
主催／日本経済新聞社　共催／消費者庁
特別協賛／ヤクルト本社
協賛／花王　大正製薬　松谷化学工業　明治　森永乳業　雪印メグミルク　ロッテ

※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 : 30～10 : 40 ご挨拶

※公務の都合により事前の予告なく変更となる場合がございます。

井上 信治氏　内閣府特命担当大臣（消費者および食品安全）※予定

1994年  3月　東京大学法学部 卒業
  4月　建設省 入省

1998年  9月　ケンブリッジ大学大学院 
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） 

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　国際博覧会担当大臣
内閣府特命担当大臣

10 : 40～11 : 10 基調講演

テーマ「健康日本21（第二次）の推進と栄養・食生活に係る課題について」
福島 靖正氏　厚生労働省 医務技監

1959年熊本県生まれ。1984年熊本大学
医学部卒。
2007年厚生労働省社会・援護局障害保
健福祉部精神・障害保健課長、2009年
健康局結核感染症課長、2012年大臣官
房厚生科学課長、2013年農林水産省大

臣官房審議官、2014年厚生労働省大臣
官房審議官（医政担当）、2015年健康局
長、2017年成田空港検疫所長、2018年
国立保健医療科学院長を経て、2020年８
月より現職。

11 : 10～11 : 40 基調講演

テーマ「トクホ新時代への期待」
伊藤 明子氏　消費者庁長官

1962年生まれ。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。

11 : 40～12 : 10 企業講演

テーマ「世界の人々の健康のために ～特定保健用食品と代田イズム～」
石川 文保氏　ヤクルト本社 取締役専務執行役員 研究開発本部長

1984年6月　ヤクルト本社入社
2015年6月　同 取締役常務執行役員
2016年6月　同 取締役専務執行役員

（研究開発本部長、生産本部長、中央研究所長）
2017年6月　同 取締役専務執行役員（現任）

（研究開発本部長、中央研究所長）

トクホで考える健康新時代
～ トクホ公正競争規約がスタート ～

日時　2020年9月30日（水）10：30～15：40

P R O G R A M



13 : 00～14 : 10 パネルディスカッション①

テーマ「公正競争規約策定で変わるトクホの未来」

下田 智久氏　特定保健用食品公正取引協議会 会長

1969年6月　厚生省入省
1975年5月　埼玉県本庄保健所長
1988年6月　茨城県衛生部長
1988年7月　労働省労働基準局安全

衛生部長
2001年1月　厚生労働省大臣官房

技術総括審議官
8月　厚生労働省健康局長

2002年10月　社会福祉・医療事業団理事
2003年10月　福祉・医療機構理事
2005年10月　ヒューマンサイエンス

振興財団 理事長
2010年7月  　日本健康・栄養食品協会

理事長

2020年6月　日本健康・栄養食品協会
　顧問

8月　特定保健用食品公正取引
　協議会 会長

片桐 一幸氏　消費者庁 審議官

1989年　公正取引委員会事務局
（取引部取引課） 入局

2003年　公正取引委員会事務総局
官房総務課企画官

その後、公正取引委員会審査局審査長な
どを経て、2009年6月 内閣府経済財政運
営担当政策統括官付参事官

2011年1月からは消費者庁表示対策課長
として公正競争規約認可、公正取引協議
会運営に関する業務を含む景品表示法の
運用を担当。
2014年に公正取引委員会に戻り、経済取引
局調整課長、審査局管理企画課長、官房
サイバーセキュリティ・情報化参事官を歴任。

2020年1月に公正取引委員会事務総局審
査局犯則審査部長に就任。同年7月から
消費者庁審議官。

浦郷 由季氏　全国消費者団体連絡会 事務局長

1985年神奈川大学卒業。7年間の会社
勤めの後、専業主婦として子育てをしながら
生協の組合員活動・商品活動にかかわる。
2009年～2017年生活協同組合ユーコー
プ理事、2013年～2017年日本生活協同
組合連合会の理事を務め、2017年5月よ
り現職。

