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野田佳彦 衆議院議員 財務副大臣
前原誠司 〃 国土交通大臣
原口一博 〃 総務大臣
古賀一成 〃 両院議員総会長
松野頼久 〃 官房副長官
逢沢一郎 〃 元予算委員長、議院運営委員長
鈴木淳司 前衆議院議員 前総務大臣政務官
松沢成文 神奈川県知事 元衆議院議員
玄葉光一郎 衆議院議員 衆院財務金融委員長
樽床伸二 〃 衆院環境委員長
笠 浩史 〃 国対筆頭副委員長
長島昭久 〃 防衛政務官
松原 仁 〃 拉致対策副本部長
枝野幸男 〃 行政刷新会議事業仕分統括リーダー
松野博一 〃 前文部科学副大臣
渡辺喜美 〃 みんなの党代表 元金融担当大臣

順不同・敬称略 役職等は平成21年9月時点

超党派議員による定期会合 SINCE 2002
顧問： 唐津一、内田健三、石原信雄 於：鈴木浩二事務所



Parliament Members of Regular Meetings   
at Suzuki office    Since  2002

Organizer: Koji SUZUKI   Project Producer
Advisors:  Prof. Hajime KARATSU,   Prof. Kenzo UCHIDA
Special advisor: Nobuo ISHIHARA, Fomer Dy Chief Cabinet Secretary
NODA, Yoshihiko House of Rep. DPJ
Senior Vice Minister of Finance ---Prime Minister (Sept.2011～)

MAEHARA, Seiji House of Reps. DPJ

Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
HARAGUCHI, Kazuhiro House of Reps. DPJ

Minister of Internal Affairs and Communications
MATSUNO, Yorihisa House of Reps. DPJ

Deputy Chief Cabinet Secretary
AISAWA, Ichiro House of Rep. LDP

Fomer Chair, House Committee on Rules and Administration,
and Committee on Budget

SUZUKI, Junji ex. MP House of Reps LDP
Former Par-Sec of Internal Affairs and Communications

TARUTOKO, Shinji House of Reps. DPJ
Chair, House Committee on Environment

MATSUZAWA, Sigefumi Kanagawa Prefecture Governor
Former member of House of Representatives

MATSUBARA, Jin House of Reps. DPJ
Vice-chair, Special Committee on Abduction Affairs

GEMBA, Koichiro House of Reps. DPJ
Chair, House Committee on Financial Affairs

MATSUNO, Hirokazu House of Reps. LDP
Fomer Vice Minister of Education, Culture, Sports, Science and Tech.

EDANO, Yukio House of Reps. DPJ
Chair. Policy Research Committee, Administrative Reform Council

RYU, Hirofumi House of Reps. DPJ
Vice Secretary General of DPJ

NAGASHIMA, Akihisa House of Reps. DPJ
Parliamentary Secretary of Defense

WATANABE, Yoshimi House of Reps.
President of Your Party (Minna-no-Tou) Former Minister for
administrative, regulatory reforms and financial services
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超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

平成20年12月11日   ／   11th  December  2008 
 
      超党派定期会合 及び 経済ハブ推進会合（第1回） 
 
          
                                                ～あわせて、唐津 一 顧問の卒寿を祝う～ 

松原仁議員  古賀一成議員  野田佳彦議員  笠浩史議員  長島昭久議員 
唐津一顧問  鈴木浩二（プロデューサー） 



超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

内田健三 顧問          唐津 一 顧問                 石原信雄 顧問 元官房副長官 



平成15年4月24日   ／   24th  April  2003 
   松沢議員、神奈川県知事当選を祝って  ―１ 

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

玄葉光一郎議員  島聡議員   逢沢一郎議員   原口一博議員   松原仁議員        
松沢成文議員    今岡又彦氏（後、松沢知事特別秘書）   堂本明子千葉県知事／山本秘書 
内田健三顧問     鈴木浩二（プロデューサー）      

平成14年1月9日   ／   9th   January  2002     （記録写真 略）  
         松沢成文議員、 内田健三顧問、 鈴木浩二（プロデューサー） 
 

