
日時　2021年3月15日（月）10:00-17:00

消費者共創会議特別シンポジウム

主催／日本経済新聞社　共催／消費者庁
協賛／ライオン　日清食品ホールディングス　味の素　城北信用金庫　不二製油グループ本社　アスクル
　　　オイシックス・ラ・大地　明治ホールディングス　損保ジャパン　ニチレイフーズ　森永乳業　クラダシ　ハローズ

P R O G R A M

※講演者・講演内容・タイムスケジュールは事前の予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください｡

10 : 00--10 : 05 大臣ご挨拶

井上 信治氏　内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全等）

1994年3月　  東京大学法学部 卒業
1994年4月　  建設省 入省
1998年9月　  ケンブリッジ大学大学院
1998年9月　  土地経済学部修士課程 修了
2003年5月　  国土交通省 退職
2003年11月　衆議院議員初当選（34歳）
2003年11月　以来6期連続当選
2007年8月　  自由民主党青年局長

2012年10月　自由民主党総務部会長
12月　環境兼内閣府副大臣（第二次安倍内閣）

2014年9月　  衆議院内閣委員長
2015年10月　環境兼内閣府副大臣（第三次安倍第一次改造内閣）
2019年9月　  自由民主党選挙対策委員長代理 副幹事長
2020年9月　  内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全等）

国際博覧会担当大臣

食品ロス
10 : 05--10 : 20 基調講演

テーマ「SDGs達成に向けた食品ロスの削減を共に考える」
井出 留美氏　食品ロス問題ジャーナリスト

奈良女子大学食物学科卒、博士（栄養学 /
女子栄養大学大学院）、修士（農学 /東京
大学大学院農学生命科学研究科）。ライオ
ン、青年海外協力隊を経て日本ケロッグ広
報室長等歴任。3.11食料支援で廃棄に衝

撃を受け誕生日を冠した（株）office3.11設
立。食品ロス削減推進法成立に協力した。
Champions12.3メンバー。
著書に『食料危機』『あるものでまかなう生活』
『賞味期限のウソ』『捨てられる食べものた

ち』他。食品ロスを全国的に注目されるレベ
ルまで引き上げたとして第二回食生活ジャー
ナリスト大賞食文化部門 /Yahoo!ニュース
個人オーサーアワード2018/第一回食品ロス
削減推進大賞消費者庁長官賞受賞。

10 : 20--12 : 20 企業講演 & コメント

2002年　ニチレイ入社
船橋食品工場 技術部に配属、
エンジニアリング業務全般を担当

2006年　ニチレイフーズ 生産技術部エンジニアリンググループ装置
開発チーム（現：技術戦略部 装置開発グループ）へ配属
主に品質保証に関する生産技術開発を担当

2009年　技術戦略部 エンジニアリンググループへ配属、
タイ新会社・工場建設プロジェクトを担当

2016年　技術戦略部 装置開発グループに配属。
2018年より、シニアプロフェッショナル職

テーマ「ニチレイフーズのAIを活用したフードロスの取り組み」
塚本 真也氏　ニチレイフーズ 技術戦略部 シニアプロフェッショナル

ニチレイフーズ

1993年4月　 森永乳業入社 
食品総合研究所にて冷菓商品開発担当

2004年～　　生産技術部にて環境対策に従事
2010年～　　広報部CSR室にてCSR活動を担当
2016年6月～  現職

テーマ「常温保存可能な『森永 とうふ』～フードロス削減へのアプローチ～」
山本 美穂子氏　森永乳業 コーポレート本部 CSR 推進部 担当部長

森永乳業



1971年大阪生まれ。1995年総合商社入社。
高度経済成長期の中国駐在を経て独立。
戦略的コンサルティング会社取締役副社長
を経て、2014年フードロス問題を解決する
ため、株式会社クラダシを設立し代表取締

役社長に就任。SDGs採択の7カ月前に社
会貢献型ショッピングサイト「KURADASHI」
を開始。その売上の一部を社会貢献活動
団体に寄付している。

テーマ「マッチングシステムによる食品ロス削減」
関藤 竜也氏　クラダシ 代表取締役社長

クラダシ

1971年　東京大学経済学部経営学科卒業
1974年　ダイエー 入社 加工食品チーフバイヤー
2008年　ハローズ 入社 商品本部副本部長
2015年　商品管理室長 フードバンク岡山提供開始
2017年　農林水産省 フードバンク利用促進検討会 委員委嘱
2018年　徳島県 子どもの居場所つくり推進会議 委員委嘱

