
（仮）「林業復活・森林再生を推進する国民会議」　発起人

平成25年6月１日現在

　　　（氏名 五十音順）

（共同代表） 　阿部　守一 　　長野県　知事

（共同代表） 　飯泉　嘉門 　　徳島県　知事

（共同代表） 　伊藤　祐一郎 　　鹿児島県　知事

（共同代表）   岩沙　弘道 　　三井不動産（株）　代表取締役会長

（共同代表）   槍田　松瑩 　　三井物産（株）　取締役会長

（共同代表） 　岡村　正     日本商工会議所　会頭

（共同代表）   尾﨑　正直 　　高知県　知事

（共同代表） 　川勝　平太 　　静岡県　知事

（共同代表）   河野　俊嗣 　　宮崎県　知事

（共同代表） 　小宮山　宏 　　三菱総合研究所理事長、東京大学総長顧問

（共同代表） 　近藤　龍夫 　　北海道経済連合会　会長

（共同代表）   佐竹　敬久 　　秋田県　知事

（共同代表）   佐藤　雄平 　　福島県　知事

（共同代表）   鈴木　英敬 　　三重県　知事

（共同代表） 　高橋　はるみ 　　北海道　知事

（共同代表）   高橋　宏明 　  （一社）東北経済連合会　会長

（共同代表） 　達増　拓也 　　岩手県　知事

（共同代表）   張　富士夫 　　トヨタ自動車（株）　代表取締役会長

（共同代表） 　常盤　百樹 　　四国経済連合会　会長

（共同代表） 　永原　功 　　北陸経済連合会　会長

（共同代表） 　中村　時広 　　愛媛県　知事

（共同代表）   並木　正夫     （株）東芝　常任顧問

（共同代表） 　仁坂　吉伸 　　和歌山県　知事

（共同代表）   広瀬　勝貞 　　大分県　知事

（共同代表） 　福田　富一 　　栃木県　知事

（共同代表）   古田　肇 　　岐阜県　知事

（共同代表）   松尾　新吾 　  （一社）九州経済連合会　会長

（共同代表） 　三田　敏雄 　  （一社）中部経済連合会　会長

（共同代表） 　三村　申吾 　　青森県　知事

（共同代表） 　山下　隆 　　中国経済連合会　会長

（共同代表）   山本　繁太郎 　　山口県　知事

  青山　俊介 　  （株）エックス都市研究所　取締役特別顧問

　秋山　優樹 　　東亜建設工業(株)　取締役兼執行役員専務

  浅海　保 　　（株）読売新聞グループ本社　副主筆

　新井　英雄 　　三井住友建設(株)　取締役常務執行役員

  有賀　長郎 　　（一社）日本建設業連合会　事務総長

  安　　昌寿 　　（株）日建設計　代表取締役副社長

　安西　浩一郎 　　日立造船(株)　特別顧問

  安斎　隆 　　（株）セブン銀行　代表取締役会長

　安斎　保　 　　下川町長（北海道）

  安藤　俊裕 　　（株）日本経済新聞社　特別編集委員

　池田　洋光　 　　中土佐町長（高知県）
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  石井　伸一 　　（株）野村総合研究所　公共経営コンサルティング部　上席コンサルタント

