳彦議員 

みんな  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 高木俊一      〃 現代表 
モール・エスシー開発（セブンアイG） 
  近藤悦啓  代表取締役 
  吉舗義信  執行役員 開発部長 
  丹野 豊   開発部マネジャー 

「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 
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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」 
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『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 
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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 
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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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