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参 考 
 

国土審議会計画部会及び専門委員会委員名簿 

 

国土審議会計画部会 
 

平成１９年１１月２７日現在 
 

 家田  仁 東京大学大学院工学系研究科教授 

  石  弘之 北海道大学公共政策大学院特任教授 

 大西  隆 東京大学先端科学技術研究センター教授 

○ 奥野 信宏 中京大学総合政策学部長 

 垣内恵美子 政策研究大学院大学教授 

 金井  耿 （株）日本旅行代表取締役社長 

 香山 リカ 精神科医、帝塚山学院大学教授 

 河田 惠昭 京都大学防災研究所巨大災害研究センター長 

 來生  新 横浜国立大学副学長 

 鬼頭  宏 上智大学経済学部教授 

 小林 重敬 横浜国立大学大学院工学研究院教授 

 生源寺眞一 東京大学大学院農学生命科学研究科長 

 関根 千佳 （株）ユーディット代表取締役社長 

 高島 準司 住友不動産㈱代表取締役会長 

 武内 和彦 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

 寺島 実郎 （株）三井物産戦略研究所長、（財）日本総合研究所会長 

 中澤  敬 群馬県草津町長 

 中村 英夫 武蔵工業大学学長 

 西村 幸夫 東京大学大学院工学系研究科教授 

  林  良嗣 名古屋大学大学院環境学研究科長 

 福武總一郎 （株）ベネッセコーポレーション代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ 

 藤田 昌久 （独）経済産業研究所長、甲南大学特別客員教授 

 村木 美貴 千葉大学工学部准教授、NPO 法人地域経営支援ネットワーク理事 

 村田 正樹 ＭＴラボ（株）代表取締役社長 

◎ 森地  茂 政策研究大学院大学教授 

 山本 容子 版画家 

 和気 洋子 慶應義塾大学商学部教授 
  
※ ◎部会長 ○部会長代理 

（敬称略、五十音順） 



 
 
 

ライフスタイル・生活専門委員会 
 

平成１９年１１月２７日現在 
 
浅見 泰司 東京大学空間情報科学研究センター副センター長 
 江崎 雄治 専修大学文学部准教授 
○神崎 宣武 民俗学者、旅の文化研究所長 
◎鬼頭  宏 上智大学経済学部教授 
 桑野 和泉 （株）玉の湯代表取締役社長 
 鈴木 輝隆 江戸川大学社会学部教授 
 武石恵美子 法政大学キャリアデザイン学部准教授 
 玉田  樹 （株）ふるさと回帰総合政策研究所代表取締役所長 
 土居 丈朗 慶應義塾大学経済学部准教授 
 中井 検裕 東京工業大学大学院社会理工学研究科教授 
 中山 洋子 （株）グローイングワイ代表取締役 
 西浦 定継 明星大学理工学部准教授 
 松田 忠三 千葉大学法経学部教授 
 保井 美樹 法政大学現代福祉学部准教授、ＮＰＯ法人地域経営支援ﾈｯﾄﾜｰｸ理事 
 
※ ◎委員長 ○委員長代理 

（敬称略、五十音順） 
 
 
 
 

産業展望・東アジア連携専門委員会 
 

平成１９年１１月２７日現在 
 

石森 秀三 北海道大学観光学高等研究センター長 
 木下 俊彦 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科客員教授 
 黒田 勝彦 神戸大学名誉教授、神戸市立工業高等専門学校長 
 櫻井 紀久 （財）電力中央研究所上席 
 進藤 千尋 福岡市経済振興局理事 
 竹村 滋幸 全日本空輸（株）上席執行役員 
◎寺島 実郎 （株）三井物産戦略研究所長、（財）日本総合研究所会長 
○藤田 昌久 （独）経済産業研究所長、甲南大学特別客員教授 
 宮川  努 学習院大学経済学部教授 
 山崎  朗 中央大学大学院経済学研究科教授 
 
※ ◎委員長 ○委員長代理 

（敬称略、五十音順） 
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自立地域社会専門委員会 
 

平成１９年１１月２７日現在 
 
 秋岡 栄子 経済エッセイスト、経済キャスター 
 上山 信一 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授 
 梅川 智也 （財）日本交通公社研究調査部長 
 大垣 尚司 日本住宅ローン（株）代表執行役社長、立命館大学大学院法学研究科教授 
 岡島 成行 （社）日本環境教育フォーラム理事長、大妻女子大学家政学部教授 
 小川 全夫 山口県立大学大学院健康福祉学研究科教授 
◎奥野 信宏 中京大学総合政策学部長 
 小田切徳美 明治大学農学部教授 
 清水 達也 時事通信京都総局長 
 清水 哲夫 東京大学大学院工学系研究科准教授 
 関根 千佳 （株）ユーディット代表取締役社長 
 松田 宏人 日本政策投資銀行プロジェクトファイナンス部参事役 
○森野 美徳 都市ジャーナリスト、日経広告研究所主席研究員 

 
※ ◎委員長 ○委員長代理 

（敬称略、五十音順） 
 
 
 
 

国土基盤専門委員会 
 

平成１９年１１月２７日現在 
 
◎家田  仁 東京大学大学院工学系研究科教授 
 今村 文彦 東北大学大学院工学研究科教授 
 上村多恵子 京南倉庫（株）代表取締役 
 小川 雄平 西南学院大学商学部教授 
 小林 潔司 京都大学大学院工学研究科教授 
 清水 愼一 （株）ジェイティービー常務取締役 
 竹内 健蔵 東京女子大学文理学部教授 
 田村  亨 室蘭工業大学建設システム工学科教授 
 徳田 英幸 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授 
 中川  一 京都大学防災研究所教授 
○根本 敏則 一橋大学大学院商学研究科教授 
 細田 衛士 慶應義塾大学経済学部教授 
 三友 仁志 早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授 
  廻  洋子 淑徳大学国際コミュニケーション学部教授 
 屋井 鉄雄 東京工業大学大学院総合理工学研究科教授 
 
※ ◎委員長 ○委員長代理 

（敬称略、五十音順） 
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持続可能な国土管理専門委員会 
 

平成１９年１１月２７日現在 
 
 麻生  恵 東京農業大学地域環境科学部教授 
 有田 博之 新潟大学農学部教授 
 磯部 雅彦 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 
 遠藤 日雄 鹿児島大学農学部教授 
  沖  大幹 東京大学生産技術研究所教授 
 後藤 國利 大分県臼杵市長 
◎小林 重敬 横浜国立大学大学院工学研究院教授 
○武内 和彦 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 
 谷口  守 岡山大学大学院環境学研究科教授 
 千田  正 住信保証（株）取締役社長 
 辻本 哲郎 名古屋大学大学院工学研究科教授 
 根本 祐二 東洋大学大学院経済学研究科教授 
 速水  亨 速水林業代表 
 星野 順子 みずとみどり研究会事務局長 
  牧  紀男 京都大学防災研究所総合防災研究グループ准教授 
 三好 吉清 神奈川県農業会議会長 
 鷲谷いづみ 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 
 亘理  格 北海道大学大学院法学研究科教授 

 
※ ◎委員長 ○委員長代理 

（敬称略、五十音順） 
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