オンライン開催

暮らしとまち未来会議
〜コロナがもたらす「暮らし・まち」のパラダイムシフトを読み解く〜

- 開催のご案内 豊かで潤いのある暮らしの実現を目的とし、住宅業界、キッチン・バス業界、ガス石油機器業界、ガス業界で
構成するウィズガス CLUB は、『暮らしとまち未来会議 2020』を開催致します。
ぜひともご参加いただきますよう、皆様のお申し込みをお待ちしております。
一般社団法人 住宅生産団体連合会 会長 阿部 俊則 ／キッチン・バス工業会 会長 佐々木 良
一般社団法人 日本ガス石油機器工業会 会長 髙木 裕三 ／日本ガス体エネルギー普及促進協議会 会長

高松 勝

（水）14：00 〜17：10
令和 2 年 10 月28日

基調講演

世界経済動向とポストコロナ社会 （14：00 〜 14：50）
〜 レ ジ リ エ ン トで持続可能な社会に向けて〜

武田 洋子 氏

株式会社三菱総合研究所、政策・経済研究センター長、チーフエコノミスト

暮らしの未来シンポジウム
•パネルディスカッション①
パネルディスカッション① （15：00 〜15：45）
テーマ：ニューノーマル時代、
「脱炭素・レジリエンス強化」の
流れとエネファームの価値
パネリスト

東京工業大学 特命教授・名誉教授 /
一般財団法人 コージェネレーション・エネルギー高度利用センター 理事長

石田 建一 氏

積水ハウス株式会社 常務執行役員 環境推進担当 工学博士

白井 俊行 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
新エネルギーシステム課長 / 水素・燃料電池戦略室長

•パネルディスカッション② （15：50 〜 17：10）
テーマ：ウィズコロナ・アフターコロナで変化する
新たな時代の「暮らし」のゆくえ
ファシリテーター

開会挨拶 （15：00 〜15：05）

下堀 友数 氏

経済産業省 資源エネルギー庁 ガス市場整備室長

基調講演① （15：05 〜15：30）

山口 仁

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
政策課長 兼 熱電併給推進室長

基調講演② （15：35 〜16：00）

「国土交通省におけるエネルギー面的利用促進にむけた取組 ( 仮 )」

菊池 雅彦 氏

国土交通省 都市局 市街地整備課長

事業者講演① （16：00 〜16：20）

「都心部におけるスマートな都市づくりに向けた東京ガスの取組み ( 仮 )」

清田 修

氏

東京ガス株式会社 エネルギー企画部
エネルギー計画グループマネージャー

事業者講演② （16：20 〜16：40）

「中心市街地・防災拠点を支える自立・分散型エネルギーシステムの実践
−新潟県長岡市での北陸ガスの取組み ( 仮 )」

厚見 氏

SPEAC 共同代表 / 東京 R 不動産ディレクター

パネリスト

田辺 新一 氏

早稲田大学理工学術院創造理工学部建築学科教授・工学博士

若原 強 氏

まちの未来シンポジウム

「エネルギー供給強靭化と分散型エネルギーの役割 ( 仮 )」

柏木 孝夫 氏

林

参加費無料

※参加方法は裏面をご確認ください。

トレジャーデータ株式会社 エバンジェリスト /consulting & more 代表

田村 鉄弥 氏

北陸ガス株式会社 営業部
エネルギー企画グループマネージャー

事務局報告 （16：40 〜17：00）

「まちの未来に貢献するコージェネレーション・
地域エネルギーシステムの普及推進」

吉田 範行

一般社団法人日本ガス協会 天然ガス普及ユニット長

※登壇者および講演タイトルは、都合により予告なく変更になる場合がございます。

2020

暮らしとまち未来会議 2020
基調講演

10 月28日（水）

登壇者プロフィール

武田 洋子 氏

株式会社三菱総合研究所、政策・経済研究センター長、チーフエコノミスト

米国ジョージタウン大学公共政策大学院修士課程修了。1994年日本銀行入行。2009年三菱総合研究所入社。財政制度等審議会財政
制度分科会委員（2015年〜）、産業構造審議会委員（2017年〜）、労働政策審議会臨時委員（2017年〜）、行政改革推進会議構成員
（2019 年〜）、税制調査会委員（2020 年〜）等に就任。

