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ごあいさつ
資源やエネルギーを最大限有効活用することは、地球規模で取り組む
べき問題であり、我が国においても最優先的な課題であります。
特に、３．１１の震災以降、一層我が国は深刻なエネルギー問題に直面
しており、喫緊の問題となっております。
当協会は、これまでのNPO法人としての資源エネルギーに関する国内外
の課題解決のために積み重ねて来た実績をもとに、新たに一般社団法人
として発足致し、更に専門性を高め充実・進化して、国や自治体・企業
市民等に対して、限りある資源やエネルギーを最大限有効活用するため
の提言や普及活動をおこなうとともに、国家資格を有し経験豊かな定年
退職者等を活用する場を創設して、現役世代への技術の伝承をおこない
資源エネルギー事業に取り組んで参ります。

平成２９年 ３月 ３１日
一般社団法人
資源エネルギー研究協会
理 事 一 同

私たちの事業目的
「目的」
当法人は、国・自治体・企業・市民等に対して、限りある資源やエネルギーを最大
限に有効活用するための「運用の改善」、「設備の改善」、「調達の改善」、「ピーク
シフト・再資源・蓄エネ」、「新たな資源やエネルギーの創出」及び「これらのベスト
ミックス」に関して、投資対効果を重視した提言、普及活動等を行うことにより、広く
国内外の資源・エネルギー問題の解決に取組みます。又、資源・エネルギーに関連
する国家資格を有し経験豊富な潜在力を持つ定年退職者等を活用する雇用の場を
創出して、現役世代への技術の伝承を行い、地域の活性化並びに少子高齢化社会
に貢献する次の事業をおこないます。
１．資源・エネルギー問題の解決に関する、政策提言・教育・普及啓発活動
２．資源・エネルギー問題の解決に関する、各種事業所に対する「診断・分析・提
案・指導」「見える化と運用改善支援」「公的助成制度活用と設備改善支援」
「最適運用他、更なる改善支援」等をワンストップで行うコンサルティング事業
３．電力の供給側と需要側の柔軟な需給バランスを調整・確保するためのスマート
グリッド構築の支援事業
４．災害時対応の自立型インフラ（電気・通信・燃料・上下水）システムの、再構築
支援事業
５．資源・エネルギー問題の解決に関する、最新技術の開発普及支援事業
６．海外の資源・エネルギー問題の解決に関する、国際協力の活動
７．前各号に掲げるものの他、当法人の目的を達成するために必要な事業

当団体の沿革
Ｈ30年3月30日現在
ＮＰＯ法人２１環境研究協会の設立、沿革
年

度

平成11年1月11日
平成14年1月8日
平成14年1月17日

沿

革

任意団体「二十一環境研究協会」発足
事務局：東京都豊島区南大塚に置く

定款改定 役員改定等
会長 鈴木富雄、副会長 柴田輝男
副会長 原 三郎 監査 浅田博昭
事務局長 道倉規男

特定非営利活動法人二十一環境研究
会長 鈴木富雄、 副会長 柴田輝男
協会「認証書」、東京都知事より認証
副会長 原 三郎、 監査 浅田博昭
「履歴事項全部証明書」法人成立、東京 事務局長 道倉規男
法務局豊島出張所証明（Ｈ14.2.15）

NPO法人にエネルギーマネジメント事業部会発足
平成22年3月1日

平成２２年度〔９期〕事業
（平成２２年３月１日～平成２３年２月２８日）
9月の新体制より環境事業推進への転換

平成23年3月1日

平成２３年度〔１０期〕事業

平成24年3月1日

平成２４年度〔１１期〕事業

平成25年5月10日

平成25年度〔12期〕事業

平成26年4月22日

平成26年度〔13期〕事業 通常総会

（平成２３年３月１日～平成２４年２月２９日）

Ｈ22年9月28日臨時総会で役員改正
「会長 安部 巽、副会長 徳永道弘、副会長 小
池啓三郎、監事 鈴木嗣郎
Ｈ24年12月定款改定「その他の事業」を追加し
た

（平成２４年３月１日～平成２５年２月２8日）

（平成25年3月1日～平成26年2月28日）

（平成26年3月1日～平成27年2月28日）

Ｈ25年5月10日通常総会で役員改選
「会長 徳永道弘、副会長 倉内暁浩、副会長
高橋正義、監事 松本英行
通常総会にて、エネルギーマネジメント部会は
過去の実績を継承する新法人の設立を決議す
ると共に、担当理事5名の辞任及び退会を決議
した

