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産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会 自主行動計画フォローアップ合同小委員会 

中央環境審議会 自主行動計画フォローアップ専門委員会  

委員名簿 

（敬称略・５０音順） 

【産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会】（計３９名） 

合同小委員長 茅  陽一  財団法人地球環境産業技術研究機構副理事長・研究所長 

委    員 秋草 直之  社団法人電子情報技術産業協会 会長 

秋元 勇巳  三菱マテリアル株式会社名誉顧問 

秋山  守  財団法人エネルギー総合工学研究所 理事長 

浅野 直人  福岡大学法学部 教授 

石谷  久  慶応大学政策メディア研究科 教授 

逢見 直人  日本労働組合総連合会 副事務局長 

角田 禮子  主婦連合会 参与 

柏木 孝夫  東京農工大学大学院生物システム応用化学研究科 教授 

片岡 啓治  社団法人日本電機工業会 会長 

勝俣 恒久  電気事業連合会 会長 

橘川 武郎  東京大学社会科学研究所 教授 

木元 教子  評論家・ジャーナリスト 

河野 光雄  内外情報研究会 会長 

佐久間健人  高知工科大学 副学長 

鮫島 章男  社団法人日本経済団体連合会環境安全委員会 共同委員長 

島川 文雄  社団法人日本産業機械工業会 副会長 

鈴木正一郎  日本製紙連合会 会長 

鈴木 基之  放送大学 教授 

千葉 泰久  社団法人日本化学工業協会技術委員会 委員長 

張 富士夫  社団法人日本自動車工業会 会長 

内藤 正久  財団法人日本エネルギー経済研究所 理事長 

中井  武  早稲田大学理工学術院 客員教授 

中上 英俊  株式会社住環境計画研究所 代表取締役所長 

中西 準子  独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター センター長 

中村 一幸  社団法人日本冷凍空調工業会 会長 

西尾 茂文  東京大学生産技術研究所 教授 

野村 明雄  社団法人日本ガス協会 会長 

馬田  一  社団法人日本鉄鋼連盟 会長 

早川 豊彦  東京工業大学 名誉教授 

福川 伸次  財団法人地球産業文化研究所 顧問 

松尾 正洋  日本放送協会解説委員 

松田 英三  株式会社読売新聞 東京本社 論説委員 

三村 光代  社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 監事 

森嶌 昭夫  財団法人地球環境戦略研究機関 理事長 

山口 光恒  帝京大学経済学部教授、東京大学先端科学技術研究センター 客員教授 

山地 憲治  東京大学大学院工学系研究科 教授 

米本 昌平  科学技術文明研究所 所長 

渡  文明  石油連盟 会長 
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【中央環境審議会 自主行動計画フォローアップ専門委員会】（計１４名） 

委 員 長 大塚 直   早稲田大学法学部 教授 

浅野 直人  福岡大学法学部 教授 

井上 卓   東京都環境局都市地球環境部 副参事 

浦野 紘平  横浜国立大学大学院環境情報研究院 教授 

小林 悦夫  財団法人ひょうご環境創造協会 副理事長 

島田 幸司  立命館大学経済学部 教授 

鈴木 基之  放送大学 教授 

平井 康宏  京都大学環境保全センター 助教授 

藤江 幸一  豊橋技術科学大学 エコロジー工学系教授 

中上 英俊  株式会社住環境計画研究所 代表取締役所長 

増井 利彦  独立行政法人国立環境研究所 社会環境システム研究領域統合評価研究室長 

三浦 秀一  東北芸術工科大学 環境デザイン学科 助教授 

森嶌 昭夫  財団法人地球環境戦略研究機関 理事長 

森口 祐一  独立行政法人国立環境研究所 循環型社会・廃棄物研究センター長 
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産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会自主行動計画フォローアップ合同小委員会 

中央環境審議会 自主行動計画フォローアップ専門委員会 

各ＷＧ委員名簿 

（敬称略・５０音順） 

 

