
委　　嘱　　名 氏　　　名

環境省

大臣官房 中央環境審議会臨時委員 森口 祐一、江守 正多、大迫 政浩、肴倉 宏
史、田崎 智宏、鈴木 規之、山本 裕史、亀山
康子、増井 利彦、山野 博哉、五箇 公一

中央環境審議会専門委員 森口 祐一、江守 正多、寺園 淳、肴倉 宏史、
田崎 智宏、石垣 智基、遠藤 和人、櫻井 健
郎、山崎 新、山本 裕史、高津 文人、珠坪 一
晃、岩崎 一弘、東 博紀、亀山 康子、増井 利
彦、高橋 潔、花岡 達也、山野 博哉、川嶋 貴
治、肱岡 靖明

大臣官房環境保健部 「令和2年度エコチル調査に係る広報等実施業務」に係るエコチル調
査戦略広報委員会委員

江守 正多

化審法に基づくリスク評価等に係る技術的な調査・検討に係るヒア
リング講師

今泉 圭隆

今後の化管法制度見直しに向けた課題整理等検討会委員 小口 正弘

今後の化管法対象化学物質見直しに向けた課題整理等検討会委員 小口 正弘

難分解性・高濃縮性化学物質に係る鳥類毒性試験検討業務に関する
ヒアリング調査に係る有識者

川嶋 貴治

廃棄物処理施設排出量推計作業部会座長 小口 正弘

令和2年度「重金属等による健康影響に関する総合的研究」検討委員
会、推進に関するワーキンググループ及び評価に関するワーキング
グループ委員

渡辺 知保

令和2年度GHSに係る化学物質基礎データ整備等業務専門家 山本 裕史

令和2年度POPsモニタリング検討会検討委員 鈴木 規之、高澤 嘉一

令和2年度POPsモニタリング検討会分析法分科会検討委員 高澤 嘉一

令和2年度POPs及び関連物質等に関する日韓共同研究に係る実務者会
議委員

鈴木 規之、山本 裕史、櫻井 健郎、高澤 嘉
一、武内 章記、山川 茜

令和2年度PRTR非点源排出量推計方法検討会委員 鈴木 規之

令和2年度エコチル調査国際連携調査委員会委員 中山 祥嗣

令和2年度エコチル調査戦略広報委員会ワーキンググループ　委員 中山 祥嗣

令和2年度モニタリング調査の結果に関する解析検討会委員 櫻井 健郎

令和2年度化学物質のフロー及びストックと環境排出量推計手法検討
会委員

今泉 圭隆

令和2年度化学物質のフロー及びストックと環境排出量推計手法検討
会及び廃棄段階に係る環境排出量推計手法分科会委員

小口 正弘

令和2年度化学物質の内分泌かく乱作用に関する公開セミナー講師 山本 裕史

令和2年度化学物質の内分泌かく乱作用に関する総合的調査・研究業
務に係る委員

山本 裕史

日英共同研究国内専門家会議委員 山本 裕史

内分泌かく乱作用に係る試験法の確立等に関する検討班会議委員 山本 裕史

令和2年度化学物質の複合影響研究班会議委員 鈴木 規之、山本 裕史、中島 大介、大野 浩一

令和2年度化学物質環境実態調査スクリーニング分析法等検討会検討
員

中島 大介、橋本 俊次

令和2年度化学物質環境実態調査データベースシステムの整備に係る
検討会委員

鈴木 規之、今泉 圭隆

令和2年度化学物質環境実態調査分析法開発等検討会議系統別部会
（第一部会）検討員

中島 大介、橋本 俊次

令和2年度化学物質環境実態調査分析法開発等検討会議系統別部会
（第二部会）検討員

高澤 嘉一

令和2年度化学物質環境実態調査分析法開発等総括検討会議検討員 橋本 俊次

令和2年度化学物質管理の一層の推進に向けた戦略検討業務に係る有
識者勉強会専門家

今泉 圭隆

令和2年度化学物質審査検討会検討員 山本 裕史、中島 大介、今泉 圭隆、横溝 裕
行、渡部 春奈

(資料３４）　各種審議会等委員参加状況

委　　嘱　　元



令和2年度化審法評価支援等検討会委員 倉持 秀敏、鈴木 規之、山本 裕史、小池 英
子、櫻井 健郎、中島 大介、大野 浩一、今泉
圭隆、山岸 隆博

令和2年度環境リスク評価委員会委員 山本 裕史、山岸 隆博

令和2年度環境リスク評価委員会企画委員会 鈴木 規之

令和2年度環境リスク評価委員会生態リスク評価分科会委員 渡部 春奈

令和2年度環境リスク評価委員会曝露評価分科会委員 鈴木 規之、中島 大介、大野 浩一、櫻井 健郎

令和2年度健康リスク評価分科会検討委員 小池 英子、古山 昭子

令和2年度水銀マテリアルフローに関する研究会委員 中島 謙一

令和2年度水銀汚染防止法施行に際しての技術的事項に関するワーキ
