
2021 年度事業報告 

（2021 年 4 月 1日～2022 年 3 月 31 日） 

１ 普及啓発事業 

（１）機関誌発行事業

・機関誌「エネルギーと動力」を年 2回発行（春季号、秋季号）し、当協会会員、国立国会図書館等に

配布、販売するとともに当協会ホームページに掲載した。

・企画審議のための編集委員会を 2回（6月 30 日（水）、12 月 9 日（木））Web 開催した。

（２）シンポジウム事業

①公開シンポジウム「カーボンニュートラルと経済成長の両立に向けて」の開催

パリ協定に基づく地球温暖化対策に向け、カーボンニュートラルと経済成長との両立をいかに進

めていくべきか、幅広い事業者の立場からの意見を踏まえ、公開シンポジウムを開催した。 

会員団体等よりパネリスト（計 7名）を迎え、エネルギーの供給および需要側の立場から、報告

およびディスカッションを行った。進行に際しては、有識者を招聘し、専門的立場からのコメント

等を受け、議論をより深めることができた。 

・開催日時 3 月 3 日（木）14:00～17:00

・開催場所 経団連会館 4 階 ダイヤモンドルーム（東京都千代田区）

※オンライン同時配信（Zoom によるウェビナー）

・視聴者数 約 100 人（来場者および Web 視聴者計）

・プログラム

○ 開会挨拶・概要説明（司会者）

東京大学 生産技術研究所

エネルギーシステムインテグレーション社会連携研究部門 特任教授 岩船 由美子 氏 

一般社団法人日本動力協会 会長 廣瀬 直己

○ 第 1部 パネリスト報告・ディスカッション

電気事業連合会 立地電源環境部長 小田 直樹 氏 

一般社団法人日本ガス協会 企画部長 野口 隆浩 氏 

一般財団法人石炭フロンティア機構 専務理事 橋口 昌道 氏 

○ 第 2部 パネリスト報告・ディスカッション

一般社団法人日本電機工業会 環境ビジネス部次長 齋藤 潔 氏 

一般社団法人日本鉄鋼連盟 エネルギー技術委員長 手塚 宏之 氏 

一般社団法人日本建設業連合会

環境委員会 カーボンニュートラル対策ＷＧ座長  大竹 利幸 氏 

一般社団法人日本自動車工業会 安全・環境領域 領域長 岡 紳一郎 氏 

○全体総括・閉会（司会者）

２ 世界エネルギー会議（WEC）事業 （注）日付時刻は全て日本時間で表記 

（１）WEC 年間事業活動への参画

新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴い、10 月にカザフスタン共和国の首都ヌルスルタンで

予定されていた執行理事会、各常設委員会および関連会議の実開催は中止となった。これに代わり WEC

では、10 月 5 日（火）～7日（木）の三日間を World Energy Week LIVE 2021（2021 年世界エネルギー

週間ライブ）として、一連のイベントを全てウェビナーに変更して実施した。 
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①執行理事会（WEC Executive Assembly）への参加

