
 

 

（議決事項  ） 

第１２４０回経営委員会議案 

平成２７年６月２３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２７年７月１日付 新規委嘱 
 
・大西 洋 氏 

  （株式会社三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役社長執行役員 

      株式会社三越伊勢丹 代表取締役社長執行役員） 

 ６０歳  略歴は（別紙１）参照 
 
・塩見 美喜子 氏 

（東京大学大学院理学系研究科 教授） 

      略歴は（別紙２）参照 

  

平成２７年７月１日付 再委嘱 
 
・内永 ゆか子 氏 

 （特定非営利活動法人 ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ 

  ネットワーク 理事長） 

         ２期目 略歴は（別紙３）参照 

 

・平林 国彦 氏 

 （ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表） 

     ５７歳 ２期目 略歴は（別紙４）参照 

 

 なお、岩瀬 大輔 氏（ライフネット生命保険株式会社 代表取締役社長）は１期満了により平

成２７年４月３０日付で退任された。 

 また、内海 善雄 氏（前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長）は２期満了により平成

２７年度６月３０日付で退任される。 

 



 

 

（別紙１） 
 

 

大西
おおにし

 洋
ひろし

 氏 

 

１９５５年６月１３日生まれ（６０歳） 

現職：株式会社三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役社長執行役員 

   株式会社三越伊勢丹 代表取締役社長執行役員 

  

〔略歴〕 

１９７９年 ３月  慶応義塾大学商学部 卒業 

同年    ４月  株式会社伊勢丹 入社 

２００４年 ２月  株式会社伊勢丹 営業本部ＭＤ統括部紳士統括部長 

２００８年 ３月  株式会社三越 常務執行役員 百貨店事業本部ＭＤ統括部長 

     株式会社伊勢丹 常務執行役員 

２００９年 ６月  株式会社伊勢丹 代表取締役社長執行役員 

２０１０年 ６月  株式会社三越伊勢丹ホールディングス 取締役 

          株式会社三越 取締役 

          株式会社伊勢丹 代表取締役社長執行役員 兼 営業本部長 

２０１１年 ４月  株式会社三越伊勢丹ホールディングス 取締役 

          株式会社三越伊勢丹 代表取締役社長執行役員 兼 営業本部長 

２０１２年 ２月より現職 

 

 

〔経済団体等〕 

日本百貨店協会副会長 

社団法人 日本ショッピングセンター協会理事 

社団法人 日本メンズファッション協会名誉会長 

 

 

 

 



 

 

（別紙２） 
 

 

塩見
しおみ

 美喜子
み き こ

 氏 

 

現職：東京大学大学院理学系研究科 教授 

 

 

〔略歴〕 

１９８４年 岐阜大学農学部農芸化学科 卒業 

１９８８年 京都大学大学院修了 

１９９０年 ペンシルベニア大学ハワード・ヒューズ医学研究所 研究補佐員 

１９９４年 ペンシルベニア大学ハワード・ヒューズ医学研究所 研究員 

１９９４年 京都大学 農学博士 

１９９７年 科学技術振興事業団 若手研究者長期在外研究員 

１９９９年 ペンシルベニア大学医学部生物物理学科 研究員 

２０００年 徳島大学ゲノム機能研究センター 講師 

２００１年 徳島大学ゲノム機能研究センター 助教授 

２００３年 徳島大学 医学博士 

２００７年 徳島大学ゲノム機能研究センター 准教授 

２００８年 慶應義塾大学医学部 准教授 

２０１２年 東京大学大学院理学系研究科 教授 

 

 

〔受賞歴〕 

２００９年  猿橋賞（ＲＮＡサイレンシング作用機序の研究） 

 

〔その他〕 

２０１４年   理化学研究所研究不正再発防止のための改革委員会 委員 

 

 

  



 

 

（別紙３） 
 

内永
うちなが

 ゆか子 氏 
  

現職：特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク 理事長 

  株式会社 グローバリゼーション リサーチ インスチチュート 代表取締役社長 

  一般社団法人 ジャパン ダイバーシティ ネットワーク 代表理事 

 

〔略歴〕 

 １９７１年 ６月   東京大学 理学部 物理学科 卒業 

  ７月  日本アイ・ビー・エム（株）入社 

 ２００４年 ４月  同社 取締役専務執行役員、開発製造担当 

２００７年 ４月  同社 定年退職、技術顧問 

 特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク

（Ｊ－Ｗｉｎ）理事長 

６月  （株）ベネッセコーポレーション 取締役 

２００８年 ４月  （株）ベネッセコーポレーション 取締役副会長 

ベルリッツコーポレーション 代表取締役会長兼社長兼CEO 

２０１３年 ４月  （株）ベネッセホールディングス 取締役副社長 

   ベルリッツコーポレーション 名誉会長 

  ６月 上記２社 退任 

２０１３年 ９月  株式会社グローバリゼーション リサーチ インスチチュート 

           代表取締役社長 

２０１４年 ４月  一般社団法人 ジャパン ダイバーシティ ネットワーク代表理事 

 

〔社外取締役〕 

 ２０１３年 ５月～ イオン株式会社 

 ２０１３年 ６月～ HOYA株式会社 

 ２０１４年 ３月～ DIC株式会社 

  

〔その他〕 

 １９９９年 ４月 米国ＷＩＴＩ（ウィメン・イン・テクノロジー・ 

インターナショナル）殿堂入り 

 ２００２年１１月 ハーバード・ビジネス・スクール・クラブ・ジャパン 

   ビジネス・ステーツウーマン・オブ・ザ・イヤー受賞 

２００６年１０月 米国女性エンジニア協会ＳＷＥ（ソサエティ・オブ・ウィメン・ 

 エンジニアズ）アップワード・モビリティ・アワード受賞 

 ２０１３年 ６月   男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰受賞 

 ２０１４年 ４月 一般社団法人技術同友会 技術経営士 認定 



 

 

（別紙４） 
 

平林
ひらばやし

 国彦
くにひこ

 氏 
  

１９５８年４月１４日生（５７歳） 

現職：ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表 

 

 

 

 

〔略歴〕 

 １９８４年  筑波大学医学専門学群 卒業 

   医師免許取得 循環器外科専攻 

   茨城こども病院、神奈川こども医療センター胸部外科医員、 

   筑波大学付属病院チーフレジデントなどを歴任 

 

 １９９４年  筑波大学大学院博士課程 修了（医学博士） 

ＪＩＣＡ専門家・チーフアドバイザー、ＷＨＯ短期コンサルタント

Management Science for Health（米、ボストン）Research Fellowなどを

歴任 

 

２００３年 ＵＮＩＣＥＦアフガニスタン事務所（保健省シニア・アドバイザー、 

 ＵＮＩＣＥＦアフガニスタン事務所保健・栄養部長） 

 

２００６年  ＵＮＩＣＥＦレバノン事務所（保健栄養部臨時部長） 

   ＵＮＩＣＥＦ東京事務所 副代表 

 

２００８年  ＵＮＩＣＥＦインド事務所 副代表 

 

２０１０年  ＵＮＩＣＥＦ東京事務所 代表（現職） 

 

 

 


