
第３回日本版ナッジ・ユニット連絡会議 

議事次第 

 

日時：平成３０年５月２４日（木） 

１３:００～１５:００ 

場所：中央合同庁舎第５号館２２階 

環境省第１会議室 

 

１．開 会 

２．議 題 

（１）一般消費者の行動変容の促進に係る資源エネルギー庁の取組 

（２）環境省ナッジ事業の初年度の成果 

（３）環境省ナッジ事業を題材としたエビデンスに基づく政策立案（Ｅ

ＢＰＭ） 

（４）環境省ナッジ事業の新規採択事業 

（５）ブロックチェーン技術を活用した再エネＣＯ２削減価値創出モデ

ル事業 

（６）その他 

３．閉 会 



1 

 

 第3回日本版ナッジ・ユニット連絡会議 名簿 

（敬称略） 

 

有識者                                    （五十音順） 

（株）メトリクスワークコンサルタンツ 代表取締役 青柳 恵太郎 

（大）東京大学生産技術研究所エネルギー工学連携研究センター 特任教授 岩船 由美子 

（大）大阪大学経済学研究科 教授 大竹 文雄 

内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部価格分析課 政策調査員 岡崎 康平 

（株）PHP研究所政策シンクタンクPHP総研 主席研究員 

・立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 特任教授 亀井 善太郎 

（公）横浜市立大学医学部臨床統計学 助教 窪田 和巳 

三菱UFJ ﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ（株）政策研究事業本部経済政策部 主任研究員 小林 庸平 

（独）経済産業研究所 上席研究員・研究コーディネーター 関沢 洋一 

（大）政策研究大学院大学 教授 田中 誠 

（大）筑波大学大学院ビジネス科学研究科 教授 西尾 チヅル 

（一社）日本自動車工業会環境委員会運輸政策対応WG 主査 茂木 和久 

（国研）国立環境研究所資源循環・廃棄物研究ｾﾝﾀｰ国際資源循環研究室 研究員 横尾 英史 

 

地方公共団体         （五十音順） 

 神奈川県横浜市財政局財政部財政課 財政担当課長 津田 広和 

東京都環境局地球環境エネルギー部地域ｴﾈﾙｷﾞｰ課 主任（地域ｴﾈﾙｷﾞｰ担当） 山﨑 佳奈子 
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環境省（事務局） 

大臣官房長 鎌形 浩史 

大臣官房 総合環境政策統括官 中井 徳太郎 

大臣官房総合環境政策統括官グループ総合政策課 課長補佐 近藤 亮太 

大臣官房総合環境政策統括官グループ総合政策課政策評価室 政策係長 水野 紗也 

地球環境局長 森下 哲 

地球環境局地球温暖化対策課長 松澤 裕 

地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室長 水谷 好洋 

地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 室長補佐 池本 忠弘 

地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 室長補佐 高橋 和也 

地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 主任 大塚 智明 

水・大気環境局自動車環境対策課 課長補佐 井上 有希子 

環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室 室長補佐 寺井 徹 

近畿地方環境事務所環境対策課 課長補佐 山口 喜久治 

 

関係府省等 

内閣官房行政改革推進本部事務局 参事官 越尾 淳 

内閣官房行政改革推進本部事務局 企画官 宮部 勝弘 

内閣官房行政改革推進本部事務局 参事官補佐 工藤 真裕 

内閣官房日本経済再生総合事務局 参事官補佐 片岡 修平 

内閣官房日本経済再生総合事務局 参事官補佐 八牧 駿介 

内閣府政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当）付 総括主査 森 祐介 

消費者庁 消費者調査課長 澤井 景子 

消費者庁消費者調査課 研究専門職 中村 大輔 

消費者庁消費者調査課 政策企画専門職 鈴木 俊孝 

総務省行政評価局政策評価課 企画官 石川 義浩 

総務省行政評価局政策評価課 専門官 伊藤 幸寛 

財務省理財局国庫課 課長補佐 近藤 清太郎 

文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計企画室 調査調整係 松尾 雄樹 

厚生労働省健康局健康課 課長補佐 橡谷 真由 
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経済産業省大臣官房政策評価広報課 課長補佐（政策評価担当） 濱 賢太郎 

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー課 課長補佐 吉川 泰弘 

国土交通省総合政策局環境政策課 主査 島 めぐみ 

国土交通省都市局都市計画課 集約都市企画係長 佐藤 大介 

国土交通省自動車局環境政策課 技官 水沼 秀介 

 

環境省ナッジ事業者       （コンソーシアム順） 

デロイトトーマツコンサルティング（同）パブリックセクター 執行役員 庵原 一水 

デロイトトーマツコンサルティング（同）パブリックセクター マネジャー 大我 さやか 

デロイトトーマツコンサルティング（同）パブリックセクター ｼﾆｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 伊原 克将 

デロイトトーマツコンサルティング（同）パブリックセクター ｼﾆｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 田中 裕太 

（一財）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 上席研究員 西尾 健一郎 

（一財）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 上席 武井 健二 

（一財）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 主任 田中 遼 

東京電力エナジーパートナー（株）経営企画室 部長 佐々木 正信 

凸版印刷（株）ソーシャルビジネスセンター 部長 大川 昇 

 

日本オラクル（株） セールスディレクター 村井 建介 

日本オラクル（株） ディレクター ヘイグ ケン 

日本オラクル（株） UGBU アソシエート・ディレクター 斎藤 隆祐 

（株）住環境計画研究所 代表取締役会長 中上 英俊 

（株）住環境計画研究所 主任研究員 平山 翔 

（株）住環境計画研究所 研究員 矢田 麻衣 

 

みやまスマートエネルギー（株） 代表取締役 磯部 達 

みやまスマートエネルギー（株） 主任研究員 網代 睦 

 

（大）京都大学大学院経済学研究科 教授 依田 高典 

（株）日本新電力総合研究所 代表取締役 青井 宏憲 

 ロバスト・ジャパン株式会社 上級RA 矢野 覚士  
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環境省ブロックチェーン事業者      （コンソーシアム順） 

デジタルグリッド（株） 代表取締役会長 阿部 力也 

デジタルグリッド（株） 企画課長 豊田 祐介 

（株）日本総合研究所ﾘｻｰﾁ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部門ｺﾐｭﾆﾃｨ&ｲﾝﾌﾗﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 松井 英章 

（株）フジクラ新規事業推進センターつなぐみらいｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進室 室長 平船 さやか 

（株）フジクラ新規事業推進センターつなぐみらいｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進室 主席部員 竹下 徹 

住友商事（株）国内インフラ事業部エネルギーマネジメント事業ﾁｰﾑ 部長代理 池田 真哉 

 

（株）電力シェアリング 代表取締役社長 酒井 直樹 

ローカルエナジー（株） 常務取締役 森 真樹 

（株）サイバー創研 代表取締役会長 黒田 幸明 