ンググループ委員

小口 正弘

令和2年度水俣条約に資する水銀等モニタリングに関する国内検討会
委員

武内 章記

令和2年度生態毒性GLP適合性評価検討会検討員 山本 裕史

令和2年度生態毒性予測手法の活用に関する検討会委員 山本 裕史

令和2年度東アジアPOPsモニタリング業務における国内委員会検討委
員

高澤 嘉一

令和2年度難分解性・高濃縮性化学物質に係る鳥類毒性試験検討業務
検討委員

山本 裕史

令和2年度難分解性・高濃縮性化学物質の高次捕食動物への毒性試験
法の調査・検討業務に係る検討会委員

川嶋 貴治

令和2年度難分解性・高濃縮性化学物質の高次捕食動物への毒性試験
法の調査・検討業務に係る小委員会委員

山本 裕史

「令和2年度エコチル調査に係る広報等実施業務」に係るエコチル調
査戦略広報委員会委員

山崎 新

化審法に基づくリスク評価等に係る技術的な調査・検討に係るヒア
リング講師

鈴木 規之

今後の化管法制度見直しに向けた課題整理等検討会委員 鈴木 規之

今後の化管法対象化学物質見直しに向けた課題整理等検討会委員 鈴木 規之

災害事故時化学物質漏洩流出対応検討会委員 鈴木 規之、中島 大介

令和2年度POPs条約有効性評価国内検討委員会委員 鈴木 規之、高澤 嘉一

令和2年度化学物質の人へのばく露量モニタリング調査検討委員会委
員

中山 祥嗣、岩井 美幸

令和2年度化学物質環境実態調査データベースシステムの整備に係る
検討会委員

橋本 俊次

令和2年度化学物質環境実態調査結果精査等検討会委員 櫻井 健郎

令和2年度化学物質環境実態調査分析法開発等総括検討会議検討員 鈴木 規之

令和2年度化学物質管理の一層の推進に向けた戦略検討業務に係る有
識者勉強会専門家

鈴木 規之

令和2年度初期環境調査及び詳細環境調査の結果に関する解析検討会
検討委員

鈴木 規之

令和2年度新規POPs等研究会委員 梶原 夏子、鈴木 規之

令和2年度水銀マテリアルフローに関する研究会委員 鈴木 規之

令和2年度水銀汚染防止法施行に際しての技術的事項に関するワーキ
ンググループ委員

鈴木 規之

令和2年度水俣条約に資する水銀等モニタリングに関する国内検討会
委員

鈴木 規之、高見 昭憲

令和2年度生態毒性GLP適合性評価検討会検討員 川嶋 貴治

大臣官房総合政策課 環境技術実証事業における技術実証検討員 石垣 智基

大臣官房環境計画課 令和2年度環境産業市場規模検討会委員 増井 利彦

大臣官房環境経済課 令和2年度特定調達品目検討会委員 藤井 実



地球環境局 「温室効果ガス排出量算定方法検討会-運輸分科会-」委員 近藤 美則

「気候変動適応における広域アクションプラン策定事業全国アドバ
イザリー会合」及び「気候変動適応における広域アクションプラン
策定事業に係る評価委員会」全国アドバイザー及び評価委員

山野 博哉

「小中学校を起点とした市街地における温湿度情報の整備」検討委
員会委員

岡 和孝

「地球温暖化対策の推進に関する制度検討会」委員 亀山 康子

CCSの円滑な導入方法に関するヒアリング委員 亀山 康子

CCUSの早期社会実装会議に係る委員 江守 正多

IPCC国内連絡会メンバー 三枝 信子、肱岡 靖明

IPCC国内連絡会及び第三作業部会幹事会委員 山形 与志樹、久保田 泉

IPCC第2作業部会国内幹事会メンバー 三枝 信子、山形 与志樹、肱岡 靖明

温室効果ガス排出抑制等指針検討委員会委員 松橋 啓介

温対法に基づく事業者別排出係数の算出方法等に係る検討会 森口 祐一

環境省「平成30年度東京及びその周辺域を対象としたGOSATシリーズ
温室効果ガス排出量推計精度評価委託業務」有識者会合委員

三枝 信子

気候変動適応九州・沖縄広域協議会“生態系分科会（沿岸域）”ア
ドバイザー

山野 博哉

気候変動適応九州・沖縄広域協議会アドバイザー 肱岡 靖明

気候変動適応北海道広域協議会及び分科会委員 西廣 淳

令和2年度「国民参加による気候変動情報収集・分析委託業務」委員 西廣 淳

令和2年度CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業「AI・IoT
を活用した収集運搬車の自動配車システムに関する技術開発と実証
事業」委託業務技術開発検討会委員

