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 プラチナ構想ネットワーク役員一覧  

 

理事 12 名 

代表理事・会長 小宮山 宏  株式会社三菱総合研究所理事長、東京大学第 28 代総長 

理事・副会長  岩沙 弘道  三井不動産株式会社代表取締役会長 

理事      加藤百合子  株式会社エムスクエア・ラボ代表取締役 

理事      神藏 孝之  イマジニア株式会社 取締役会長ファウンダー 

理事      菊池 康紀  東京大学未来ビジョン研究センター准教授 

理事      小西 龍治  立命館アジア太平洋大学大学院経営管理研究科客員教授 

理事      中尾 武彦  みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社理事長 

理事      長澤光太郎  株式会社三菱総合研究所 専務執行役員 

理事      西田 治子  オフィス・フロネシス 代表 

一般社団法人 Women Help Women 代表理事 

理事      平尾   勇  株式会社地域経営プラチナ研究所代表取締役 

理事      増田 寛也  日本郵政株式会社 取締役兼代表執行役社長 

理事      山田メユミ  一般社団法人バンクフォースマイルズ 代表理事 

 

監事 1 名 

監事      島田 晴雄  株式会社島田総合研究所代表取締役 
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 プラチナ構想ネットワーク会員一覧  

2022 年 6 月 1 日現在 

1.法人Ａ（五十音順） 41 社 

旭化成株式会社 

株式会社梓総合研究所 

イオン株式会社 

株式会社イトーキ 

イマジニア株式会社 

AGC株式会社 

ENEOSホールディングス株式会社 

鹿島建設株式会社 

株式会社カネカ 

キッコーマン株式会社 

サントリーホールディングス株式会社 

清水建設株式会社 

信越化学工業株式会社 

住友化学株式会社 

住友林業株式会社 

双日株式会社 

株式会社染めＱテクノロジィ 

第一生命保険株式会社 

大成建設株式会社 

株式会社大和証券グループ本社 

大和ハウス工業株式会社 

中外製薬株式会社 

ＤＭＧ森精機株式会社 

東京製鐵株式会社 

株式会社トクヤマ 

トヨタ自動車株式会社 

日本電信電話株式会社 

日本郵便株式会社 

株式会社博報堂 DYホールディングス 

阪急電鉄株式会社 

株式会社堀場製作所 

株式会社みずほフィナンシャルグループ 

株式会社三井住友銀行 

三井不動産株式会社 

三井ホーム株式会社 

三菱地所株式会社 

三菱商事株式会社 

株式会社三菱総合研究所 

株式会社三菱 UFJ銀行 

山一興産株式会社 

株式会社リクルート

 

2.法人Ｂ（五十音順） 35 社 

株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ 

株式会社秋田銀行 

株式会社アクシス 

アサヒホールディングス株式会社 

味の素株式会社 

アステナホールディングス株式会社 

株式会社大分銀行 

大阪ガス株式会社 

株式会社クボタ 

株式会社熊谷組 

株式会社ザ・ネクスト・ワン 

株式会社シー･アンド･アール 

株式会社 CLホールディングス 

株式会社シェルター 

株式会社正興電機製作所 

西濃運輸株式会社 

積水ハウス株式会社 

ダイキン工業株式会社 

株式会社タカギ 

中国木材株式会社 

東急株式会社 

株式会社東芝 

東北電力株式会社 

東レ株式会社 

戸田建設株式会社 

ニチハ株式会社 

阪和興業株式会社 

東日本旅客鉄道株式会社 

株式会社前川製作所 

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 

三菱電機株式会社 

株式会社ミライト・テクノロジーズ 

明治安田生命保険相互会社 

株式会社山口銀行 

ヤマト運輸株式会社
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3.法人Ｃ（五十音順） 36 社 

株式会社アルファフォーラム 

株式会社 Andeco 

株式会社 WELLNEST HOME 

エミプラスラボ合同会社 

株式会社 MK総合研究所 

株式会社 OAG 

株式会社キャリアデベロップメント・アンド・

クリエイション 

株式会社グッドバンカー 

Global Mobility Service株式会社 

ケアプロ株式会社 

さくら共同法律事務所 

さくら共同法律事務所 

サステイナブルエネルギー開発株式会社 

サニーライブホールディングス株式会社 

ＳＵＮＤＲＥＤ株式会社 

株式会社ＪＨＥ 

ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社 

一般社団法人 Japan Innovation Network 

小豆島ヘルシーランド株式会社 

森林資源バイオエコノミー推進機構株式会社 

株式会社セントグランデ W 

株式会社ダイセキ環境ソリューション 

株式会社Ｔ-ＩＣＵ 

株式会社テクノロジーOne 

株式会社ヒューマノーム研究所 

株式会社 拓 

株式会社 HIROTSUバイオサイエンス 

株式会社プラチナマイスター 

株式会社プログレッシブ 

ベジタリア株式会社  

みやまパワーHD株式会社 

ミュージックセキュリティーズ株式会社 

株式会社メディアリンク 

株式会社ランドリーム 

株式会社リグノマテリア 

一般社団法人リファイン就労支援センター
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4.自治体首長会員（自治体コード順） 202 名 

