
1. 日      時    平成29年2月28日（火）午後3時45分～ 
 

2．場       所   ベルサール六本木コンファレンスセンター9階 ROOM Ｉ 
            東京都港区六本木3-2-1住友不動産六本木グランドタワー9階   
3．目 的 事 項 
 

         報告事項   第7期（自平成28年1月1日 至平成28年12月31日）事業報告の内容報告の件 
        

         決議事項    第1号議案   第7期（自平成28年1月1日 至平成28年12月31日）計算書類の内容の件 
 
 

4．招集にあたっての決定事項 
                     代理人により議決権を行使する場合は、議決権を有する会員に委任する場合に限られます。 
                     なお、代理人は1名とさせていただきます。 

平成29年2月吉日 

会 員 各 位 
東京都港区赤坂1丁目14番5号 

アークヒルズエグゼクティブタワー8階 

一般社団法人 新経済連盟 
  代表理事  三木谷 浩史 

総 会 招 集 ご 通 知 
 

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
 さて、当法人総会を下記のとおり開催いたしますことをここにご通知いたします。万障お繰り合わせの上、ご出席くださいますようお願い申し上
げます。 
 なお、当日ご欠席の場合には、代理人によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の総会参考資料をご検討頂き、同
封の委任状に必要事項をご記入・押印の上、平成29年2月27日（月）正午までに事務局に到着するように郵送またはファクシミリもしくは電子
メールへのPDFファイルの添付にてご返送くださいますようお願い申し上げます。 

敬 具 

総会参考資料に修正が生じた場合は、当法人Webサイト（http://jane.or.jp/）に掲載させていただきます。 
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総会 参考資料 
  

報告事項      第7期（ 自平成28年1月1日 至平成28年12月31日）事業報告の内容報告の件 
 

第7期 新経済連盟事業報告 
 

昨年も新経済連盟は、”Hello, Future !” の合言葉の下、多くの取り組みを行ってきました。 

 

4回目となる「新経済サミット」では、ターヴィ・ロイヴァス氏（エストニア共和国首相＜当時＞）、アンディ・ルービン氏（Playground Global 創業者兼CEO）など、世界中

から著名なイノベーターたちを招き、革新的なアイデアとそれが創り出す刺激的な将来像を世の中に発信することができました。 

 

また、昨年は関西地域において活動を本格化させ、9月に行った「KANSAI SUMMIT」をはじめ、数回のイベント開催や現地関係者との交流を通じて、我々の考え方

の更なる浸透に向けた第一歩を踏み出すことができました。 

 

政策活動については、18のプロジェクトチーム（PT）を設置して、セミナーの開催や提言書を作成するなど、日頃から会員の皆様と一緒に議論を行っています。 

IT利活用の分野では、対面原則・書面交付原則を撤廃し、「デジタル・ファースト」の原則を徹底することを訴え続けた結果、不動産取引にかかる重要事項説明の

IT化、高校における遠隔教育の実現、「官民データ活用推進基本法」の成立などで、具体的な成果が出てきています。 

シェアリングエコノミーの分野では、ホームシェアにおける政府内の制度設計に深く関与し、民泊に関する新法の制定が見込まれるなど、成果が出つつあります。 

 

また、昨年は、フィランソロピーにも力を入れました。ソーシャル・ビジネスに資金を効率的に配分し、成功の果実を社会に還元する「フィランソロピーエコシステム」を

日本で形成するため、我々は昨年、公益法人制度の見直しや寄付税制の拡充等の提言を行うことで、政府「日本再興戦略」にフィランソロピーのサイクル定着が重

要な課題である旨明記されるなど、一定の成果が得られました。 

この他にも、フィンテックの推進、英語教育の早期化、プログラミング教育の必修化、電子領収書の可能化、株主総会の電子化、ベンチャー支援の拡充と表彰制

度の創設、MVNOの推進など、新経済連盟の提案に沿って具体的な検討を政府で進めていただいている政策はたくさんあります。 

 

新経済連盟は、変化し続ける世の中の最前線に立ち、時代を先導する役割を今年も果たして参ります。 

皆様方の変わらぬご支援、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 
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第7期 新経済連盟 活動報告 

