
平成24年9月20日
「日本創生委員会」事務局

（敬称略）
「日本創生委員会」  委員名簿

 　　 　新任・交代委員

1 　　 寺島　実郎 てらしま　じつろう
　　（一財）日本総合研究所　理事長、多摩大学　学長
　　（株）三井物産戦略研究所　会長

　元 三井物産

2 　　 石井　伸一 いしい　しんいち 　　（株）野村総合研究所　公共経営コンサルティング部　上席コンサルタント
3 　　 石田　東生 いしだ　はるお 　　筑波大学大学院　システム情報系社会工学域　教授・学長補佐・教育企画室長 　GH-Tａｂｌｅ

4 　　 太田　正孝 おおた　まさたか 　　早稲田大学　商学学術院　教授 　GH-Tａｂｌｅ

5 　　 冲永　佳史 おきなが　よしひと 　　帝京大学　理事長・学長
6 　　 柏木　孝夫 かしわぎ　たかお 　　東京工業大学　特命教授 　エネルギーシステム戦略

7 　　 岸井　隆幸 きしい　たかゆき 　　日本大学　理工学部  教授
8 　　 小寺　秀俊 こてら　ひでとし 　　京都大学　副理事・総長室長 　GH-Tａｂｌｅ

9 　　 坂村　健 さかむら　けん 　　東京大学大学院　情報学環　教授 　電脳建築学

10 　　 残間　里江子 ざんま　りえこ 　　プロデューサー
11 　　 末吉　興一 すえよし　こういち 　　（公財）国際東アジア研究センター　理事長 　元 北九州市長

12 　　 瀬口　清之 せぐち　きよゆき 　　（一財）キヤノングローバル戦略研究所　研究主幹 　元 日本銀行

13 　　 立花　宏 たちばな　ひろし 　　（株）情報通信総合研究所　特別研究員
14 　　 土屋　光章 つちや　みつあき 　　みずほ総合研究所（株）　代表取締役社長
15 　　 曄道　佳明 てるみち　よしあき 　　上智大学　学務担当副学長 　GH-Tａｂｌｅ

16 　　 永久　寿夫 ながひさ　としお 　　（株）ＰＨＰ研究所　代表取締役専務、政策シンクタンク　ＰＨＰ総研  研究主幹
17 　　 根本  祐二 ねもと　ゆうじ 　　東洋大学　経済学部　教授 　アドバンスドPPP主査

18 　　 野田　由美子 のだ　ゆみこ 　　 プライスウォーターハウスクーパース㈱　パートナー　ＰＰＰ・インフラ政府部門アジア太平洋地区代表 　Ｗ-Tａｂｌｅ主査

19 　　 羽田　正 はねだ　まさし 　　東京大学　国際本部長 　GH-Tａｂｌｅ

20 　　 本多　均 ほんだ　ひとし 　　（株）三菱総合研究所　常務執行役員
21 　　 本保　芳明 ほんぽ　よしあき 　　首都大学東京　都市環境学部自然・文化ツーリズムコース　教授 　元 国土交通省　観光庁長官

22 　　 真壁　利明 まかべ　としあき 　　慶應義塾　常任理事 　GH-Tａｂｌｅ

23 　　 増田　寛也 ますだ　ひろや 　　（株）野村総合研究所　顧問、東京大学　客員教授 　元 総務大臣、元岩手県知事

24 　　 三島　良直 みしま　よしなお 　　東京工業大学　理事・副学長 　GH-Tａｂｌｅ

25 　　 美原　融 みはら　とおる 　　（株）三井物産戦略研究所　フェロー
26 　　 湯原　哲夫 ゆはら　てつお     （一財）キヤノングローバル戦略研究所　理事・研究主幹
27 　　 和田　章 わだ　あきら     （一社）日本建築学会　会長、東京工業大学　名誉教授
28 　　 浅海　保 あさみ　たもつ 　　（株）読売新聞グループ本社　副主筆 　Ｊ-Tａｂｌｅ

