
 

 

公益財団法人中東調査会 

令和2年度定時理事会議事録 

 

 

1． 令和 2年度定時理事会の決議があったものとみなされた日   

  令和 2年 7月 8日（水） 

 

2． 提案者  代表理事 齋木 昭隆 

 

3． 議決権を有する理事・監事数   理事数  5名、監事数 2名 

 

4．議題 

【審議事項】 
第 1号議案 令和元年度事業報告書（案） 
第 2号議案 令和元年度決算報告書（案） 
第 3号議案 理事・監事の改選（案） 
第 4号議案 顧問の選任（案） 
第 5号議案 参与の選任（案） 
第 6号議案 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等（案） 
 

【報告事項】 
その 1 会員の動向 
その 2 評議員の改選（選定委員会開催報告） 
その 3 顧問の改選 
その 4 参与の改選 
その 5 職員の動向 
 

5．令和 2年度定時理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 

【審議事項】 

第 1 号議案 令和元年度事業報告書（案） 

本議案は、本理事会の決議を経て定時評議員会の承認を受けるものである。 

本議案は理事・監事全員から同意を得たため、原案どおり承認可決された。 

 

第 2 号議案 令和元年度決算報告書（案） 

本議案は、本理事会の決議を経て定時評議員会の承認を受けるものである。 

本議案は理事・監事全員から同意を得たため、原案どおり承認可決された。 

 

第 3 号議案 理事・監事の改選（案） 

現任理事・監事の任期は、定款第37条（役員の任期）に基づき、本年の定時評議

員会（書面決議）の終結の時をもって満了となることから、下記の理事・監事候補

者名簿を評議員会に提出することにつき、理事・監事全員から同意を得たため、原

案どおり承認可決された。 



 

 

 

【理事】佐々木 幹夫（現会長）、齋木 昭隆（現理事長）、浅子 清（現副理事長）、

細野 哲弘（現常任理事）、山内 昌之（現常任理事） 

【監事】藤﨑 一郎、𠮷川  英一 

 

第 4 号議案 顧問の選任（案） 

当会顧問の加藤 広之 氏(三井物産株式会社 顧問)の退任（令和2年6月7日付）及

び加藤氏の後任として、藤谷 泰之 氏(三井物産株式会社 顧問)が当会顧問に就任す

ること（令和2年6月8日付、任期は令和2年6月8日～令和4年3月31日）、また、新た

に西浦 完司 氏（三菱商事株式会社 顧問）が当会顧問に就任すること（令和2年7月

1日付、任期は令和2年7月1日～令和4年3月31日）につき、理事・監事全員から同意

を得たため、原案どおり承認可決された。 

 

顧問名簿 

（氏名50音順） 

 石井 敬太 伊藤忠商事㈱ エネルギー化学品カンパニープレジデント 

 伊藤 仁 ㈱日立製作所 執行役常務 

 大江 靖 コスモエネルギー開発㈱ 代表取締役社長 

退任 加藤 広之 三井物産㈱ 顧問 

新任 藤谷 泰之 三井物産㈱ 顧問 

 木村 康 JXTGホールディングス㈱ 特別理事 

 佐々木 伸彦 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ） 理事長 

 山東 理二 千代田化工建設㈱ 代表取締役社長 

 髙原 一郎 丸紅㈱ 代表取締役副社長執行役員 

 竹村 章敏 トヨタ自動車㈱ 中東部 部長 

 月岡 隆 出光興産㈱ 代表取締役社長 

 寺井 一郎 ㈱IHI 顧問 

 中村 邦晴 住友商事㈱ 取締役会長 

 中山 真一 サウディ石油化学㈱ 取締役社長 

 成瀬 正治 ㈱ホテルオークラ東京 代表取締役社長 

 西 克司 アブダビ石油㈱ 代表取締役社長 

新任 西浦 完司 三菱商事㈱ 顧問 

 服部 真二 セイコーホールディングス㈱ 代表取締役会長兼グループCEO 

 林 欣吾 中部電力㈱代表取締役社長 社長執行役員 

 宮家 邦彦 ㈱外交政策研究所 代表 

 以上19名  

 （参考） 定款第41条第1項：顧問40名以内 

 