 理事会・幹事会・社員総会   

2月3日 理事会 

2月29日 理事会 

2月29日 第六期定時社員総会 

3月14日 理事会/幹事会 

6月1日 理事会/幹事会 

9月29日 理事会/幹事会 

12月14日 理事会/幹事会  

7月21日 
会員セミナー「海外ITエンジニア採用のすすめ～日本語ができる人材の発
掘・育成から定着まで～」および懇親会 

働き方PT、人口問題PT 

7月22日 会員セミナー「改正個人情報保護法の政令案・委員会規則案について」 政策総務（その他）PT 

7月29日 
Osaka Innovation Hub×新経済連盟 オープンセミナー「リスクのさらに
先へ。何が僕の背中を押したのか？ ～FinTechのリーディングカンパニー
CEOが語る、起業から現在までの軌跡～」 

― 

8月24日 「会員交流会2016 SUMMER」 ― 

8月29日 
会員セミナー「ビッグデータ・オープンデータの最前線 ～ビジネスモデルの
「共創」とデータ利活用～」 

政策総務（その他）PT 

9月6日 「Hello, Future! 新経済連盟 KANSAI SUMMIT 2016」 ― 

9月13日 
会員セミナー「ブロックチェーン利活用の現状と可能性 ～経産省が見る未
来の社会インフラ～」 

政策総務（その他）PT 

9月16日 会員セミナー「改正個人情報保護法のガイドライン案について」 政策総務（その他）PT 

10月25日 
Osaka Innovation Hub×新経済連盟 オープンセミナー 「スタートアッ
プx大企業によるオープンイノベーションが担う未来 ～私たちは新時代へ
舵をきれるか～」 

― 

11月16日 
会員セミナー「地方創生xシェアリングx女性活躍～長野県川上村から見
るこの国の未来～」 

地方創生PT、 
シェアリングエコノミーPT 

12月5日 
Osaka Innovation Hub×新経済連盟 オープンセミナー 「「夢物語」
から「新しい市場」を創った起業家～なぜ僕は走りつづけるのか～」 

― 

12月7日 
会員セミナー「いま求められる人材マネジメント戦略 ～企業・個人をとりま
く環境変化への対応～」 

働き方PT 

12月12日 
会員セミナー：新規事業・投資担当者向け勉強会「米国発アクセラレー
タープログラム事例から学ぶ、新規事業をブレイクスルーさせる方法」 

― 

12月15日 会員セミナー「『超空間』の日常化 ～テレイグジスタンスとは何か～」 人口問題PT 

 会員向けイベント、その他新経済連盟主催イベント 
  

  