29 　　 安藤　俊裕 あんどう　としひろ 　　（株）日本経済新聞社　特別編集委員 　Ｊ-Tａｂｌｅ

30 　　 樫山　幸夫 かしやま　ゆきお 　　（株）産業経済新聞社　正論調査室長　兼　論説委員 　Ｊ-Tａｂｌｅ

31 　　 粕谷　賢之 かすや　たかゆき 　　日本テレビ放送網（株）　報道局長 　Ｊ-Tａｂｌｅ

32 　　 川戸　惠子 かわど けいこ 　　（株）TBSテレビ　シニアコメンテーター（政治担当） 　Ｊ-Tａｂｌｅ

33 　　 木村　伊量 きむら　ただかず 　　（株）朝日新聞社　代表取締役社長 　Ｊ-Tａｂｌｅ

34 　　 佐田　正樹 さた　まさき 　　（株）Channel J　代表取締役 　Ｊ-Tａｂｌｅ

35 　　 福山　正喜 ふくやま　まさき 　　（株）共同通信会館　代表取締役専務 　Ｊ-Tａｂｌｅ

36 　　 諸星　衛 もろほし　まもる 　　（財）ＮＨＫインターナショナル  理事長 　Ｊ-Tａｂｌｅ主査

37 　　 安　　昌寿 あん　まさとし 　　（株）日建設計　代表取締役副社長
38 　　 一色　良太 いっしき　りょうた 　　トヨタ自動車（株） 渉外部長
39 　　 岩下　幹 いわした　つよし 　　(株)電通　執行役員
40 　　 大野　直竹 おおの　なおたけ 　　大和ハウス工業（株） 代表取締役社長
41 　　 各務　正博 かくむ　まさひろ 　　（一財）電力中央研究所　理事長
42 　　 梶浦　敏範 かじうら　としのり 　　（株）日立製作所　情報・通信システム社　上席研究員
43 　　 小島　順彦 こじま　よりひこ 　　三菱商事（株） 取締役会長、（社） 日本経済団体連合会　副会長 　ＪＡＰＩＣ副会長、GH-Tａｂｌｅ主査

44 　　 後藤　克弘 ごとう　かつひろ 　　（株）セブン＆アイ・ホールディングス　取締役常務執行役員　最高管理責任者
45 　　 雑賀　大介 さいが　だいすけ 　　三井物産（株） 代表取締役専務執行役員
46 　　 篠田　信比古 しのだ　のぶひこ     キヤノン（株） 総合R&D本部　計測システム技術開発センター　顧問 　GH-Tａｂｌｅ

47 　　 島﨑　豊 しまざき　ゆたか 　　丸紅（株） 秘書部長　兼　広報部副部長 　ＩＢ-Tａｂｌｅ

48 　　 下光　秀二郎 しもみつ　しゅうじろう 　　（株）東芝　代表執行役副社長
49 　　 田邉　弘幸 たなべ　ひろゆき 　　双日（株）顧問・元 副社長
50 　　 豊田　正和 とよだ　まさかず 　　（一財） 日本エネルギー経済研究所　理事長 　元 内閣官房宇宙開発戦略本部　事務局長

51 　　 中川　雅博 なかがわ　まさひろ 　　伊藤忠商事（株） 理事・社長補佐
52 　　 中村　公一 なかむら　きみかず 　　山九（株） 代表取締役社長
53 　　 森村　勉 もりむら　つとむ 　　東海旅客鉄道（株） 代表取締役副社長
54 　　 山崎　亜也 やまざき　あや 　　住友商事（株） 理事・資源・化学品事業部門長付 　ＩＢ-Tａｂｌｅ

55 　　 山本　和彦 やまもと　かずひこ 　　森ビル（株） 取締役副社長 　ＪＡＰＩＣヒト・モノ・カネ呼び込み戦略委員長

56 　　 山脇　康 やまわき　やすし 　　日本郵船（株） 特別顧問
57 　　 横山　敬一 よこやま　けいいち 　　味の素（株） 取締役専務執行役員
58 　　 安斎　隆 あんざい　たかし 　　（株）セブン銀行  代表取締役会長 　元 日本銀行

59 　　 河野　龍太郎 こうの　りゅうたろう 　　 ＢＮＰパリバ証券（株） 経済調査本部長・チーフエコノミスト 　元 住友銀行

60 　　 古賀　信行 こが　のぶゆき 　　野村證券（株） 取締役会長
61 　　 平野　英治 ひらの　えいじ 　　トヨタファイナンシャルサービス（株） 取締役副社長

62 　　 前田　匡史 まえだ　ただし 　　（株）国際協力銀行　執行役員　インフラ・ファイナンス部門長
63 　　 柳　　正憲 やなぎ　まさのり 　　（株）日本政策投資銀行　代表取締役副社長
64 　　 吉村　隆 よしむら　たかし 　元 日本銀行

65 　　 椋田　哲史 むくた　さとし 　　（一社）日本経済団体連合会 常務理事
66 　　 中村　利雄 なかむら　としお 　  日本商工会議所  専務理事 　元 経済産業省

67 　　 恩村　裕之 おんむら　ひろゆき 　　北海道経済連合会  専務理事 　北海道電力

68 　　 坂本　敏昭 さかもと　としあき 　　（社）東北経済連合会 専務理事 　東北電力

69 　　 伊藤　範久 いとう　のりひさ 　　（一社）中部経済連合会 専務理事
70 　　 水野　一義 みずの　かずよし 　　北陸経済連合会  専務理事 　北陸電力