藤井 実

令和2年度フロン等オゾン層影響微量ガス等監視調査検討会検討委員 斉藤 拓也

令和2年度フロン排出抑制法施行後5年後見直しに関するワーキン
グ・グループ委員

花岡 達也

令和2年度温室効果ガス排出量算定方法検討会HFC等4ガス分科会委員 花岡 達也

令和2年度温室効果ガス排出量算定方法検討会NMVOV分科会委員 南齋 規介

令和2年度温室効果ガス排出量算定方法検討会エネルギー・工業プロ
セス分科会委員

南齋 規介

令和2年度温室効果ガス排出量算定方法検討会委員 南齋 規介

令和2年度温室効果ガス排出量算定方法検討会森林等の吸収源分科会
委員

山野 博哉

令和2年度温室効果ガス排出量算定方法検討会廃棄物分科会委員 石垣 智基、蛯江 美孝

令和2年度気候変動による災害激甚化に関する影響評価検討委員会委
員

塩竈 秀夫、肱岡 靖明

令和2年度気候変動影響評価に関する調査・検討等業務「気候変動の
影響に関する分野別ワーキンググループ」座長

江守 正多、南齋 規介、亀山 康子、増井 利
彦、山野 博哉、西廣 淳

令和2年度気候変動適応における広域アクションプラン策定事業全国
業務 地域の気候変動適応推進のためのタスクフォース委員

肱岡 靖明、増冨 祐司

令和2年度気候変動適応策のPDCA手法検討委員会委員 山野 博哉、肱岡 靖明

令和2年度国民参加による気候変動情報収集・分析委託業務に係る審
査委員会委員

西廣 淳

令和2年度持続可能な開発目標（SDGs）ステークホルダーズ・ミー
ティングに関する構成員

田崎 智宏

令和2年度成層圏オゾン層保護に関する検討会科学分科会・環境影響
分科会検討員

秋吉 英治

令和2年度成層圏オゾン層保護に関する検討会科学分科会検討員 斉藤 拓也

令和2年度全国地球温暖化防止活動推進センター調査・情報収集等委
託業務「地球温暖化防止活動推進委員会」委員

江守 正多、増井 利彦

令和2年度地球温暖化対策に係る技術実証事業管理・検討等事業委託
業務における事業監督者

亀山 康子



令和2年度二酸化炭素分離・回収環境負荷評価分科会委員 鈴木 規之

気候変動の影響観測・監視の推進に向けた検討チーム委員 町田 敏暢、永島 達也、角谷 拓、岡 和孝、西
廣 淳

気候変動予測及び影響評価の連携推進に向けた検討チーム委員 塩竈 秀夫、高橋 潔、山野 博哉、花崎 直太

水・大気環境局 2020年度生態影響評価ワーキンググループ委員 越川 昌美

ダイオキシン類の環境測定に係る今後の精度管理検討ワーキンググ
ループ委員

鈴木 剛、櫻井 健郎、橋本 俊次

ばい煙排出抑制対策等検討委員会委員 茶谷 聡

建築物の解体等に係る石綿飛散防止技術的事項検討会委員 寺園 淳

光化学オキシダント健康リスク解析手法検討作業部会委員 山崎 新

光化学オキシダント健康影響検討会委員 山崎 新

光化学オキシダント健康影響評価作業部会委員 山崎 新、古山 昭子

光化学オキシダント植物影響評価作業部会委員 玉置 雅紀、青野 光子

国内データ検証グループ委員 越川 昌美、森野 悠

今後の水質総量削減制度のあり方調査検討会委員 児玉 圭太、東 博紀

災害時における石綿飛散防止に係るモデル事業検討会委員 寺園 淳

水生生物の放射性物質モニタリング評価検討会委員 林 誠二

土壌・底質のダイオキシン類調査測定手法等検討会委員 橋本 俊次

微小粒子状物質（PM2.5）・光化学オキシダント対策総合推進検討委
員

茶谷 聡

微小粒子状物質等疫学調査研究検討会委員 清水 厚

有明海・八代海等総合調査評価委員会専門委員（海域再生検討作業
小委員会）

東 博紀

令和2年度「海洋ごみ削減のための複数自治体等連携による発生抑制
対策等モデル事業等検討会」検討委員

田崎 智宏

令和2年度「水環境改善ビジネスのアジアへの展開促進のための調査
研究業務」検討会委員

珠坪 一晃

令和2年度アジア水環境パートナーシップ（WEPA）アドバイザー会議
委員

蛯江 美孝

令和2年度アスベスト大気濃度調査検討会委員 寺園 淳

令和2年度プラスチックごみの海洋への流出実態把握等業務に係る河
川のマイクロプラスチック検討調査会検討会委員

鈴木 剛

令和2年度黄砂問題検討会委員 清水 厚

令和2年度化学工業における酸化エチレン排出実態調査検討ワーキン
ググループ委員

鈴木 規之、菅田 誠治

令和2年度海洋プラスチックごみの生態リスク評価検討会検討員 山本 裕史

令和2年度海洋環境モニタリング調査検討会委員 牧 秀明

令和2年度環境測定分析検討会統一精度管理調査部会委員 山本 貴士、越川 昌美

令和2年度揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリ検討会委員 南齋 規介

令和2年度酸化エチレン大気排出抑制対策調査検討会委員 鈴木 規之

令和2年度酸化エチレン大気排出抑制対策調査検討会委員 菅田 誠治

令和2年度自然由来等土壌の活用及び適正処理の推進に関する検討会
委員

肴倉 宏史

令和2年度自動車NOX・PM総量削減対策環境改善効果等調査検討業務
に係る検討会委員

近藤 美則

令和2年度臭素系ダイオキシン類の排出源情報の収集・整理調査業務
の検討会委員

梶原 夏子、鈴木 剛

令和2年度水域における農薬の慢性影響評価に関する検討会検討委員 山本 裕史、今泉 圭隆、山岸 隆博、五箇 公一



令和2年度水域の生活環境動植物登録基準設定検討会検討委員 今泉 圭隆、五箇 公一、山本 裕史、山岸 隆博

令和2年度水銀大気排出抑制対策調査検討会委員 鈴木 規之

令和2年度水質環境基準健康項目等検討会委員 鈴木 規之

令和2年度瀬戸内海における豊かな海の確保に向けた方策検討業務に
係る有識者検討会委員

牧 秀明

令和2年度生活環境等の保全に係るリスク管理検討会委員 山本 裕史

令和2年度船舶・航空機排出大気汚染物質の影響把握に関する検討委
員会委員

伏見 暁洋

令和2年度大気環境における放射性物質の常時監視に関する評価検討
会委員

田中 敦

令和2年度畜産分野検討会委員 珠坪 一晃

令和2年度中間貯蔵事業技術検討会委員 大迫 政浩

令和2年度鳥類登録基準設定検討会検討委員 山本 裕史、川嶋 貴治

