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■グリーン購入ネットワーク（GPN） 第 14期理事 （202２.５.11現在） 

会長 東京大学 大学院工学系研究科 人工物工学研究センター 教授 梅田  靖 

代表理事 東京都市大学 環境学部 教授 伊坪 徳宏 

 イオン株式会社 環境・社会貢献部 部長 鈴木 隆博 

 合同会社 SECA 代表執行社員 則武 祐二 

 

サラヤ株式会社 総務人事本部 産学官連携事業部 

兼 新事業開発本部 環境事業推進室 

兼 東京サラヤ株式会社 管理本部総務部 産学官連携事業部 部長 

竹内 光男 

 株式会社プリプレス・センター 代表取締役 藤田  靖 

 横浜市 環境創造局 環境保全部長 土田 知彦 

 公益財団法人日本環境協会 常務理事 山縣 秀則 

 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 環境委員会 青柳恵美子 

 埼玉グリーン購入ネットワーク 事務局長 秋元 智子 

 グリーン購入ネットワーク 専務理事 齋田 正之 

理事 味の素株式会社 サステナビリティ推進部 シニアマネージャー 太田 史生 

 アスクル株式会社 コーポレート本部 副本部長 SDGs担当 梶川 伸一 

 株式会社UPDATER 代表取締役社長 大石 英司 

 株式会社エコリカ 営業部 部長 山形  真 

 株式会社オカムラ サステナビリティ推進部 環境マネジメント室 室長 那須 信昭 

 コクヨ株式会社 CSV本部 サステナビリティ推進室 環境ユニット長 齊藤 申一 

 佐川急便株式会社 CSR推進部 環境課 課長 竹下 博士 

 有限会社サステイナブル・デザイン 代表取締役 西原  弘 

 中越パルプ工業株式会社 営業企画部長 西村  修 

 日本製鉄株式会社 環境部 環境リレーション室長 小杉  健 

 日本電気株式会社 サステナビリティ推進部 シニアプロフェッショナル 稲垣 孝一 

 富士通株式会社 サステナビリティ推進本部 環境統括部 環境デザイン部 エキスパート 石川 鉄二 

 ペリージョンソン株式会社 営業本部・取締役 営業統括本部長 新谷 雅年 

 株式会社リコー プロフェッショナルサービス部 品質統括・CFセンター 品質統括室 審議役 石垣 好司 

 荒川区 環境清掃部長 古瀬 秀幸 

 神奈川県 環境農政局 環境部 環境計画課長 加藤 敦史 

 佐賀市 環境部 部長 森  清志 

 世田谷区 環境政策部長 清水 優子 

 仙台市 環境局環境部 環境共生課長 金久保美喜 

 エコ印刷研究会 代表 奥山  淳 

 NPO法人えこひろば 代表理事 阿部 晴子 

 国際環境 NGO FoE Japan 理事 三柴 淳一 

 公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 気候エネルギー・海洋水産室 プラスチック政策マネージャー 三沢 行弘 

 台東リサイクルネットワーク 代表幹事 善財 裕美 

 一般社団法人東京都トラック協会 常務理事 遠藤 啓二 

 日本生活協同組合連合会 社会・地域活動推進部 サステナビリティ推進グループ グループマネージャー 新良貴泰夫 

 公益財団法人日本野鳥の会 自然保護室 自然保護グループチーフ 山本  裕 
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理事 認定NPO法人フェアトレード・ラベル・ジャパン シニアディレクター 中島 佳織 

 横浜市資源リサイクル事業協同組合 副理事長 会田  篤 

 大阪グリーン購入ネットワーク 理事長 池上 俊郎 

 九州グリーン購入ネットワーク 代表 二渡  了 

 北海道グリーン購入ネットワーク 事務局長 大内 一弘 

 みやぎグリーン購入ネットワーク 事務局長 海藤 節生 

 横浜グリーン購入ネットワーク 幹事 池田 陸郎 

 グリーン購入ネットワーク 事務局長 深津 学治 

 

■監事 （第 13期監事、第 14期承認手続き中） 

 元コニカミノルタビジネスエキスパート株式会社 取締役 岡庭憲一郎 

 東友会 関東支部ボランティア部会 部会長 小栗 史興 

 

■GPNアドバイザー  （第 13期GPNアドバイザー、第 14期承認手続き中） 

 北海道GPN会長（公益財団法人北海道環境財団 理事長） 小林 三樹 

 みやぎGPN代表幹事（東北大学大学院 工学研究科 教授） 猪股  宏 

 埼玉GPN会長（一般社団法人埼玉県環境検査研究協会 代表理事） 星野 弘志 

 横浜GPN会長（横浜市立大学 CSRセンターLLP センター長） 影山摩子弥 

 大阪GPN副理事長（大阪産業大学大学院 人間環境学研究科 教授） 花田真理子 

 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授 蟹江 憲史 

 神戸大学 名誉教授 石川 雅紀 

 芝浦工業大学 システム理工学部環境システム学科 教授 中口 毅博 

 東京大学大学院 工学系研究科化学システム工学専攻 教授 平尾 雅彦 

 東京都立大学 都市環境学部 都市政策科学科 教授 奥  真美 

 一般社団法人日本 LCA推進機構 理事長 稲葉  敦 

 横浜国立大学大学院 環境情報研究院 人工環境と情報部門 教授 松本 真哉 

 