71 　　 川邊　辰也 かわべ　たつや 　　（公社）関西経済連合会 専務理事
72 　　 鎌倉　秀章 かまくら　ひであき 　　中国経済連合会  専務理事 　中国電力

73 　　 三木　義久 みき　よしひさ 　　四国経済連合会  専務理事 　四国電力

74 　　 惣福脇　亨 そうふくわき　とおる 　　（社）九州経済連合会 専務理事 　元 九州電力

75 　　 市川　祐三 いちかわ　ゆうぞう 　　（一社）日本鉄鋼連盟 専務理事 　元 経済産業省、JAPIC 理事

76 　　 有賀　長郎 ありが　ながお 　　（社）日本建設業連合会 事務総長
77 　　 中村　英夫 なかむら　ひでお 　　東京都市大学　総長 　副会長

78 　　 青山　俊介 あおやま　しゅんすけ 　  （株）エックス都市研究所　取締役特別顧問 　環境委員長

79 　　 安藤　力 あんどう　つとむ 　　住友金属工業（株） 元 副社長　　   関西委員長

80 　　 大石　久和 おおいし　ひさかず 　　（財）国土技術研究センター  理事長 　国土委員長

81 　　 勝野　哲 かつの　さとる 　　中部電力（株） 取締役専務執行役員　経営戦略本部長   中部委員長

82 　　 河田　惠昭 かわだ　よしあき 　　関西大学　社会安全研究科社会安全学部　理事・学部長・研究科長・教授 　防災委員長

83 　　 髙島　正之 たかしま　まさゆき 　　横浜港埠頭（株） 代表取締役社長、元 三菱商事（株） 副社長 　国家戦略課題委員長

84 　   高橋　誠 たかはし　まこと 　　新日鉄エンジニアリング（株） 代表取締役社長 　事業委員長

85 　　 武田　厚　 たけだ　あつし 　　日鉄住金鋼板（株） 代表取締役社長 　懇談会代表

86 　　 竹村  公太郎 たけむら　こうたろう 　　（公財）リバーフロント研究所　代表理事 　水循環委員長

87 　　 多部田  茂 たべた　しげる 　　東京大学　新領域創成科学研究科　准教授 　沿岸漁業復活プロジェクト委員長

88 　   米田　雅子 よねだ　まさこ 　　慶應義塾大学  理工学部　特任教授 　森林再生事業化委員長

89 　　 木寺　昌人 きてら　まさと 　　内 閣 官 房　　副長官補 　前 外務省大臣官房長

90 　　 加藤　利男 かとう　としお 　　内 閣 官 房　　地域活性化統合事務局長
91 　　 松山　健士 まつやま　けんじ 　　内　 閣　 府　　内閣府審議官
92 　　 西本　淳哉 にしもと　じゅんや 　　内　 閣　 府　　宇宙戦略室長
93 　　 福岡　徹 ふくおか　とおる 　　総　 務 　省　　大臣官房総括審議官
94 　　 河相　周夫 かわい　ちかお 　　外　 務 　省　　外務事務次官 　前 内閣官房副長官補

95 　　 木下　康司 きのした　やすし 　　財　 務 　省　　主計局長
96 　　 板東　久美子 ばんどう　くみこ 　　文部科学省　　高等教育局長
97 　　 德永　保 とくなが　たもつ 　　文部科学省　　国立教育政策研究所　総括客員研究員 　元 高等教育局長

98 　　 二川　一男 ふたがわ　かずお 　　厚生労働省　　大臣官房長
99 　　 皆川　芳嗣 みながわ　よしつぐ 　　農林水産省　　事務次官 　前 林野庁長官

100 　　 沼田　正俊 ぬまた　まさとし 　　林　 野 　庁　　長官
101 　　 本川　一善 ほんかわ　かずよし 　　水   産 　庁　　長官 　前 農林水産省大臣官房長

102 　　 安達　健祐 あだち　けんゆう 　　経済産業省　　経済産業事務次官 　前 大臣官房長

103 　　 立岡　恒良 たつおか　つねよし 　　経済産業省　　大臣官房長
104 　　 髙原　一郎 たかはら　いちろう 　　資源エネルギー庁　　長官
105 　　 宿利　正史 しゅくり　まさふみ 　　国土交通省　　顧問
106 　　 南川　秀樹 みなみかわ　ひでき 　　環 　境 　省　　環境事務次官
107 　　 鎌田　昭良 かまた　あきら 　　防 　衛 　省　　大臣官房長
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　　ゴールドマン・サックス証券（株） コンプライアンス部門統括　マネージングディレクター
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備考ご　氏　名 氏名かな 所　属　・　役　職