令和2年度天然ガス鉱業に係る窒素の暫定排水基準技術検討会委員 珠坪 一晃

令和2年度土壌環境基準等検討調査業務検討会委員 肴倉 宏史

令和2年度東日本大震災に係る海洋環境モニタリング調査検討会検討
員

牧 秀明

令和2年度農薬の鳥類に対する慢性影響のリスク評価に関する検討会
委員

川嶋 貴治

令和2年度閉鎖性海域水環境改善対策調査検討業務有識者検討会委員 牧 秀明

令和2年度有害大気汚染物質の健康リスク評価手法等に関する検討会
委員

鈴木 規之、小池 英子、大野 浩一

令和2年度有害大気汚染物質の選定等に関する検討会委員 鈴木 規之

令和2年度有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会ワーキング
グループ委員

鈴木 規之

令和2年度有明海・八代海等再生対策検討委員会委員 金谷 弦

令和2年度類型指定見直しの検討に向けた検討会委員 高津 文人

自然環境局 OECM国内制度等勉強会（仮称）委員 西廣 淳

次期生物多様性国家戦略研究会委員 山野 博哉

自然生態系を基盤とする防災・減災の推進に関する検討会（仮称）
委員

西廣 淳

令和2年度砂漠化対処条約関連事業検討委員会委員 王 勤学

令和2年度再生可能エネルギー導入における自然に基づく解決策との
最適化等分析委託業務　有識者会議委員

藤田 知弘

令和2年度生物多様性及び生態系サービスの総合評価に関する検討会
委員

山野 博哉

自然環境局生物多様性センター モニタリングサイト1000（高山帯調査）検討委員 小熊 宏之

令和2年度重要生態系監視地域モニタリング推進事業（磯・干潟調
査）有識者委員

金谷 弦

令和2年度重要生態系監視地域モニタリング推進事業（陸水域調査）
有識者委員

松崎 慎一郎、西廣 淳

環境再生・資源循環局 「バイオマスプラスチック等利活用検討会」委員 田崎 智宏

「技術実証フィールド等の環境管理の点検と改善に関する検討分科
会」委員

遠藤 和人

「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」除去
土壌等の減容・再生利用方策検討ワーキンググループ委員

遠藤 和人

ISO/TC297国内審議委員会委員 山田 正人

ISO/TC300国内審議委員会委員 山田 正人、石垣 智基

サーキュラー・エコノミー及びプラスチック資源循環ファイナンス
研究会委員

田崎 智宏



プラスチックごみの汚れの基準に関する検討委員会委員 寺園 淳

使用済家電の回収・再資源化等促進に向けた検討会委員 田崎 智宏

臭素系難燃剤含有廃棄物の適正処理推進に関する作業部会委員 小口 正弘、梶原 夏子、鈴木 剛

循環基本計画に関する指標検討ワーキンググループ委員 森口 祐一、大迫 政浩、田崎 智宏

循環経済による温室効果ガス削減量推計ワーキンググループ委員 大迫 政浩、田崎 智宏

除染・中間貯蔵関連技術探索サイト技術評価委員会委員 遠藤 和人

生成物の性状確認等に係る技術検討委員会委員 大迫 政浩、倉持 秀敏

泉大津沖埋立処分場の埋立竣工と廃止に係る検討委員会委員 遠藤 和人

太陽電池モジュールのリサイクル促進検討委員会委員 田崎 智宏

対策地域内廃棄物処理業務等（減容化処理）に係るアドバイザリー
委員会委員

大迫 政浩、倉持 秀敏

中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会委員 大迫 政浩

低炭素型資源循環システム評価検証ワーキンググループ委員 田崎 智宏

土壌貯蔵施設等の整備・管理等に関する検討委員会委員 遠藤 和人

有害廃棄物及び放射性廃棄物の処分へのセメント・コンクリート技
術の適用に関する研究委員会委員

遠藤 和人

令和2年度「ISO/TC224/WG8国内ワーキンググループ会合」メンバー 蛯江 美孝

令和2年度「浄化槽の維持管理に関する制度や技術に関する仕様書検
討会」メンバー

蛯江 美孝

令和2年度プラスチックごみの汚れの判断に係るガイドライン検討会
委員

吉田 綾

令和2年度一般廃棄物処理における中長期ビジョン等策定検討会委員 大迫 政浩、田崎 智宏

令和2年度汚染土壌の処理等に関する検討会委員 遠藤 和人

令和2年度課電自然循環洗浄ワーキンググループ委員 鈴木 剛

令和2年度高齢化社会に対応した廃棄物処理体制構築検討業務検討委
員会委員

多島 良

令和2年度災害廃棄物対策指針技術資料改定ワーキンググループ委員 多島 良

令和2年度災害廃棄物対策推進検討会「地域間協調ワーキンググルー
プ」委員

多島 良

令和2年度災害廃棄物対策推進検討会委員 大迫 政浩

令和2年度産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法改正検討委員 肴倉 宏史、山本 貴士

令和2年度使用済太陽電池モジュールのリサイクル等の推進に係る調
査業務委員

田崎 智宏

令和2年度次世代浄化槽システムに関する調査検討会委員 蛯江 美孝

令和2年度除去土壌の処分に関する検討チーム会合委員 大迫 政浩

令和2年度除去土壌等の減容等技術選定・評価委員会委員 大迫 政浩

令和2年度浄化槽リノベーション検討会委員 蛯江 美孝

令和2年度水銀廃棄物の環境上適正な管理における技術的事項に関す
る検討会委員

石垣 智基

令和2年度石綿含有廃棄物等処理マニュアルの改訂に関する検討委員
会委員

寺園 淳

令和2年度先端的な情報通信技術等を活⽤した廃棄物処理システムに
よる脱炭素化⽀援事業検討委託業務検討会座⻑

藤井 実

令和2年度地域に多面的価値を創出する廃棄物処理施設整備促進検討
会委員

大迫 政浩、田崎 智宏

令和2年度中小廃棄物処理を通した資源循環・エネルギー回収促進方
策モデル調査検討会委員

倉持 秀敏、藤井 実

令和2年度低濃度PCB廃棄物の適正処理推進に関する検討会委員 鈴木 剛



令和2年度低密度汚染廃棄物等処理技術実証事業に関する有識者委員
会委員

大迫 政浩

令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（廃棄物エネル
ギー有効活用によるマルチベネフィット達成促進事業）審査委員会
委員

