
日時　2021年5月10日（月）13:00-16:40
主催／日本経済新聞社　日経BP
共催／全国清涼飲料連合会
後援／農林水産省　環境省
メディアパートナー／FINANCIAL TIMES
協賛／PETボトルリサイクル推進協議会　日本自動販売協会　清涼飲料自販機協議会　日本自動販売システム機械工業会
　　　フジシールインターナショナル　アートファクトリー玄
特別協力／三菱地所

日経SDGsフォーラム特別シンポジウム

「資源としてのPETボトル」を
生かす循環型社会への取り組み

P R O G R A M

13 : 10--13 : 40 基調講演

※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する場合がありますのでご了承ください。

13 : 00--13 : 10 来賓挨拶

笹川 博義氏　環境副大臣 ※予定

2007年　群馬県議会議員初当選
2011年　群馬県議会議員当選（二期）
2012年　第46回衆議院選挙初当選
2014年　第47回衆議院選挙当選（2期目）

特別協力

https://events.nikkei.co.jp/37280/日経 大丸有 SDGs フェス（5/10 ～ 5/14）

http://events.nikkei.co.jp/37052/事前登録受付中 申込・詳細

HYDROGEN
SYMPOSIUM

※事前登録すると、関連資料をダウンロードすることができます。許諾をいただいた登壇者のダウンロードに適した資料が対象です。配信で映る全ての資料がダウンロードできるわけではございません。予めご了承ください。 
※ 感染状況等によって、オンライン配信のみ（会場聴講なし）とさせていただく場合もございます。会場での聴講の定員は、通常の5分の１以下とします。ご希望者多数の場合は抽選となりますので、ご了承ください。抽選の結果発表は、当選者への「受講券」
（Eメール）の発送をもってかえさせていただきます。オンライン配信のみとなった場合、および、抽選の結果落選となった方には、オンライン視聴用URLをEメールにてご案内します（ご案内が開催直前になる可能性がございますが、予めご了承ください）。

お問い合わせ 日経 大丸有エリア SDGsフェス事務局
E-mail : sdgs-f@nex.nikkei.co.jp

茂木 正氏
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部長

津吉 学氏
岩谷産業 取締役常務執行役員 水素本部長

橘川 武郎氏
国際大学大学院 国際経営学研究科 教授

福田 紀彦氏
川崎市長

細野 哲弘氏
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 理事長

村木 美貴氏
千葉大学大学院 工学研究院 教授

柏木 孝夫氏
東京工業大学 特命教授・名誉教授

小池 百合子氏
東京都知事

久元 喜造氏
神戸市長

佐薙 徳寿氏
東芝エネルギーシステムズ 水素エネルギー事業統括部 ゼネラルマネジャー

内堀 雅雄氏
福島県知事

原田 英一氏
川崎重工業 常務執行役員 水素戦略本部長

関口 猛氏
清水建設 常務執行役員 エンジニアリング事業本部長

LCV 事業本部 副本部長

協賛企業

私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

2050年の脱炭素社会の実現に向けて、二酸化炭素（CO₂）フリーの水素エネルギーが注目されています。SDGsの
達成にも水素が果たす役割は大きく、世界各国がその効果的な活用に取り組んでいます。水素が切り開く未来の姿を
議論します。

2021. 5.11 TUE

10:30-18:10

日経SDGsフェス

聴講無料
日経 社会イノベーションフォーラム

カーボンニュートラル実現
のための水素実装
グローバル連携での水素バリューチェーン

2017年　第48回衆議院選挙当選（3期目）
　　　　 環境大臣政務官（第3次安倍第3次改造内閣）
　　　　 環境大臣政務官（第4次安倍内閣）

テーマ「社会を明るく未来へつなげる、
                        清涼飲料水ペットボトルの資源循環」
米女 太一氏　全国清涼飲料連合会 会長

1986年4月 アサヒビール入社、1998年7
月内閣 中央省庁等改革推進本部事務局、
2000年3月 アサヒビール 流通企画部プロ
デューサー、2008年8月 国家公務員制度
改革推進本部事務局（参事官）、2009年
9月 アサヒ飲料 人事総務部長、2012年

