
平成 30年度環境研究推進委員会 

委員 

 

浅野 直人 福岡大学名誉教授 

井村 秀文 横浜市立大学学長補佐  

○ 大垣 眞一郎  公益財団法人水道技術研究センター理事長 

◎ 岡田 光正 放送大学理事・副学長 

加藤 順子 金沢工業大学客員教授 

 河村 清史 元埼玉大学大学院理工学研究科教授 

小池 勲夫 東京大学名誉教授 

佐  々 朋幸 フランス農業研究機構・森林科学部門国際学術委員 

下田 陽久 東海大学情報技術センター客員教授 

 畠山 史郎 埼玉県環境科学国際センター総長、東京農工大学名誉教授 

盛岡 通 関西大学名誉教授、大阪大学名誉教授 

安井 至 一般財団法人持続性推進機構理事長 

 

（以上12名。五十音順。◎は委員長、○は副委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添資料１ 



平成 30年度環境研究推進委員会（統合部会） 

委員 

 

浅野 直人 福岡大学名誉教授 

○ 井村 秀文 横浜市立大学学長補佐  

大垣 眞一郎   公益財団法人水道技術研究センター理事長 

岡田 光正 放送大学理事・副学長 

甲斐沼 美紀子 公益財団法人地球環境戦略研究機関研究顧問 

 河村 清史 元埼玉大学大学院理工学研究科教授 

小池 勲夫 東京大学名誉教授 

佐  々 朋幸 フランス農業研究機構・森林科学部門国際学術委員 

下田 陽久 東海大学情報技術センター客員教授 

 畠山 史郎 埼玉県環境科学国際センター総長、東京農工大学名誉教授 

盛岡 通 関西大学名誉教授、大阪大学名誉教授 

◎ 安井 至 一般財団法人持続性推進機構理事長 

 山崎 文雄 千葉大学大学院工学研究院教授 

 

（以上13名。五十音順。◎は主査、○は副主査） 

 

 

 

 



平成 30年度環境研究推進委員会（低炭素部会） 

 委員 

 

◎ 浅野 直人 福岡大学名誉教授 

東 久美子 情報・システム研究機構国立極地研究所教授 

  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 

大谷 繁 一般社団法人地球温暖化対策技術会 技術顧問 

 小川 芳樹 東洋大学経済学部学部長・総合政策学科教授 

笠井 康子 国立研究開発法人情報通信研究機構 テラヘルツ研究センター/ 

統合ビッグデータ研究センター上席研究員 

 鬼頭 昭雄 一般財団法人気象業務支援センター地球環境・気候研究推進室長 

○ 小池 勲夫 東京大学名誉教授 

建石 隆太郎 千葉大学名誉教授 

永田 豊 一般財団法人電力中央研究所エネルギーイノベーション創発センター・ 

社会経済研究所副研究参事 

中野 幸紀 関西学院大学イノベーション研究センター客員研究員 

増田 啓子 龍谷大学名誉教授 

 

（以上12名。五十音順。◎は主査、○は副主査） 

 

 

 

 

 

 



平成 30年度環境研究推進委員会（資源循環部会） 

 委員 

 

浅野 直人 福岡大学名誉教授 

石川 雅紀 神戸大学大学院経済学研究科教授 

岩堀 恵祐 宮城大学副学長（研究担当）、 食産業学部教授 

梅田 靖 東京大学大学院工学系研究科教授 

○ 河村 清史 元埼玉大学大学院理工学研究科教授 

金 晃太郎 元北海道環境科学研究センター所長 

佐藤 久子 愛媛大学大学院理工学研究科教授 

高見澤 一裕 岐阜大学名誉教授 

中村 崇 公益財団法人福岡県リサイクル総合研究事業化センター センター長 

                 東京大学特任教授 

藤吉 秀昭 一般財団法人日本環境衛生センター副理事長 

 古市 徹 北海道大学名誉教授 

 古米 弘明 東京大学大学院工学系研究科附属水環境制御研究センター教授 

松藤 康司 福岡大学名誉教授 

三浦 浩之 広島修道大学国際コミュニティ学部 地域行政学科教授 

◎ 盛岡 通 関西大学名誉教授、大阪大学名誉教授 

守富 寛 岐阜大学大学院工学研究科特任教授 

  

（以上16名。五十音順。◎は主査、○は副主査） 

 

 

 

 



平成 30年度環境研究推進委員会（自然共生部会） 

 委員 

 

石丸 隆 東京海洋大学特任教授  

金澤 洋一 神戸大学名誉教授 

◎ 佐  々 朋幸 フランス農業研究機構・森林科学部門国際学術委員 

篠原 徹 滋賀県立琵琶湖博物館館長 

○ 下田 陽久 東海大学情報技術センター客員教授 

竹中 千里 名古屋大学大学院生命農学研究科教授 

谷田 一三 大阪市立自然史博物館館長、大阪府立大学名誉教授 

大阪府立大学大学院理学系研究科客員研究員 

椿 宜高 京都大学名誉教授 

中静 透 人間文化研究機構総合地球環境学研究所特任教授 

向井 宏 北海道大学名誉教授 

村田 浩一 日本大学生物資源科学部特任教授 

森川 靖   早稲田大学名誉教授 

森本 幸裕 京都大学名誉教授 

八木 信行 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

湯本 貴和 京都大学霊長類研究所所長 

吉田 正人 筑波大学大学院世界遺産専攻・世界文化遺産学専攻長・教授 

 

（以上16名。五十音順。◎は主査、○は副主査） 

 

 

 

 



平成 30年度環境研究推進委員会（安全確保部会） 

 委員 

 

指宿 堯嗣 一般社団法人産業環境管理協会技術顧問 

内山 巌雄 京都大学名誉教授 

◎ 岡田 光正 放送大学理事・副学長 

奥村 二郎 近畿大学医学部教授 

加藤 順子 金沢工業大学客員教授 

  小泉 昭夫 京都大学名誉教授 

小山 次朗 鹿児島大学名誉教授 

佐々木 裕子 元東京都環境整備公社東京都環境科学研究所分析研究科長 

 新藤 純子 山梨大学名誉教授 

高松 武次郎 元茨城大学教授 

 遠山 千春 筑波大学医学医療系客員教授、東京大学名誉教授 

 中井 里史 横浜国立大学大学院環境情報研究院教授 

○ 畠山 史郎 埼玉県環境科学国際センター総長、東京農工大学名誉教授 

藤江 幸一 横浜国立大学先端科学高等研究院客員教授 研究戦略企画マネージャー 

細見 正明 東京農工大学大学院工学研究院教授 

若松 伸司 愛媛大学名誉教授 

渡辺 義公 中央大学研究開発機構教授 

 

（以上17名。五十音順。◎は主査、○は副主査） 

 

 

 