徐 開欽

令和2年度廃棄物処理システムにおける脱炭素・省CO2対策普及促進
方策検討調査検討会委員

河井 紘輔、藤井 実

令和2年度廃棄物処理施設長寿命化計画策定支援ワーキンググループ
座長

田崎 智宏

令和2年度飯舘村バイオマス選定委員会委員 大迫 政浩

令和2年度飯舘村長泥地区環境再生事業運営協議会委員 大迫 政浩

令和2年度放射性物質汚染廃棄物に関する安全対策検討会委員 大迫 政浩

東北地方環境事務所 特定廃棄物セメント固型化処理業務における配合検討等に係る技術
指導者

遠藤 和人

福島地方環境事務所 クリーンセンターふたば線量低減措置等に関する検討会委員 山田 正人、遠藤 和人

特定廃棄物埋立処分施設の運営に関するアドバイザリー委員会委員 山田 正人

関東地方環境事務所 大規模災害時廃棄物対策関東ブロック協議会（令和2年）委員 多島 良

令和2年度災害時アスベスト対策支援のための関東ブロック協議会構
成員

寺園 淳

中国四国地方環境事務所 令和2年度ツキノワグマ四国地域個体群保全のための有識者会議委員 大沼 学

九州地方環境事務所 九州・沖縄地方における地球温暖化影響・適応策検討会検討委員 肱岡 靖明

令和2年度ヤンバルクイナ保護増殖事業検討会委員 大沼 学

令和2年度奄美大島におけるフイリマングース防除事業検討会検討委
員

深澤 圭太

令和2年度奄美大島における生態系保全のためのノネコ捕獲等に係る
検討会検討委員

深澤 圭太

原子力規制庁 放射性廃棄物の処理・処分に関する国際基準等の検討に係る情報収
集環境分科会委員

山田 正人

令和2年度海洋放射能検討委員会データ解析専門部会委員 東 博紀

内閣府

政策統括官 地域エネルギーシステムデザイン研究会委員 芦名 秀一

政策統括官付エネルギー・環境グ
ループ

化学物質の安全管理に関するシンポジウム実行委員会委員 鈴木 規之

食品安全委員会 食品中の化学物質への複合ばく露に関する情報収集調査有識者検討
会委員

今泉 圭隆

地方創生推進事務局 環境未来都市推進ボード委員 藤田 壮

環境未来都市推進ボード実施推進会議委員 藤田 壮

環境未来都市推進委員会委員 藤田 壮

自治体ＳＤＧｓ推進評価・調査検討会委員 藤田 壮

総合特別区域評価・調査検討会委員 藤田 壮

日本学術会議事務局 日本学術会議会員 三枝 信子、秋吉 英治、谷本 浩志、町田 敏
暢、中島 英彰、伊藤 昭彦、中岡 慎一郎、小口
正弘、王 勤学、永島 達也、森野 悠、青柳 み
どり、山野 博哉、猪俣 敏