●資源エネルギーＷＧ（計１０名） 

【産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会】 

座    長 西尾 茂文  東京大学生産技術研究所 教授 

委    員 稲葉 陽二  日本大学法学部 教授 

河野 光雄  内外情報研究会 会長 

佐藤 和子  社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 常任顧問 

関屋  章  独立行政法人産業技術総合研究所 環境化学技術研究部門 総括研究員 

中島 悦雄  全国電力関連産業労働組合総連合会 会長 

松田 英三  株式会社読売新聞社 論説委員 

山地 憲治  東京大学大学院工学系研究科 教授 

【中央環境審議会】 

委    員 大塚 直   早稲田大学法学部 教授 

増井 利彦  独立行政法人国立環境研究所 社会環境システム研究領域統合評価研究室長 

 

●鉄鋼ＷＧ（計７名） 

【産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会】 

座    長 佐久間 健人 高知工科大学 副学長 

委    員 工藤  拓毅 財団法人日本エネルギー経済研究所 

地球環境ユニットユニット総括地球温暖化政策グループマネージャー 

松橋  隆治 東京大学大学院 教授 

吉岡  完治 慶應義塾大学産業研究所 教授 

米本  昌平 科学技術文明研究所 所長 

【中央環境審議会】 

委    員 森口 祐一  独立行政法人国立環境研究所循環型社会・廃棄物研究センター長 

小林 悦夫  財団法人ひょうご環境創造協会 副理事長 

 

●化学・非鉄金属ＷＧ（計７名） 

【産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会】 

座    長 橘川 武郎  東京大学社会科学研究所 教授 

委    員 角田 禮子  主婦連合会 参与 

北野  大  明治大学理工学部応用化学科 教授 

里  達雄  東京工業大学理工学研究科 教授 

堤  敦司  東京大学大学院工学系研究科 助教授 

中村  崇  東北大学多元物質科学研究所 資源変換・再生研究センター長 

西  敏夫  東京工業大学大学院理工学研究科 教授  

 

【中央環境審議会】 

委    員 浦野 紘平  横浜国立大学大学院環境情報研究院 教授 

森口 祐一  独立行政法人国立環境研究所循環型社会・廃棄物研究センター長 

（参考） 
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●製紙・板硝子・セメント等ＷＧ（計８名） 

【産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会】 

座    長 西尾 茂文  東京大学生産技術研究所 教授 

委    員 碧海 酉癸  消費生活アドバイザー 

新井 雅隆  群馬大学工学部 教授 

河野 光雄  内外情報研究会 会長 

中上 英俊  株式会社住環境計画研究所 代表取締役所長 

中西 準子  独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センターセンター長 

【中央環境審議会】 

委    員 藤江 幸一  豊橋技術科学大学 エコロジー工学系教授 

平井 康宏  京都大学環境保全センター 助教授 

 

●電子・電機・産業機械等ＷＧ（計８名） 

【産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会】 

座    長 石谷 久   慶應義塾大学政策メディア研究科 教授 

委    員 秋山 守   財団法人エネルギー総合工学研究所 理事長 

梶村 皓二  財団法人機械振興協会 副会長 

角田 禮子  主婦連合会 参与 

後藤 俊夫  中部大学 学監 

松尾 正洋  日本放送協会 解説委員 

【中央環境審議会】 

委    員 島田 幸司  立命館大学経済学部 教授 

藤江 幸一  豊橋技術科学大学 エコロジー工学系教授 

  

●自動車・自動車部品・自動車車体ＷＧ（計８名） 

【産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会】 

座    長 石谷 久   慶應義塾大学政策メディア研究科 教授 

委    員 秋山 守   財団法人エネルギー総合工学研究所 理事長 

角田 禮子   主婦連合会 参与 

栗原 史郎   一橋大学 商学部 教授 

永田 勝也   早稲田大学 理工学部 教授 

松尾 正洋   日本放送協会 解説委員 

【中央環境審議会】 

委    員 小林 悦夫  財団法人ひょうご環境創造協会 副理事長 

島田 幸司  立命館大学 経済学部 教授 

 

●流通ＷＧ（計７名） 

【産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会】 

座    長  中上 英俊  株式会社住環境計画研究所 代表取締役所長 

委    員  内田 明美子 株式会社湯浅コンサルティング コンサルタント 

江原 淳   専修大学ネットワーク情報学部 教授 

中田 信哉  神奈川大学 経済学部 教授 

兵頭 美代子 主婦連合会 会長 

【中央環境審議会】 

委    員 三浦 秀一  東北芸術工科大学 環境デザイン学科助教授 

井上 卓   東京都 環境局 都市地球環境部 副参事 