2019年　第6回もったい大賞 農林水産省食料産業局長賞受賞
徳島県 ICTを活用したフードバンクモデル検討会 委員委嘱
岡山県 事業家食品ロス削減モデル事業 委員委嘱

2020年　岡山県 事業家食品ロス削減モデル事業 委員委嘱
備中県民局 環境保全功労賞受賞
消費者庁 第1回食品ロス削減推進大賞 大臣賞受賞

テーマ「持続可能なフードバンクへの商品提供の仕組み（ハローズモデル）の開発」
太田 光一氏　ハローズ 商品ライン本部 商品管理室長

ハローズ

テーマ「明治グループの食品ロス削減に向けた取り組み」
藤原 麻理子氏　明治ホールディングス サステナビリティ推進部

2004年に明治製菓に入社し、菓子の営業販売・
店頭販促に従事。
2018年から明治ホールディングス IR広報部CSRG
にて社内外のコミュニケーションを担当。
2019年10月より現職。

明治ホールディングス

東京都出身。一橋大学法学部およびイリ
ノイ大学数学科卒業、イリノイ大学5年一
貫制大学院を経て、東京工業大学より博士
（理学）を取得。専門は数理論理学等だ
が、人工知能や地方創生等、文理融合分
野で幅広く活動をしている。具体的な研究
成果としては、教育機関向けのコンテンツマ
ネージメントシステムNetCommonsや、研

究者情報システムresearchmapの研究開
発、リーディングスキルテストやedumapの
発案・研究開発、米原駅東口再開発プロ
ジェクトへの助言等がある。
2011年より人工知能プロジェクト「ロボットは
東大に入れるか」プロジェクトディレクタを務
める。2016年より読解力を診断する「リー
ディングスキルテスト」の研究開発を主導。

科学技術分野の文部科学大臣表彰、日本
エッセイストクラブ賞、石橋湛山賞、山本
七平賞、大川出版賞、エイボン女性教育賞、
ビジネス書大賞などを受賞。
著書に『AI vs.教科書が読めない子どもた
ち』等多数。

新井 紀子氏

●コメンテータ－

国内石油元売り企業グループ向け法人営
業等を経験後、2005年から4年間米国法
人ＮＹ駐在員として日系企業向け営業を担
当。2009年帰国後、法人営業、システム
子会社での経営管理業務を経験し、2017
年より現部署にて国内大手食品・飲料メー

カーを幅広く担当。国内外の様々なリスク
に対するソリューション提供の他、ここ数年
は食品・飲料業界の社会課題である食品ロ
スにもフォーカスし、社内関連部や外部企
業との共創を軸に様々な対応策を検討して
いる。

テーマ「捨てるのはもったいない ！  保険で減らす食品ロス」
伊藤 光晴氏　損保ジャパン 企業営業第七部 担当部長兼第三課長（食品ロス PJT 統括リーダー）

損保ジャパン

国立情報学研究所 社会共有知研究センター センター長・教授
一般社団法人教育のための科学研究所 代表理事・所長



1985年横浜国立大学大学院経済学研究
科修士課程修了。博士（商学）大阪市立
大学。流通経済研究所、新潟大学、流
通経済大学などを経て、1999年専修大学
商学部助教授、2001年教授、2015～
16年大学院商学研究科長、2016年商学
部長（現在に至る）。日本商業学会副会長

（2017年～現在）。日本ダイレクトマーケ
ティング学会副会長（2019 年～現在）。専
攻分野である流通論、流通政策論の観点
から食品ロス削減の研究・教育に取り組ん
でおり、2020年にサスティナブルフードチェー
ン協議会（SFA）の設立に参画（副会長・
理事）。

食料・農業・農村政策審議会 食料産業
部会 食品リサイクル小委員会座長、農林
水産省食品ロス削減のための商慣習検討
WT座長、東京都食品ロス削減パートナー
シップ会議座長、東京都中央卸売市場 市
場の活性化を考える会委員などを歴任。

渡辺 達朗氏　専修大学 商学部長・教授

1984年京都大学工学部建築学科卒、同
年建設省入省。住宅局、都市局、宝塚
市役所、内閣官房都市再生本部事務局等
を経て、2010年国土交通省住宅局住宅
総合整備課長、2012年住宅局住宅生産
課長、2014年内閣官房まち・ひと・しごと

創生本部事務局次長兼内閣府地方創生推
進室次長、2016年国土交通省大臣官房
審議官（住宅局担当）、2017年国土交通
省住宅局長、2018年内閣官房まち・ひと・
しごと創生本部事務局地方創生総括官補、
2019年7月より現職。

