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歳出改革ＷＧ評価者及び参考人リスト 

 

●１１月１１日（水） 

・子供の学力向上（義務教育、全国学力テスト） １０：３０～１２：００ 

 有識者名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

石井 雅也 公認会計士（太陽有限責任監査法人 パートナー） 

太田 康広 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 

梶川 融 太陽有限責任監査法人代表社員会長 

○佐藤 主光 一橋大学経済学研究科・政策大学院教授 

参考人 

赤林 英夫 慶應義塾大学経済学部教授 

中室 牧子 慶應義塾大学総合政策学部准教授 

広田 照幸 日本大学文理学部教授 

向山 洋一 特定非営利活動法人 TOSS 理事長 

 

・耐震化の効果的な促進     １３：００～１４：００ 

 有識者名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

太田 康広 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 

梶川 融 太陽有限責任監査法人代表社員会長 

○河村 小百合 (株)日本総合研究所調査部上席主任研究員 

土居 丈朗 慶應義塾大学経済学部教授 

参考人 
岡田 恒男 東京大学名誉教授、一般財団法人日本建築防災協会

理事長 

 

・ＰＦＩ手法等を活用した効果的・効率的なインフラ整備の推進  

１４：１０～１５：１０ 

 有識者名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

○太田 康広 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 

梶川 融 太陽有限責任監査法人代表社員会長 

河村 小百合 (株)日本総合研究所調査部上席主任研究員 

土居 丈朗 慶應義塾大学経済学部教授 

参考人 

鈴木 康友 浜松市長 

高橋 進 株式会社日本総合研究所理事長 

田中 秀明 明治大学公共政策大学院教授 
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・正社員雇用の推進     １５：２０～１６：２０ 

 有識者名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

太田 康広 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 

○梶川 融 太陽有限責任監査法人代表社員会長 

河村 小百合 (株)日本総合研究所調査部上席主任研究員 

横田 響子 株式会社コラボラボ代表取締役 

参考人 
海老原 嗣生 株式会社ニッチモ代表取締役 

大久保 幸夫 株式会社リクルートワークス研究所所長 

 

・エネルギー・地球温暖化対策（エネルギーに関係する諸問題Ⅰ） 

１７：２０～１８：５０ 

 有識者名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

太田 康広 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 

 河村 小百合 (株)日本総合研究所調査部上席主任研究員 

○土居 丈朗 慶應義塾大学経済学部教授 

参考人 

大林 ミカ 公益財団法人自然エネルギー財団事業局長 

高橋 洋 都留文科大学社会学科教授 

水戸 重之 TMI 総合法律事務所弁護士 

 

・子供の学力向上（英語教育強化事業、留学支援事業） 

１９：００～２０：３０ 

 有識者名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

○太田 康広 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 

 梶川 融 太陽有限責任監査法人代表社員会長 

 茶野 順子 公益財団法人笹川平和財団常務理事 

横田 響子 株式会社コラボラボ代表取締役 

参考人 
伊藤 伸 構想日本総括ディレクター（理事） 

広田 照幸 日本大学文理学部教授 
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●１１月１２日（木） 

・地方創生関連事業（地域少子化対策）   １０：３０～１１：３０ 

 有識者名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

 石田 惠美 弁護士・公認会計士（日比谷見附法律事務所） 

○佐藤 主光 一橋大学経済学研究科・政策大学院教授 

横田 響子 株式会社コラボラボ代表取締役 

吉田 誠 三菱商事株式会社農産油脂部シニアアドバイザー 

参考人 
 伊藤 伸 構想日本総括ディレクター（理事） 

駒崎 弘樹 認定 NPO 法人フローレンス代表理事 

 

・科学技術ビッグプロジェクト（スーパーコンピューター） 

１１：４０～１３：１０ 

 有識者名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

石田 惠美 弁護士・公認会計士（日比谷見附法律事務所） 

○河村 小百合 (株)日本総合研究所調査部上席主任研究員 

佐藤 主光 一橋大学経済学研究科・政策大学院教授 

吉田 誠 三菱商事株式会社農産油脂部シニアアドバイザー 

参考人 

伊藤 公平 慶應義塾大学理工学部教授 

伊藤 伸 構想日本総括ディレクター（理事） 

亀井 善太郎 公益財団法人東京財団研究員 

 

・地方創生関連事業（ローカルイノベーション） １４：１０～１５：１０ 

 有識者名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

石井 雅也 公認会計士（太陽有限責任監査法人 パートナー） 

河村 小百合 (株)日本総合研究所調査部上席主任研究員 

佐藤 主光 一橋大学経済学研究科・政策大学院教授 

○吉田 誠 三菱商事株式会社農産油脂部シニアアドバイザー 

参考人 神津 多可思 株式会社リコーリコー経済社会研究所副所長 

松島 貞治 長野県下伊那郡泰阜（やすおか）村長 

 