平成14年2月14日   ／   14th   February  2002   （記録写真 略）  
         松沢成文議員、 逢沢一郎議員、 樽床伸二議員、  
         内田健三顧問、 唐津 一顧問、  鈴木浩二（プロデューサー）  他 
 

平成14年7月4日   ／   4th   July  2002         （記録写真 略）   
         松野頼久議員、 内田健三顧問、 鈴木浩二（プロデューサー） 
 

平成14年10月29日   ／   29th  October  2002   （記録写真 略）   
         野田佳彦議員、 樽床伸二議員、 玄葉光一郎議員、 原口一博議員、 松野頼久議員、 
         内田健三顧問、 唐津一顧問、 鈴木浩二（プロデューサー） 

  
平成14年11月19日   ／   19th  November  2002  （記録写真 略）   
         松沢成文議員、 野田佳彦議員、 逢沢一郎議員、 樽床伸二議員、 玄葉光一郎議員、  
         内田健三顧問、 鈴木浩二（プロデューサー） 



平成15年4月24日   ／   24th  April  2003 
    松沢議員、神奈川県知事当選を祝って  ―２ 

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

玄葉光一郎議員  島聡議員   逢沢一郎議員   原口一博議員   松原仁議員        
松沢成文議員    今岡又彦氏（後、松沢知事特別秘書）   堂本明子千葉県知事／山本秘書 
内田健三顧問     鈴木浩二（プロデューサー）      

平成14年12月5日   ／   5th  December  2002     （記録写真 略）   
         玄葉光一郎議員、 前原誠司議員、 枝野幸男議員、 
         内田健三顧問、 鈴木浩二（プロデューサー） 
 

平成15年1月29日   ／   29th  January  2003      （記録写真 略）  
         松沢成文議員、 玄葉光一郎議員、 原口一博議員 他 
         内田健三顧問、 唐津一顧問、 鈴木浩二（プロデューサー） 
 

平成15年2月12日  ／    12nd   February  2003   
   --- 松沢議員、神奈川県知事へ決起する会     （記録写真 略） 
         松沢成文議員、 逢沢一郎議員、 樽床伸二議員、 玄葉光一郎議員、 島聡議員、  
         内田健三顧問、 鈴木浩二（プロデューサー） 
 

平成15年6月10日  ／   10th  June 2003          （記録写真 略） 
         原口一博議員、 玄葉光一郎議員、 樽床伸二議員、 逢沢一郎議員、 
         内田健三顧問、 鈴木浩二（プロデューサー） 



