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各分科会の委員名簿 

 

平成 30年度 エネルギー・工業プロセス分科会 

 

神田 剛治  一般社団法人 日本鉄鋼連盟 エネルギー技術委員会 委員 

熊地 嘉朗  電気事業連合会 立地環境部 副部長 

祖田 敏弘  一般社団法人 日本化学工業会 技術部 部長 

外岡 豊   国立大学法人 埼玉大学 名誉教授 

南斉 規介  国立研究開発法人 国立環境研究所 国際資源循環研究室 室長 

西尾 匡弘  国立研究開発法人 産業技術総合研究所  

       エネルギー・環境領域研究戦略部 イノベーションコーディネーター 

平木 隆年  公益財団法人 ひょうご環境創造協会 

兵庫県環境研究センター 大気環境科長 

広瀬 晋也  石油連盟 技術環境部長 

深野 行義  一般社団法人日本ガス協会 企画・政策ユニット 環境部長 

細川 浩之  一般社団法人 セメント協会 生産・環境部門リーダー 

本藤 祐樹  国立大学法人 横浜国立大学大学院 環境情報研究院 教授 

    三浦 安史  石油連盟 技術環境安全部長 

     （第二回分科会より、広瀬 晋也  石油連盟 技術環境部長に交代） 

（座長）森口 祐一  国立大学法人 東京大学大学院 工学系研究科 都市工学専攻 教授 

    栁澤 明   一般財団法人 日本エネルギー経済研究所 計量分析ユニット 

           需給分析・予測グループ 研究主幹 

 

 

平成 30年度 運輸分科会 

 

奥村 博昭  一般社団法人 日本自動車工業会  

       排出ガス・燃費部会 将来エミッション評価分科会 委員 

近藤 美則  国立研究開発法人 国立環境研究所  

       地域環境研究センター 広域大気環境研究室 主席研究員 

佐藤 進   国立大学法人 東京工業大学工学院 システム制御系/機械系 准教授 

城田 英之  国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所  

海上技術安全研究所 環境・動力系 環境影響評価研究グループ グループ長 

新国 哲也  独立行政法人 自動車技術総合機構 

             交通安全環境研究所 自動車研究部 副部長 

（座長）大聖 泰弘  早稲田大学研究院 次世代自動車研究機構 特任研究教授 

間渕 利明  国土交通省 国土技術政策総合研究所 道路交通研究部 

       道路環境研究室 室長 

参考資料１ 
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平成 30年度 HFC等４ガス分科会 

 

伊藤 裕   一般社団法人 電子情報技術産業協会 半導体部会 半導体環境戦略委員会 委員 

北村 健郎  日本フルオロカーボン協会 事務局長 

高島 章吉  一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構 理事 

（座長）中根 英昭  高知県公立大学法人 高知工科大学環境理工学群 教授 

西薗 大実  国立大学法人 群馬大学教育学部 教授 

花岡 達也  国立研究開発法人 国立環境研究所 社会環境システム研究センター 

統合環境経済研究室 主任研究員 

飛原 英治  国立大学法人 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授 

松田 憲兒  一般社団法人 日本冷凍空調工業会 技術部長 参事 

 

 

平成 30年度 農業分科会 

 

    秋山 博子  国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境変動研究センター 

気候変動対応研究領域 温室効果ガス削減ユニット長 

永西 修   国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 畜産研究部門 

企画管理部企画連携室 室長 

荻野 暁史  国立研究開発法人 農業･食品産業技術総合研究機構 

本部経営戦略室 上級研究員 

（座長）長田 隆   国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 畜産研究部門 

畜産環境研究領域 水環境ユニット長 

澤本 卓治  酪農学園大学 農食環境学群 循環農学類 教授 

須藤 重人  国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境変動研究センター 

気候変動対応研究領域 温室効果ガス削減ユニット 上級研究員 

麓 多門   国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境変動研究センター 

              気候変動対応研究領域 土壌炭素窒素モデリングユニット 上級研究員 

寳示戸 雅之 北里大学 獣医学部 フィールドサイエンスセンター 教授 
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平成 30年度 廃棄物分科会 

 

池 道彦   国立大学法人 大阪大学大学院工学研究科 環境・エネルギー工学専攻 教授 

石垣 智基  国立研究開発法人 国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター 

       国際廃棄物管理技術研究室 主任研究員 

蛯江 美孝  国立研究開発法人 国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター 

国際廃棄物管理技術研究室 主任研究員 

（座長）酒井 伸一  国立大学法人 京都大学 環境安全保健機構附属環境科学センター 教授 

    橋本 征二  立命館大学 理工学部 環境システム工学科 教授 

平井 康宏  国立大学法人 京都大学 環境安全保健機構附属環境科学センター 准教授 

松藤 敏彦  国立大学法人 北海道大学大学院工学研究院 環境創生工学部門 

廃棄物処分工学研究室 教授 

安田 憲二  （元）国立研究開発法人 国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター 

     山本 明広  国土交通省 国土技術政策総合研究所 下水道研究部 下水処理研究室 研究官 

 

 

平成 30年度 森林等の吸収源分科会 

 

粟屋 善雄  国立大学法人 岐阜大学 流域圏科学研究センター 教授 

石塚 成宏  国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 

       森林研究部門 立地環境研究領域 土壌資源研究室 室長 

白戸 康人  国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構  

       農業環境変動研究センター 温暖化研究統括官 

（座長）丹下 健   東京大学大学院 農学生命科学研究科長 農学部長 

    恒次 祐子  東京大学大学院 農学生命科学研究科 准教授 

波多野 隆介 国立大学法人 北海道大学大学院 農学研究院 教授 

舟久保 敏  国土交通省 国土技術政策総合研究所 社会資本マネジメント研究センター 

緑化生態研究室 室長 

細田 和男  国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所  

       林業研究部門 森林管理研究領域 資源解析研究室 室長 

森 昭憲   国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 畜産研究部門 

       草地利用研究領域 草地機能ユニット 上級研究員 

   山野 博哉  国立研究開発法人 国立環境研究所 

          生物・生態系環境研究センター センター長 

 

 

 

 

 



4 

 

平成 30年度 NMVOC分科会 

    

指宿 堯嗣  一般社団法人 産業環境管理協会 技術顧問 

菊池 康紀  国立大学法人 東京大学 サスティナビリティ学連携研究機構 准教授 

早乙女 拓海 株式会社 環境計画研究所 調査研究部 副主任研究員 

紫竹 益吉  一般社団法人 日本化学工業協会 環境安全部 部長 

須貝 英生  一般社団法人 日本塗料工業会 常務理事 

（座長） 南斉 規介  国立研究開発法人 国立環境研究所 国際資源循環研究室 室長 

星 純也   公益財団法人 東京都循環公社 東京都環境科学研究所 

       環境資源研究科 副参事研究員 


