
 

エネルギー供給ＷＧ 委員名簿 

 

   平成２２年７月１６日時点 

（敬称略・五十音順） 

芦田 譲 環境・エネルギー・農林業ネットワーク 理事長 

芦名 秀一 
国立環境研究所地球環境研究センター 

温暖化対策評価研究室 研究員  

飯田 哲也 環境エネルギー政策研究所 所長 

大島 堅一 立命館大学国際関係学部 教授 

◎大塚 直 早稲田大学大学院法務研究科 教授 

荻本 和彦 東京大学生産技術研究所 特任教授 

○倉阪 秀史 千葉大学法経学部総合政策学科 教授 

斉藤 哲夫 日本風力発電協会 企画室長 

谷口 信雄 東京都環境局都市地球環境部計画調整課 課長補佐 

田原 正人 日本政策投資銀行事業開発部 課長 

   ◎ 座長 ○ 座長代理 

 

 

地域における再生可能エネルギービジネス検討作業部会  

委員名簿 

平成２２年８月２日時点 

（敬称略・五十音順） 

阿部 賢一 湯沢市 副市長 

◎田原 正人 日本政策投資銀行 事業開発部 課長 

湯木 将生 三菱 UFJキャピタル 投資調査部 次長 

吉岡 剛 環境エネルギー政策研究所 

◎ 座長  

参考資料１ 



 

 

住宅・建築物ＷＧ 委員名簿 

 

平成２２年７月５日時点 

（敬称略・五十音順） 

 青木 宏之 全国中小建築工事業団体連合会 会長 

 伊香賀 俊治 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科 教授 

 石田 建一 積水ハウス 環境推進部温暖化防止研究所 所長 

 佐藤 信孝 日本設計 取締役 常務執行役員 

 下田 吉之 大阪大学大学院工学研究科 教授 

 高橋 健文 不動産協会 専務理事 

 中上 英俊 住環境計画研究所 所長 

 中村 勉 工学院大学建築学科 教授 

◎ 村上 周三 建築研究所 理事長 

 三浦 秀一 東北芸術工科大学建築・環境デザイン学科 准教授 

◎ 座長 



 

  

地域づくりＷＧ 委員名簿 

 

平成２２年６月１７日時点 

（敬称略・五十音順） 

 秋葉 欣二 水戸市市民環境部 部長 

 小島 正也 名古屋市環境局環境都市推進部地球温暖化対策室長 

 佐土原 聡 横浜国立大学大学院環境情報学府 教授 

 谷口 守 筑波大学大学院システム情報工学研究科 教授 

 中村 文彦 横浜国立大学大学院工学研究院 教授 

 浜本 渉 三井不動産 開発企画部 部長 

 兵藤 哲朗 東京海洋大学海洋工学部流通情報工学科 教授 

 藤田 壮 国立環境研究所環境技術評価システム研究室 室長 

 松岡 俊和 北九州市環境局環境モデル都市 担当理事 

 松橋 啓介 国立環境研究所交通・都市環境研究室 主任研究員 

 松行 美帆子 東京大学工学系研究科都市工学専攻 特任准教授 

 村木 美貴 千葉大学大学院工学研究科建築・都市科学専攻 准教授            

 室町 泰徳 東京工業大学大学院総合理工学研究科 准教授 

◎ 屋井 鉄雄 東京工業大学大学院総合理工学研究科 教授 

 若林 常夫 阪急電鉄 常務取締役 都市交通事業本部長 

◎ 座長 



 

 

土地利用・交通サブＷＧ 委員名簿 

 

平成２２年７月２０日時点 

（敬称略・五十音順） 

 石倉 智樹 東京大学大学院社会基盤学科社会基盤学専攻  特任講師 

 岡本 直久 筑波大学大学院システム情報工学研究科 准教授 

 小根山 裕之 
首都大学東京都市環境科学専攻 都市基盤環境学域  

准教授 

 小池 淳司 鳥取大学工学部社会開発システム工学科 准教授 

 谷口 守 筑波大学大学院システム情報工学研究科 教授 

 堤 盛人 筑波大学大学院システム情報工学研究科 准教授 

 中村 文彦 横浜国立大学大学院工学研究院 教授 

 兵藤 哲朗 東京海洋大学海洋工学部流通情報工学科 教授 

 松橋 啓介 国立環境研究所交通・都市環境研究室 主任研究員 

 室町 泰徳 東京工業大学大学院総合理工学研究科 准教授 

◎ 屋井 鉄雄 東京工業大学大学院総合理工学研究科 教授 

◎ 座長 



 

 

地区・街区サブＷＧ 委員名簿 

 

平成２２年７月７日時点 

（敬称略・五十音順） 

 伊香賀 俊治 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科 教授 

 石原 肇 東京都環境局都市地球環境部環境都市づくり課 課長 

◎ 大西 隆 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻 教授 

 木下 勇 千葉大学大学院園芸学研究科 教授 

 佐土原 聡 横浜国立大学大学院環境情報学府 教授 

 浜本 渉 三井不動産 開発企画部 部長 

 平野 勇二郎 国立環境研究所環境技術評価システム研究室 研究員 

 藤井 実 国立環境研究所環境技術評価システム研究室 研究員 

○ 藤田 壮 国立環境研究所環境技術評価システム研究室 室長 

 牧 葉子 川崎市環境局担当理事兼環境技術情報センター所長 

 松岡 俊和 北九州市環境局環境モデル都市 担当理事 

 松行 美帆子 東京大学工学系研究科都市工学専攻 特任准教授 

 村木 美貴 千葉大学大学院工学研究科建築・都市科学専攻 准教授 

◎ 座長 

○ 座長代理兼技術主査 



 

  

農山漁村サブＷＧ 委員名簿 

 

平成２２年７月１４日時点 

（敬称略・五十音順） 

 飯島 剛 飯田市地球温暖化対策課 課長 

◎ 牛久保 明邦 
東京農業大学国際食料情報学部国際農業開発学科 

教授 

 久保山 裕史 森林総合研究所 林業経営・政策領域 

林業システム研究室 主任研究員 

 栗山 浩一 京都大学大学院農学研究科生物資源経済学専攻 教授 

 荘林 幹太郎 学習院女子大学国際文化交流学部 教授 

 泊 みゆき バイオマス産業社会ネットワーク 理事長 

 松本 光朗 森林総合研究所 研究コーディネータ 

 柚山 義人 
農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 

資源循環システム研究 チーム長 

◎ 座長 

 

 