日付 事項 担当PT 
1月13日 会員セミナー「海外高度ITエンジニア採用・活用成功事例」および懇親会 働き方PT、人口問題PT 

1月14日 
人口問題PT小会員セミナー「人口減少社会の新ビジネス・第3回 AIの最
前線～人工知能を超える「人工脳」SOINNとは何か～」 

人口問題PT 

1月18日 2016年新年会 ― 

1月20日 
人口問題PT小会員セミナー「人口減少社会の新ビジネス・第4回 労働力
としての外国人～楽天・ジェイコムの海外人材戦略～」 

人口問題PT 

2月22日 会員セミナー「プログラミング教育セミナー」 教育改革PT 

2月25日 会員向け「就職・採用活動に関する意見交換会」 働き方PT、教育改革PT 

2月26日 
人口問題PT小会員セミナー「人口減少社会の新ビジネス・第5回 ロボット
×サービスの現在・未来～経産省が目指す暮らしの大転換～」 

人口問題PT 

3月7日 
会員セミナー「国際投資家が求める『グローバルビジネス』、米国人弁護士
が語る日系企業の国際化戦略」 

政策総務（その他）PT 

3月8日 
会員向け小セミナー「EU一般データ保護規則セミナー～日本企業が現時
点で採るべき実務対応～」 

政策総務（その他）PT 

4月7日-8日 新経済サミット2016 ― 

4月18日 
会員向け「アスナビ」説明会（公益財団法人日本オリンピック委員会
（JOC）との共催） 

観光立国PT 

6月16日 会員セミナー「オムニチャネルが迫るネット通販事業の変化」 政策総務（その他）PT 

6月21日 会員セミナー「ビジネスとしてのデータエクスチェンジの現在、未来」 政策総務（その他）PT 

7月4日 
会員セミナー「改正国家戦略特区法と規制改革の提案募集に関する説明
会」 

全PT 

 政府会議等への参画  

日付 事項 担当PT 

1月8日 法人関連情報の利活用に関する検討会（経済産業省）に出席 デジタルファーストPT 

1月15日 
食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会（消費者
庁）に出席 

政策総務（その他）PT 

1月15日 
小型無人機の更なる安全確保のための制度設計に関する分科会（国
土交通省）に出席 

政策総務（その他）PT 

1月25日 産業競争力会議（首相官邸）に出席 全PT 
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1月26日 研究開発税制等の今後の在り方に関する勉強会（経済産業省）に出席 税・社会保障PT 

1月28日 
個人番号カード・公的個人認証サービス等の利活用推進の在り方に関する懇談
会「属性認証検討サブワーキンググループ」（総務省）に出席 

デジタルファースト
PT 

2月1日 
小型無人機の更なる安全確保のための制度設計に関する分科会（国土交通
省）に出席 

政策総務（その
他）PT 

2月2日 株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会（経済産業省）に出席 
デジタルファースト

PT 

2月4日 
個人番号カード・公的個人認証サービス等の利活用推進の在り方に関する懇談
会「個人番号カード等の利活用検討ワーキンググループ」（総務省）に出席 

デジタルファースト
PT 

2月5日 日本ベンチャー大賞審査委員会（経済産業省）に出席 起業促進PT 

2月15日 小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会（国土交通省）に出席 
政策総務（その

他）PT 

2月22日 小中学校起業家教育モデル授業報告会（文部科学省・経済産業省）に出席 
新経済人育成貢

献PT 

2月24日 研究開発税制等の今後の在り方に関する勉強会（経済産業省）に出席 税・社会保障PT 

2月26日 日本ベンチャー大賞表彰式（経済産業省）に出席 起業促進PT 

3月1日 食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会（消費者庁）に出席 
政策総務（その

他）PT 

3月1日 2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会（文部科学省）に出席 教育改革PT 

3月1日 法人関連情報の利活用に関する検討会（経済産業省）に出席 
デジタルファースト

PT 

3月4日 株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会（経済産業省）に出席 
デジタルファースト

PT 

3月7日 
小型無人機の更なる安全確保のための制度設計に関する分科会（国土交通
省）に出席 

政策総務（その
他）PT 

3月8日 
経済産業分野の個人情報保護ガイドラインの見直しに関わる検討会（経済産業
省）に出席 

政策総務（その
他）PT 

3月9日 経済産業省シンポジウム「法人番号の利活用と今後の展望」に登壇 
デジタルファースト

PT 

3月9日 食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会（消費者庁）に出席 
政策総務（その

他）PT 

3月11日 投資環境整備意見交換会（経済産業省）に出席 
政策総務（その

他）PT 

3月14日 規制改革会議公開ディスカッション（内閣府）に出席 
シェアリングエコノ

ミーPT 

3月17日 2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会（文部科学省）に出席 教育改革PT 

3月25日 2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会（文部科学省）に出席 教育改革PT 

3月25日 
英語力評価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験の活用促進に関す
る連絡協議会（文部科学省）に出席 

教育改革PT 

3月29日 株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会（経済産業省）に出席 
デジタルファースト

PT 

3月29日 
小型無人機の更なる安全確保のための制度設計に関する分科会（国土交通
省）に出席 

政策総務（その
他）PT 

3月30日 食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会（消費者庁）に出席 
政策総務（その

他）PT 

3月31日 産業競争力会議 実行実現点検会合（首相官邸）に出席 全PT 

4月1日 産業競争力会議 実行実現点検会合（首相官邸）に出席 全PT 

4月6日 小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会（国土交通省）に出席 
政策総務（その

他）PT 

4月13日 産業競争力会議 実行実現点検会合（首相官邸）に出席 全PT 

4月14日 株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会（経済産業省）に出席 
デジタルファースト