 

 

 

第 5 号議案 参与の選任（案） 

八尾師 誠 氏（東京外国語大学名誉教授）が令和2年4月1日付（任期は令和2年4

月1日から令和4年3月31日）で当会参与を重任することにつき、理事・監事全員から

同意を得たため、原案どおり承認可決された。 

 

参与名簿 

（氏名50音順） 

 足木 孝 元駐クウェイト大使 

 浦部 和好 元内閣官房副長官補（元駐エジプト大使、元外務省官房長）、元中東調査会評議員 

 大野 元裕 埼玉県知事（元中東調査会客員研究員） 

 恩田 宗 元駐サウジアラビア大使(一般社団法人総合研究フォーラム業務執行理事） 

 鏡 武  元駐シリア大使、元中東調査会副会長 

 加藤 博 一橋大学名誉教授 

 黒川  剛 元駐クウェイト大使 

 小杉 泰 アジア日本研究所所長 

 塩尻 宏 元駐リビア大使、元中東調査会副理事長 

 内藤 正典 同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科 教授 

重任 八尾師 誠 東京外国語大学名誉教授 

 目黒 孝敏 元駐バハーレーン大使 

 守村 卓 元三菱UFJ銀行副頭取、前中東調査会監事 

 以上13名 

 （参考）定款第41条1.参与30名以内 

 

 

第 6 号議案 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等（案） 

法人法（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律）第181条（評議員会の招

集の決定）及び定款第21条（評議員会の招集）の定めに則り、理事会の決議により

下記のとおり定時評議員会を招集することにつき、理事・監事全員から同意を得た

ため、原案どおり承認可決された。 

 

記 

1．定時評議員会の開催形式 

書面による決議 

 

2．定時評議員会の目的である事項 

（1）決議事項 

第 1号議案  議長の選出 



 

 

第 2号議案  議事録署名人の選出 

第 3号議案  「令和元年度事業報告書及び決算報告書」の承認 

第 4号議案  理事・監事の選任 

（2）報告事項 

その 1  会員の動向 

その 2  令和 2年度定時理事会の決議内容 

 

以上 

【報告事項】 

報告事項その1からその5につき、理事・監事全員から同意を得た。 

 

その 1 会員の動向 

 令和 2年 3月末 平成 31年 3月末 増減 

法人会員      100法人      100法人 なし 

個人会員   207人 196人 11人（増加） 

 

その 2 評議員の改選（選定委員会開催報告） 

現任評議員の任期は、本年定時評議員会の終結の時をもって満了となるため、「評

議員選定委員会」において、下記の5名が選任（全員再任）された。 

 

記 

北村 文夫、 須藤 隆也、 関場 誓子、 髙島 肇久、 渡邊 喜宏 

以上 

 

その 3 顧問の改選 

令和元年度第一回臨時理事会（書面決議）にて了承された、当会顧問は以下のと

おり。 

 令和2年4月1日現在 

（氏名50音順） 

石井 敬太  伊藤忠商事㈱ エネルギー化学品カンパニープレジデント 

伊藤 仁  ㈱日立製作所 執行役常務 

大江 靖  コスモエネルギー開発㈱ 代表取締役社長 

加藤 広之  三井物産㈱ 顧問 

木村 康  JXTGホールディングス㈱ 特別理事 

佐々木 伸彦 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ） 理事長 

山東 理二  千代田化工建設㈱ 代表取締役社長 

髙原 一郎  丸紅㈱ 代表取締役副社長執行役員 

竹村 章敏  トヨタ自動車㈱ 中東部 部長 



 

 

月岡 隆  出光興産㈱ 代表取締役社長 

寺井 一郎  ㈱IHI 顧問 

中村 邦晴  住友商事㈱ 取締役会長 

中山 真一  サウディ石油化学㈱ 取締役社長 

成瀬 正治  ㈱ホテルオークラ東京 代表取締役社長 

西 克司  アブダビ石油㈱ 代表取締役社長 

服部 真二  セイコーホールディングス㈱ 代表取締役会長兼グループCEO 

林 欣吾  中部電力㈱代表取締役社長 社長執行役員 

宮家 邦彦  ㈱外交政策研究所 代表 

以上 18 名 

 （任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日） 

（参考） 定款第41条第1項：顧問40名以内 

 

