
No 役割 役職 所属 氏名

1 代表 代表 京エコロジーセンター 高月　紘

2 実行委員長 実行委員長 大阪産業大学 花嶋　温子

3 実行副委員長 実行副委員長 近畿大学 嶋津　治希

4 運営委員 運営委員 京都大学環境科学センター 酒井　伸一

5 運営委員 運営委員 名古屋大学 高村　ゆかり

6 運営委員／関東 運営委員 （一財）日本環境衛生センター　(ＪＥＳＣ) 村岡　良介

7 事務局長 事務局長 京都大学地球環境学堂 浅利　美鈴

8 検定事務センター 検定事務 （一財）環境事業協会 高木　亨

9 検定事務センター 検定事務 （一財）環境事業協会 増田　盛一

10 事務支援 ライトシステムコンサルタント株式会社 児嶋　茂

11 実行委員 東北大学 相澤　寛史

12 実行委員 （株）ミネルヴァ書房 東　　寿浩

13 実行委員 （株）エー・ティ・エー 井川　明香

14 実行委員 エコ京都 池北　實

15 実行委員 （特非）環境り・ふれんず 石塚　祐江

16 実行委員 関西電力（株） 河上　豊

17 実行委員 （公社） 京都府産業廃棄物協会 井上　馨

18 実行委員 植田　和弘

19 実行委員 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株） 植田　洋行

20 実行委員 （株）レボインターナショナル 上森　英孝

21 実行委員 みんなのヴィジョン創造研究所 大橋　正明

22 九州（福岡） 実行委員 （一財）九州環境管理協会 辻　勝也

23 実行委員 大正大学 岡山　朋子

24 実行委員 （一財）日本環境衛生センター 奥村　明雄

25 実行委員 立命館大学 小幡　範雄

26 実行委員 （公財）みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(MELON) 小林　幸司

27 実行委員 北九州市 垣迫　裕俊

28 実行委員 東京電力（株） 影山　嘉宏

29 実行委員 京都市 八代　康弘

30 実行委員 （一社）地球温暖化防止全国ネット（JNCCA） 岩田　治郎

31 関西（兵庫） 実行委員 （公財）ひょうご環境創造協会 安部　勝博

32 中国四国 実行委員 愛媛大学、廃棄物資源循環学会 貴田　晶子

33 実行委員 （特非）KES環境機構 木村　二郎

34 実行委員 石川県立大学 楠部　孝誠

35 実行委員 京都環境事業協同組合 近藤　恵三

36 関東（長） 実行委員 （株）エックス都市研究所 酒井  広平

37 実行委員 小泉産業（株） 坂口　大介

38 実行委員 （公社）全国都市清掃会議 大熊　洋二

39 実行委員 （株）エックス都市研究所 澤地　實

40 実行委員 京都市環境保全活動センター 浅野　和子

41 実行委員 福岡大学 鈴木　慎也
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42 実行委員 (有)ひのでやエコライフ研究所 鈴木　靖文

43 実行委員 （特非）温暖化防止ネット（佐賀）、環境教育支援コンソーシアム 高木　淳剛

44 実行委員 国立環境研究所　資源循環・廃棄物研究センター 田崎　智宏

45 実行委員 国立環境研究所　資源循環・廃棄物研究センター 寺園　淳

46 実行委員 （特非）循環共生社会システム研究所 内藤　正明

47 実行委員 （特非）中部リサイクル運動市民の会 中川　恵子

48 実行委員 京都市ごみ減量推進会議 中田　富士男

49 実行委員 岡山県地球温暖化防止活動推進センター、（公財）岡山県環境保全事業団 中平　徹也

50 実行委員 （公財）京都高度技術研究所 中村　一夫

51 実行委員 （株）プラップジャパン 中村　操

52 九州（熊本） 実行委員 熊本学園大学 中地　重晴

53 実行委員 広島修道大学 西村　仁志

54 北陸（事務局） 実行委員 鯖江市環境教育支援センター　エコネットさばえ 畑中　雅博

55 実行委員 九州大学 早渕  百合子

56 実行委員 京都大学環境科学センター 平井　康宏

57 関東 実行委員 ３R活動推進フォーラム 尾見　真紀

58 実行委員 京都市ごみ減量推進会議事務局 堀　　孝弘

59 実行委員 京都食肉市場（株） 前田　禎司郎

60 実行委員 （株）堀場製作所 前野　晃男

61 実行委員 増田　啓子

62 実行委員 京都大学 松岡　譲

63 実行委員 福岡大学 松藤　康司

64 中国四国（長） 実行委員 広島修道大学 三浦　浩之

65 実行委員 大阪市立大学 水谷　聡

66 実行委員 （株）エー・ティ・エー 森田　一

67 実行委員 ふろしき研究会 森田　知都子

68 関東 実行委員 ３R活動推進フォーラム 藤波　博

69 実行委員 安田産業（株） 安田　義崇

70 実行委員 京都市ごみ減量推進会議 山内　寛

71 東北 実行委員 （特非）環境会議所東北 山岡　講子

72 実行委員 京都府立大学 山川　肇

73 実行委員 廃棄物資源循環学会 横田　美行

74 東北（長） 実行委員 東北大学 吉岡　敏明

75 関東 実行委員 帝京大学 渡辺　浩平

76 関西 実行委員 大阪工業大学 渡辺　信久

所属 氏名

監査 税理士法人　京都合同会計 野村　克章

会計 税理士法人　京都合同会計 中岡　真一


