
CDPウォーターセキュリティ2018
日本報告会 with Water Project

［共催］

［後援］

［協力］［協賛］

2019　2/27（水）
13：30～17：10
（開場/13：00～）

イイノホール
東京都千代田区内幸町2ｰ1ｰ1

飯野ビルディング4F

日　時

場　所

プログラム
13:30～ 主催者挨拶 環境省、CDP
13:40～ 来賓挨拶 駐日英国大使館
  デイヴィッド・エリス（駐日英国大使館 駐日英国首席公使）
13:45～ 基調講演 「SDGsのその先と水リスク」
  沖　大幹（東京大学 総長特別参与・サステイナビリティ学連携研究機構 教授）
14:15～ ◆環境省 Water Project
 講　　演 「水環境行政の動向」
  熊谷  和哉(環境省 水・大気環境局水環境課 課長)
14:25～ ◆環境省 Water Project
 講　　演 「マイクロプラスチックによる水環境汚染」
  田中  周平（京都大学大学院地球環境学堂 准教授）　
14:45～ ◆環境省 Water Project
 Water Project参加団体による取組事例紹介
  「“日本のお風呂文化を未来まで”人にも、地球にもやさしい入浴剤の開発」
  林　啓史（株式会社バスクリン 総務部CSR推進グループ マネージャー） 
  「ゴミから護美へ～プラスチックゴミ問題によせて～」　　 
  石井　清輝（ニホンスイ合同会社 代表）
15:15～ 休　　憩
15:25～ 講　　演 「CDP Citiesについて」
  吉岡　 剛（一般社団法人CDP Worldwide‐Japan シニアマネージャー） 
15:35～ 講　　演 「CDPウォーターセキュリティ2018日本概要報告」
  斎藤　和彦（KPMGあずさサステナビリティ株式会社 代表取締役）
15:55～ 講　　演 「グローバルな水課題と投資家の視点」
  広瀬　悦哉（株式会社QUICK ESG研究所 常務執行役員 主幹）
16:15～ パネルディスカッション～日本企業の水への取り組み～
 モデレータ： 森澤　充世（一般社団法人CDP Worldwide‐Japan ジャパンディレクター）
 パネリスト： デイブ・マンツ（花王株式会社 ESG部門 統括  執行役員）
  二瓶　亮（株式会社LIXILグループ 執行役専務 技術担当  CTO）
  溝内　良輔（キリン株式会社 取締役常務執行役員 兼 キリンホールディングス株式会社 常務執行役員）
17:05～ 閉　　会　　

※敬称略

※当日プログラム内容が変更になることもございます。あらかじめご了承ください。



CDPウォーターセキュリティ2018日本報告会 with Water Project

登壇者プロフィール ※敬称略

一般社団法人CDP Worldwide-Japan　ジャパンディレクター

森澤　充世
シティバンク等で金融機関間決済リスク削減業務に従事した後、環境学の
研究を開始する。ＣＤＰの2006年の世界的な対象企業拡大に伴い、日本
担当としてＣＤＰに参加する。2010年PRI事務局の日本ネットワーク創設
にあたり、日本でのPRI責任者として参加する。PRI事務局ジャパンヘッドを
兼務。東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程修了　環境学博士
担当分野はサステナブル投資、環境、開示　ＮＰＯ法人・日本サステナブル
投資フォーラム理事、環境省委員他

著書「Enough for All Forever - A Handbook for Learning about 
Sustainability」Common Ground 出版（共著）「エネルギー＆カーボン
マネジメント」日刊工業新聞社（共著）「証券アナリストジャーナルESG投
資」日本証券アナリスト協会、「FISCOファイナンシャルレビュー企業開示
と対話の行方」　など寄稿多数。

株式会社バスクリン　総務部CSR推進グループ　マネージャー

林　啓史　
株式会社バスクリンは、創業以来、「健康」に関わる事業を展開し、お風呂の
源である「水」を大切に、「ものづくり」を行ってきました。わが国でもより環
境にやさしい「ものづくり」が問われています。私たちはそのような環境課
題に対応するため、栽培した天然原料の優先使用・古紙を利用した製品開
発など、様々な取り組みを行っています。本報告会では、①実は環境にやさ
しいお風呂について②環境配慮型容器の開発③社員の環境教育の取り組
み等について、紹介します。

