
（議決事項  ） 

第１３０１回経営委員会議案 

平成３０年２月２７日 

 

 

国際放送番組審議会委員の委嘱について 

 

 

国際放送番組審議会委員について、次のとおり委嘱を行うこととしたい。 

ついては、「定款第６７条第２項」の規定により同意を得たい。 

 

 

平成３０年４月１日付 新規委嘱 
 
・河野 雅治 氏 

  （日本国政府代表・中東和平担当特使） 

 ６９歳  略歴は（別紙１）参照 
 

 平成３０年４月１日付 新規委嘱 
 

・平子 裕志 氏 

（全日本空輸株式会社 代表取締役社長） 

 ６０歳  略歴は（別紙２）参照 
 

 平成３０年３月１日付 再委嘱 
 

・木山 啓子 氏 

（特定非営利活動法人ＪＥＮ 代表理事） 

       ２期目 略歴は（別紙３）参照 

 

 平成３０年４月１日付 再委嘱 
 

・神馬 征峰 氏 

（東京大学大学院医学系研究科教授 国際地域保健学教室） 

     ６０歳 ２期目 略歴は（別紙４）参照 

 

 なお、藤崎 一郎 氏（前駐米大使、上智大学特別招聘教授）、小林 栄三 氏（伊藤忠商事株式

会社会長）は、２期満了により平成３０年３月３１日付で退任される。 

 



 （別紙１） 
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１９４８年１２月２１日生まれ（６９歳） 

現職：日本国政府代表（中東和平担当特使） 

   東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会理事  

    株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外取締役 

 

〔略歴〕 

１９７３年  東京大学法学部 卒業 

１９７３年 外務省 入省  

１９７６年 ウィリアムズ・カレッジ（米国）卒業 

１９８９年 アジア局南東アジア第一課長 

１９９１年 内閣官房長官秘書官 

１９９４年 北米局北米第一課長 

１９９６年 在英日本国大使館公使兼ロンドン総領事 

２０００年 大臣官房審議官 

２００１年 在ロサンゼルス日本国総領事 

２００３年 中東アフリカ局アフリカ審議官  

２００５年 総合外交政策局長  

２００７年 外務審議官（経済担当）  

 ２００９年 ロシア連邦駐箚特命全権大使（兼アルメニア、トルクメニスタン、 

   ベラルーシ）  

２０１１年 イタリア駐箚特命全権大使（兼アルバニア、サンマリノ、マルタ） 

２０１４年 外務省退官、日本国政府代表（中東和平担当特使） 

  東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会理事 

２０１５年 株式会社ドトール・日レスホールディングス 社外取締役 

  株式会社三井住友フィナンシャルグループ 社外取締役 

 
 
 



（別紙２） 
 

平子
ひ ら こ

 裕
ゆう

志
じ

 氏 
                                                   
１９５８年１月２５日生まれ（６０歳） 

現職：全日本空輸株式会社 代表取締役社長 

 

 

〔略歴〕 

１９８１年３月   東京大学経済学部 卒業 

１９８１年４月   全日本空輸株式会社 入社 

２００４年７月   同 東京空港支店 旅客部長 

２００６年４月   同 営業推進本部 レベニューマネジメント部長 

２００８年４月   同 財務部担当部長 

２０１０年４月   同 企画室企画部長 

２０１１年６月   同 執行役員 営業推進本部副本部長 

２０１２年４月      同 執行役員 米州室長 兼 ニューヨーク支店長 

２０１５年４月      ＡＮＡホールディングス株式会社 上席執行役員  

                    財務企画・ＩＲ部 担当 

                    全日本空輸株式会社 取締役執行役員 経理部担当 

２０１５年６月   ＡＮＡホールディングス株式会社 取締役執行役員 

     財務企画・ＩＲ部 担当 

     全日本空輸株式会社 取締役執行役員 経理部担当 

２０１６年４月   ＡＮＡホールディングス株式会社 取締役執行役員 

     財務企画・ＩＲ部・施設企画部 担当 

      全日本空輸株式会社 取締役執行役員 経理部担当 

２０１７年４月   ＡＮＡホールディングス株式会社 取締役 

     全日本空輸株式会社 代表取締役社長 

 
 
 
 
 



 （別紙３） 
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現職：特定非営利活動法人 ＪＥＮ
ジ ェ ン

 代表理事 

 

 

〔略歴〕 

  １９８２年  立教大学法学部 卒業 

  １９９２年  ニューヨーク州立大学バッファロー校社会学大学院修士課程修了 

  １９９４年  ＪＥＮ
ジ ェ ン

創設に参加 

    （旧ユーゴスラビアの地域代表として、難民・避難民の支援に従事） 

  ２０００年～２０１６年 特定非営利活動法人 ＪＥＮ
ジ ェ ン

 理事・事務局長 

  ２００７年～２０１５年 特定非営利活動法人 国際協力ＮＧＯセンター（ＪＡＮＩＣ）理事 

  ２０１１年～２０１６年 特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム（ＪＰＦ） 

     共同代表理事 

 ２０１６年  特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム（ＪＰＦ）理事 

 ２０１６年  特定非営利活動法人 ＪＥＮ
ジ ェ ン

 代表理事 

 ２０１６年  国連中央緊急対応基金（ＣＥＲＦ） 諮問委員 

 

 

〔受賞〕 

 ２００５年  エイボン女性功績賞 

 ２００５年  日経ＷＯＭＡＮ「ウーマン・オブ・ザ・イヤー２００６」大賞 

 ２０１３年   全日本学士会アカデミア賞 国際部門 

   

 

〔著書〕 

 ２０１０年  「誰かのためなら人はがんばれる -国際自立支援の現場でみつけた生き方-」 

   （かんき出版） 
 
 
 
 



 （別紙４） 
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１９５７年１１月１７日生まれ（６０歳） 

現職：東京大学大学院医学系研究科教授・国際地域保健学教室 
 

 

〔略歴〕 

 １９８５年   浜松医科大学医学部医学科 卒業 

 １９８５年～１９８７年 飛騨高山赤十字病院 研修医・内科医 

 １９８７年～１９９４年 国立公衆衛生院・労働衛生学部 研究員 

 １９９１年～１９９２年 ハーバード公衆衛生大学院 客員研究員 

 １９９４年～１９９６年 ＷＨＯ緊急人道援助部・ガザ地区 

／ヨルダン川西岸地区事務所 

ＷＨＯヘルスコーディネーター（事務所長） 

 １９９５年   浜松医科大学 医学博士 

 １９９６年～２００１年 国際協力事業団ネパール事務所 公衆衛生専門家 

 ２００１年～２００２年 ハーバード公衆衛生大学院 武見フェロー 

 ２００２年～２００６年 東京大学大学院医学系研究科 講師 

 ２００６年～現在    東京大学大学院医学系研究科 教授 

 

〔団体等〕 

 ２００３年  日本国際保健医療学会  理事 

 ２０１４年  日本健康教育学会  理事長 

 ２０１７年      ヘルスプロモーション・健康教育国際連合 副会長 

 ２０１７年  アジア太平洋公衆衛生大学院連合 会長 

 

〔受賞〕 

 ２００８年  武見記念生存科学研究基金 武見奨励賞 

 ２０１５年      日本熱帯医学賞 

 ２０１５年  第１１回ヘルシー・ソサエティ賞 教育者部門（国際） 

 

〔著書〕 

 ２００２年    「万事順を追うてひとりでに パレスチナでの学びから」（新風舎） 
 ２００５年    「実践ヘルスプロモーション」（医学書院） 
２０１６年     「『みんなの健康学』序説」（風間書房） 


