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中央放送番組審議会

家本賢太郎 ㈱クララオンライン代表取締役社長

潮田　道夫 毎日新聞社論説委員

大軒　由敬 朝日新聞社記事審査委員会委員長

岸本　葉子 エッセイスト

紫　　　舟 書家

白石興二郎 読売新聞社常務取締役論説委員長

田島　恵一 自治労全国一般評議会特別幹事

田中ウルヴェ京 ㈱MJコンテス取締役，メンタルスキル・コ

ンサルタント

田中　里沙 ㈱宣伝会議編集室長

○広野　道子 21LADY譁代表取締役社長

◎福井　俊彦 前日本銀行総裁

冨士　重夫 全国農業協同組合中央会専務理事

細谷　亮太 聖路加国際病院副院長，小児総合医療セン

ター長

松井　孝典 千葉工業大学惑星探査研究センター所長

○宮田　亮平 東京芸術大学学長

山根　香織 主婦連合会会長

関東甲信越地方放送番組審議会

○明石　要一 千葉大学教育学部教授

金子　　仁 新潟交通譁代表取締役社長

小島　俊一 JA宇都宮代表理事組合長

◎澁谷　　勲 譁常陽銀行取締役会長

清水　淳子 割烹「みな金」女将

高山　恵子 NPO法人えじそんくらぶ代表

田中　宏和 譛田中本家博物館館長

玉木　正之 スポーツ＆音楽ライター

富岡　賢治 群馬県立女子大学学長

山崎　嘉正 譁亀屋代表取締役社長

吉川知惠子 弁護士

近畿地方放送番組審議会

有田　典代 関西国際交流団体協議会事務局長

上松　邦栄 イラストレーター

川口　清一 連合大阪会長

◎齊藤　十内 日本スピンドル製造譁代表取締役社長

闍橋宗治郎 譛滋賀県産業支援プラザ理事長

立本　成文 総合地球環境学研究所所長

建畠　　晢 国立国際美術館長

中野　聖子 譁ホテルサンルート奈良専務取締役

成川　守彦 和歌山県病院協会会長

○野闢　勝義 前日本プロフェッショナル野球組織選手関

係委員長

弘本由香里 大阪ガス譁エネルギー・文化研究所客員研

究員

中部地方放送番組審議会

石川　好和 愛知県農業協同組合中央会専務理事

伊藤　一美 特定非営利活動法人子ども＆まちネット理

事長

大林　重治 のと共栄信用金庫理事長

岡本　知彦 譁ナベヤ代表取締役社長

◎奥野　信宏 中京大学理事・総合政策学部教授

奥村　隆司 譁べにや旅館代表取締役社長

○木宮　健二 学校法人常葉学園理事長

陶　　智子 近世文化研究家

杉野　正博 譁INAX代表取締役会長

鈴山　雅子 三重大学男女共同参画コーディネーター

中村　淳治 中日新聞社相談役

堀田あけみ 作家

水野耕太郎 東邦ガス譁代表取締役会長

中国地方放送番組審議会

井出崎小百合 やまぐち子育て支援ネットワークhussyh代

表

宇佐川弘子 広島市平和記念資料館ピースボランティア

岡　　將男 路面電車と都市の未来を考える会（RACD

A）会長

◎岡田　光正 広島大学大学院教授

加計美也子 学校法人高梁学園理事長

○小泉　　凡 島根県立大学短期大学部教授

柴田　英杞 譛鳥取県文化振興財団文化芸術デザイナー

西本　克也 錦帯橋鵜飼振興譁代表取締役社長

桝田　知身 境港市観光協会会長

松永　和平 農事組合法人松永牧場代表理事

村上　正高 譁鞆スコレ・コーポレーション代表取締役

社長

山城　　滋 中国新聞社論説委員会論説主幹

国内放送番組審議会

NHK各審議会委員一覧（2010年 3月31日現在）五十音順 ◎委員長 ○副委員長経営
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九州地方放送番組審議会

