日経SDGsフォーラム 特別シンポジウム

海洋プラスチックごみ問題の解決に向けて
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月 日（木） 10:00-16:30

主催／日本経済新聞社 日経BP メディアパートナー／FINANCIAL TIMES
協賛／サントリーホールディングス サティスファクトリー セブン＆アイ・ホールディングス ソーダストリーム
協力／日経ESG経営フォーラム 特別協力／三菱地所

10:00 --10:10

※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｡

来賓挨拶

藤木 俊光氏

経済産業省 製造産業局長

1988年4月

通商産業省入省（中小企業
庁長官官房総務課）
1989年11月 通商政策局西欧アフリカ
中東課
1994年6月 アメリカ留学・ミシガン
大学
1996年1月 通商政策局米州課

10:10 --10:40

2001年1月 経済産業政策局経済産業政
策課（組織改正）
2008年7月 中小企業庁事業環境部金融
課長
2013年6月 経済産業政策局経済産業政
策課長
2014年6月 大臣官房総務課長

2015年7月 資源エネルギー庁 省エネル
ギー・新エネルギー部長
2020年7月 製造産業局長（現職）

基調講演

「オールジャパンで地球規模の課題に取り組む」

テーマ

澤田 道隆氏

クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス（CLOMA） 会長

1981年、大阪大学大学院工学研究科プ
ロセス工学専攻修士（博士前期）課程を
修了。同年、花王石鹸（現・花王）に入
社。以後一貫して同社の研究開発部門に
携 わ る。 素 材 開 発 研 究 所 室 長 を 経 て、
2003年サニタリー研究所長に着任。ベ
ビー用紙おむつ「メリーズ」の再生に寄

10:40 --10:50

与。2006年執行役員に就任。研究開発
部門副統括として、研究開発部門のマネ
ジメントに携わる。2007年ヒューマン
ヘ ル ス ケ ア 研 究 セ ン タ ー 長 を 兼 任。
2008年取締役に就任。2012年6月28
日代表取締役社長執行役員に就任。日本
化学工業協会副会長、日本石鹸洗剤工業

インドネシアからのビデオメッセージ

Ms. Nani Hendiarti

インドネシア海洋・投資担当調整府 局長

Ms. Sri Indrastuti Hadiputranto

10:50--12:30

会副会長、
日本化粧品工業連合会副会長、
日本経済団体連合会生活サービス委員長、
コンシューマー・グッズ・フォーラム理
事を務める。2019年クリーン・オーシ
ャン・マテリアル・アライアンス（CLOMA）
会長就任。

インドネシアNational Plastic Action Partnership（NPAP）会長

パネルディスカッション

「CLOMAの取り組みへの期待と国際貢献（インドネシアへの協力）」

テーマ

10:50--11:10

基調講演

「ジャパンモデルが生み出す新たなイノベーション ～CLOMAアクションプランを通じて」

テーマ

柳田 康一氏

CLOMA 事務局 技術統括

1985年花王に入社。
加工・プロセス開発研究所室長、包装容
器開発研究所室長、環境・安全推進本部

部長、サステナビリティ推進部長、ESG
部門副統括を歴任し、2019年10月より
現職。

●パネリスト

11:15--12:30
村上 貴将氏

パネルディスカッション
経済産業省 製造産業局 素材産業課 革新素材室長

2000年4月 通商産業省入省（資源エネ
ルギー庁公益事業部原子力
発電安全管理課）
2004年6月 内閣官房 知的財産戦略推
進事務局
2008年1月 経済産業政策局 経済産業
政策課

石川 雅紀氏

政策課（政策企画委員）
2016年5月 中小企業庁 長官官房 参事
官室（政策企画委員）
2017年6月 新エネルギー・産業技術開
発機構 ニューデリー事務
所長
2020年７月 現職に就任

神戸大学 名誉教授／ごみじゃぱん 代表理事

1996年9月 （公財）日本容器包装リサイ
クル協会 評議員（現職）
2003年4月 神戸大学大学院 経済学研究
科 教授
2006年9月 NPO法人ごみじゃぱん代
表理事（現職）