PT 

4月15日 
個人番号カード・公的個人認証サービス等の利活用推進の在り方に関する懇談
会「属性認証検討サブワーキンググループ」（総務省）に出席 

デジタルファースト
PT 

4月19日 産業競争力会議（首相官邸）に出席 全PT 

4月21日 
個人番号カード・公的個人認証サービス等の利活用推進の在り方に関する懇談
会「個人番号カード等の利活用検討ワーキンググループ」（総務省）に出席 

デジタルファースト
PT 

4月27日 
XML電文への移行にかかる標準化検討ワーキンググループ（経済産業省）に出
席 

政策総務（その
他）PT 

4月28日 食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会（消費者庁）に出席 
政策総務（その

他）PT 

4月28日 小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会（国土交通省）に出席 
政策総務（その

他）PT 

4月28日 
2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会基本問題検討ワーキンググ
ループ（文部科学省）に出席 

教育改革PT 

5月10日 投資環境整備意見交換会（経済産業省）に出席 
政策総務（その

他）PT 

5月19日 産業競争力会議（首相官邸）に出席 全PT 

5月30日 
小型無人機の更なる安全確保のための制度設計に関する分科会（国土交通
省）に出席 

政策総務（その
他）PT 

6月2日 産業競争力会議（首相官邸）に出席 全PT 

6月17日 2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会（文部科学省）に出席 教育改革PT 

6月17日 
XML電文への移行にかかる標準化検討ワーキンググループ（経済産業省）に出
席 

政策総務（その
他）PT 

6月20日 Cool Choice推進チーム（環境省）に出席 
政策総務（その

他）PT 

6月24日 
2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会基本問題検討ワーキンググ
ループ（文部科学省）に出席 

教育改革PT 

7月1日 
小型無人機の更なる安全確保のための制度設計に関する分科会（国土交通
省）に出席 

政策総務（その
他）PT 

7月1日 FinTechの課題と今後の方向性に関する検討会合（経済産業省）に出席 FinTechPT 

7月8日 シェアリングエコノミー検討会議（内閣官房）に出席 
シェアリングエコノ

ミーPT 

7月22日 
2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会基本問題検討ワーキンググ
ループ（文部科学省）に出席 

教育改革PT 
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7月25日 シェアリングエコノミー検討会議（内閣官房）に出席 シェアリングエコノミーPT 