駐日英国大使館　駐日英国首席公使

デイヴィッド・エリス
2016年8月1日より現職　2011年-2015年 駐中国英国大使館 公使
参事官 政治担当：主に内政、人権、外交・防衛政策　2007年-2011年 駐
日本国英国大使館 総務部長 兼 総領事 領事業務：セキュリティー、コーポ
レート業務改善プログラム 他　2004年-2007年 英国外務省 アフガニ
スタン担当グループ 副グループ長 南アフガニスタンにおける英国の安全
保障政策　2002年-2004年 英国外務省 アジア太平洋州局 極東課 
副課長 EU 中国関係、台湾中国関係、東アジア安全保障、人権問題、英中
二国間関係　1999年-2002年 駐中国英国大使館 一等書記官 政治担当：
主に内政分析、政府高官の政策分析、イデオロギー推進　1996年
-1999年 英国外務省 北東アジア太平洋リサーチ グループ シニア分析官 
中国政治および東アジア安全保障専門　英国エディンバラ大学にて修士
号（中国文化・言語）および博士号（17世紀中国文学）を取得。

KPMGあずさサステナビリティ株式会社　代表取締役

斎藤　和彦
ヨーク大学（英国）環境経済学修士課程修了。早稲田大学法学部卒業。
2002年4月、朝日監査法人（現あずさ監査法人）に入所。現在、KPMG
あずさサステナビリティ株式会社の代表取締役を務める。サステナビリ
ティレポートの第三者保証業務、温室効果ガス排出量の検証、環境・安全
コンプライアンス監査、環境デューデリジェンス、その他関連するアドバイ
ザリー業務に携わっている。日本公認会計士協会の統合報告保証専門部会
およびサステナビリティ保証専門部会のメンバー。

東京大学　総長特別参与・サステイナビリティ学連携研究機構　教授

沖　大幹
東京大学工学部卒業、博士（工学、1993年、東京大学）、気象予報士。東京
大学生産技術研究所助教授、文部科学省大学共同利用機関・総合地球環境
学研究所助教授などを経て、2006年東京大学教授。2016年10月より
国際連合大学上級副学長、国際連合事務次長補も務める。地球規模の
水文学および世界の水資源の持続可能性を研究。気候変動に関わる政府
間パネル（IPCC）第5次報告書統括執筆責任者、国土審議会委員ほかを
務める。生態学琵琶湖賞、日経地球環境技術賞、日本学士院学術奨励賞
など表彰多数。水文学部門で日本人初のアメリカ地球物理学連合（AGU）
フェロー（2014年）。書籍に『SDGsの基礎』(共著)、『水の未来 ─ グロー
バルリスクと日本 』（岩波新書）、『水危機 ほんとうの話』（新潮選書）、『水の
世界地図第2版』（監訳）、『東大教授』（新潮新書）など。

京都大学大学院地球環境学堂　准教授

田中　周平
アジアメガシティにおける生活関連化学物質の環境動態解析と効率的
対策の検討、湖沼沿岸域の自然再生について研究。多様な環境問題に対し
て、工学分野として実際の現場に適用しうる知見の集積を心がけている。
国際的な学生・研究者の受け入れや研究室内の場の多様化・活性化を図り、
さらに積極的に海外の大学、研究機関と協力し地球規模の環境問題に対処
できる人材育成を目指している。土木学会論文賞、環境工学研究フォーラム
論文賞など表彰多数。書籍に『地球環境学 複眼的な見方と対応力を学ぶ』
（丸善出版）、『地球環境問題への挑戦と実践』（開成出版）など。

