
＝臨時委員　（平成20年4月1日現在）

分 科 会 委員及び臨時委員

委 　員　 長 木村　  孟 大学評価･学位授与機構長

土木研究所分科会 高橋　　保 京都大学名誉教授、(財)防災研究協会理事

＜所管法人＞ 家田　　仁 東京大学大学院工学系研究科教授

独立行政法人土木研究所 高山　朋子 東京経済大学経営学部教授

長沢美智子 弁護士

中村　玲子 政策研究大学院大学教授

佐伯　　浩 北海道大学総長

井上　和也 京都大学名誉教授

嶌　　信彦 ジャーナリスト

藤野　陽三 東京大学大学院工学系研究科教授

加賀屋誠一 北海道大学大学院工学研究科教授

山田　　正 中央大学理工学部教授

長澤　徹明 北海道大学大学院農学研究院教授

建築研究所分科会 西川　孝夫 首都大学東京名誉教授

＜所管法人＞ 小林　重敬 武蔵工業大学教授

独立行政法人建築研究所 高山　朋子 東京経済大学経営学部教授

長沢美智子 弁護士

中村　玲子 政策研究大学院大学教授

嶌　  信彦 ジャーナリスト

菅原　進一 東京理科大学総合科学技術経営研究科教授

三井所清典 建築家・芝浦工業大学名誉教授

交通関係研究所分科会 角　　洋一 横浜国立大学大学院工学研究院教授

＜所管法人＞ 來生　　新 横浜国立大学副学長

独立行政法人交通安全環境研究所 北村　信彦 公認会計士

独立行政法人海上技術安全研究所 松尾　亜紀子 慶應義塾大学理工学部准教授

独立行政法人電子航法研究所 浅野正一郎 国立情報学研究所教授

河野　通方 独立行政法人大学評価・学位授与機構教授

大和　裕幸 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授

宮本  昌幸 明星大学理工学部教授

小池　俊雄 東京大学大学院工学系研究科教授

港湾空港技術研究所分科会 黒田　勝彦
神戸大学名誉教授
神戸市立工業高等専門学校校長

＜所管法人＞ 來生　　新 横浜国立大学副学長

独立行政法人港湾空港技術研究所 北村　信彦 公認会計士

太田　秀樹 東京工業大学大学院理工学研究科教授

青山　佳世 フリーアナウンサー

上村　多恵子 （社）京都経済同友会常任幹事

磯部　雅彦 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授

国土交通省独立行政法人評価委員会 分科会所属委員 及び 臨時委員

所 属



分 科 会 委員及び臨時委員

教育機関分科会 杉山  武彦 一橋大学学長・大学院商学研究科教授

＜所管法人＞ 石津　寿惠 明治大学経営学部准教授

独立行政法人海技教育機構 工藤  裕子 中央大学法学部教授

独立行政法人航海訓練所 桑島　進 東京海洋大学名誉教授

独立行政法人航空大学校 宮下　國生 大阪産業大学経営学部教授

吉田　千鶴子
日本航空インターナショナル客室安全
推進部長

豊田　耕治 （財）新日本検定協会会長

工藤　泰三 日本郵船（株）代表取締役副社長経営委員

鈴木  真二 東京大学大学院工学系研究科教授

垰野　廣文 たをの海運(株)代表取締役社長

高田　正彦 エアーニッポン株式会社常勤監査役

廻　 洋子 淑徳大学国際コミュニケーション学部教授

自動車検査分科会 大聖　泰弘 早稲田大学大学院創造理工学研究科教授

＜所管法人＞ 石津　寿惠 明治大学経営学部准教授

自動車検査独立行政法人 來生    新 横浜国立大学副学長

岩貞るみこ モータージャーナリスト、エッセイスト

大久保宣夫 日産自動車(株)最高技術顧問

島田　一彦
弁護士・日弁連交通事故相談センター
副会長

古川　　修 芝浦工業大学システム工学部教授

鉄道建設・運輸施設整備 家田　　仁 東京大学大学院工学系研究科教授

支援機構分科会 石津　寿惠 明治大学経営学部准教授

＜所管法人＞ 工藤  裕子 中央大学法学部教授

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 角　　洋一 横浜国立大学大学院工学研究院教授

上田　孝行 東京大学大学院工学系研究科教授

宮下　國生 大阪産業大学経営学部教授

岡田　勝也 国士舘大学理工学部教授

北條　正樹 京都大学大学院工学研究科教授