日本学術会議連携会員 渡辺 知保、森口 祐一、江守 正多、三枝 信
子、江守 正多、山形 与志樹、亀山 康子、青柳
みどり、青野 光子

文部科学省

科学技術・学術政策局 国立研究開発法人審議会委員 三枝 信子

研究開発局 「地球環境データ統合・解析プラットフォーム事業」 の採択課題選
定に関する審査委員会審査委員

肱岡 靖明

「統合的ハザード予測」運営委員会委員 高橋 潔

IPCC AR6 第1作業部会国内幹事会幹事及びIPCC国内連絡会 メンバー 江守 正多



科学技術・学術審議会専門委員 江守 正多

科学技術・学術審議会臨時委員 三枝 信子

気候変動研究に関する検討会への参画 江守 正多

技術審査専門員 花崎 直太

大学の力を活用した気候変動対応加速のための研究開発の在り方に
関する検討会参画者

松橋 啓介

統合的気候モデル高度化研究プログラム　テーマC「統合的気候変動
予測」研究運営委員会委員

肱岡 靖明

統合的気候モデル高度化研究プログラム「全球規模の気候変動予測
と基盤的モデル開発」運営委員会委員

江守 正多、小倉 知夫

統合的気候モデル高度化研究プログラム炭素循環・気候感度・
ティッピング・エレメント等の解明（領域テーマB）運営委員会委員

三枝 信子、横畠 徳太、高橋 潔

北極域研究推進プロジェクト推進委員会委員 三枝 信子

令和2年度アジア原子力協力フォーラム（FNCA）プロジェクト　気候
変動科学運営グループ委員

梁 乃申

科学技術・学術政策研究所 科学技術専門家ネットワーク専門調査員 今泉 圭隆、竹内 やよい、久保 雄広、熊谷 直
喜

厚生労働省

医薬・生活衛生局 薬事・食品衛生審議会専門委員 鈴木 規之

農林水産省

大臣官房 食料・農業・農村政策審議会専門委員 青柳 みどり

地域における気候変動適応実践セミナーに係る講師 増冨 祐司

消費・安全局 ゲノム編集技術の利用により得られた生物に関する生物多様性影響
等検討会農作物分科会委員

中嶋 信美

生産局 農業生産における気候変動適応ガイド合同検討会委員 増冨 祐司

農林水産技術会議事務局 生物多様性影響評価検討会委員 五箇 公一、中嶋 信美

農林水産政策研究所 客員研究員 久保 雄広

林野庁 木質燃料の燃焼に係る検討委員会委員 倉持 秀敏

経済産業省

産業技術環境局 2020年度気候変動リスクマネージメント検討WG委員 江守 正多、高橋 潔

2020年度地球温暖化対策国際戦略技術委員会委員 江守 正多、増井 利彦

IPCC国内連絡会及び第三作業部会幹事会委員 増井 利彦

ISO/TC207/SC7（温室効果ガスマネジメント）対応国内委員会委員 高橋 潔、森 保文、肱岡 靖明

ISO/TC323（サーキュラーエコノミー）/WG3対応分科会委員 藤井 実

ISO/TC323（サーキュラーエコノミー）国内委員会委員 藤井 実

JISQ14064-1改正JIS原案作成委員会委員 森 保文

JISQ14064-1改正JIS原案作成分科会委員 森 保文

グリーンイノベーション戦略推進会議ワーキンググループ専門委員 森口 祐一

グリーンイノベーション戦略推進会議本会議委員 森口 祐一

セクター横断対策検討WG委員 松橋 啓介

モデル構築・分析WG委員 山形 与志樹

気候変動適応M&E検討委員会委員 高橋 潔、肱岡 靖明

産業構造審議会臨時委員 鈴木 規之



日本産業標準調査会臨時委員 立川 裕隆

令和2年度AhRアッセイ国際標準化検討委員会委員 鈴木 剛

令和2年度VOC排出削減効果の定量的評価に向けた検討等業務に係る
検討会委員

茶谷 聡

令和2年度クロム価数分離測定法国際標準化委員会委員 武内 章記

製造産業局 令和2年度化審法のリスク評価等に用いる物理化学的性状、分解性、
蓄積性等のレビュー会議委員

鈴木 規之

原子力災害対策本部廃炉・汚染水対
策チーム

汚染水処理対策委員会委員 遠藤 和人

資源エネルギー庁 グリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会委員 亀山 康子

総合資源エネルギー調査会臨時委員 増井 利彦

国土交通省

総合政策局 建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュ
アル改訂委員会委員

肴倉 宏史

交通政策審議会臨時委員 肴倉 宏史、藤田 壮

社会資本整備審議会臨時委員 肴倉 宏史、藤田 壮

水管理・国土保全局 令和2年度下水道への紙オムツ受入実現に向けた検討会委員 田崎 智宏

関東地方整備局 河川水辺の国勢調査アドバイザー 西廣 淳

霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生協議会委員 西廣 淳

関東地方整備局委員 橋本 俊次

大間地区廃棄物処分場対策検討会議委員 山田 正人

北浦水質改善計画検討会委員 冨岡 典子、松崎 慎一郎、西廣 淳

利根川下流における人と自然が調査する川づくり委員会委員 西廣 淳

利根川水系利根川・江戸川河川整備計画フォローアップ委員会委員 西廣 淳

北海道開発局 北海道開発局ダイオキシン類精度管理検討会委員 櫻井 健郎

気象庁 気候変動に関する懇談会 評価検討部会委員 町田 敏暢、塩竈 秀夫

気候変動に関する懇談会委員 三枝 信子、高橋 潔

気候変動監視レポート2019査読 町田 敏暢

気象研究所評議委員会委員 三枝 信子

客員研究員 丹羽 洋介

静止衛星データ利用技術懇談会ひまわりデータ利用のための作業グ
ループ（大気）委員

五藤 大輔

静止気象衛星に関する懇談会 データ利用研究推進グループ委員 (大
気)