暮らしの未来シンポジウム

パネルディスカッション①

柏木 孝夫 氏

東京工業大学
一般財団法人

登壇者プロフィール

特命教授・名誉教授 /
コージェネレーション・エネルギー高度利用センター

理事長

1946 年、東京生まれ。東京工業大学工学部卒業。米国商務省標準局（現 NIST）招聘研究員、東京農工大学教授などを経て、
2007 年から東京工業大学大学院教授に就任（現在特命教授）。2009 年同学内に先進エネルギー国際研究センター（現：先
進エネルギーソリューション研究センター）
を設立、センター長となる。経済産業省総合資源エネルギー調査会委員、省エネルギー・
新エネルギー分科会長等、長年国のエネルギー政策づくりに深く関わる。主な著書に「超スマートエネルギー社会 5.0」など多数。

石田 建一 氏

積水ハウス株式会社

常務執行役員

環境推進担当

工学博士

1985 年積水ハウス株式会社入社。2006 年、温暖化防止研究所長就任。2011 年 環境推進部長と温暖化防止研究所長を兼任。
2016 年より常務執行役員。2019 年より現職。2008 年に世界で初めて家庭用燃料電池を標準搭載した CO2 ゼロ住宅、2009 年から
CO2 排出を 50％以上削減するグリーンファーストモデル、2011 年には世界初 3 電池連携グリーンファーストハイブリッド、2013 年には
ZEH であるグリーンファーストゼロを開発・推進。現在、日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）の共同代表も務める。

白井 俊行 氏

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギーシステム課長 / 水素・燃料電池戦略室長
１９９９年通商産業省（当時）入省。エネルギー政策やバイオ産業、非鉄産業、経済協力や欧州、中央アジア地域の通商政策等を担当。
２００４年、ジョージタウン大学経営管理学専攻修了。２００８年より３年間、在イラン日本大使館に一等書記官として勤務した他、２０１
５年より３年間、国際エネルギー機関（IEA）にシニアアナリストとして勤務し、世界エネルギー見通し等の執筆に従事。２０１９年７月に
新エネルギーシステム課長に着任。

暮らしの未来シンポジウム

林

パネルディスカッション②

厚見 氏

登壇者プロフィール

SPEAC 共同代表 / 東京 R 不動産ディレクター

1971年東京都生まれ。株式会社スピーク共同代表 /「東京 R 不動産」ディレクター。東京大学工学部建築学科（建築意匠専攻）、コロンビア大学
建築大学院不動産開発科修了。経営戦略コンサルティング会社マッキンゼー & カンパニー、国内の不動産ディベロッパー CFO を経て、2004年
より現職。現在は不動産セレクトサイト「東京 R 不動産」やリノベーションのためのウェブショップ「toolbox」
のマネジメントのほか、建築と地域の
開発・再生のプロデュースや、宿泊施設、広場、飲食店舗等の運営を行う。東京大学工学部非常勤講師、早稲田大学創造理工学部非常勤講師。

田辺 新一 氏

早稲田大学理工学術院創造理工学部建築学科教授・工学博士

若原 強 氏

トレジャーデータ株式会社 エバンジェリスト /consulting & more 代表

1958 年福岡県生まれ。専門は建築環境学。快適性と省エネルギーのバランスに興味を持つ。1982 年早稲田大学理工学部建築学
科卒業。同大学大学院修了、工学博士。1984〜86 年デンマーク工科大学研究員。1992 〜 93年カリフォルニア大学バークレー
校研究員。1992 〜 99 年お茶の水女子大学助教授。1999 年早稲田大学理工学部建築学科助教授。2001年から同大学教授。
日本学術会議会員、空気調和・衛生工学会前会長。主な著書に「ゼロ・エネルギーハウス」
（2017 年、萌文社）
など。

東京大学工学部、同大学院工学系研究科修了後、SIer、戦略コンサルティングファーム、広告代理店、事業会社を経て 2019 年トレジャー
データ株式会社入社。エバンジェリストとしての活動を通じ、データを活用した社会変革の拡大に従事。前職の事業会社（コクヨ株式会社）
時代には、働き方の R＆D であるワークスタイル研究所の所長を務め、これからの働き方・暮らし方のトレンドにも明るい。自身の働き方実
験として立ち上げたコンサルタント事業も 3 期目を迎え、パラレルワーカー（複業家）
としても活動中。TV・新聞・WEB・講演等での露出多数。

■参加方法

①下記のURLもしくはQRコードより参加登録フォームへアクセスしてください。
②以下の招待番号とその他必要項目をご入力ください。
③入力が完了後、参加登録完了通知および特設サイトのURL、サイトアクセス用の専用IDとパスワードを
記載したメールが送信されます。
④イベント当日に、メールにてご案内したID/パスワードを入力し、特設サイトへアクセスしてください。

参加登録フォーム
招待番号（5桁）
参加登録期日

https://kuramachi2020.jp/

99004

※半角でご入力をお願いします。

2020年10月21日
（水）23：59まで

