
 
【参考】委員名簿

（平成 年 月末時点、 音順、敬称略、◎は委員長）

■国土審議会計画推進部会 稼げる国土専門委員会

畦地 履正 株 四万十ドラマ 代表取締役社長

石井 照之 日本商工会議所地域振興部課長

惠良 理至 一般社団法人不動産協会 事務局長代理

◎ 坂田 一郎 東京大学大学院 工学系研究科 教授・イノベーション政策研究

センター長

高田 昌彦 コマツ経済戦略研究所 主幹

中川 雅之 日本大学 経済学部 教授

中村 郁博 株 日本政策投資銀行 地域企画部 次長兼課長

東出 康宏 株 日立製作所 社会イノベーション事業推進本部 事業戦略

推進本部 担当本部長

藤沢 久美 シンクタンク・ソフィアバンク 代表

■国土審議会計画推進部会 住み続けられる国土専門委員会

◎ 小田切 徳美 明治大学 農学部 教授

髙橋 一朗 西武信用金庫 常務理事

谷口 守 筑波大学大学院 システム情報工学研究科 教授

玉沖 仁美 株 紡 代表取締役

沼尾 波子 東洋大学 国際学部 教授

廣井 良典 京都大学 こころの未来研究センター 教授

藤山 浩 一般社団法人持続可能な地域社会総合研究所 所長

松永 桂子 大阪市立大学 商学部 准教授

若菜 千穂 法人いわて地域づくり支援センター 常務理事

■国土審議会計画推進部会 国土管理専門委員会

浅見 泰司 東京大学大学院 工学系研究科 教授

飯島 淳子 東北大学 公共政策大学院 教授

一ノ瀬 友博 慶應義塾大学 環境情報学部 教授

大原 美保 土木研究所 水災害・リスクマネジメント国際センター 主任

研究員

瀬田 史彦 東京大学大学院 工学系研究科 准教授

土屋 俊幸 東京農工大学大学院 農学研究院 教授

◎ 中出 文平 長岡技術科学大学 副学長

中村 太士 北海道大学大学院 農学研究院 教授

広田 純一 岩手大学 農学部 教授

山野目 章夫 早稲田大学大学院 法務研究科 教授

特集 国土をとりまく情勢と国土形成計画の推進
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■スーパー・メガリージョン構想検討会

（顧問）奧野 信宏 国土審議会会長、公益財団法人名古屋まちづくり公社

上席顧問・名古屋都市センター長、元名古屋大学 副学長

（座長）家田 仁 政策研究大学院大学 教授

井口 典夫 青山学院大学 総合文化政策学部 教授

大野 栄治 名城大学 都市情報学部 教授

加藤 史子 株式会社 代表取締役社長／ 、じゃらんリサー

チセンター 客員研究員

小林 潔司 京都大学経営管理大学院 教授・経営研究センター長

坂田 一郎 東京大学大学院 工学系研究科 教授・イノベーション政策研

究センター長

真田 純子 東京工業大学 環境・社会理工学院 准教授

寺島 実郎 一般財団法人日本総合研究所 会長、多摩大学 学長

中村 昭彦 一般社団法人中部経済連合会 副会長

野本 弘文 東京商工会議所 副会頭

藤原 まり子 株式会社リ・パブリック フェロー

森川 高行 名古屋大学 未来社会創造機構 教授

八木 誠 公益社団法人関西経済連合会 副会長
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