
超党派の国会議員からなる 政策合同会合 第12回
「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： 「オリンピック・プラザ（仮称）」 「東京プラザ（仮称）」

2016年 11月 9日（水） 於： 鈴木オフィス

取扱注意書類

「超党派政策会合」
呼掛人： 議員代表 逢沢一郎 衆議院議員

幹 事 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

４

逢沢一郎 衆議院議員
山下貴司 衆議院議員
松沢成文 参議院議員
黄川田仁志 衆議院議員
牧山弘恵 参議院議員
隈 研吾 建築家
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 幹事・総合プロデューサー

国交省 武藤 浩 事務次官

内閣官房 五輪推進本部
多田健一郎 統括官

東京都 都市整備局
五嶋智洋 部長
都市づくりグランドデザイン担当

※ 各局長は小池知事の都政改革会議と重なり、
後日報告。

東京五輪 組織委員会
― 武藤敏郎 事務総長 代理として

大会準備運営第一局
井上恵嗣 局長
帆足雅史 大会計画部 調整課長 兼

運営戦略企画部 企画課長

（民間）
トヨタ自動車
ＶＩＳＡ
イオンモール
セガＧ （五輪公式ゲームＭＰ）

バンダイナムコ
スマートシティ企画／三井不動産
博報堂
乃村工藝社
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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 12 回  

「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」 

 

日時：  2016年 11月 9日（水）  15時～１6時半 

於：    三久ビル 8階 （首相官邸斜め前  霞が関３－６－１４）     

 

 
会合テーマ： 

当政策会合の提言より、 

○ “五輪成功への新しい都政姿勢として重要なプロジェクト (石原顧問 談)” を推進。 

○ 東京都－五輪組織委員会－国・与野党－民間ＭＰ が協働して、東京五輪に透明性を 

持たせ、かつ財政難から救うための、政経プロジェクトを検討。 
 

お声を掛けた方々：           順不同  （事前資料配布・説明含） 

（自民） 

逢沢一郎 衆議院議員    遠藤利明 衆議院議員/前五輪相   岩屋 毅 衆議院議員 

渡海紀三朗 衆議院議員   山本有二 衆議院議員/農水相    黄川田仁志 衆議院議員 

額賀福志郎 衆議院議員   山下貴司 衆議院議員    大串正樹 衆議院議員    

盛山正仁  衆議院議員/法務副大臣    鈴木淳司 衆議院議員   

松野博一 衆議院議員/文科相       河井克行 衆議院議員/総理補佐官 

馳 浩 衆議院議員/前文科相 

（民進） 

野田佳彦 衆議院議員/幹事長   笠 浩史 衆議院議員    松原 仁 衆議院議員     

長島昭久 衆議院議員     原口一博 衆議院議員    前原誠司 衆議院議員 

松野頼久 衆議院議員     福島伸享 衆議院議員    大串博志 衆議院議員 

牧山弘恵 参議院議員 

（無所属）  松沢成文 参議院議員     （維新） 渡辺喜美 参議院議員 

 

東京都      小池 百合子 知事 

  同       山本 隆 副知事 （五輪組織委員会 副会長） ／ 秋山俊行 前副知事 

  同       総務局     多羅尾光睦 局長 

  同       生活文化局  中嶋正宏 局長 

  同       オリンピック・パラリンピック準備局  塩見清仁 局長    

  同          同         小野幹雄  施設整備担当部長 

  同          同         朝山 勉   選手村・輸送担当部長 

  同          同         児玉英一郎 総合調整部長 

  同       都市整備局      五嶋智洋 都市づくりグランドデザイン担当部長  

東京五輪組織委員会  武藤敏郎 事務総長 

  同 大会準備運営第一局  井上恵嗣  局長 

  同       同        帆足雅史 大会計画部調整課長 兼 運営戦略企画部 企画課長 

  同       同        福嶋義博  前・大会計画部調整課長 

国土交通省   武藤 浩  事務次官  

政府 東京オリ・パラ推進本部  平田竹男 事務局長 

  同       同         多田健一郎  内閣官房 企画・推進統括官 

民間 

トヨタ自動車   張 富士夫 名誉会長    早川 茂 取締役専務役員 

同         小泉 直ＯＢ／日本ゴルフツアー機構 名誉会長  

他 五輪ＭＰ（スポンサー企業）代表  ＶＩＳＡ  パナソニック  五輪公式ゲーム/セガＧ 

博報堂  イオンモール  バンダイナムコＧ  三井不動産Ｇ/スマートシティ企画  乃村工藝社  他 
 

隈 研吾     建築家 新国立競技場設計 

伊藤元重     学習院大学 教授  

呼掛人：    

石原信雄 顧問  元官房副長官 

鈴木浩二 幹事  総合プロデューサー 
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