現在、消費者庁、消費者委員会、厚生労
働省、農林水産省などの審議会、検討会
等の委員を担い、消費者の立場から意見
発信をしている。

津金 貴則氏　ロッテ 中央研究所 研究企画課 課長

1998年4月　　ロッテ入社 基礎研究に従事
2012年～  　　特定保健用食品の開発・申請支援業務
2015年～  　　機能性表示食品の届出業務も担当
2018年4月～　現職

●パネリスト

阿南 久氏　消費者市民社会をつくる会 理事長

1972年3月　   東京教育大学体育学部 卒業
1991年～2007年8月　生活協同組合コープとうきょう、東京都生活協同組合連合会、

日本生活協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会 理事を歴任
2008年5月～2012年8月　全国消費者団体連絡会 事務局長
2012年8月～2014年8月　消費者庁 長官
2014年10月　  消費者市民社会をつくる会設立 代表理事
2015年6月～　国民生活産業・消費者団体連合会 副会長（2019年6月～同連合会会長代行）

雪印メグミルク社外取締役
2016年12月～ 横浜市消費者協会 理事長
2017年4月～　消費者スマイル基金 理事長

●モデレーター



14 : 20～15 : 40 パネルディスカッション②

テーマ「健康増進に期待されるトクホの役割」

矢島 鉄也氏　日本健康・栄養食品協会 理事長

1982年3月　千葉大学医学部卒業
4月　厚生省入省

2001年1月　保険局医療課 企画室
2005年8月　健康局総務課

生活習慣病対策室長
2007年8月　大臣官房 厚生科学課長
2012年9月　健康局長
2013年7月　退職

2014年4月　千葉県 病院事業管理者
　（病院局長） 就任

2020年3月　千葉県 病院事業管理者
（病院局長） 退職

4月　厚生労働省 参与（非常勤）
7月　日本健康・栄養食品協会

理事長

医学博士。社会医学系専門医・指導医、
千葉大学 客員教授（医療政策学）。厚生
労働省在職中に、特定健診・保健指導の制
度設計、健康日本２１（第二次）を担当する。

田中 弘之氏　東京家政学院大学 人間栄養学部 学部長

2002年　　　厚生労働省 医薬食品局 食品安全部 基準審査課
新開発食品保健対策室 広告監視指導官・衛生専門官 併任

2005年　　　内閣府食育推進室 参事官補佐
2007年　　　厚生労働省 健康局 総務課 生活習慣病対策室 栄養・食育指導官
2009年4月　東京家政学院大学 人間栄養学部 教授
2020年　　　内閣府消費者委員会 臨時委員（表示・新開発食品調査部会）

消費者庁 コーデックス連絡協議会委員

大森 敏弘氏　明治 開発本部 発酵開発部 部長

1993年北海道大学大学院理学研究科化
学専攻修了。同年に明治乳業に入社、中
央研究所分析研究室に配属。2009年より
食品開発研究所・消費者科学研究G長、
2013年より明治・食品開発研究所・市

乳G長、「明治おいしい牛乳」「ザバスミル
クプロテイン」の開発に従事。2017年よ
り市乳商品開発部牛乳・宅配開発G長、
2019年市乳商品開発部長となり、一貫し
てヨーグルト・乳飲料の開発業務を担当。

小林 敏也氏　雪印メグミルク 執行役員 ミルクサイエンス研究所長

1988年　　　雪印乳業（現・雪印メグミルク）入社　生物科学研究所配属
2014年　　　雪印メグミルク 広報部 担当部長
2017年　　　雪印ビーンスターク出向 商品開発部 副部長
2020年4月　 雪印メグミルク 執行役員 ミルクサイエンス研究所長

●パネリスト

田中 陽　日本経済新聞社 編集局編集委員●モデレーター