・11 月 2 日（火）21:00～23:40 に開催され、当協会から 2名が出席した。

・主要議題は、年次報告、業務執行状況報告、各地域担当副会長の報告、予算および決算の承認、理

事の選任等であった。

・WEC 定款（Articles of Association of World Energy Council）の第 9章「The Chair and Co-

Chair（会長及び共同会長）」が改定され、会長は再選可能とすること等が定められた。

・米国電力中央研究所（EPRI）名誉会長のマイク・ハワード（Michael W. Howard）博士が次期会長

に選任された。※ドジェ現会長の任期満了（2022 年）までは共同会長として就任。

②WEC アジア地域会議への参加

・10 月にカザフスタン共和国の首都ヌルスルタンで計画されていたアジア地域会議は、他の行事と

同様にコロナ禍のため中止となった。

・毎月開催されているアジア地域月例 Web 会議については、当協会から 2名が参加した。

③「世界エネルギー週間ライブ」への参加および登壇

・本 Webinar は、コロナ禍による実開催中止に伴いカザフスタン共和国エネルギー省の主催により

実施された。

・10 月 5 日（火）～7日（木）の三日間で計 29 のセッションが開催され、当協会メンバー他が適宜

参加した。

・以下のセッションは、日本より関係者が登壇に加わった。

○「アジア太平洋セッション 将来の燃料について（Future fuels）」

10 月 6 日（水）14:30～15:30

一般財団法人日本エネルギー経済研究所 専務理事 小山 堅 氏

○「水素：バブル回避に向けて（Hydrogen: Avoiding the trouble of the bubble）」

10 月 6 日（水）18:30～19:30

国際エネルギー機関 前事務局長 田中 伸男 氏

（２）常設委員会への参加

前記（１）と同様に、全てウェビナーにて実施された。 

①プログラム委員会（Programme Committee）

・9月 22 日（水）に開催され、同委員会メンバー（竹内 真 氏）が参加した。

・WEC の長期ビジョンについて議論され、「FEL-100（将来のエネルギーリーダー）」の活動状況や育

成指針、地域（各国委員会）活動の活性化や課題が主なテーマとなった。

②広報戦略委員会（Communications and Strategy Committee）

・10 月 11 日（月）に開催され、当協会から 1名が参加した。

・ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）の導入による広報活動、デジタルイベントでの成果

について報告された。

・2022 年 10 月にロシア連邦 サンクトペテルブルク市で開催予定の第 25 回大会（Energy Congress）

に向けた広報活動方針等について議論された。 

③スタディ委員会（Studies Committee）

・10 月 22 日（金）に開催され、同委員会メンバー（松尾 雄司 氏）が参加した。

・今後 6か月の主要行動計画が提示された。

・主要議題は「世界トリレンマ指標（World Energy Trilemma Index）」、「世界のエネルギー課題（World 

Energy Issues Monitor）」、「世界エネルギーシナリオ（World Energy Scenarios）」および「水素
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等の課題（World Energy Insights Innovation Briefs–Storage? Hydrogen, Transmission, 

Hydrogen）」であった。 

（３）会議の開催 

コロナ禍による影響で当協会の定時総会を縮小開催としたことにより、同総会と同時開催予定であ

った世界エネルギー日本国内委員会第 128 回定時委員会については、中止とした。 

（４）海外への情報発信 

WEC 執行理事会（前記（１）①参照）での「各国国内委員会活動報告」として、廣瀬議長より日本国

内委員会の近況報告（ビデオメッセージ）を行い、当協会活動状況等を紹介した。 

（５）その他 WEC 関係活動 

①「コミュニティ・アドレス」への参加 

・大会テーマである「Humanising Energy（人間のためのエネルギー）」についての課題点やメンバー

各国（国内委員会）との意見交換を目的として、コミュニティ・アドレスが 5月 27 日（木）に Web

開催された（ロンドン本部主催）。 

・日本国内委員会より桝本議長（当時）が参加し、日本のエネルギー事情等の報告、エネルギー先進

国と途上国とのギャップを架橋していくことの重要性等を意見提起した。 

②「アジア太平洋地域における今後の水素経済」への参加および登壇 

・2020 年度開催のアジア太平洋地域メンバーによる水素関連セミナー（2月 2日（火））の続編とし

て、脱炭素社会における有望なエネルギー選択肢の一つである「水素」に関する国際セッション「The 

Emerging Hydrogen Economy in the Asia Pacific Region（アジア太平洋地域における今後の水素

経済）」がウェビナーで実施され、日本から関係者が参加および登壇した（英語開催）。 

・日 時 7 月 21 日（水）16:00～17:30 

・日本からの登壇者 WEC 理事・副会長（アジア太平洋／南アジア地域担当） 村木 茂 氏  

・本セミナーは、世界エネルギー会議 香港中国委員会、WBCSD（World Business Council for 

Sustainable Development:持続可能な開発のための経済人会議）および ERM 社（英国）の共同開催。 

 

３ 会員サービス事業 

（１）講演会の開催 

①会員講演会 

・定時総会終了後実施予定としていた会員講演会は、コロナ禍による影響で定時総会を縮小開催し

たことにより、中止とした。 

②パワートーク 

・第 31 回（ウェビナー） 

開催日時：5月 18 日（火）15:00～16:30 

演 題：「IoT を活用したデマンドディスパッチによる再エネ拡大方策案」 

講 師：東京大学 生産技術研究所 特任准教授 馬場 博幸 氏 

・第 32 回（ウェビナー） 

開催日時：6月 10 日（木）15:00～16:30 

演 題：「2021 年度 供給計画の取りまとめの概要」 

講 師：電力広域的運営推進機関（OCCTO）理事 寺島 一希 氏 

・第 33 回（ウェビナー） 

開催日時：11 月 25 日（木）14:00～15:30 

演 題：「カーボンニュートラル社会の実現とそのファイナンスに関する動向及び今後の展望」 
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講 師：東京大学大学院 工学系研究科 電気系工学専攻 教授 松橋 隆治 氏 