7月28日 
流通・取引慣行と競争政策の在り方に関する研究会（公正取引委員
会）に出席 

政策総務（その他）PT 

7月28日 
FinTechの課題と今後の方向性に関する検討会合（経済産業省）に
出席 

FinTechPT 

7月28日 
2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会（文部科学省）に
出席 

教育改革PT 

7月29日 長期低炭素ビジョン策定小委員会（環境省）に出席 政策総務（その他）PT 

7月29日 
小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会（国土交通省）に
出席 

政策総務（その他）PT 

8月2日 
食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会（消費者
庁）に出席 

政策総務（その他）PT 

8月3日 シェアリングエコノミー検討会議（内閣官房）に出席 シェアリングエコノミーPT 

8月4日 
金融EDIにおける商流情報等のあり方検討会議（経済産業省）に出
席 

政策総務（その他）PT 

8月10日 高度ＩＣＴ利活用人材育成推進委員会（総務省）に出席 人口問題PT 

8月30日 長期低炭素ビジョン策定小委員会（環境省）に出席 政策総務（その他）PT 

8月31日 シェアリングエコノミー検討会議（内閣官房）に出席 シェアリングエコノミーPT 

9月1日 
FinTechの課題と今後の方向性に関する検討会合（経済産業省）に
出席 

FinTechPT 

9月5日 
食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会（消費者
庁）に出席 

政策総務（その他）PT 

9月15日 長期低炭素ビジョン策定小委員会（環境省）に出席 政策総務（その他）PT 

9月16日 データ流通環境整備検討会（内閣府）に出席 デジタルファーストPT 

9月16日 国家戦略特区ワーキンググループ（内閣府）に出席 全PT 

9月27日 
金融EDIにおける商流情報等のあり方検討会議（経済産業省）に出
席 

政策総務（その他）PT 

9月29日 長期低炭素ビジョン策定小委員会（環境省）に出席 政策総務（その他）PT 

9月30日 
データ流通環境整備検討会「AI、IoT時代におけるデータ活用ワーキング
グループ」（内閣府）に出席 

デジタルファーストPT 

10月4日 シェアリングエコノミー検討会議（内閣官房）に出席 シェアリングエコノミーPT 

10月4日 
ITを活用した重要事項説明に係る社会実験等検証検討会（国土交
通省） 

不動産市場PT 

10月6日 長期低炭素ビジョン策定小委員会（環境省）に出席 政策総務（その他）PT 

10月12日 
食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会（消費者
庁）に出席 

政策総務（その他）PT 

10月13日 長期低炭素ビジョン策定小委員会（環境省）に出席 政策総務（その他）PT 

10月14日 
データ流通環境整備検討会「AI、IoT時代におけるデータ活用ワーキング
グループ」（内閣府）に出席 

デジタルファーストPT 

10月17日 中央教育審議会教育課程企画特別部会（文部科学省）に出席 教育改革PT 

10月28日 
データ流通環境整備検討会「AI、IoT時代におけるデータ活用ワーキング
グループ」（内閣府）に出席 

デジタルファーストPT 

11月1日 
金融EDIにおける商流情報等のあり方検討会議（経済産業省）に出
席 

政策総務（その他）PT 

11月2日 長期低炭素ビジョン策定小委員会（環境省）に出席 政策総務（その他）PT 

11月4日 シェアリングエコノミー検討会議（内閣官房）に出席 シェアリングエコノミーPT 

11月7日 
IT総合戦略本部新戦略推進専門調査会規制制度改革ワーキングチー
ム（内閣官房）に出席 

デジタルファーストPT 

11月8日 
個人番号カード・公的個人認証サービス等の利活用推進の在り方に関
する懇談会「属性認証検討サブワーキンググループ」（総務省）に出席 

デジタルファーストPT 

11月11日 長期低炭素ビジョン策定小委員会（環境省）に出席 政策総務（その他）PT 

11月11日 
データ流通環境整備検討会「AI、IoT時代におけるデータ活用ワーキング
グループ」（内閣府）に出席 

デジタルファーストPT 

11月18日 
食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会（消費者
庁）に出席 

政策総務（その他）PT 

11月21日 規制改革推進会議 行政手続部会（内閣府）に出席 デジタルファーストPT 

11月25日 
データ流通環境整備検討会「AI、IoT時代におけるデータ活用ワーキング
グループ」（内閣府）に出席 

デジタルファーストPT 

11月29日 規制改革会議 投資等ワーキンググループ（内閣府）に出席 教育改革PT 

11月29日 長期低炭素ビジョン策定小委員会（環境省）に出席 政策総務（その他）PT 

12月5日 
IT総合戦略本部新戦略推進専門調査会規制制度改革ワーキングチー
ム（内閣官房）に出席 

デジタルファーストPT 

12月9日 
データ流通環境整備検討会「AI、IoT時代におけるデータ活用ワーキング
グループ」（内閣府）に出席 

デジタルファーストPT 

12月12日 
未来投資会議「企業関連制度改革・産業構造改革に係る会合」（内
閣官房）に出席 

デジタルファーストPT 

12月13日 長期低炭素ビジョン策定小委員会（環境省）に出席 政策総務（その他）PT 

12月19日 
IT総合戦略本部新戦略推進専門調査会規制制度改革ワーキングチー
ム（内閣官房）に出席 

デジタルファーストPT 

12月22日 
データ流通環境整備検討会「AI、IoT時代におけるデータ活用ワーキング
グループ」（内閣府）に出席 

デジタルファーストPT 
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 政府会議等でのプレゼンテーション・講演等 
日付 事項 担当PT 