3月 同社理事、2014年3月 同社執行役
員、2016年3月 同社取締役兼執行役員、
2018年3月 同社常務取締役兼常務執行役
員、2020年3月 同社代表取締役社長 同
年5月 全国清涼飲料連合会会長。

13 : 40--14 : 00 基調講演

テーマ「進化するペットボトルのリサイクルサーキュラー
     【循環】＆エコロジカル【共生】エコノミー世界トップランナーへ」
河野 敦夫氏　全国清涼飲料連合会 専務理事

1984年大塚製薬入社、1997年人事部人
材開発担当課長、2000年製品部 カロリー
メイト プロダクトマーケティングマネージャー、
2004年開発部長、2009年製品部 ポカ
リスエット プロダクトマーケティングマネー

ジャー、2011年仙台支店長、2015年営業
部ヘルスケア営業部長、2017年販売促進
部長、2019年5月 全国清涼飲料連合会
専務理事。



15 : 40--16 : 40 パネルディスカッション

テーマ「PETボトルの有効利用100％実現に向けて」

井関 勇一郎氏　環境省 環境再生・資源循環局 総務課リサイクル推進室 係長

2014年環境省入省、自然環境行政を経験。
その後、福島地方環境事務所にて、原発
事故からの復興に向けた公共用地の取得や
除染土壌の輸送、廃棄物処理などの業務
に携わる。
現在はプラスチックの資源循環の推進を担当。

●パネリスト

森 幸子氏　農林水産省 食料産業局バイオマス循環資源課 食品産業環境対策室長

1995年農林水産省入省。農林水産技術
会議事務局バイオテクノロジー課、生産局
園芸作物課、内閣府政策統括官（科学技
術・イノベーション担当）付参事官等を経て、
2021年4月から現職。

15 : 00--15 : 30 企業講演

テーマ「リサイクルボックス（入口）が変える、
                    人の意識とペットボトルの未来」
杉村 総一郎氏　アートファクトリー玄 代表取締役

多摩美術大学 芸術学科 プロデュースコース 卒業
2002年　アートファクトリー玄 代表取締役 就任
2010年　商店街振興組合 原宿表参道欅会 副理事長 就任

公共性の高い「もの・空間づくり」を行う景
観事業に関わり、主力の環境事業での、公
共交通機関や商業施設はじめ、全国のリサ
イクルの入り口となるリサイクルボックスの企
画販売を通して、ペットボトルはじめ、多くの
廃棄物が資源ではなく、ゴミとして回収され、
回収後の収集運搬や分別作業、再商品化

の全ての過程から、一貫した解決による持
続可能な仕組みづくりの必要性と、山積す
る課題の解決を仕事の原動力とする。
現在、設立50年を目前に、大手上場企業
や行政、取引先に、全国シェア80％を超え
る自動販売機、高速道路・鉄道といった公
共交通機関、流通各社に向けたリサイクル

ボックス（入口）事業や全国シェア60％を超
す分煙事業、様々なもの・空間づくりを通し
て、SDGｓへ取り組みに関わり、「持続可
能な地域づくり」を実現させる事業を積極的
に進めている。

14 : 00--14 : 30 自治体講演

テーマ「プラスチックの持続可能な利用と水平リサイクル」
古澤 康夫氏　東京都環境局 資源循環推進部 専門課長

1958年、東京都生まれ。1982年、東京
都に入庁。以来、廃棄物・環境行政に従
事し、ごみ収集作業管理、建設廃棄物対策、
廃棄物処理計画策定等に携わる。
現在は資源循環推進専門課長として、主に

プラスチック対策と廃棄物に係る国際協力を
担当。
東京2020組織委員会の資源循環WG委
員。廃棄物・資源循環学会ではごみ文化・
歴史研究部会に所属。

14 : 30--15 : 00 企業講演

テーマ「変化とともに変化する ～フジシールグループ 環境への取り組み」
岡㟢 成子氏　フジシールインターナショナル 取締役 代表執行役社長 CEO

1990年8月　   フジシール 入社
1999年12月　同 経営企画室長
2001年1月　  同 経営企画センター長
2002年6月　  同 取締役
2004年6月　  フジシールインターナショナル 取締役 執行役