その 4 参与の改選 

令和元年度第一回臨時理事会（書面決議）にて了承された、当会参与は以下のと

おり。 

 令和2年4月1日現在 

（氏名50音順） 

足木 孝 元駐クウェイト大使 

浦部 和好 元内閣官房副長官補（元駐エジプト大使、元外務省官房長）、元中東調査会評議員 

大野 元裕 埼玉県知事（元中東調査会客員研究員） 

恩田 宗 元駐サウジアラビア大使(一般社団法人総合研究フォーラム業務執行理事） 

鏡 武 元駐シリア大使、元中東調査会副会長 

加藤 博 一橋大学名誉教授 

黒川  剛 元駐クウェイト大使 

小杉 泰 アジア日本研究所所長 

塩尻 宏 元駐リビア大使、元中東調査会副理事長 

内藤 正典 同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科 教授 

目黒 孝敏 元駐バハーレーン大使 

守村 卓 元三菱UFJ銀行副頭取、前中東調査会監事 

以上12名  

（任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日） 

（参考）定款第41条1.参与30名以内 

 

 

その 5 職員の動向 

(1)髙岡 豊 主席研究員の退職、協力研究員委嘱 

主席研究員の髙岡 豊（平成26年4月１日付採用）が、令和2年3月31日をもって、



 

 

自己都合により退職した。当会へのこれまでの同氏の貢献に鑑み、退職後も、協力

研究員として当会の研究活動への協力を得ることとなった。なお、委嘱期間は令和

2年4月1日から令和3年3月31日まで。 

 

(2)金谷 美紗 研究員の上席研究員への昇格 

髙岡氏の退職に伴う人事の一環として、研究員の金谷 美紗 氏を上席研究員へ昇

格させ、研究員の指導を含め、研究活動の業務全般を委任することとなった。 

 

(3)髙橋 雅英 研究員の採用 

令和2年4月1日付で髙橋 雅英 氏を研究員として採用した。 

同氏の主たる採用理由は、北アフリカ（マグリブ）地域を専門とし、アラビア

語、フランス語の能力に長けており、同地域の政治経済情勢に通じていること、ま

た、協力研究員として「イスラーム過激派のモニタリング業務」に従事してきたこ

ともあり、当会の活動内容をよく理解し、業務に対する意欲が感じられたこと等が

挙げられる。 

 

(4)西舘 康平 研究員（非常勤）の雇用契約満了 

令和2年3月31日をもって西舘氏との雇用契約が満了した。 

 

(5)井森 彬太 研究員 (非常勤)の採用 

令和2年4月1日付で井森 彬太 氏を研究員(非常勤)として採用した。 

その採用理由として、現在、東京外国語大学の修士課程在籍中で専門家としては

発展途上ながら、中東・北アフリカ地域への強い関心および、専門的知識を得るべ

く努力している姿勢がみられる、モロッコへの留学経験があり、アラビア語の読解

力を有していること等が挙げられる。また、中東調査会として将来の研究者を育成

することの重要性に鑑み、採用した。 

同氏の雇用期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで。 

  



 

 

令和2年7月3日、理事 齋木 昭隆（代表理事、理事長）が理事、監事全員に対し

て令和2年度定時理事会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につ

き令和2年7月8日までに、理事・監事全員から書面により同意の意思表示を得たので、

決議の省略の方法により当該提案を承認可決する旨の決議があったものとみなされ

た。 

以上のとおり、令和２年度定時理事会の決議があったとみなされた事項を明確に

するため、代表理事及び監事は、次に記名押印する。 

 

 

令和2年7月8日  

 

代表理事・会長   佐々木 幹夫 ○印 

 

 

 

代表理事・理事長  齋木   昭隆 ○印 

 

 

 

監事        藤﨑  一郎 ○印 

 

 

 

監事        𠮷川  英一 ○印 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 