伊藤 明子氏　消費者庁長官

●コーディネーター

消費者志向経営
13 : 30--14 : 00 表彰式 ※表彰式は消費者庁の主催行事となります

14 : 00--17 : 00 表彰企業講演 & コメント

テーマ「ライオンの消費者志向経営」
濱 逸夫氏　ライオン　代表取締役会長、取締役会議長、最高経営責任者

1977年3月　早稲田大学 理工学部応用化学科 卒業
4月　ライオン油脂（現・ライオン）入社

2002年3月　研究技術本部プロセス開発センター所長
2004年3月　ハウスホールド事業本部ハウスホールド第1研究所長
2006年3月　ハウスホールド事業本部ファブリックケア事業部長
2008年3月　取締役、ハウスホールド事業本部長
2010年3月　常務取締役

テーマ「消費者志向経営への取り組み～カップヌードルの進化～」
安藤 宏基氏　日清食品ホールディングス 代表取締役社長・CEO

1947年大阪府生まれ。1971年慶應義塾大学
商学部卒業。1972年米国日清入社。1973
年日清食品入社。日清焼そばU.F.O.、日
清のどん兵衛、日清ラ王、日清Spa王など
を開発。1985年代表取締役社長。2008
年から持株会社制移行に伴い日清食品ホー
ルディングス代表取締役社長・CEO。

カップヌードルCM「hungry!」シリーズで1997 
年カンヌ国際広告映画祭「ADVERTISER 
OF THE YEAR」受賞。2005年藍綬褒
章受章。2006年慶應義塾評議員。2007
年世界ラーメン協会（WINA）会長、安藤
スポーツ・食文化振興財団理事長。ほか
に、日本経済団体連合会常任幹事、国連

WFP協会会長、日本陸上競技連盟評議員
など。

ライオン

ライオン

不二製油グループ本社

日清食品ホールディングス

日清食品ホールディングス

アスクル

味の素 オイシックス・ラ・大地

城北信用金庫

2012年1月　代表取締役社長、執行役員、最高執行責任者
2019年1月　代表取締役会長、取締役会議長、最高経営責任者（現在）

〈社外歴〉
2013年　日本石鹸洗剤工業会 会長（～2015年）
2015年　日本OTC医薬品協会 副会長
2021年　日本歯磨工業会 会長



テーマ「ASV経営“食と健康の課題解決”へ」
西井 孝明氏　味の素 代表取締役社長

1982年4月　味の素 入社
2004年7月　味の素冷凍食品 取締役
2007年6月　味の素冷凍食品 常務執行役員
2009年7月　味の素 人事部長
2011年6月　味の素 執行役員

2013年6月　味の素 取締役常務執行役員
2013年8月　ブラジル味の素社 代表取締役社長
2015年6月　味の素 取締役社長最高経営責任者（現任）

　味の素 代表取締役（現任）

味の素

テーマ「金融にとどまらない、地域やくらしの課題解決への取り組み」
大前 孝太郎氏　城北信用金庫 理事長

1964年東京都生まれ。1987年慶應義塾
大学経済学部経済学科卒業。住友銀行
を経て、1998年より内閣官房特別調査員
（経済戦略会議担当他）。その後、2001
年より内閣府参事官補佐、企画官等（経
済財政諮問会議、総合規制改革会議、

構造改革特区・地域再生等を担当）を経
て、2006年1月より内閣府政策企画調査
官（2009年5月まで）。同年4月より慶應義
塾大学総合政策学部准教授（「政策立案
論」「立法政策論」「行政評価論」「地域
政策」等を担当、2010年4月から非常勤

講師）。2009年6月より城北信用金庫常務
理事。2012年6月城北信用金庫専務理事
（代表理事）。2015年 6月城北信用金庫
理事長（代表理事）。

城北信用金庫

テーマ「つくる人たべる人、つなぐ私たち」
髙島 宏平氏　オイシックス・ラ・大地 代表取締役社長

1973年神奈川県生まれ。東京大学大学
院工学系研究科情報工学専攻修了後、マッ
キンゼー日本支社勤務を経て、2000年 6
月に「一般のご家庭での豊かな食生活の実
現」を企業理念とするオイシックスを設立。
2013年に東証マザーズに上場。2016年、
高齢者をはじめとする買い物難民への移動
型スーパー「とくし丸」を子会社化。2017
年には「大地を守る会」と、翌年には「らでぃっ
しゅぼーや」との経営統合を実現し、食材