国際観光振興機構分科会 佐藤喜子光 平安女学院大学国際観光学部教授

＜所管法人＞
後　　千代

早稲田大学パブリックサービス研究所
客員研究員

独立行政法人国際観光振興機構 工藤  裕子 中央大学法学部教授

千野　境子 産経新聞社論説委員長

帯野久美子 （株）インターアクト・ジャパン代表取締役

小林　天心 観光進化研究所代表

西浦　みどり 国立大学法人山口大学客員教授

西村　幸夫 東京大学大学院工学系研究科教授

水資源機構分科会 松尾　　稔
名古屋大学名誉教授、
（財）科学技術交流財団理事長

＜所管法人＞
後　　千代

早稲田大学パブリックサービス研究所
客員研究員

独立行政法人水資源機構 井上　和也 京都大学名誉教授

石川　幹子 東京大学大学院工学系研究科教授

山岸　　哲 （財）山階鳥類研究所所長

森野　美徳 都市ジャーナリスト

所 属



分 科 会 委員及び臨時委員

自動車事故対策機構分科会 堀田　一吉 慶應義塾大学商学部教授

＜所管法人＞ 北村　信彦 公認会計士

独立行政法人自動車事故対策機構 福井　康子 都市経済研究所主任研究員

坂井　　昇 岐阜大学医学部名誉教授

島田　一彦
弁護士・日弁連交通事故相談センター
副会長

中田　信哉 神奈川大学経済学部教授

堀野　定雄 神奈川大学工学部准教授

空港周辺整備機構分科会 盛岡　　通 大阪大学大学院工学研究科教授

＜所管法人＞ 北村　信彦 公認会計士

独立行政法人空港周辺整備機構 杉山  武彦 一橋大学学長・大学院商学研究科教授

石田　東生
筑波大学大学院システム情報工学研究
科教授

大内　　学 元全日空システム企画（株）顧問

廻　　洋子 淑徳大学国際コミュニケーション学部教授

安河内恵子 九州工業大学情報工学部准教授

山田　一郎 財団法人空港環境整備協会理事

海上災害防止センター分科会 藤野　正隆 東京大学名誉教授

＜所管法人＞ 北村　信彦 公認会計士

独立行政法人海上災害防止センター 工藤  裕子 中央大学法学部教授

杉山  武彦 一橋大学学長・大学院商学研究科教授

鏡　　敏弘 (株)商船三井専務執行役員

宮下　國生 大阪産業大学経営学部教授

河端　一郎 石油海事協会専務理事

小塚　荘一郎 上智大学法科大学院教授

都市再生機構分科会 小林　重敬 武蔵工業大学教授

＜所管法人＞ 來生    新 横浜国立大学副学長

独立行政法人都市再生機構 長沢美智子 弁護士

浅見　泰司 東京大学空間情報科学研究センター教授

黒田　克司 公認会計士・日本公認会計士協会副会長

嶌　  信彦 ジャーナリスト

児玉　桂子 日本社会事業大学社会福祉学部教授

野城　智也 東京大学生産技術研究所教授

奄美群島振興開発基金分科会 來生    新 横浜国立大学副学長

＜所管法人＞
後　　千代

早稲田大学パブリックサービス研究所
客員研究員

独立行政法人奄美群島振興開発基金 長沢美智子 弁護士

重信千代乃 株式会社重信設計専務取締役

高田　博行 公認会計士

永田　邦和 鹿児島大学法文学部経済情報学科准教授

日向野幹也 立教大学経営学部教授

所 属



分 科 会 委員及び臨時委員

日本高速道路保有・ 杉山　雅洋 早稲田大学商学学術院教授

債務返済機構分科会 角　紀代恵 立教大学法学部教授

＜所管法人＞ 杉山　武彦 一橋大学学長・大学院商学研究科教授

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 秋岡　榮子 経済エッセイスト

石田　東生
筑波大学大学院システム情報工学研究
科教授

梶川　　融 太陽ＡＳＧ監査法人総括代表社員

水尾　衣里 名城大学人間学部准教授

山内　弘隆 一橋大学大学院商学研究科長・商学部長

住宅金融支援機構分科会 村本　　孜 成城大学社会イノベーション学部長

＜所管法人＞ 角　紀代恵 立教大学法学部教授

独立行政法人住宅金融支援機構 後　　千代
早稲田大学パブリックサービス研究所
客員研究員

大森　文彦 弁護士

浅見　泰司 東京大学空間情報科学研究センター教授

大垣　尚司 立命館大学大学院教授

深田　晶恵 （有）生活設計塾クルー取締役

吉野　直行 慶應義塾大学経済学部教授

所 属