日暮 明子

品質評価科学活動懇談会委員 町田 敏暢

地方公共団体

宮城県 産業廃棄物最終処分場候補地選定懇話会委員 山田 正人

福島県 国道401号博士峠工区道路環境検討会委員 上野 隆平

第21期内水面漁場管理委員会委員 石井 弓美子

地域復興実用化開発等促進事業費補助金審査会委員 玉置 雅紀

地球にやさしい温室効果ガス排出在り方検討会委員 肱岡 靖明

福島県環境審議会委員 大迫 政浩



　郡山市 郡山市環境審議会委員 大場 真

郡山市緑の基本計画策定懇談会委員 大場 真

　本宮市 本宮市地域創生有識者会議 大場 真

　大熊町 大熊町ゼロカーボンビジョン策定企画提案書審査委員 大場 真

　飯舘村 飯舘から始まる森林再生と未来志向型農業体系（木質バイオマス施
設）緊急整備事業実施主体選定委員会委員

大場 真

茨城県 茨城における外来種対策検討委員会委員 西廣 淳

茨城県リサイクル建設資材評価認定委員会委員長 肴倉 宏史

茨城県リサイクル製品認定審査会委員 肴倉 宏史

茨城県霞ヶ浦環境科学センター機関評価委員会委員 高見 昭憲

茨城県環境影響評価審査会委員 金森 有子

茨城県環境審議会委員 肴倉 宏史、亀山 康子

茨城県環境審議会委員及び霞ヶ浦専門部会及び水質環境基準類型指
定専門部会委員

冨岡 典子

茨城県公共事業再評価委員会委員 有賀 敏典

茨城県国土利用計画審議会委員 金森 有子

茨城県総合計画審議会委員 有賀 敏典

茨城県地域気候変動適応センター運営委員会委員 肱岡 靖明

茨城県地球温暖化対策実行計画推進委員会委員 亀山 康子

茨城県都市計画審議会委員 金森 有子

茨城県土地利用審査会委員 金森 有子

茨城県廃棄物処理施設設置等専門委員会委員 稲葉 陸太

新産業廃棄物最終処分場整備のあり方検討委員会委員 大迫 政浩

第5次茨城県廃棄物処理計画策定小委員会委員 肴倉 宏史

令和2年度アオコ抑制装置設置等業務委託に係るプロポーザル審査委
員

徐 開欽

令和2年度スーパーサイエンスハイスクール運営指導委員会委員 中嶋 信美

令和2年度茨城県霞ケ浦環境科学センター客員研究員 高見 昭憲

　土浦市 土浦市環境審議会委員 松橋 啓介

　龍ケ崎市 龍ケ崎市環境審議会委員 牧 誠也

龍ケ崎市廃棄物減量等推進審議会委員 田崎 智宏

　牛久市 牛久市廃棄物減量等推進審議会審議員 岡川 梓

　つくば市
つくば市一般廃棄物減量等推進審議会委員 森口 祐一、稲葉 陸太、梶原 夏子

つくば市環境審議会委員 松橋 啓介

つくば市公共交通活性化協議会委員 松橋 啓介

つくば市大規模事業評価委員 松橋 啓介

つくば市低炭素街区認定検討会委員 松橋 啓介

自転車のまちつくば推進委員会委員 松橋 啓介

栃木県 特定外来生物対策在り方検討有識者会議構成員 五箇 公一



栃木県環境影響評価技術審査会委員 冨岡 典子、青野 光子

栃木県環境影響評価技術審査会委員 青野 光子

栃木県環境審議会気候変動部会専門委員 花崎 直太

栃木県環境審議会専門委員 多島 良

埼玉県 埼玉県環境影響評価技術審議会委員 坂本 佳子

埼玉県環境科学国際センター客員研究員 石垣 智基、櫻井 健郎

埼玉県環境科学国際センター研究審査会委員 高橋 潔

埼玉県新河岸川産業廃棄物処理推進委員会技術検討委員会委員 山田 正人、遠藤 和人

埼玉県廃棄物処理施設専門委員会委員 遠藤 和人

地球温暖化対策の検討に関する専門委員会委員 久保田 泉

　越谷市 越谷市環境審議会委員 青柳 みどり

越谷市環境審議会特別部会委員 五味 馨

千葉県 千葉県環境審議会委員 亀山 康子

千葉県大規模小売店舗立地審議会委員 尾形 有香

千葉県廃棄物処理施設設置等審議会委員 山田 正人

令和2年度千葉県希少生物及び外来生物に係るリスト作成検討会（植
物･藻類部会）藻類分科会委員

河地 正伸

　船橋市 船橋市環境審議会委員 西廣 淳

　柏市 柏市環境審議会委員 青柳 みどり

　流山市 流山市環境マネジメントシステム外部委員 金森 有子

流山市環境審議会委員 金森 有子

流山市廃棄物対策審議会委員 稲葉 陸太

八千代市緑化審議会委員 西廣 淳

東京都 大気環境モニタリングに関する検討会委員 菅田 誠治

東京都環境審議会委員 大迫 政浩、亀山 康子

東京都環境保健対策専門委員会大気汚染保健対策分科会委員 柳澤 利枝

東京都健康長寿医療センター協力研究員 谷口 優

東京都使用済太陽光発電設備リサイクル検討会委員 田崎 智宏

東京都特定外来生物（キョン）防除対策検討委員会委員 深澤 圭太

東京都廃棄物審議会委員 田崎 智宏

　千代田区 千代田区地球温暖化対策推進懇談会検討部会委員 岡 和孝

　港区 港区災害廃棄物処理計画策定支援業務委託事業候補者選考委員会委
員

多島 良

　豊島区 豊島区リサイクル・清掃審議会委員 山田 正人

　板橋区 板橋区資源環境審議会委員 石垣 智基

　足立区 足立区環境基金審査会委員 畠中 エルザ

　葛飾区 葛飾区環境基本計画策定委員会委員 西廣 淳

神奈川県 神奈川県環境審議会委員 青柳 みどり



神奈川県気候変動適応に関する有識者等検討会議委員 高橋 潔

神奈川県自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協
議会専門委員会委員

藤谷 雄二

　横浜市 戸塚区品濃町最終処分場に係る特定支障除去等事業の評価委員 遠藤 和人

　川崎市 川崎市環境影響評価審議会委員 一ノ瀬 俊明、吉川 圭子

川崎市環境審議会委員 寺園 淳

川崎市環境総合研究所有識者懇談会委員 行木 美弥、吉川 圭子

川崎市廃棄物処理施設専門家会議委員 倉持 秀敏

　鎌倉市 鎌倉市環境審議会委員 亀山 康子

鎌倉市廃棄物減量化及び資源化推進審議会委員 亀山 康子

新潟県 新潟県気候変動適応に関する研究会委員 行木 美弥

富山県 富山県環境審議会専門部会専門員（土壌専門部会） 鈴木 規之

富山県気候変動適応研究会アドバイザー 肱岡 靖明

富山県富岩運河等ダイオキシン類対策検討委員会委員 鈴木 規之

令和2年度富山県環境科学センター研究課題外部評価委員会委員 中山 忠暢

福井県 三方五湖自然再生協議会委員 松崎 慎一郎