高村 ゆかり氏

2019年3月 神戸大学 定年退職
4月 神戸大学 名誉教授（現職）
2020年6月 （公財）日本自動車リサイ
クル推進センター理事（現
職）

東京大学未来ビジョン研究センター 教授

島根県生まれ。専門は国際法学・環境法
学。京都大学法学部卒業。一橋大学大学
院法学研究科博士課程単位修得退学。静
岡大学助教授、龍谷大学教授、名古屋大
学大学院教授、東京大学サステイナビリ
ティ学連携研究機構（IR3S）教授など
を経て、現職。

加藤 丈雄氏

2010年6月 資源エネルギー庁 省エネ・新
エネ部 省エネルギー対策課
2012年6月 商務情報政策局 情報処理
振興課
2014年1月 大臣官房 情報システム厚
生課
2015年6月 産業技術環境局 産業技術

国際環境条約に関する法的問題、気候変
動とエネルギーに関する法政策などを主
な研究テーマとする。
日本学術会議会員、
中央環境審議会委員、再生可能エネルギ
ー買取制度調達価格等算定委員会委員、
科学技術・学術審議会環境エネルギー科
学技術委員会主査、東京都環境審議会会

長、アジア開発銀行の気候変動と持続可
能な発展に関する諮問グループの委員な
ども務める。日本のパリ協定長期成長戦
略（2019年6月閣議決定）を策定する
懇談会委員を務めた。

CLOMA インドネシア協力ワーキンググループ座長（三井物産 執行役員パフォーマンスマテリアルズ本部長）

1961年12月、京都生まれ。1986年４
月三井物産に入社。入社以来化学品畑を
歩 み、 英 国 研 修 員、 米 国 駐 在 を 経 て
2012年に機能化学品本部先端材料事業
部長。その後2016年より化学品業務部

長を経て2017年4月より現職である執
行役員パフォーマンスマテリアルズ本部
長。多岐にわたる産業に隣接する素材を
扱う本部の経営に従事。

柳田 康一氏
●モデレーター

古木 二郎氏

三菱総合研究所 環境・エネルギー事業本部 環境イノベーション研究グループ 主席研究員

1994年、三菱総合研究所 地球環境研
究センターに入所。以後、環境問題・資
源循環に関する調査に従事。特に、容器
包装リサイクル法の制度設計・見直し、
プラスチック資源循環に係る事業戦略検

13:30 --14:00

討などをテーマに調査・コンサルティン
グ業務に従事。

企業講演

「“共創”で実現する循環型社会」

テーマ

福本 ともみ氏

サントリーホールディングス 執行役員 コーポレートサステナビリティ推進本部長

1981年慶応義塾大学卒業後、サントリ
ーへ入社。
1989年 慶 応 ビ ジ ネ ス ス ク ー ル に て
MBA取得。
人事部、広報部、お客様コミュニケーシ
ョン部、コンプライアンス推進部、サン

トリーホール総支配人を経て、2015年
執行役員に就任し、お客様リレーション
本部・コーポレートコミュニケーション
本部を兼任で担当。
2018年4月より、現職。

14:00 --14:30

企業講演

「プリサイクル・マインド ～過剰な利便性の代償から学ぶべき意味のあるアクションとは～」

テーマ

平野 幸恵氏

ソーダストリーム ディレクター／プラスチック・ファイターズ日本代表

SHARPシンガポール支社
シニアビジネスデベロップメントエグゼ
クティブ
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャ
パン デジタルマーケティングプランナー

マリエ氏

HELL OF HEAVEN 代表取締役 兼 デザイナー／環境省 森里川海アンバサダー／J-WAVEナビゲーター

1987年6月20日生まれ。東京都出身。
ViViの専属モデルやTVでのタレント活
動など、多方面で活躍。

14:30 --15:00

インテージ チーフストラテジックプラ
ンナーとしてコンサルティング部門立ち
上げを経て現職。

2011年渡米、NYにある名門「パーソ
ンズ美術大学」へ留学。ファッションを
専攻。JWAVE「SEASONS」ナビゲー

ターを務める傍、企業家・デザイナーさ
らに2020年から環境省アンバサダーに
就任。今も活動の場を広げている。

企業講演

「新素材で『消費』
を生むか、既存資源で『循環』
を生むか
～ごみでSDGs経営をScoring～」

テーマ

恩田 英久氏

サティスファクトリー 取締役社長

興銀インベストメント、UBS信託銀行
等を経て、現在は再生可能エネルギーと
廃棄物マネジメントの事業開発に従事。
環境ファイナンス（ESG投資）と地域
インフラサービスを専門とし、2012年

