
第１回「美しい森林づくり全国推進会議」の概要 
 

１ 設立総会 

 

（１）日時：平成１９年６月１日（金）１５時１５分～１６時 

（２）場所：東京グリーンパレス 

 

（３）出席者 

    「美しい森林づくり全国推進会議」構成団体及び発起人計１１７名 

    関係省庁（オブザーバー） 

 

（４）概要 

ア 代表として出井伸之ソニー(株)最高顧問を選出。 

イ 「美しい森林づくりのための行動宣言」を採択。 

ウ 各構成団体の「美しい森林づくり」を推進するための具体的な取組を

とりまとめ。 

 

 

２ 政府との意見交換会 

 

（１）日時：平成１９年６月１日（金）１７時～１７時４０分 

（２）場所：首相官邸 

 

 （３）出席者 

   設立総会の出席者 

   総理大臣、官房長官、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環

境大臣、官房副長官(進行) 

 

（４）概要 

   ア 閣僚に対し、「美しい森林づくり全国推進会議」の設立及び「美し

い森林づくりのための行動宣言」を報告。 

   イ 閣僚から各省の取組などについて発言。 

   ウ 全国推進会議出井代表及び構成員の代表（ガールスカウト日本連盟、

日本経済団体連合、発起人（竹下景子さん））が挨拶及び取組を報告。 

   エ 総理大臣が締めくくり挨拶。 

参考１ 



政 府 と の 意 見 交 換 会 の 状 況



Ｈ１９．７．１現在

　 (社)ガールスカウト日本連盟 　 (社)中央畜産会

　 (財)休暇村協会 　 (社)日本医師会

　 (社)経済同友会 　 (社)日本環境教育フォーラム

　 (財)国立公園協会 　 (社)日本観光協会

　 (財)自然公園財団 　 (社)日本経済団体連合会

　 (社)住宅生産団体連合会 　 (社)日本建設業団体連合会

主婦連合会 　 (社)日本歯科医師会

　 (財)食品産業センター (社)日本将棋連盟

全国漁業協同組合連合会 日本商工会議所

　 (社)全国建設業協会 　 (社)日本女子プロゴルフ協会

　 (社)全国子ども会連合会 　 日本生活協同組合連合会

　 全国市議会議長会 日本製紙連合会

　 全国市長会 　 日本チェーンストア協会

　 全国市町村教育委員会連合会 　 (財)日本鳥類保護連盟

　 全国知事会 　 (社)日本ツーリズム産業団体連合会

　 全国町村会 日本の森を育てる木づかい円卓会議

　 全国町村議会議長会 (社)日本フードサービス協会

　 全国都道府県議会議長会 　 (財)日本プロスポーツ協会

　 全国都道府県教育長協議会 　 (財)日本レクリエーション協会

全国農業会議所 　 日本労働組合総連合会

　 全国農業協同組合中央会 　 (財)ボーイスカウト日本連盟

全国農業協同組合連合会 　 特定非営利活動法人森づくりフォーラム

　 (社)全国旅行業協会 森を育む紙製飲料容器普及協議会

(社)全日本トラック協会 労働者福祉中央協議会

(社)大日本水産会

（五十音順）

　