平成15年12月5日   ／   5th  December  2003 

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

笠浩史議員     松原仁議員    原口一博議員    玄葉光一郎議員   
樽床伸二議員   逢沢一郎議員  内田健三顧問    鈴木浩二（プロデューサー）  



平成16年2月16日   ／   16th  February  2004 

逢沢議員（外務副大臣）イラク関連より帰国当日。 

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

松野頼久議員  枝野幸男議員  野田佳彦議員  笠浩史議員  玄葉光一郎議員  逢沢一郎議員   
松沢成文知事  内田健三顧問  鈴木浩二（プロデューサー）  



平成16年5月11日   ／   11th  May  2004 

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

原口一博議員   松原仁議員   逢沢一郎議員   
内田健三顧問   唐津一顧問   鈴木浩二（プロデューサー）  



平成16年6月15日   ／   15th  June  2004 

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

笠浩史議員  逢沢一郎議員  松原仁議員  原口一博議員  玄葉光一郎議員   
内田健三顧問   唐津一顧問   鈴木浩二（プロデューサー）  



平成16年7月27日   ／   27th  July  2004 平成16年10月19日   ／   19th  October  2004 

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

 野田佳彦議員    前原誠司議員    
 唐津一顧問   内田健三顧問   鈴木浩二（プロデューサー）  

原口一博議員  逢沢一郎議員（遅れて出席）    
内田健三顧問  鈴木浩二（プロデューサー）  



平成17年3月16日   ／   16th  March  2005 

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

鈴木淳司議員   野田佳彦議員   逢沢一郎議員    
内田健三顧問   鈴木浩二（プロデューサー）  



平成17年5月18日   ／   18th  May  2005 

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

笠浩史議員   原口一博議員   樽床伸二議員   玄葉光一郎議員 
唐津一顧問   内田健三顧問   鈴木浩二（プロデューサー）  



平成17年10月7日   ／   7th  October  2005 
 
            前原議員、党首就任を祝って ---- 

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

前原誠司議員（党首）   鈴木淳司議員  松原仁議員  松沢成文知事   玄葉光一郎議員   
唐津一顧問    鈴木浩二（プロデューサー）  



平成18年3月1日   ／   1st  March  2006 

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

前原誠司議員（党首）   鈴木淳司議員   笠浩史議員   
内田健三顧問  唐津一顧問   鈴木浩二（プロデューサー）  



平成18年4月19日   ／   19th   April  2006 

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

逢沢一郎議員  内田健三顧問  唐津一顧問   鈴木浩二（プロデューサー）  



平成18年10月11日   ／   11th   October  2006 

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

野田佳彦議員   原口一博議員   鈴木淳司議員   松原仁議員   
内田健三顧問   唐津一顧問   鈴木浩二（プロデューサー）  



平成19年2月26日   ／   26th   February  2007     ―１   

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

野田佳彦議員  松沢成文知事  笠浩史議員  松野頼久議員  鈴木淳司議員   
唐津一顧問   小泉 直 トヨタ自動車OB・日本ゴルフツアー機構会長（ゲスト）   
鈴木浩二（プロデューサー）  



平成19年2月26日   ／   26th   February  2007    ―２   

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

野田佳彦議員  松沢成文知事  笠浩史議員  松野頼久議員  鈴木淳司議員   
唐津一顧問   小泉 直 トヨタ自動車OB・日本ゴルフツアー機構会長（ゲスト） 
鈴木浩二（プロデューサー）  



平成19年8月27日   ／   27th   August  2007 

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

長島昭久議員    樽床伸二議員    逢沢一郎議員   松沢成文知事     笠浩史議員     
唐津一顧問   鈴木浩二（プロデューサー） 



平成19年11月16日   ／   16th   November  2007 

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

逢沢一郎議員   松沢成文知事    笠浩史議員  玄葉光一郎議員   
唐津一顧問   鈴木浩二（プロデューサー） 



平成20年3月3日   ／   3rd   March  2008 

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

笠浩史議員    玄葉光一郎議員   逢沢一郎議員  松沢成文知事      
唐津一顧問      鈴木浩二（プロデューサー） 



平成20年5月22日   ／   22nd  May  2008 

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

笠浩史議員   松沢成文知事   松野頼久議員   原口一博議員 
逢沢一郎議員   岩屋毅議員    唐津一顧問    鈴木浩二（プロデューサー） 



超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

平成20年12月11日   ／   11th  December  2008  ―２ 
 
超党派定期会合 及び 経済ハブ推進会合（第1回） 

松原仁議員  古賀一成議員  野田佳彦議員  笠浩史議員  長島昭久議員 
唐津一顧問  鈴木浩二（プロデューサー） 



超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

平成21年2月5日   ／   5th  February  2009   
 
超党派定期会合 及び 経済ハブ推進会合（第2回） 

末吉興一 現総理補佐官 元北九州市長（ゲスト） 
笠浩史議員   長島昭久議員     吉良州司議員  田村謙治議員  
鈴木浩二（プロデューサー） 



超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

平成21年5月26日   ／   26th  May  2009   
 
超党派定期会合 及び 経済ハブ推進会合（第3回） 

渡辺喜美議員 元行革・規制改革・金融担当大臣（ゲスト） 
野田佳彦議員   古賀一成議員   笠浩史議員   松沢成文知事 
鈴木浩二（プロデューサー） 



超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

平成21年9月9日   ／   9th  September  2009      ―１   
超党派定期会合 及び 経済ハブ推進会合（第5回） 
      野田佳彦議員   松原 仁議員     樽床伸二議員   古賀一成議員    
      笠 浩史議員    原口一博議員   渡辺喜美議員 
      石原信雄顧問   鈴木浩二（プロデューサー） 

平成21年6月24日   ／   24th  June  2009   
超党派定期会合 及び 経済ハブ推進会合（第4回） 
                  野田佳彦議員  松原仁議員  古賀一成議員  石原信雄顧問  鈴木浩二（プロデューサー）  



