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分野別ワーキンググループの構成 

農業・林業・水産業 WG（14 名）（○は座長） 
氏名 所属・役職 

 安藤  忠 国立研究開発法人 水産研究・教育機構 西海区水産研究所 資源生産部 主幹研究員 

飯泉仁之直 
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 影響予測ユニット 主任研究員 

岡田 邦彦 
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 野菜花き研究部門  
野菜生産システム研究領域 領域長 

 木所 英昭 国立研究開発法人 水産研究・教育機構 東北区水産研究所 資源環境部 沿岸資源グループ長 

 小島 克己 国立大学法人 東京大学 アジア生物資源環境研究センター 生物資源開発研究部門 教授 

○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  
温暖化研究統括監 

 杉浦 俊彦 
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 果樹茶業研究部門  
生産・流通研究領域園地環境ユニット ユニット長 

 野中 最子 
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  
家畜代謝栄養研究領域 精密栄養管理ユニット ユニット長 

長谷川利拡 
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター  
生産環境研究領域 農業気象グループ グループ長 

平田 泰雅 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 研究ディレクター 

 増本 隆夫 公立大学法人 秋田県立大学 生物資源科学部 教授 

松村 正哉 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 本部企画調整部 研究管理役 

宮田  明 
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長 

吉田 吾郎 国立研究開発法人 水産研究・教育機構 瀬戸内海区水産研究所生産環境部 藻場生産グループ長  

 

水環境・水資源、自然災害・沿岸域 WG（16 名）（○は座長） 
氏名 所属・役職 

 秋葉 道宏 国立保健医療科学院 統括研究官 

 天野 邦彦 国土交通省 国土技術政策総合研究所 河川研究部 部長 

 磯部 雅彦 公立大学法人 高知工科大学 学長 

 江守 正多 国立研究開発法人 国立環境研究所 地球環境研究センター 副研究センター長 

 栗山 善昭 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 所長 

澤野 久弥 
国立研究開発法人 土木研究所 水災害・リスクマネジメント国際センター（ICHARM） 
水災害研究グループ長 

大丸 裕武 
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所  
研究ディレクター（国土保全・水資源研究担当） 

 武若  聡 国立大学法人 筑波大学 システム情報系 教授 

仲江川敏之 気象庁 気象研究所 気候研究部 第五研究室 室長 

○中北 英一 
国立大学法人 京都大学 防災研究所 気象・水象災害研究部門  
水文気象災害研究分野 教授 

 藤田 正治 国立大学法人 京都大学 防災研究所 防災研究所附属流域災害研究センター 教授 

 古米 弘明 国立大学法人 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

 増本 隆夫 公立大学法人 秋田県立大学 生物資源科学部 教授 

 八木  宏 防衛大学校 システム工学群建設環境工学科 教授 

 山口 真司 国土交通省 国土技術政策総合研究所 土砂災害研究部 部長 

 山田  正 学校法人 中央大学 理工学部 都市環境学科 教授 
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自然生態系 WG（9 名）（○は座長） 
氏名 所属・役職 

 小熊 宏之 
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 生物多様性保全計画研究室 
室長 

 小埜 恒夫 
国立研究開発法人 水産研究・教育機構 外洋資源部 国際資源環境グループ  

グループ長 

 工藤  岳 国立大学法人 北海道大学大学院 地球環境科学院 環境生物科学部門 准教授 

○中静  透 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 特任教授 

 中村 太士 国立大学法人 北海道大学大学院 農学研究院 基盤研究部門 教授 

 野尻 幸宏 国立大学法人 弘前大学大学院 理工学研究科 教授 

 松井 哲哉 
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 戦略研究部門 国際連携・気候変動研
究拠点 気候変動研究室 室長 

 丸山  温 学校法人 日本大学 生物資源科学部 森林資源科学科 教授 

 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 

 
健康 WG（7 名）（○は座長） 

氏名 所属・役職 

上田 佳代 国立大学法人 京都大学 地球環境学堂 准教授 

大前 比呂思 学校法人 獨協医科大学 特任教授 

 小野 雅司 国立研究開発法人 国立環境研究所 エコチル調査コアセンター 客員研究員 

西條 政幸 国立感染症研究所 ウイルス第一部 部長 

沢辺 京子 国立感染症研究所 昆虫医科学部 部長 

○橋爪 真弘 国立大学法人 長崎大学 熱帯医学研究所 教授 

 本田  靖 国立大学法人 筑波大学体育系 教授 

 
産業・経済活動、国民生活・都市生活分野 WG（10 名）（○は座長） 

 

氏名 所属・役職 

 秋元 圭吾 
公益財団法人 地球環境産業技術研究機構 システム研究グループ  

グループリーダー・主席研究員 

 高村ゆかり 国立大学法人 東京大学 国際高等研究所 サステイナビリティ学連携研究機構 教授 

 田中  充 学校法人 法政大学 社会学部・同大学院 政策科学研究科 教授 

 中野 勝行 学校法人立命館 立命館大学 政策科学部 政策科学科 准教授 

南齋 規介 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 国際資源循環研究室 室長 

○原澤 英夫 国立研究開発法人 国立環境研究所 理事 

 藤部 文昭 公立大学法人 首都大学東京 都市環境学部 特任教授 

 増井 利彦 
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 室長 

 三坂 育正 学校法人 日本工業大学 建築学部 建築学科 教授 

 村田 昭彦 気象庁 気象研究所 環境・応用気象研究部 第二研究室 室長 