「美しい森林づくり全国推進会議」 構成団体



青木　孝夫 財団法人　鼓童文化財団　常務理事 金子　一弘 金子建築工業㈱代表取締役

青山　佳世 フリーアナウンサー 亀山　章 東京農工大学農学部教授

阿川　佐和子 文筆家 茅　陽一 （財）地球環境産業技術研究機構・副理事長

秋庭　悦子 ＮＰＯ法人グリーンコンシューマー東京ネット理事 川井　秀一 日本の森を育てる木づかい円卓会議 議長

浅野　房世 東京農業大学バイオセラピー学科教授 川嶋　直 (財)キープ協会　常務理事

阿部　治 立教大学社会学部教授 栗田　庄一 (社)農山漁村文化協会　常務理事

安藤　直人 東京大学大学院教授 栗原　慶子 林業家

池谷　キワ子 特定非営利活動法人森づくりフォーラム理事 黒木　定藏 宮崎県西米良村長

池淵　周一 京都大学名誉教授 古藤田 香代子 自然資源カスケード利用研究所副所長

井出　雄二 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 木平　勇吉 丹沢大山自然再生委員会委員長

伊東　尚志 富山県上市町長 紺野　美沙子 女優・国連開発計画親善大使

稲尾　和久 プロ野球マスターズリーグ　福岡ドンタクズ監督 櫻井　尚武 日本大学生物資源科学部教授

稲本　正 オークヴィレッジ代表 佐々木惠彦 日本大学総合科学研究所教授

井原　俊一 ジャーナリスト 佐藤　清太郎 秋田森の会・風のハーモニー代表幹事、森林経営者

今井　通子 医学博士・登山家 佐藤　敬一 東京農工大学　准教授

今村　祐嗣 京都大学生存圏研究所教授 佐藤　初雄 NPO法人国際自然大学校理事長

岩田　洋 ＮＰＯ全国森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ会会長 塩野　米松 作家

上原　巌 東京農業大学森林総合科学科准教授 篠崎　良夫 株式会社ローソン執行役員

魚津　龍一 全国町村会副会長（富山県朝日町長） 渋澤　寿一 （特）樹木・環境ネットワーク協会理事長

宇沢　弘文 日本学士院会員 清水　博 特定非営利活動法人　場の研究所所長（理事長）

内野　雅之 同志社大学商学部准教授 下川　悦郎 国立大学法人鹿児島大学農学部教授

大井　玄 東京大学名誉教授 庄子　幹雄 マサチューセッツ工科大学客員教授

大沢　啓二 プロ野球マスターズリーグ委員会議長 ジョン　ギャスライト コラムニスト・ツリークライミングジャパン代表

太田　猛彦 東京農業大学教授 白井　信雄 ㈱プレック研究所　持続可能環境・社会研究ｾﾝﾀｰ長

大戸　武元 株式会社ニチレイ代表取締役会長 白幡　洋三郎 国際日本文化研究センター教授

岡島　成行 （社）日本環境教育フォーラム理事長 杉下　茂 プロ野球マスターズリーグ　名古屋エイティデイザーズ監督

奥田　貢 和歌山県北山村長 鈴木　輝隆 江戸川大学教授

奥田　碩 トヨタ自動車　取締役相談役 鈴木　和夫 独立行政法人　森林総合研究所理事長

小野　精一 山形県小国町長 関岡　東生 東京農業大学森林総合科学科講師

梶山　恵司 富士通総研主任研究員 宗次郎 オカリナ奏者

鹿住　貴之 特定非営利活動法人JUON(樹恩)NETWORK　事務局長 高木　美保 タレント

加藤　壹康 キリンビール代表取締役社長 高田　研 都留文科大学教授

金井　久美子 特定非営利活動法人地球緑化センター事務局次長 高橋　成雄 特定非営利活動法人　地球緑化ｾﾝﾀｰ　理事長

金沢　滋 林業家

　　　　　　　　　　　　　「美しい森林づくり全国推進会議」設立発起人名簿　　　　　　　　　



高橋　彦芳 全国山村振興連盟副会長・長野県栄村長 平田　賢典 みずほ総合研究所㈱研究開発部主任研究員

高橋　弘 北里大学獣医学部　教授　 広瀬　勝貞 大分県知事

竹下　景子 俳優 広瀬　敏通 ホールアース自然学校　代表

立木　義浩 写真家 福田　珠子 林業家

立松　和平 作家 古川　清 元東宮大夫

田中　惣次 林業家 星野　敏男 明治大学教授

田部井　淳子 登山家 前田　多恵子 林業家

千葉　喬三 国立大学法人　岡山大学長 松鷹　恵市 コカコーラ環境教育財団　常務理事

土屋　俊幸 東京農工大学大学院准教授 マリ・クリスティーヌ 異文化コミュニケーター

露木　茂 アナウンサー・東京国際大学教授 三浦　雄一郎 プロスキーヤー

寺西　俊一 一橋大学大学院経済学研究科教授 箕輪　光博 東京農業大学地域環境科学部森林総合科学科教授

土井　正三 プロ野球マスターズリーグ　札幌アンビシャス監督 宮崎　良文 千葉大学教授

土橋　正幸 プロ野球マスターズリーグ　東京ドリームス監督 宮林　茂幸 東京農業大学地球環境科学部教授

仲世古　善雄 社会福祉法人　富良野あさひ郷　理事長 村上　忠明 NPO法人ｸﾞﾘｰﾝｳｯﾄﾞ自然体験教育ｾﾝﾀｰ代表理事

中津　正修 トヨタウッドユーホーム　株式会社　代表取締役社長 村山　貢司 気象予報士

中根　裕 ㈱ツーリズム・マーケティング研究所取締役主席研究員 室伏　きみ子 お茶の水女子大学教授

中野　良子 財団法人　オイスカ　会長 米良　美一 歌手

滑川　恵理子 サンケイリビング新聞社　編集企画部長 森田　稲子 （株）第一プランニングセンター代表取締役

滑志田　隆 ジャーナリスト 森本　兼曩 大阪大学大学院医学系研究科教授

南條　史生 森美術館館長 矢野　龍 住友林業株式会社代表取締役社長

西　直人 リードクライム株式会社取締役 山縣　睦子 林業家、MORIMORIネットワーク代表理事

沼田　早苗 写真家 山本　信次 岩手大学　准教授

野口　健 アルピニスト 山本　博一 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授

畠山　重篤 牡蠣の森を慕う会　代表 山本　文男　 全国町村会長

服部　津貴子 服部栄養料理研究会会長、服部流家元 湯浅　勲 林業家

服部　幸應 （学）服部学園理事長　服部栄養専門学校　校長 / 医学博士 横石　知二 株式会社いろどり代表取締役副社長

浜田久美子 文筆業 横山　隆一 （財）日本自然保護協会　常務理事

林　和弘 林業家 吉田　一夫 映画監督

早野　透 朝日新聞コラムニスト 吉田　義男 プロ野球マスターズリーグ　大阪ロマンズ監督

速水　亨 林業家 芳村　真理 メディアパーソナリティ

原島　幹典 岐阜県立森林文化ｱｶﾃﾞﾐｰ教授 米田　雅子 慶應義塾大学教授

樋口　久子 （社）日本女子プロゴルフ協会会長 米長　邦雄 永世棋聖

平子　庄博 株式会社ライフコーポレーション首都圏農産部 部長 脇本　哲也 北海道知内町長

（五十音順）　　




