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No. 区分 氏名 所属 役職 委員区分
第1回出

欠

1 委員 亀井 義明
クリケットジャパン株式会社
（Ｓｗｅｄｉｓｈ　Ｍａｔｃｈ）

代表取締役社長 生産者 ○

2 委員 柳澤 博幸 BICジャパン株式会社 代表取締役社長 生産者 ○

3 委員 廣田  茂 株式会社ライテック 専務取締役 生産者 ○

4 委員 瀬川 隆昭 株式会社サロメ 代表取締役社長 生産者 ×

5 委員 神戸  章 ウインドミル株式会社 常務取締役 生産者 ○

6 委員 嘉祥寺 好啓 株式会社ＴＴＳ 取締役商品開発部長 生産者 ○

7 委員 小沢 洋一 株式会社東海 生産技術部長 生産者 ○

8 委員 芝塚  明 東京パイプ株式会社 開発部長 生産者 ○

9 委員 横矢 真理
特定非営利法人 子どもの危険回避研
究所

所長
使用・
消費者

○

10 委員 河村 真紀子 主婦連合会 事務局次長
使用・
消費者

○

11 委員 秋庭 悦子
社団法人 日本消費生活アドバイザー・
コンサルタント協会

常任顧問
使用・
消費者

○

12 委員 長見 萬里野 財団法人 日本消費者協会 参与
使用・
消費者

○

13 委員 夏目 智子 全国地域婦人団体連絡協議会 事務局長
使用・
消費者

○

14 委員 古畑 孝志 株式会社 イトーヨーカ堂 QC室住居担当マネージャ 販売者 ○

15 委員 尾松　学 株式会社　ローソン
商品・物流本部　日用品部 シニア
マーチャンダイザー

販売者 ○

16 委員 杉浦 元昭 社団法人 日本喫煙具協会 業務部長 中立者 ○

17 委員 持丸 正明 独立行政法人 産業技術総合研究所
デジタルヒューマン工学研究セン
ター研究センター長

中立者 ○

18 委員 津田 卓也 三井住友海上火災保険株式会社
火災新種保険部 次長 兼 費用技
術保険チーム長

中立者 ○

19 委員 田村 直義 株式会社 インターリスク総研
コンサルティング第一部 CSR・法務
グループ長 上席コンサルタント

中立者 ○

20 委員 倉田 賢司 財団法人　日本文化用品安全試験所 製品安全部長 中立者 ○

21 委員 森廣 泰則 財団法人 日本ガス検査機器協会
検査認証事業部 認証技術部　技
術グループ  グループマネージャー

中立者 ○

22 委員 角田 保則 財団法人 日本燃焼機器検査協会 検査担当理事 中立者
代理：大

島様

23 委員 若井 博雄 財団法人 製品安全協会 専務理事 中立者 ○

24 委員 田中 正躬 財団法人 日本規格協会 理事長 中立者 ○

25 委員 蛯谷 勝司 独立行政法人 製品評価技術基盤機構
製品安全センター 標準・技術基準
課 主任

中立者 ○

26 委員 高辻 育史 経済産業省 製造産業局 日用品室長 中立者 ○

27 委員 藤代 尚武 経済産業省
商務流通グループ 製品安全課 製
品安全企画官

中立者 ○
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28 委員 内田 富雄 経済産業省
産業技術環境局 環境生活標準化
推進室長

中立者 ○

29 委員 野村 裕 消費者庁 消費者安全課長 中立者
代理：柳
澤補佐

30 関係者 荒木　誠 東京都
生活文化スポーツ局 消費生活部
生活安全課長

－ ○

31 関係者 清水 洋文 東京消防庁 防災部 生活安全課長 － ×

32 関係者 源田　浩 三井住友海上火災保険株式会社
金融公務営業推進本部課長 兼 公
務第二部課長

－ ○

33 関係者 仲野　純一 社団法人 日本喫煙具協会 専務理事 － ○

34 関係者 小笠原 正人 経済産業省
商務流通グループ 製品安全課 課
長補佐

－ ○

35 関係者 河本 彰誠 経済産業省
商務流通グループ 製品安全課 係
長

－ ○

36 関係者 荒井 淳 経済産業省
産業技術環境局 環境生活標準化
推進室 室長補佐

－ ○

37 関係者 伊敷 万太郎 経済産業省
産業技術環境局 環境生活標準化
推進室

－ ○

38 事務局 山田 次雄 財団法人 日本規格協会
規格開発部 担当部長 兼 消費者
関連標準化推進室長

－ ○

39 事務局 渡邉 道彦 財団法人 日本規格協会
規格開発部 消費者関連標準化推
進室

－ ○

40 事務局 永田 智子 財団法人 日本規格協会
規格開発部 消費者関連標準化推
進室

－ ○
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