宅配3ブランドを擁する新会社社長に就任。
2020年には東京証券取引所第一部へ市
場変更。
2007年、世界経済フォーラムYoung 
Global Leadersに選出。同年、NPO法人
「TABLE FOR TWO International」の
理事となる（現在ファウンダー）。2011年3
月の大震災後には、「東の食の会」の発
起人として復興支援活動を精力的に実施。
2016年には越後妻有を魅力ある地域にして

いくことを目的とした「越後妻有里山協働機
構」副理事に就任。2017年より経済同友
会東京オリ・パラ2020委員会の委員長に
就任、2018年より日本車いすラグビー連盟 
理事長に就任し、経済界からパラスポーツ
を支援。2019年に経済同友会 負担増世
代が考える社会保障改革委員会委員長就
任、2021年より、経済同友会 副幹事長を
務める。

テーマ「消費者と創る“一粒のソリューション。”」
清水 洋史氏　不二製油グループ本社 代表取締役社長 CEO

1977年3月　  同志社大学 法学部 卒業 
４月　   不二製油 入社

1999年10月　新素材事業部長 兼 新素材販売部長 
2001年7月　  食品機能剤事業部長 
2004年6月　  取締役
2006年4月　  不二製油（張家港） 董事長／総経理 
2008年4月　  経営企画部長 
2009年4月　  常務取締役 

2010年4月　  蛋白加工食品カンパニー長 兼 大阪支店長 
2012年4月　  専務取締役 
2013年4月　  代表取締役社長 
2014年4月　  代表取締役社長 兼 マーケティング本部長 
2015年10月　不二製油グループ本社 代表取締役社長 

最高経営責任者（CEO) 兼 マーケティング本部長 
2017年4月　  不二製油グループ本社 代表取締役社長 

最高経営責任者（CEO） （現任）

不二製油グループ本社

テーマ「アスクルの目指すエシカルｅコマース」
吉岡 晃氏　アスクル 代表取締役社長 CEO

1992年4月　西洋環境開発入社
2001年1月　アスクル入社
2005年8月　メディカル＆ケアビジネスリーダー
2006年8月　メディカル＆ケア統括部長
2011年8月　メディカル＆ケア担当執行役員

2012年7月　執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（最高執行責任者）
2012年8月　取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（最高執行責任者） 
2019年8月　アスクル 代表取締役社長 ＣＥＯ（最高経営責任者）（現任）
2020年2月　チャーム取締役会長（現任）

3月　アルファパーチェス取締役（現任）

アスクル

オイシックス・ラ・大地



1980年東京大学法学部卒、1990年ハー
バード・ビジネス・スクール修士（ベーカースカ
ラー授与）。三菱商事の機械（東京、ニュー
ヨーク）に約10年間勤務。
2010年まで、マッキンゼーのディレクターと
して、約20年間、コンサルティングに従事。
自動車・製造業分野におけるアジア地域ヘッ
ド、ハイテク・通信分野における日本支社ヘッ
ドを歴任。日本、アジア、アメリカなどを舞

台に、多様な業界において、次世代成長
戦略、全社構造改革などのプロジェクトに
幅広く従事。
2010年一橋大学大学院特任教授に就任。
同校においては、「問題解決」「イノベーショ
ン戦略」「デジタルトランスフォーメーション
戦略」「コーポレートガバナンス」などを担当。
2014年より、30社近くの日本企業の次世
代リーダーを交えたＣＳＶフォーラムを主催。

デンソー（2019年6月まで）、ファーストリテイ
リング、味の素、 SOMPOホールディングス、
NECキャピタルソリューションズ（いずれも現
在も）の社外取締役を兼任。
『CSV経営戦略』『日本人が誤解するSDG
ｓの本質』『パーパス経営』（近刊）など著
書多数。

名和 高司氏　一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻 客員教授

●コメンテータ－

慶應義塾大学SFC研究所×SDG・ラボ代
表、国連大学サステイナビリティ高等研究
所（UNU-IAS）非常勤教授。北九州市立
大学助教授、東京工業大学大学院社会理
工学研究科准教授を経て、2015年より現
職。
専門は国際関係論、地球システム・ガバナ

ンス。国連におけるSDGs策定に、構想
段階から参画。SDGs研究の第一人者であ
り、研究と実践の両立を図っている。
日本政府SDGs推進本部円卓会議構成
員、内閣府地方創生推進事務局自治体
SDGs推進評価・調査検討会委員などを務
める。

近著に「SDGs（持続可能な開発目標）」中
公新書（2020年8月刊行）がある。
国連Global Sustainable Development 
Report（GSDR）の2023年版執筆の独立
科学者15人に選ばれている。
博士（政策・メディア）。

蟹江 憲史氏　慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授

伊藤 明子氏●コーディネーター