15:10 --16:30
●パネリスト

よりウエストエネルギーソリューション
代表取締役社長、2014年より東京大学
大学院 環境マネジメントプログラム（MOT）
教員を務め、現職。
経営者かつ研究者として再エネおよび廃

棄物の市場を追い、派生する環境への取
り組みと実態を検証。資源を奪い合わず
サーキュラーエコノミーの輪にのせ、そ
の利便性を享受しつづけるリサイクルフ
ローを提唱する。

パネルディスカッション

「官民連携で加速するプラスチックごみ削減への取り組み」

テーマ

横手 広樹氏

経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課長

2001年3月 京都大学工学部物理工学科
卒業
2003年3月 京都大学院工学研究科機械
工学専攻修了
4月 経済産業省入省（製造産業
局参事官室）
2008年7月 米国留学（デューク大、
ミシガン大）

古澤 康夫氏

大臣官房政策企画委員
2019年7月 産業技術環境局資源循環
経済課長

東京都環境局 資源循環推進部 資源循環推進専門課長

1958年、東京都生まれ。1982年、東京
都に入庁。現在に至る。
都庁での経歴のうち30年以上は廃棄物・
資源循環分野で、ごみ収集作業計画、廃
棄物処理基本計画策定、マテリアルフロ

岡野 知道氏

2011年6月 内閣官房東京電力福島原子
力発電所における事故調査・
検証委員会事務局 課長補佐
2012年8月 資源エネルギー庁電力・
ガス事業部放射性廃棄物等
対策室 課長補佐
2018年6月 産業保安グループ保安課
課長補佐

ー調査、東京スーパーエコタウン事業、
廃棄物処理施設の環境マネジメント、建設
廃棄物対策などに携わってきた。現在は
プラスチックをはじめとした資源の持続
可能な利用という課題に取り組んでいる。

東京2020組織委員会資源管理WG委員。
廃棄物資源循環学会ではごみ文化・歴史
研究部会で活動。

CLOMA アクションプラン ワーキンググループ1 座長（ライオン 執行役員 生産技術研究本部長）

1989年3月 大阪大学大学院工学研究科
終了、同年4月 ライオン 入社、2014年
1月 同 執行役員研究開発本部長、2018

年1月 同 執行役員生産技術研究本部長、
現在に至る。

釣流 まゆみ氏

セブン＆アイ・ホールディングス 執行役員 サステナビリティ推進部 シニアオフィサー

津田塾大学国際関係学科卒業。西武百貨
店入社（現 そごう・西武）。
池袋本店婦人雑貨部、販売促進部、等を
経た後、営業部門へ。大津店店長。執行
役員顧客サービス部長、執行役員池袋本
店副店長、執行役員所沢店店長、執行役

員東戸塚店店長、執行役員文化プロモー
ション部長。2019年3月よりセブン＆
アイ・ホールディングスへ。同年5月に
発 表 し た グ ル ー プ 環 境 宣 言「GREEN
CHALLEGE 2050」の達成に向け活動
を推進中。

●モデレーター
●総合司会

田中 太郎

日経ESG編集長

1990年早稲田大学卒業、日経BP社入社。
「日経ビジネス」副編集長、「日経エコロ
ジー」編集長などを経て2018年4月か
ら現職。

農林水産省食品リサイクル小委員会委員、
グリーン購入大賞審査員、エコマーク運
営委員会委員、ジェトロSDGs研究会委
員など。

●総合司会

榎戸 教子氏

BSテレ東「日経プラス10」キャスター

静岡県出身。大学時代にスペイン国立サ
ラマンカ大学へ留学。さくらんぼテレビ、
テレビ大阪のアナウンサーを経て2008年
より経済キャスターに。現在、BSテレ東

「日経プラス10」
（月曜～金曜夜10時～）
、
「NIKKEI日曜サロン」
（日曜朝9時30分
〜）に出演中。企業経営者や政治家への
インタビュー経験も豊富。

