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                              令和４年７月２５日 
航空局航空戦略室 

 

「持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）の導入促進に向けた官民協議会 

ＳＡＦ流通ワーキンググループ」第１回会合を開催します 

 

航空分野の脱炭素化に向けて、将来的に最も CO２削減効果が高いとされているＳＡＦの活用

が期待されていますが、現状は、世界的にもＳＡＦの供給量は少ない状況です。 

今後、我が国で SAFの安定的な供給体制を構築するため、ＳＡＦのサプライチェーンの構築や

国産ＳＡＦのＣＯＲＳＩＡ適格燃料登録・認証に向けた課題や解決策を官民で協議し、一体となっ

て取組を進める場として、本年 4 月に設置した「SAF の導入促進に向けた官民協議会」の下に

「ＳＡＦ流通ワーキンググループ」を立ち上げ、第 1 回会合を下記のとおり開催いたします。 

 

■ SAFの導入促進に向けた官民協議会 第１回 SAF 流通ワーキンググループ  
 

１．開催日時  令和４年７月２６日（火） 15：00 ～ 17：00   

２．議題 

・ＳＡＦのサプライチェーン構築について 

・国産ＳＡＦのＣＯＲＳＩＡ適格燃料登録・認証について 

・自由討議 

３．構成員   

   別紙のとおり 
 

４．その他   

   本ワーキンググループは「非公開」で開催しますが、議事次第、設置要綱、設置趣旨

は、後日、国土交通省ホームページに公表する予定です。 

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk8_000009.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先・お問い合わせ先】 

航空局 航空戦略室 杉原、齋藤、榊原 

TEL ： 03-5253-8111（内線 49402、48175、49259）、03-5253-8722（直通） 

FAX ： 03-5253-1658 

 

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk8_000009.html
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持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）の導入促進に向けた官民協議会 

ＳＡＦ流通ワーキンググループ 構成員名簿 

所属 役職 氏名 

石油会社、航空会社、空港会社等   

ENEOS株式会社 

産業エネルギー部 航空燃料グループ 

グループマネージャー 

産業エネルギー部 海外総括グループ 

グループマネージャー 

 

田中 有紀 

 

鈴木 康之 

出光興産株式会社 
販売部営業二課 テクニカルアドバイザー 

ＣＮＸ戦略室 ＣＮＸ企画課長 

立石 猛雄 

大沼 安志 

コスモ石油株式会社 
産業燃料部 空港施設グループ長 

企画部 次世代推進グループ長 

西村 和久 

山本 哲 

富士石油株式会社 業務部 部長 原田 憲一 

太陽石油株式会社 

経営企画部 サステナビリティ推進グループ  

グループ長補佐 

石油事業部 グループ長補佐 

三宅 信次 

 

三石 康弘 

日揮ホールディングス株式会社 
サステナビリティ協創部 ＳＡＦ事業ユニット 

プログラムマネージャー 
西村 勇毅 

伊藤忠商事株式会社 エネルギー部門 石油・LPガス貿易部長 松本 強 

全日本空輸株式会社 
経営戦略室 エアライン事業部 担当部長 

調達部 担当部長 

江頭 雅人 

村主 典陽 

日本航空株式会社 
ESG推進部 専任部長 

経営戦略部 専任部長  

落合 秀紀 

星 次郎 

成田国際空港株式会社 営業部門 給油事業部長  田代 敏雄 

中部国際空港株式会社 
空港運用本部 給油施設管理者 

給油施設部 給油施設・企画グループ担当課長 

小島 和紀 

山田 琢治 

新関西国際空港株式会社 企画部調査役 小川 博英 

関西エアポート株式会社 

技術統括部長 

運用本部 関西空港運用部 

施設・設備グループリーダー 

中谷 行男 

 

高橋  潤一 

三愛オブリ株式会社 航空事業部 施設運営部施設課長 渡部 剛 

石油連盟 調査・流通業務部 副部長 手賀 幹雄 

定期航空協会 理事長 大塚 洋 

全国空港給油事業協会 総務部会長 中里 努 

一般財団法人 運輸総合研究所 主任研究員 竹内 智仁 
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政府等   

経済産業省資源エネルギー庁 資源・燃料部石油精製備蓄課長 細川 成己 

国土交通省 航空局官房参事官（航空戦略） 東田 晃拓 

農林水産省 大臣官房環境バイオマス政策課長 清水 浩太郎 

農林水産省 農産局 地域作物課長 水野 秀信 

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制課長 松田 尚之 

宇宙航空研究開発機構 事業推進部企画 L 参事 仲田 貴文 

新エネルギー・産業技術総合開発

機構 

新エネルギー部バイオマスグループ 

主任研究員 
矢野 貴久 

SAF関係事業者、自治体等   

株式会社 IHI 
戦略技術統括本部 戦略技術プロジェクト部 

カーボンソリューション担当 主査   
金子 典充 

IATA 日本支部 
代表 

マネージャー 

藤原 勇二 

小林 靖欣 

Green Earth Institute株式会社 代表取締役 兼 CEO 伊原 智人 

株式会社 JERA 
事業開発本部 国内事業開発部  

事業創出ユニット 課長代理 
田邊  一太郎 

千葉県 
総合企画部 次長 

空港地域振興課 副参事 

錦織 良匡 

小林 雄一 

一般財団法人 日本海事協会 認証部 主管 山本 謙一郎 

一般社団法人 日本海事検定協会 
理化学分析センター 有機チーム 次長 

理化学分析センター 有機チーム 課長 

高砂 武司 

藤井 健二 

日本グリーン電力開発株式会社 事業開発部 戦略プロジェクトダイレクター 藤井 雅人 

株式会社 Biomaterial in Tokyo 代表取締役 泉 可也 

丸紅株式会社 
エナジー・インフラソリューショングループ  

エネルギー本部 新エネルギー開発部 副部長 
柚木 博行 

株式会社レボインターナショナ

ル 
代表取締役 越川 哲也 

株式会社ユーグレナ 
バイオ燃料事業部  

バイオ燃料事業部 事業企画課 

江 達 

小畑 亜季子 