ニホンスイ合同会社　代表

石井　清輝
商社、IT企業などを経て、2016年ニホンスイ立ち上げ。市民レベルに根ざ
した水環境保全活動に従事。主に「1 on 1運動」と題し、｢ひとり1本･マイボ
トル運動｣を推進し、プラスチックゴミ問題改善に取り組む。また、河川など
の清掃活動を通じ、民間レベルでの環境問題への意識改革にも注力する。

環境事業者として、環境負担の少ない水処理装置や、麦飯石水・機能水等を
利用した水環境改善活動に従事。民間・法人を問わず、長期的に継続可能な
水環境の構築を提案。現在、市区町村単位での「水飲み場」設立活動にも
取り組む。

一般社団法人CDP Worldwide-Japan　シニアマネージャー

吉岡　剛
大阪大学基礎工学部機械工学科卒業、東京大学大学院新領域創成科学研
究科博士課程（環境システム学）修了、博士（環境学）。建設コンサルタント
会社等を経て、2018年より現職。これまで、自然エネルギー・省エネル
ギーに関する調査・研究とともに、地域における自然エネルギー事業の立ち
上げ・開発支援、市民出資の企画・組成等に従事。

株式会社QUICK　ESG研究所 常務執行役員　主幹

広瀬　悦哉
1984年に株式会社市況情報センター（現：QUICK）に入社。1992年より
QUICK Europe Ltd チューリヒ支店長、1994年同ロンドン支店マネー
ジャとして、欧州の機関投資家向けサービスの企画・営業に従事。1996年
に帰国後は資産運用業務向けサービスの企画・開発・営業に取り組む。
2014年にESG研究所を設立。同年GPIFより受託した「年金積立金管理
運用独立行政法人におけるスチュワードシップ責任及びESG投資のあり方
についての調査研究業務」における統括責任者を務める。日本サステナブ
ル投資フォーラム（JSIF）理事。PRI、RI Asia、CDPなど、セミナー等での
ESGをテーマにした講演多数。

花王株式会社 ESG部門 統括　執行役員

デイブ・マンツ
多種多様な日用品を扱う、東京を拠点に置く花王株式会社の執行役員、
ESG部門統括。
花王のグローバルなESG戦略の策定、実行を主な役割とする。花王での
20年にわたり、研究開発およびマーケティングの両方でマネジメントに
携わっており、事業を成功に導く新しい取り組みの開発・発売にも複数
携わってきた。
キャリアのスタートは34年前、P&Gで幅広い様々なコンシューマーブラ
ンドに携わったことに始まり、その後、ビューティーケアや食品産業の小売
業でも経験を積んだ。花王に加え、J.M.スマッカー、ペプシコのレストラン
事業部、またマクドナルドの新コンセプト部門での幹部職を歴任してきた。

キリン株式会社　取締役常務執行役員  兼  キリンホールディングス株式会社　常務執行役員

 溝内　良輔
1982年4月 キリンビール滋賀工場労務課入社
1997年4月 キリンビール市場リサーチ　室長
2010年3月 ライオン Pty Ltd　常勤取締役
2012年3月 キリンホールディングス 執行役員　経営戦略部長　兼
 提携戦略部長
2015年3月 キリンホールディングス 常務執行役員 
 ブラジルキリン 非常勤取締役
2017年3月 キリン取締役 常務執行役員　兼 
 キリンホールディングス 常務執行役員
学歴 :
1988年6月 MITスローンスクール・オブ・マネジメント修了
1982年3月 一橋大学経済学部卒業

株式会社 LIXILグループ 執行役専務 技術担当　CTO

二瓶　亮
１９７８年 ファナック株式会社入社
２００４年 ファナック株式会社　取締役
２００８年 ファナック株式会社　専務取締役
２０１０年 株式会社住生活グループ（現ＬＩＸＩＬグループ） 専務執行役員
２０１１年 株式会社ＬＩＸＩＬ 専務執行役員
 株式会社ＬＩＸＩＬグループ 執行役専務
２０１７年 株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 専務役員 Technology Research本部長（現）
 株式会社ＬＩＸＩＬグループ 執行役専務 技術担当
２０１８年 株式会社ＬＩＸＩＬグループ 執行役専務 技術担当 兼　CTO（現）