1月25日 
産業競争力会議（首相官邸）にペーパー「次期成長戦略改訂に向けて必
要な取組み」を提出 

全PT 

3月7日 
小型無人機の更なる安全確保のための制度設計に関する分科会（国土交
通省）でドローンの安全確保策についてプレゼン 

政策総務（その他）PT 

3月9日 経済産業省シンポジウム「法人番号の利活用と今後の展望」に登壇 デジタルファーストPT 

3月14日 規制改革会議公開ディスカッション（内閣府）で民泊サービスについてプレゼン シェアリングエコノミーPT 

3月31日 
産業競争力会議 実行実現点検会合（首相官邸）に「ITを活用した『新経
済』の促進」を提出 

全PT 

4月1日 
産業競争力会議 実行実現点検会合（首相官邸）に「日本『インテリジェン
ト・ハブ』化構想」を提出 

全PT 

4月13日 
産業競争力会議 実行実現点検会合（首相官邸）で「超観光立国の実現
に向けて」についてプレゼン 

全PT 

4月14日 
自民党「公益法人・NPO等特別委員会」でベンチャーフィランソロピーについて
プレゼン 

フィランソロピーPT 

4月19日 
産業競争力会議（首相官邸）で「成長戦略改訂に当たって盛り込むべき事
項について」プレゼン 

全PT 

6月28日 
科学技術・学術政策研究所（文部科学省）で新経済連盟の活動について
講演 

全PT 

7月1日 
小型無人機の更なる安全確保のための制度設計に関する分科会（国土交
通省）でドローンの配送サービスについてプレゼン 

政策総務（その他）PT 

7月28日 
FinTechの課題と今後の方向性に関する検討会合（経済産業省）で
FinTech施策についてプレゼン 

FinTechPT 

7月28日 
流通・取引慣行と競争政策の在り方に関する研究会（公正取引委員会）で
流通取引慣行についてプレゼン 

政策総務（その他）PT 

9月14日 EU代表部通商参事官会議でFinTechについてプレゼン FinTechPT 

9月16日 
国家戦略特区ワーキンググループ（内閣府）で国家戦略特区追加提案につ
いてプレゼン 

全PT 

10月17日 
中央教育審議会教育課程企画特別部会（文部科学省）で次期学習指
導要領案についてプレゼン 

教育改革PT 

10月21日 公明党政策要望懇談会で新経済連盟の政策要望についてプレゼン 全PT 

11月9日 
民進党内閣・総務合同部門会議で新経済連盟のIT政策要望についてプレゼ
ン 

全PT 

11月21日 
規制改革推進会議 行政手続部会（内閣府）で規制・行政手続きコストの
削減についてプレゼン 

デジタルファーストPT 

11月29日 
規制改革会議 投資等ワーキンググループ（内閣府）で遠隔教育についてプ
レゼン 

教育改革PT 

 政策提言・パブリックコメント等 
 

日付 事項 担当PT 

1月12日 
「ITの利活用に関する制度整備検討会 中間整理」（IT戦略本部）に対し
てパブコメを提出 

デジタルファーストPT 

1月25日 
産業競争力会議（首相官邸）にペーパー「次期成長戦略改訂に向けて必
要な取組み」を提出 

全PT 

2月26日 
「公的再生支援に関する競争政策上の考え方（案）」（公正取引委員
会）に対してパブコメを提出 

政策総務（その他）PT 

3月4日 
ロボットの電波利用高度化に関する「陸上無線通信委員会 報告（案）」
（総務省）に対してパブコメを提出 

政策総務（その他）PT 

3月7日 
小型無人機の更なる安全確保のための制度設計に関する分科会（国土交
通省）でドローンの安全確保策についてプレゼン 

政策総務（その他）PT 

3月9日 
「旅館業法の施行令の一部を改正する政令案」（厚生労働省）に対してパ
ブコメを提出 

シェアリングエコノミーPT 

3月11日 
独禁法の流通・取引慣行ガイドラインについて「いわゆるセーフ・ハーバーの見直
しに関する意見」を提出 

政策総務（その他）PT 

3月14日 規制改革会議公開ディスカッション（内閣府）で民泊サービスについてプレゼン シェアリングエコノミーPT 

3月25日 「超観光立国～1億人・30兆円の目標実現に向けて～」を発表 観光立国PT 

3月25日 「教育現場および企業における英語力評価に関するコメント」を発表 教育改革PT 

3月30日 「新たな時代の就職・採用活動に関する基本的な考え方」 働き方PT、教育改革PT 

3月31日 