超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

平成21年9月9日   ／   9th  September  2009  -２ 
 
超党派定期会合 及び 経済ハブ推進会合（第5回） 
 
 
 
                                      野田佳彦議員   松原 仁議員     樽床伸二議員   古賀一成議員    
                                笠 浩史議員    原口一博議員   渡辺喜美議員 
                                石原信雄顧問   鈴木浩二（プロデューサー） 



超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

平成22年3月9日   ／   9th  March  2010 
 
超党派定期会合 及び 経済ハブ推進会合（臨時会合） 

野田佳彦議員    樽床伸二議員   逢沢一郎議員   松原仁議員   古賀一成議員   
仙谷由人議員／松本秘書   小泉 直 トヨタ自動車OB・日本ゴルフツアー機構会長（ゲスト） 
鈴木浩二（プロデューサー）  



超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

平成22年4月12日   ／   12th  April  2010   
 
超党派定期会合 及び 経済ハブ推進会合（第6回） 

仙谷由人国家戦略相 （ゲスト）     
野田佳彦議員    松原 仁議員    樽床伸二議員        笠 浩史議員  
石原信雄 顧問   鈴木浩二（プロデューサー）    



             （役職は2011年3月時点） 
石原信雄  元官房副長官   
樽床伸二議員    国家基本政策委員長    
松原 仁議員     前予算委員会理事  
古賀一成議員    国土交通委員長 
笠 浩史議員    文部科学大臣政務官 
鈴木浩二        総合プロデューサー 
 
他復興会合メンバー 
逢沢一郎議員    国対委員長（自民）    
岩屋 毅議員    前政調副会長（自民） 

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

平成23年3月31日   ／   31st   March  2011   
 
超党派定期会合  
東日本大震災・超党派による復興緊急会合（第1回） 



             （役職は2011年4月時点） 
石原信雄  元官房副長官   
逢沢一郎議員    国対委員長（自民）    
岩屋 毅議員    前政調副会長（自民） 
樽床伸二議員    国家基本政策委員長    
松原 仁議員     前予算委員会理事      
鈴木浩二        総合プロデューサー 
 
他復興会合メンバー 
古賀一成議員    国土交通委員長 
笠 浩史議員    文部科学大臣政務官 

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

平成23年4月27日   ／   27th April  2011   
 
超党派定期会合  
東日本大震災・超党派による復興緊急会合（第2回） 



超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

平成23年7月5日   ／   5th July  2011   
超党派定期会合  
東日本大震災・超党派による復興緊急会合（第3回） 
 
平成23年7月13日   ／  13th July  2011   
東日本大震災・超党派による復興緊急会合（第4回） 
        復興対策本部 峰久事務局長 同席 

                （役職は2011年7月時点） 
石原信雄  元官房副長官   
逢沢一郎議員    国対委員長（自民）    
樽床伸二議員    国家基本政策委員長    
古賀一成議員    国土交通委員長 
笠 浩史議員    文部科学大臣政務官 
鈴木浩二        総合プロデューサー 
 
他会合メンバー 
岩屋 毅議員    前政調副会長（自民） 
松原 仁議員     前予算委員会理事    
 
峰久幸義 復興対策本部 事務局長 
上田  健           同     次長 



『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 



『超党派議員による国家プロジェクトづくり』 政策会合

第三回会合 2013年 3月12日

顧 問： 石原信雄 元官房副長官
幹事・於： 鈴木浩二事務所

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）※ 鈴木淳司議員 山下貴司議員
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※

石原信雄顧問 鈴木浩二 総合プロデューサー
（※当日、予算委員会等により欠席）

ゲスト
上田 健 復興庁統括官 （峰久幸義 復興庁顧問の代行として出席）
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）

／藤井郁乃 同 渉外部主査
（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 



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  役員 （張名誉会長指名） 
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 役員 （張名誉会長指名） 
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 役員 （張名誉会長指名）  
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（オリンピック担当相候補） 
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） 

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  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   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」  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 」 
 

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     

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 

    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名誉会長  

      同    役員          

日野自動車  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 



   

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 民間事業者による開発進行打合せ 

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    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     

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 