一般社団法人資源エネルギー研究協会の設立
平成26年3月17日

平成26年4月24日

平成27年3月25日

平成28年3月23日

平成29年3月29日

平成30年3月30日

Ｈ26年3月14日設立時社員が定款に記名押印
一般社団法人資源エネルギー研究協会
した「安部 巽、三角治洋、石田宏洋、佐野
の登記完了
哲、丸山信郷、 倉内暁浩」
社員総会に於いて1期事業計画・収支予算を
決議し、役員を選任した
設立時社員総会（平成26年度事業計
画） （平成26年3月17日～平成26年12月 「会長 安部 巽、理事 三角治洋、石田宏洋、
31日）
佐野 哲、丸山信郷、 倉内暁浩、監事 佐藤
隆」
社員総会に於いて平成26年度の事業・決算報
第1回定時社員総会（事業報告、事業計画） 告及び平成27年度の事業・予算計画、並びに
（平成26年3月17日～平成26年12月31日報 役員の選任につき決議した
告） （平成27年1月1日～平成27年12月31
「石田宏洋(辞任)、阿部崇彦(選任)その他役員
日計画）
は留任」
第2回定時社員総会（事業報告、事業計画）
（平成27年1月1日～平成27年12月31日報
告） （平成28年1月1日～平成28年12月31
日計画）
第3回定時社員総会（事業報告、事業計画）
（平成28年1月1日～平成28年12月31日報
告） （平成29年1月1日～平成29年12月31
日計画）
第4回定時社員総会（事業報告、事業計画）
（平成29年1月1日～平成29年12月31日報
告） （平成30年1月1日～平成30年12月31
日計画）

社員総会に於いて平成27年度の事業・決算報
告及び平成28年度の事業・予算計画、並びに
役員の改選期に当たり全役員の留任につき決
議した.。又、代表理事は安部 巽が退任し丸
山 信郷を選任した
会員の状況「法人会員７名、個人会員１３名、
合計２０名」
会員の状況「法人会員７名、個人会員１５名、合
計２２名」 理事改選（任期２年）「６名全員重任」
監事改選「佐藤監事退任、竹川監事新任」

団体の組織・会員
平成 30年 5月 30日現在

一般社団法人
資源エネルギー研究協会 総会

監事
竹川 哲也

代表理事（会長）
石田 宏洋

理 事 会
事業会議
(事務局が開催)

理事：石田宏洋「

理事：三角治洋
理事：阿部崇彦
理事：安達敏夫
理事：田中一夫
理事：倉内暁浩

・理事会メンバー
・アドバイザー
・専門家

事務局
局長：倉内暁浩

エネルギーマネジメント事業部会
理事：三角治洋
理事：阿部崇彦
理事：倉内暁浩
診断技術者：５名
所属：エネ庁・東京都等

新技術開発・普及事業部会
代表理事：石田宏洋
事業開発：飯島正孝
事業開発：田中工文
H30年5月14日変更登記

会員等：２５名
「官公庁の退職者及び各種団体、ディベロッパー、環境関連コンサル、医療経営コンサル、 エンジニアリング
設計事務所、ゼネコン、サブコン、ビルメン、重電機メーカー、環境機器メーカー、等の在籍者及び退職者」

一般社団法人資源エネルギー研究協会
役 員 名 簿
平成 30年 5月 30日現在
NO

役

職

氏

名

職

務

経

歴

１

代表理事
「会長」

石田 宏洋

エネルギー使用合理化専門家
新技術開発普及指導

元大手ガス会社
元鉄道 管理会社

２

理事

三角 治洋

エネルギー使用合理化専門家
特任講師、寄稿

元石油会社、ビルメン会社

３

理事

阿部 崇彦

エネルギー使用合理化専門家

元エンジニアリング会社

４

理事

安達 敏夫

不動産開発
ビル経営

元大手不動産会社
現ビル改修企業役員

５

理事

田中 一夫

一級建築士
設備設計一級建築士

現設計事務所代表取締役

６

理事

倉内 暁浩

団体事務局長

元設備工事会社