産業競争力会議 実行実現点検会合（首相官邸）に「ITを活用した『新経
済』の促進」を提出 

全PT 

4月1日 
産業競争力会議 実行実現点検会合（首相官邸）に「日本『インテリジェン
ト・ハブ』化構想～東京を『シリコンバレー』に～」を提出 

全PT 

4月13日 
産業競争力会議 実行実現点検会合（首相官邸）で「超観光立国の実現
に向けて」についてプレゼン 

全PT 

4月14日 
自民党「公益法人・NPO等特別委員会」でベンチャーフィランソロピーについて
プレゼン 

フィランソロピーPT 

4月18日 
「熊本など九州中部を中心に発生している地震に関する代表理事コメント」を
発表 

― 

4月19日 
産業競争力会議（首相官邸）で「成長戦略改訂に当たって盛り込むべき事
項について」プレゼン 

全PT 

4月26日 
「『流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針』の一部改正(案)」（公正
取引委員会）に対してパブコメを提出 

政策総務（その他）PT 



6 
4月28日 

｢最先端社会・スマートネイションの実現に向けて～データ利活用の環境整備
～｣を発表 

デジタルファーストPT 

4月28日 「ベンチャー・フィランソロピーと社会的インパクト投資に関する提言」を発表 フィランソロピーPT 

5月2日 「ホームシェア推進に向けた追加提案」を発表 シェアリングエコノミーPT 

6月14日 「ホームシェアの制度設計に対する考え方」を発表 シェアリングエコノミーPT 

7月1日 
小型無人機の更なる安全確保のための制度設計に関する分科会（国土交
通省）でドローンの配送サービスについてプレゼン 

政策総務（その他）PT 

7月28日 
FinTechの課題と今後の方向性に関する検討会合（経済産業省）で
FinTech施策についてプレゼン 

FinTechPT 

7月28日 
流通・取引慣行と競争政策の在り方に関する研究会（公正取引委員会）で
流通取引慣行についてプレゼン 

政策総務（その他）PT 

8月10日 
「『デジタル教科書の位置付けに関する検討会議』の中間まとめ」（文部科学
省）に対してパブコメを提出 

教育改革PT 

8月31日 
「改正個人情報保護法に基づく政令案・規則案」（個人情報保護委員会事
務局）に対してパブコメを提出 

政策総務（その他）PT 

8月31日 
「課徴金制度の在り方に関する論点整理」（公正取引委員会）に対してパブ
コメを提出 

政策総務（その他）PT 

9月16日 
国家戦略特区ワーキンググループ（内閣府）で国家戦略特区追加提案につ
いてプレゼン 

全PT 

10月17日 
中央教育審議会教育課程企画特別部会（文部科学省）で次期学習指
導要領案についてプレゼン 

教育改革PT 

10月21日 公明党政策要望懇談会で新経済連盟の政策要望についてプレゼン 全PT 

11月2日 
「個人情報保護法ガイドライン」（個人情報保護委員会事務局）に対してパ
ブコメを提出。 

政策総務（その他）PT 

11月9日 
民進党内閣・総務合同部門会議で新経済連盟のIT政策要望についてプレゼ
ン 

全PT 

11月21日 
規制改革推進会議 行政手続部会（内閣府）で規制・行政手続きコストの
削減についてプレゼン 

デジタルファーストPT 

11月29日 
規制改革会議 投資等ワーキンググループ（内閣府）で遠隔教育についてプ
レゼン 

教育改革PT 

11月30日 「ライドシェア実現に向けて」 を発表 シェアリングエコノミーPT 

12月7日 「データ利活用の推進に当たっての緊急コメント」を発表 デジタルファーストPT 

12月8日 「ホームシェアの制度設計に対する考え方」を発表 シェアリングエコノミーPT 

この他、規制改革会議「規制改革ホットライン」に随時、規制改革提案を提出（ホームシェア、ライドシェア、クラ
ウドファンディング、行政手続きオンライン化、不動産IT重説、医薬品販売、処方箋電子化、株主総会電子化、
リバースエンジニアリング、著作物権利制限、労働者派遣、自動運転、在留資格、道路使用許可、遠隔教育、
遠隔診療、狩猟免許、教員免許弾力化、デジタル教科書、株式会社立学校、IFRS、スマート医療、保育所
設置、など多数） 
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