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歳出改革ＷＧ評価者及び参考人リスト（「秋のレビュー」） 

 

●１１月１０日（木） 

・国際協力①（無償資金協力） １０：３０～１２：００ 

 氏 名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

○大屋 雄裕 慶應義塾大学法学部教授 

デービッド・

アトキンソン 
（株）小西美術工藝社代表取締役社長 

野本 滿雄 （有）野本経営研究所代表取締役 

 渡辺 龍也 東京経済大学現代法学部教授 

参考人 岡本 行夫 岡本アソシエイツ代表 

 

・成長戦略の推進①（IoT 関連事業） １３：００～１４：３０ 

 氏 名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

上山 直樹 弁護士（増田パートナーズ法律事務所） 

太田 康広 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 

山田 真哉 一般財団法人芸能文化会計財団理事長 

ロバート・ 

フェルドマン 

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 

チーフエコノミスト マネージング・ディレクター 

○渡辺 龍也 東京経済大学現代法学部教授 

参考人 

江田 麻季子 インテル株式会社代表取締役社長 

山海 嘉之 

筑波大学大学院教授／サイバニクス研究センター 

センター長  

内閣府 ImPACTプログラム プログラムマネージャー 

CYBERDYNE（株）代表取締役社長／CEO     

村井 純 慶應義塾大学環境情報学部長・教授  

室井 雅博 野村総合研究所取締役副会長 

 

・自動車環境基準の審査 １４：４０～１５：４０ 

 氏 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） 

石堂 正信 公益財団法人交通協力会常務理事 

亀井 善太郎 
公益財団法人東京財団研究員・政策プロデューサー 

立教大学大学院特任教授 

山田 真哉 一般財団法人芸能文化会計財団理事長 

ロバート・ 

フェルドマン 

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 

チーフエコノミスト マネージング・ディレクター 

参考人 
河野 通方 東京大学名誉教授 

清水 和夫 国際モータージャーナリスト 
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・女性活躍（働く女性への支援） １５：５０～１７：２０ 

 氏 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） 

河村 小百合 (株)日本総合研究所調査部上席主任研究員 

水戸 重之 弁護士（ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー） 

○横田 響子 株式会社コラボラボ代表取締役 

参考人 

片岡 仁美 
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療人材育

成講座教授 

栗原 美津枝 (株)日本政策投資銀行常勤監査役 

佐々木かをり 

株式会社イー・ウーマン代表取締役社長 

株式会社ユニカルインターナショナル代表取締役社

長 

○…とりまとめ評価者       （敬称略、五十音順） 
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●１１月１１日（金） 

・被災地の観光促進 １０：００～１１：００ 

 氏 名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

○亀井 善太郎 
公益財団法人東京財団研究員・政策プロデューサー 

立教大学大学院特任教授 

 茶野 順子 公益財団法人笹川平和財団常務理事 

デービッド・

アトキンソン 
（株）小西美術工藝社代表取締役社長 

水戸 重之 弁護士（ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー） 

参考人 

片山 健也 ニセコ町長 

田川 博己 一般社団法人日本旅行業協会会長 

村井 説人 株式会社ナイアンティック代表取締役社長 

 

・強い農業①（規模拡大） １１：１０～１２：４０ 

 氏 名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

○石堂 正信 公益財団法人交通協力会常務理事 

亀井 善太郎 
公益財団法人東京財団研究員・政策プロデューサー 

立教大学大学院特任教授 

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教授 

参考人 
安藤 光義 東京大学教授 

齋藤 一志 株式会社庄内こめ工房代表取締役 

 

・社会保障（介護納付金） １３：４０～１４：４０ 

 氏 名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

上村 敏之 関西学院大学経済学部教授 

河村 小百合 (株)日本総合研究所調査部上席主任研究員 

○佐藤 主光 一橋大学経済学研究科・政策大学院教授 

山田 肇 東洋大学経済学部教授 

参考人 栃本 一三郎 上智大学総合人間科学部教授 

 

・国際協力②（二国間クレジット） １４：５０～１５：５０ 

 氏 名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

伊藤 伸 構想日本総括ディレクター 

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教授 

山田 真哉 一般財団法人芸能文化会計財団理事長 

参考人 藤井 良広 一般社団法人環境金融研究機構代表理事 

 

  



4 

・教育（国立大学改革に対する補助金） １６：００～１７：３０ 

 氏 名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

伊藤 伸 構想日本総括ディレクター 

上山 直樹 弁護士（増田パートナーズ法律事務所） 

○河村 小百合 (株)日本総合研究所調査部上席主任研究員 

中室 牧子 慶應義塾大学総合政策学部准教授 

吉田 誠 三菱商事株式会社調査部シニアアドバイザー 

参考人 
上山 隆大 内閣府総合科学技術・イノベーション会議議員 

松本 紘 国立研究開発法人理化学研究所理事長 

○…とりまとめ評価者       （敬称略、五十音順） 
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●１１月１２日（土） 

・基金 １０：３０～１１：３０ 

 氏 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） 

石田 晴美 文教大学経営学部准教授・公認会計士 

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 國學院大學経済学部教授（公認会計士） 

川澤 良子 Social Policy Lab株式会社代表取締役 

 

・フルコスト分析（旅券関連業務） １１：４０～１２：４０ 

 氏 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） 

石田 晴美 文教大学経営学部准教授・公認会計士 

大屋 雄裕 慶應義塾大学法学部教授 

○金子 良太 國學院大學経済学部教授（公認会計士） 

川澤 良子 Social Policy Lab株式会社 代表取締役 

参考人 

澤田 秀雄 
株式会社エイチ・アイ・エス代表取締役会長兼社長

（CEO) 

前田 陽二 
日本・エストニア/EUデジタルソサエティ推進協議会 

代表理事 

 

・強い農業②（輸出振興） １３：４０～１５：１０ 

 氏 名 役 職 

歳出改革ＷＧ 

大屋 雄裕 慶應義塾大学法学部教授 

○永久 寿夫 
株式会社ＰＨＰ研究所専務取締役 

政策シンクタンクＰＨＰ総研代表 

 横田 響子 株式会社コラボラボ代表取締役 

吉田 誠 三菱商事株式会社調査部シニアアドバイザー 

参考人 
齋藤 一志 株式会社庄内こめ工房代表取締役 

三石 誠司 宮城大学食産業学部フードビジネス学科教授 

 

・成長戦略の推進②（ベンチャー支援） １５：２０～１６：５０ 

 氏 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 

永久 寿夫 
株式会社ＰＨＰ研究所専務取締役 

政策シンクタンクＰＨＰ総研代表 

山田 肇 東洋大学経済学部教授 

 横田 響子 株式会社コラボラボ代表取締役 

参考人 
出雲 充 株式会社ユーグレナ代表取締役社長 

窪田 規一 ペプチドリーム株式会社代表取締役社長 

○…とりまとめ評価者        （敬称略、五十音順） 