  北海道            

室蘭市     青山  剛 

岩見沢市    松野  哲 

留萌市     中西 俊司 

稚内市     工藤  広 

帯広市     米沢 則寿 

ニセコ町    片山 健也 

下川町     谷  一之 

浦河町     池田  拓 

上士幌町    竹中  貢 

更別村     西山  猛 

大樹町     酒森 正人 

  青森県          

青森県     三村 申吾 

  岩手県          

岩手県     達増 拓也 

花巻市     上田  東一 

遠野市     多田 一彦 

一関市     佐藤 善仁 

二戸市     藤原  淳 

矢巾町     高橋 昌造 

一戸町     小野寺美登 

  宮城県          

宮城県     村井 嘉浩 

栗原市     佐藤  智 

東松島市    渥美  巖 

大崎市     伊藤 康志 

富谷市     若生 裕俊 

南三陸町    佐藤  仁 

七ヶ宿町    小関 幸一 

  秋田県          

秋田県     佐竹 敬久 

秋田市     穂積  志 

大館市     福原 淳嗣 

大潟村     髙橋 浩人 

大仙市     老松 博行 

  山形県          

山形県     吉村美栄子 

飯豊町     後藤 幸平 

  福島県          

会津若松市   室井 照平 

伊達市     須田 博行 

  茨城県          

日立市     小川 春樹 

笠間市     山口 伸樹 

取手市     藤井 信吾 

つくば市    五十嵐立青 

ひたちなか市  大谷  明 

  栃木県          

栃木県     福田 富一 

栃木市     大川 秀子 

宇都宮市    佐藤 栄一 

足利市     早川 尚秀 

  群馬県          

富岡市     榎本 義法 

  埼玉県          

埼玉県     大野 元裕 

さいたま市   清水 勇人 

行田市     石井 直彦 

所沢市     藤本 正人 

本庄市     吉田 信解 

春日部市    岩谷 一弘 

戸田市     菅原 文仁 

入間市     杉島理一郎 

鳩山町     小峰 孝雄 

  千葉県          

松戸市     本郷谷健次 

柏市      太田 和美 

流山市     井崎 義治 

いすみ市    太田  洋 

  東京都          

東京都     小池百合子 

新宿区     吉住 健一 

文京区     成澤 廣修 

江東区     山﨑 孝明 

目黒区     青木 英二 

大田区     松原 忠義 

世田谷区    保坂 展人 

中野区     酒井 直人 

荒川区     西川太一郎 

板橋区     坂本  健 

足立区     近藤やよい 

葛飾区     青木 克德 

江戸川区    斉藤  猛 

立川市     清水 庄平 

町田市     石阪 丈一 

  神奈川県          

神奈川県    黒岩 祐治 

横浜市     山中 竹春 

川崎市     福田 紀彦 

鎌倉市     松尾  崇 

藤沢市     鈴木 恒夫 

小田原市    守屋 輝彦 

逗子市     桐ケ谷 覚 

  新潟県          

見附市     稲田  亮 

佐渡市     渡辺 竜五 

  富山県          

富山県     新田 八朗 

富山市     藤井 裕久 

高岡市     角田 悠紀 

南砺市     田中 幹夫 

  石川県          

小松市     宮橋 勝栄 

珠洲市     泉谷満寿裕 

  福井県          

福井県     杉本 達治 

高浜町     野瀬  豊 

  山梨県          

都留市     堀内 富久 

  長野県          

長野県     阿部 守一 

長野市     荻原 健司 

松本市     臥雲 義尚 

上田市     土屋 陽一 

飯田市     佐藤  健 

諏訪市     金子ゆかり 
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須坂市     三木 正夫 