・地方創生関連事業（小さな拠点）   １５：２０～１６：２０ 

 有識者名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

○石井 雅也 公認会計士（太陽有限責任監査法人 パートナー） 

河村 小百合 (株)日本総合研究所調査部上席主任研究員 

佐藤 主光 一橋大学経済学研究科・政策大学院教授 

吉田 誠 三菱商事株式会社農産油脂部シニアアドバイザー 

参考人 松島 貞治 長野県下伊那郡泰阜（やすおか）村長 
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・基金       １６：３０～１８：００ 

 有識者名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

石井 雅也 公認会計士（太陽有限責任監査法人 パートナー） 

石田 惠美 弁護士・公認会計士（日比谷見附法律事務所） 

石堂 正信 公益財団法人交通協力会理事 

太田 康広 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 

○金子 良太 國學院大学経済学部教授（公認会計士） 

参考人 山田 真哉 一般財団法人芸能文化会計財団理事長 

 

・エネルギー・地球温暖化対策（エネルギーに関係する諸問題Ⅱ） 

       １９：００～２１：００ 

 有識者名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

○上村 敏之 関西学院大学経済学部教授 

太田 康広 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 

松村 敏弘 東京大学社会科学研究所教授 

松本 悟 法政大学国際文化学部准教授 

参考人 
大林 ミカ 公益財団法人自然エネルギー財団事業局長 

川本 明 慶応義塾大学経済学部特任教授 
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●１１月１３日（金） 

・2020 年東京オリンピック・パラリンピック関連（スポーツ関連予算） 

       １０：３０～１１：３０ 

 有識者名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

石堂 正信 公益財団法人交通協力会理事 

上村 敏之 関西学院大学経済学部教授 

○太田 康広 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 

河村 小百合 (株)日本総合研究所調査部上席主任研究員 

山田 肇 東洋大学経済学部教授 

参考人 玉木 正之 スポーツライター 

水戸 重之 TMI 総合法律事務所弁護士 

 

・エネルギー・地球温暖化対策（地球温暖化対策） 

       １１：４０～１３：１０ 

 有識者名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

石堂 正信 公益財団法人交通協力会理事 

○上村 敏之 関西学院大学経済学部教授 

太田 康広 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 

山田 肇 東洋大学経済学部教授 

参考人 
大林 ミカ 公益財団法人自然エネルギー財団事業局長 

松岡 俊文 公益財団法人深田地質研究所副理事長 

 

・ＫＰＩに対応する成果目標設定   １４：１０～１５：１０ 

 有識者名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

上村 敏之 関西学院大学経済学部教授 

佐藤 主光 一橋大学経済学研究科・政策大学院教授 

○田中 弥生 独立行政法人大学評価・学位授与機構教授 

土居 丈朗 慶應義塾大学経済学部教授 

永久 寿夫 株式会社ＰＨＰ研究所専務取締役 

松本 悟 法政大学国際文化学部准教授 

参考人 

伊藤 由希子 東京学芸大学人文社会科学系経済学分野准教授 

土屋 了介 地方独立行政法人神奈川県立病院機構理事長 

西沢 和彦 株式会社日本総合研究所調査部上席主任研究員 

古井 祐司 東京大学政策ビジョン研究センター特任助教 

山本 雄士 株式会社ミナケア代表取締役 
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・科学技術ビッグプロジェクト（ＩＳＳ開発に関する予算） 

       １５：２０～１６：５０ 

 有識者名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

上村 敏之 関西学院大学経済学部教授 

佐藤 主光 一橋大学経済学研究科・政策大学院教授 

○永久 寿夫 株式会社ＰＨＰ研究所専務取締役 

松本 悟 法政大学国際文化学部准教授 

山田 肇 東洋大学経済学部教授 

参考人 

亀井 善太郎 公益財団法人東京財団研究員 

星出 彰彦 宇宙航空研究開発機構宇宙飛行士 

松井 孝典 千葉工業大学惑星探査研究センター所長 

 

・地方創生関連事業（地域観光まちづくり（日本版 DMO）） 

       １７：００～１８：００ 

 有識者名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

上村 敏之 関西学院大学経済学部教授 

○佐藤 主光 一橋大学経済学研究科・政策大学院教授 

松本 悟 法政大学国際文化学部准教授 

山田 肇 東洋大学経済学部教授 

参考人 

土屋 龍一郎 株式会社エムウェーブ代表取締役社長 

ﾃﾞｰﾋﾞｯﾄﾞ･ 

ｱﾄｷﾝｿﾝ 
株式会社小西美術工藝社代表取締役社長 

 

・2020 年東京オリンピック・パラリンピック関連 

（2020 年東京オリンピック・パラリンピック要求事業） 

       １９：００～２０：３０ 

 有識者名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

石田 惠美 弁護士・公認会計士（日比谷見附法律事務所） 

佐藤 主光 一橋大学経済学研究科・政策大学院教授 

永久 寿夫 株式会社ＰＨＰ研究所専務取締役 

○松本 悟 法政大学国際文化学部准教授 

参考人 

伊藤 伸 構想日本総括ディレクター（理事） 

柏木 昇 東京大学名誉教授 

ﾃﾞｰﾋﾞｯﾄﾞ･ 

ｱﾄｷﾝｿﾝ 
株式会社小西美術工藝社代表取締役社長 

 

○…とりまとめ評価者       （敬称略、五十音順） 