小山　敬子 ピュア・サポートグループ代表

◎柴田洋三郎 九州大学大学院医学研究院（形態機能形成

学）教授

正野　逸子 産業医科大学産業保健学部教授

鈴田　滋人 染織作家・重要無形文化財保持者

田口　信教 鹿屋体育大学教授

○竹本　慶三 させぼ四ケ町商店街協同組合理事長

田代俊一郎 譁西日本新聞社編集局編集企画委員会特別

編集委員

西大八重子 フィニシングスクール西大学院学院長

原田　　緑 譁七尾製菓代表取締役専務

古野　隆雄 農家

南　　慧昭 南陽山勝光寺住職

渡邊眞一郎 宮崎県酒造組合会長

東北地方放送番組審議会

宇部　文雄 東北電力譁常務取締役

折原　　亨 学校法人原田学園山形女子専門学校校長

○桂川　　実 河北新報社論説委員会委員長

佐藤　　瀏 岩手大学工学部教授

◎佐藤　令一 譁七十七カード代表取締役社長

島守　　賢 譁ダイマル代表取締役社長

橘　眞紀子 秋保温泉岩沼屋専務取締役

増子恵美子 福島学院大学附属幼稚園園長

松村　譲裕 譁ユーランドホテル八橋代表取締役社長

蓬田　隆子 譁リブレ代表取締役社長

北海道地方放送番組審議会

内田　和幸 ながぬま農業協同組合代表理事組合長

木下　正明 鳥取神社宮司

桜木　紫乃 作家

田澤　由利 譁ワイズスタッフ代表取締役

橋本　智子 譖北海道消費者協会会長

福居恵美子 譁福居製餡所代表取締役社長

◎毛利　　稔 北海道振興譁代表取締役社長

山田　英和 譁とかちアドベンチャークラブ代表取締役

社長

○山本　　卓 北海道新聞社論説委員

若山　　直 譁五島軒取締役社長

渡邉　浩平 北海道大学大学院メディア・コミュニケー

ション研究院教授

四国地方放送番組審議会

今川　弥生 譁ヘルシープラネット代表取締役

植田貴世子 譁クラッシー代表取締役

笠木　寛治 高松赤十字病院院長

黒田　俊一 愛媛新聞社編集局長

◎小松　正幸 愛媛大学顧問

○竹田　美喜 松山市立子規記念博物館館長

中村　有無 四国電力譁常務取締役

野田　文子 からり直売所出荷者協議会名誉会長

早川　賢治 帯屋町筋商店街次世代委員会代表

村上　仁士 徳島大学名誉教授，徳島大学環境防災研究

センター客員教授

渡部　　淳 譛土佐山内家宝物資料館館長

朝海　和夫 元駐欧州連合日本政府代表部大使

今井　　克 譖共同通信社国際局長

大沢真知子 日本女子大学人間社会学部現代社会学科教

授

北村　俊昭 国際石油開発帝石譁副社長執行役員・早稲

田大学大学院客員教授

○酒井　啓子 東京外国語大学大学院教授

坂村　　健 東京大学大学院情報学環教授

塩見　和子 譛日本音楽財団理事長

中山　俊宏 津田塾大学国際関係学科准教授・日本国際

問題研究所客員研究員

長谷川祐子 東京都現代美術館チーフキュレーター・多

摩美術大学芸術学科特任教授

◎平田　康夫 譁国際電気通信基礎技術研究所代表取締役

社長

荒川　　薫 明治大学理工学部情報科学科教授

伊東　　晋 東京理科大学理工学部電気電子情報工学科

教授

宇治　則孝 日本電信電話譁代表取締役副社長

河内　正孝 総務省大臣官房総括審議官

工藤俊一郎 譖日本民間放送連盟常務理事

闍畑　文雄 早稲田大学理工学術院教授

中川　正雄 慶応義塾大学理工学部情報工学科教授

中嶋　正之 東京工業大学大学院情報理工学研究科教授

中村　慶久 岩手県立大学学長

野原佐和子 譁イプシ・マーケティング研究所代表取締

役社長

半田　　力 譖電子情報技術産業協会専務理事

宮原　秀夫 独立行政法人情報通信研究機構理事長

森口　泰孝 文部科学省文部科学審議官

安田　　豊 KDDI譁執行役員技術統括本部長

若尾　正義 譖電波産業会専務理事

国際放送番組審議会

放送技術審議会