2006年6月　同 取締役 執行役（経営企画担当）
2007年3月　Fuji Seal Europe S.A.S. 代表取締役社長
2007年6月　同 取締役 執行役（経営企画・欧州担当）
2008年3月　同 取締役 代表執行役社長
2020年6月　当社取締役 代表執行役社長 CEO（現任）



山中 恵里氏　全国清涼飲料連合会 企画部

2018年9月、全国清涼飲料連合会に入会。
企画部に配属、渉外・企画担当として現在
に至る。
清涼飲料業界の代表団体である全清飲の
一員として、関連省庁・関係団体・NPO
法人と連携して、資源循環の課題解決の推
進に取り組む。

相馬 隆宏　日経ESG エディター

1998年3月　慶應義塾大学大学院理工学研究科修士課程修了
4月　日経BP社入社
「日経オープンシステム（現・日経SYSTEMS）」編集

2002年4月　「日経情報ストラテジー」編集
2006年4月 「日経エコロジー」編集

2011年4月　同副編集長
2014年4月 「日経ビジネスアソシエ」編集副編集長
2015年4月　「日経ビジネス」編集
2016年1月　「日経エコロジー」編集副編集長
2018年4月　「日経ESG」編集エディター（現職）

●モデレーター

特別協力

https://events.nikkei.co.jp/37280/日経 大丸有 SDGs フェス（5/10 ～ 5/14）
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※事前登録すると、関連資料をダウンロードすることができます。許諾をいただいた登壇者のダウンロードに適した資料が対象です。配信で映る全ての資料がダウンロードできるわけではございません。予めご了承ください。 
※ 感染状況等によって、オンライン配信のみ（会場聴講なし）とさせていただく場合もございます。会場での聴講の定員は、通常の5分の１以下とします。ご希望者多数の場合は抽選となりますので、ご了承ください。抽選の結果発表は、当選者への「受講券」
（Eメール）の発送をもってかえさせていただきます。オンライン配信のみとなった場合、および、抽選の結果落選となった方には、オンライン視聴用URLをEメールにてご案内します（ご案内が開催直前になる可能性がございますが、予めご了承ください）。
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E-mail : sdgs-f@nex.nikkei.co.jp

茂木 正氏
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部長

津吉 学氏
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国際大学大学院 国際経営学研究科 教授
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千葉大学大学院 工学研究院 教授
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協賛企業

私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

2050年の脱炭素社会の実現に向けて、二酸化炭素（CO₂）フリーの水素エネルギーが注目されています。SDGsの
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2021. 5.11 TUE
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日経SDGsフェス

聴講無料
日経 社会イノベーションフォーラム

カーボンニュートラル実現
のための水素実装
グローバル連携での水素バリューチェーン

城川 雅行氏　フジシールインターナショナル 取締役 代表執行役COO 

中西 真奈美氏　東京都 オリンピック・パラリンピック準備局 大会施設部 輸送課 課長代理（TDM 担当）

大学卒業後、2009年4月東京都に入庁。
建設局にて街路整備事業等に関わる。
2016年よりオリンピック・パラリンピック準
備局に配属となる。現在まで、大会時の円
滑な輸送と都市活動の安定との両立に向け
て、交通需要マネジメント（TDM）の推進を
担当。

1985年3月　   フジシール 入社
1998年9月　   Fuji Seal Europe Ltd. 欧州営業本部長
2000年1月　   American Fuji Seal,Inc. 営業本部長 
2011年10月　同 副社長
2014年6月　   フジシールインターナショナル 執行役（米州担当）

  American Fuji Seal,Inc. 代表取締役社長

2018年6月　フジシールインターナショナル 取締役 執行役
2020年3月　Fuji Seal Packaging（Thailand）Co., Ltd. 取締役
2020年6月　フジシールインターナショナル 取締役

代表執行役COO（現任）