山梨県 山梨県環境保全審議会（地球温暖化対策部会）専門委員 青柳 みどり

山梨県富士山科学研究所課題評価委員会委員 森口 祐一

山梨県富士山科学研究所過大評価委員会委員 森口 祐一

長野県 長野県環境保全研究所外部評価委員 菅田 誠治

静岡県　浜松市 浜松市廃棄物処理施設設置等調整委員 肴倉 宏史

愛知県 愛知県ごみ処理広域化・集約化計画（仮称）素案作成検討会議委員 田崎 智宏

愛知県気候変動適応検討委員会委員 岡 和孝

三重県　四日市市 四日市市ごみ減量等推進審議会委員 多島 良

滋賀県 琵琶湖全層循環未完了に関する懇話会委員 中田 聡史、霜鳥 孝一、馬渕 浩司

京都府 京都府環境審議会地球環境部会が設置する「京都気候変動適応策の
在り方研究会」委員

高橋 潔

　京都市 「京都気候変動適応策の在り方研究会」委員 高橋 潔

兵庫県 近畿北部・東中国ツキノワグマ広域保護管理協議会科学部会委員 深澤 圭太

福岡県 福岡県気候変動適応推進協議会委員 肱岡 靖明

熊本県 熊本県リサイクル製品認証審査委員 肴倉 宏史

熊本県産業廃棄物排出量抑制支援事業費補助金に係る検討会議委員 肴倉 宏史

沖縄県 赤土等流出防止対策評価検討委員会委員 山野 博哉

令和2年度沖縄島北部地域マングース防除事業検討委員会委員 深澤 圭太

独立行政法人 ※（国研）は国立研究開発法人を表す。

（環境省所管）
（独）環境再生保全機構 2020年度環境研究総合推進費アドバイザリーボード会合アドバイ

ザー
境 優

環境研究総合推進費「循環型社会形成のための指標開発と環境・経
済・社会の統合的評価」アドバイザリーボード会合に係る委員

田崎 智宏



環境研究総合推進費【S-17】「災害･事故に起因する化学物質リスク
の評価･管理手法の体系的構築に関する研究」に関するアドバイザ
リーボード会合アドバイザー

森口 祐一

環境研究総合推進費2RF-1803のアドバイザー 伊藤 昭彦

環境研究総合推進費アドバイザー 肱岡 靖明

諸外国の光化学オキシダント対策に関するレビュー検討会委員 茶谷 聡

（外務省所管）
（独）国際協力機構 日越大学教育・研究・運営能力向上プロジェクト（気候変動・開発

分野）講師
亀山 康子、増冨 祐司

ベトナム分別研究会委員 山田 正人

（文部科学省所管）

（独）国立科学博物館
地球規模生物多様性情報機構日本ノード運営委員会委員 山野 博哉

（独）国立高等専門学校機構鹿児島工
令和2年度環境研究総合推進費アドバイザー 珠坪 一晃

（独）日本学術振興会 「リソースロジスティクスに基づくサプライチェーンリスク戦略」
に関する研究開発専門委員会委員

中島 謙一

（国研）量子科学技術研究開発機構 一般施設等安全審査委員会所外委員 遠藤 和人

（国研）科学技術振興機構 国際科学技術共同研究推進事業（戦略的国際共同研究プログラム）
アドバイザー

高橋 潔

国際科学技術共同研究推進事業（戦略的国際共同研究プログラム）
研究主幹

肱岡 靖明

戦略的国際科学技術協力推進事業　国際科学技術協力推進委員 三枝 信子

創発的研究支援事業アドバイザー 森口 祐一、磯部 友彦

日本科学未来館運営評価委員会委員 江守 正多

（国研）理化学研究所 バイオリソース研究センターリソース検討委員会委員 河地 正伸

客員研究員（「富岳」における観測ビッグデータを活用した地球環
境予測コードの高度化）

八代 尚

客員研究員（NICAMを用いたSCALEのモデル改良） 八代 尚

筑波遺伝子組換え実験安全委員会委員 中嶋 信美

（国研）宇宙航空研究開発機構 雲エアロゾル放射ミッション（EarthCARE）委員会委員 小倉 知夫

（国研）宇宙航空研究開発機構 「地球観測に関する科学アドバイザリ委員会」委員 森口 祐一

「地球観測に関する科学アドバイザリ委員会」分科会メンバー 三枝 信子、小倉 知夫、西澤 智明

2020年度MOLI検討委員会委員 松永 恒雄、西澤 智明

大気浮遊物質検知ライダー実用化検討委員会委員 清水 厚

（国研）海洋研究開発機構 地球環境部門アドバイザー 谷本 浩志

北極環境変動総合研究センター招聘上席研究員 伊藤 昭彦

J-OBIS推進委員会委員 山野 博哉

（国研）日本原子力研究開発機構 国際原子力情報システム委員会委員 大場 真

（厚生労働省所管）
（独）医薬品医療機器総合機構 医薬品医療機器総合機構専門委員 岩崎 一弘、五箇 公一

（国研）国立国際医療研究センター 国立国際医療研究センター社会医学系専門医研修プログラム　研修
連携施設責任者及びプログラム管理委員会委員

中山 祥嗣

（経済産業省所管）
（独）経済産業研究所 グローバル・インテリジェンス・プロジェクト（国際秩序の変容と

日本の中長期的競争力に関する研究）プロジェクトメンバー
亀山 康子

（独）製品評価技術基盤機構 カルタヘナ法第一種評価手法検討委員会委員 河地 正伸

（国研）産業技術総合研究所 2020年度環境研究総合推進費「化学物質の複合曝露による野外生態
リスク評価方法の開発：水質及び底生動物調査と環境水を用いた生
物応答試験の活用」に係るアドバイザー

山本 裕史



国際計量研究連絡委員会委員 田中 敦

国際計量研究連絡委員会物質量標準分科会専門委員 山川 茜

吸着層工法に使用する材料等の試験方法の標準化に関する検討委員
会委員

肴倉 宏史

（国研）新エネルギー・産業技術総
合開発機構

NEDO技術委員 中島 英彰、肴倉 宏史、山本 貴士、亀山 康子

NEDO技術委員　研究評価委員会「太陽光発電リサイクル技術開発プ
ロジェクト」(事後評価）分科会委員

倉持 秀敏

分野横断的公募事業提案書等の書面審査員 石堂 正美

（国土交通省所管）
（独）鉄道建設・運輸施設整備支援
機構北海道新幹線建設局

北海道新幹線、新函館北斗・札幌　自然由来重金属等堀削土対策検
討委員会委員、幹事、ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾒﾝﾊﾞｰ

肴倉 宏史

※フェロー等契約職員の参加数は延べ100件
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