③特別講演会（ハイブリッド開催）

・東京電力福島第一原子力発電所事故から 10 年経過を踏まえ、当協会会長より、事故後に同社社長

として対応した経験を基に、福島の現状や廃炉、事故からの学び等について特別講演会を実施した。 

開催日時：10 月 25 日（月）15:00～16:30 

開催場所：経団連会館 5 階 ルビールーム（東京都千代田区） 

※オンライン同時配信（Zoom によるウェビナー）

演 題：「福島原子力発電所のその後 ～廃炉、事故からの学び～」 

講 師：一般社団法人日本動力協会 会長 廣瀬 直己 

（２）定期刊行物の発行および配布等

当協会および WEC の活動状況に関する情報を提供するため、「ニュースレター」を隔月発行し、会員

に配布するとともに当協会ホームページに掲載した。 

また、都度の行事予定は「News Clips」として当協会ホームページに適宜掲載し、イベント申込みや

情報提供の利便性を強化した。 

４ 会議・委員会の開催 

（１）総会

区分 日時 場所 議題（議案） 決議結果 

第 71 回定時総会 

2021.6.17
（木）

9時 57 分
～ 

10 時 15 分 

東京都港区 

日本動力協会 

会議室 

1. 2020 年度事業報告 （報告事項）

2. 2020 年度決算報告 原案通り承認 

3. 公益目的支出計画実施報告 （報告事項）

4. 役員の選任 原案通り承認 

（２）理事会

区分 日時 場所 議題（議案） 決議結果 

第 193 回理事会 

2021.5.25
（火）

11 時 00 分
～ 

11 時 54 分 

東京都港区 

日本動力協会 

会議室 

1. 2020 年度事業報告 原案通り承認

2. 2020 年度決算報告 原案通り承認 

3. 公益目的支出計画実施報告 原案通り承認 

4. 第 71 回定時総会の開催 原案通り承認 

第 194 回理事会 

2021.6.17
（木）

11 時 00 分
～ 

11 時 14 分 

東京都港区 

日本動力協会 

会議室 

1.会長の選定 原案通り承認

2.専務理事の選定 原案通り承認

3.専務理事の報酬等について 原案通り承認

4.新規入会会員 原案通り承認

第 195 回理事会 

（書面決議） 

2021.12.3
（金）

（みなし決議日）

−
1.新規入会会員 原案通り承認 

第 196 回理事会 

2022.3.11
（金）

10 時 58 分
～ 

11 時 40 分 

東京都千代田区 

経団連会館 

5 階 会議室 

1.2022 年度事業計画 原案通り承認

2.2022 年度収支予算 原案通り承認

3.新規入会会員 原案通り承認
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（３）副会長会 

・開催日時：12 月 7 日（火）13:00～15:00 

・開催場所：経団連会館 5 階会議室 

・出 席 者：廣瀬会長、副会長 5名（代理含む） 

公益財団法人地球環境産業技術研究機構 理事長・研究所長 山地 憲治 氏（来賓） 

・内 容：エネルギー事情等の意見交換 

（４）運営評議員会 

3 月に第 196 回理事会に併せて合同開催の予定としていた第 9回運営評議員会については、同理事会

招集時点（2 月 21 日）で、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置を実施すべき期間中であ

ったため開催は中止とし、各運営評議員に対しては関係書類を送付した。 

（５）技術委員会 

松橋 隆治 委員長（東京大学大学院教授）、当協会会員団体から選出された技術委員および当協会

事務局にて技術委員会が開催され、当協会事業の企画審議、WEC 報告内容等について、議論・報告がな

された。 

開催日：7月 29 日（木）、12 月 17 日（金）の計 2回（いずれも Web 開催） 

５ 会員・役員の異動等 

（１）会員数 

 2022 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 1 日 

法人または団体の数 104 101 

（２）役員 

①理事および監事の選退任（順不同・敬称略） 

・6 月 17 日開催の第 71 回定時総会終結の時をもって、役員全員が任期満了となり、改めて理事 11

名および監事 2名が選任された。                       

役員 団体名・役職 氏 名 

理事 
前 東京電力ホールディングス株式会社 

取締役 兼 代表執行役社長 兼 指名委員会委員 
廣瀬 直己 新任 

理事 一般社団法人海外電力調査会 会長 増田 祐治 再任 

理事 電気事業連合会 副会長・福島支援本部長 清水 成信 再任 

理事 一般社団法人日本ガス協会 専務理事 早川 光毅 新任 

理事 石油連盟 専務理事 奥田 真弥 再任 

理事 一般財団法人石炭フロンティア機構 専務理事 橋口 昌道 再任 

理事 一般社団法人日本電機工業会 専務理事 髙本 学 再任 

理事 一般社団法人日本鉄鋼連盟 専務理事 内山 俊一 再任 

理事 
一般社団法人日本建設業連合会 
 電力・エネルギー工事委員会副委員長 

佐々木 暢彦 新任 

理事 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 参与 森田 浩仁 再任 

理事 一般社団法人日本動力協会 専務理事 花岡 正揚 再任 

監事 電気事業連合会 理事・事務局長代理 富岡 義博 再任 

監事 石油連盟 常務理事 吉村 宇一郎 新任 
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・同定時総会終結の時をもって、理事 桝本 晃章、同 沢田 聡、同 池田 謙太郎、監事 押尾 信

明は、任期満了により退任した。 

・理事 清水 成信は、電気事業連合会 副会長・福島支援本部長の退任に伴い、理事を辞任した（3月

31 日付）。 

②会長および専務理事の選定 

・6 月 17 日開催の第 194 回理事会で、理事 廣瀬 直己が会長に、理事 花岡 正揚が専務理事に選

定された。  

（３）世界エネルギー会議日本国内委員会 委員 

当協会は、世界エネルギー会議日本国内委員会の規約である「世界エネルギー会議日本国内委員会定

款」に基づき、2年の任期満了に伴い、改めて委員を委嘱した（6月 17 日付）。 

（４）その他 

参与 田中 秀昭は、6月 17 日開催の第 71 回定時総会終結の時をもって、任期満了のため退任した。 

以 上 

 

事業報告の附属明細書 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第 34 条第 3項で規定する「事業報告の内容を補

足する重要な事項」に該当する事項がないため、作成しない。 
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