小諸市     小泉 俊博 

伊那市     白鳥  孝 

駒ヶ根市    伊藤 祐三 

中野市     湯本 隆英 

大町市     牛越  徹 

飯山市     足立 正則 

茅野市     今井 敦 

塩尻市     小口 利幸 

佐久市     栁田 清二 

千曲市     小川 修一 

東御市     花岡 利夫 

安曇野市    太田  寛 

小海町     黒澤  弘 

軽井沢町    藤巻  進 

木祖村     唐澤 一寛 

白馬村     下川 正剛 

小谷村     中村 義明 

野沢温泉村   富井 俊雄 

  岐阜県         

岐阜県     古田  肇 

岐阜市     柴橋 正直 

飛騨市     都竹  淳也 

関市      尾関 健治 

  静岡県          

浜松市     鈴木 康友 

南伊豆町    岡部 克仁 

  愛知県          

愛知県     大村 秀章 

一宮市     中野 正康 

豊田市     太田 稔彦 

知立市     林  郁夫 

高浜市     吉岡 初浩 

  三重県         

鳥羽市     中村欣一郎 

伊賀市     岡本  栄 

明和町     世古口哲哉 

玉城町     辻村 修一 

南伊勢町    上村 久仁 

  滋賀県          

東近江市    小椋 正清 

  京都府          

京都府     西脇 隆俊 

京都市     門川 大作 

京丹後市    中山  泰 

  大阪府          

堺市      永藤 英機 

東大阪市    野田 義和 

  兵庫県          

兵庫県     齋藤 元彦 

神戸市     久元 喜造 

洲本市     上崎 勝規 

豊岡市     関貫久仁郎 

加西市     西村 和平 

養父市     広瀬  栄 

  奈良県          

下市町     杦本 龍昭 

  和歌山県          

和歌山県    仁坂 吉伸 

有田市     望月 良男 

有田川町    中山 正隆 

  鳥取県          

鳥取県     平井 伸治 

八頭町     𠮷田 英人 

琴浦町     福本まり子 

  島根県          

島根県     丸山 達也 

浜田市     久保田章市 

益田市     山本 浩章 

雲南市     石飛 厚志 

海士町     大江 和彦 

  岡山県          

岡山県     伊原木隆太 

備前市     𠮷村 武司 

真庭市     太田  昇 

  広島県          

広島県     湯﨑 英彦 

福山市     枝廣  直幹 

呉市      新原 芳明 

  山口県          

美祢市     篠田 洋司 

周防大島町   藤本 淨孝 

  徳島県          

徳島県     飯泉 嘉門 

徳島市     内藤佐和子 

上勝町     花本  靖 

神山町     後藤 正和 

  香川県          

香川県     浜田 恵造 

高松市     大西  秀人 

  愛媛県          

西条市     玉井 敏久 

  高知県          

高知県     濵田 省司 

高知市     岡﨑 誠也 

黒潮町     松本 敏郎 

越知町     小田 保行 

  福岡県          

福岡県     服部誠太郎 

北九州市    北橋 健治 

福岡市     髙島宗一郎 

久留米市    原口 新五 

飯塚市     片峯  誠 

中間市     福田 健次 

小郡市     加地 良光 

古賀市     田辺 一城 

みやま市    松嶋 盛人 

久山町     西村  勝 

添田町     寺西 明男 

みやこ町    井上 幸春 

  佐賀県          

多久市     横尾 俊彦 

  長崎県          

長崎市     田上 富久 

壱岐市     白川 博一 

雲仙市     金澤秀三郎 

  熊本県          

熊本県     蒲島 郁夫 

菊池市     江頭  実 

  大分県          
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大分県     広瀬 勝貞 

大分市     佐藤樹一郎 

  宮崎県          

都城市     池田 宜永 

小林市     宮原 義久 

  鹿児島県          

鹿児島市    下鶴 隆央 

西之表市    八板 俊輔 

いちき串木野市 中屋 謙治 

中種子町    田渕川寿広 

南種子町    小園 裕康

5.個人会員（五十音順） 50 名 

秋山 弘子 

浅島  誠 

阿尻 雅文 

東  大輔 

麻生  渡 

有村 俊秀  

安藤 忠雄 

石戸奈々子 

上田 清司 

大久保達也 

大田 弘子 

大田 昌博 

大西 昭郎 

角森 輝美 

笠松 和市 

梶谷  誠 

梶山 千里 

加藤百合子 

菊池 康紀 

久間 和生 

金 熙濬 

隈  研吾 

河野  茂 

小西 龍治 

小宮山 宏 

古山 通久 

島田 晴雄 

関根 秀昭 

武内 和彦 

玉田   樹 

辻  佳子 

豊重 哲郎 

永井 良三 

中尾 武彦 

中川 暢三 

西脇 文男 

野澤日出夫 

林田 収二 

細田満和子 

牧野  篤 

牧野 義司 

増田 寛也 

松尾  豊 

松宮 亮二 

松本洋一郎 

水野 正明 

村上 周三 

山田メユミ 

横山 禎徳 

渡辺 豊博

6.社会実装会員（五十音順） 4名 

中谷 幸俊           西田 治子           平尾 勇 

吉田 直樹 