　石田　東生 　　筑波大学大学院　システム情報系社会工学域　教授・学長補佐

  市川　祐三 　　（一社）日本鉄鋼連盟　専務理事

  一色　良太 　　トヨタ自動車（株） 渉外部長

　井手　幹雄 　　住友建機（株）　代表取締役社長

　井出　雄二 　　日本森林学会会長、東京大学大学院教授

　伊藤　寛治 　　飛島建設(株)　代表取締役社長兼執行役員社長

  伊藤　範久 　　（一社）中部経済連合会　専務理事

　井上　篤博 　　セイホク株式会社　代表取締役社長

　今久保　哲大 　　日鐵商事(株)　代表取締役社長

  岩下　幹 　　(株)電通　執行役員

  岩田  眞二郎 　　（株）日立製作所　代表執行役  執行役副社長

　岩武　俊廣 　　(一社)日本自動車工業会　特別参与

　上野　俊司 　　国際航業（株）　副社長執行役員

　及川　雅之 　　イワフジ工業（株）　代表取締役社長

  大石　久和 　　（一財）国土技術研究センター　理事長

　大島  邦彦 　　(株)熊谷組　執行役員プロジェクトエンジニアリング室長

  太田　正孝 　　早稲田大学　商学学術院　教授

  大野　直竹 　　大和ハウス工業（株） 代表取締役社長

　岡部  憲一 　　五洋建設(株)　専務執行役員　

　小川　紀一朗 　　アジア航測（株）　代表取締役社長

　冲永　佳史 　　帝京大学　理事長・学長

  奥田　真弥 　　新日鐵住金（株）　常務執行役員　大阪支社長

　小澤　敬市 　　(一社)不動産協会　副理事長専務理事

  小野　武彦 　　（公社）土木学会　会長

  恩村　裕之 　　北海道経済連合会　専務理事

　柿谷　達雄 　　清水建設(株)　代表取締役副社長

　柿沼　昭彦 　　前田建設工業(株)　代表取締役専務執行役員

  各務　正博 　　（一財）電力中央研究所　理事長

  梶浦　敏範 　　（株）日立製作所　情報・通信システム社　上席研究員

  樫山　幸夫 　　（株）産業経済新聞社　論説副委員長

　柏木　孝夫 　　東京工業大学　特命教授

  柏原　孝 　　（株）内田洋行　代表取締役社長

  勝野　哲 　　中部電力（株） 取締役専務執行役員　経営戦略本部長

　加藤　譲 　　三菱地所(株)　代表取締役専務執行役員

　金井　誠 　　(株)大林組　代表取締役副社長執行役員

  鎌倉　秀章 　　中国経済連合会　専務理事

  河田　惠昭 　　関西大学　社会安全学部　社会安全研究センター長・教授

  川戸　惠子 　　（株）TBSテレビ　シニアコメンテーター（政治担当）

  岸井　隆幸 　　日本大学　理工学部  教授

  木村　伊量 　　（株）朝日新聞社　代表取締役社長

　木村　洋行 　　大成建設(株)　代表取締役副社長執行役員

　桐明　公男 　　(一社)日本造船工業会　常務理事

　國島　芳明 　　高山市長（岐阜県）

  熊切　直美 　　大東建託（株）　代表取締役 社長執行役員
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　栗田　正樹 　　（株）レンタルのニッケン　代表取締役社長　執行役員

　黒木　定藏 　　西米良村長（宮崎県）

  河野　龍太郎 　　 ＢＮＰパリバ証券（株）　経済調査本部長・チーフエコノミスト 

  古賀　信行 　　野村證券（株）　取締役会長

　古口　達也 　　茂木町長（栃木県）

  小島　順彦 　　三菱商事（株）　取締役会長、（一社）日本経済団体連合会　副会長

  小寺　秀俊 　　京都大学　理事・副学長（渉外・産学連携担当）

  後藤　克弘 　　（株）セブン＆アイ・ホールディングス　取締役常務執行役員　最高管理責任者

　後藤　隆 　　(株)神戸製鋼所　常務執行役員

　後藤　英夫 　　（株）イワクラ　代表取締役

  雑賀　大介 　　三井物産（株）　代表取締役専務執行役員

　齋藤 道夫 　　ＩＨＩ建機（株）　代表取締役社長

　榊原　弘幸 　　住友大阪セメント（株）　セメント・コンクリート研究所長

　坂根　正弘 　　コマツ　取締役相談役

　坂村　健 　　東京大学大学院　情報学環　教授

  坂本　敏昭   　（一社）東北経済連合会　専務理事

  佐治　信忠 　　サントリーホールディングス（株）　代表取締役会長、代表取締役社長

  佐田　正樹 　　（株）Channel J　代表取締役

　佐藤　康博 　　(株)みずほコーポレート銀行　取締役頭取

　澤井　英一 　　三井不動産(株)　専務執行役員

　澤木　良次 　　大建工業（株）　代表取締役・取締役社長

　沢辺　瀞壱 　　飯能市長（埼玉県）

　残間　里江子 　　プロデューサー

  篠田　信比古     キヤノン（株）　顧問

  島﨑　豊 　　丸紅（株） 秘書部長　兼　広報部副部長

  島田　精一 　　日本ユニシス（株）　特別顧問

　島村　元明 　　王子ホールディングス（株）　取締役常務ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営委員資源環境ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

  下光　秀二郎 　　（株）東芝　代表執行役副社長

  末吉　興一 　　（公財）国際東アジア研究センター　理事長

　末吉　竹二郎 　　国際金融アナリスト

　住岡　浩二 　　日立建機日本（株）　代表取締役

　清野　智 　　東日本旅客鉄道（株）　取締役会長

　関　洋二郎 　　(株)竹中工務店　執行役員

　関屋　収 　　住友重機械工業（株）　専務執行役員　エネルギー環境事業部長

  瀬口　清之 　　（一財）キヤノングローバル戦略研究所　研究主幹

  惣福脇　亨   　（一社）九州経済連合会　専務理事

  高崎　實 　　兼松日産農林（株）　取締役社長

  髙島　正之 　　横浜港埠頭（株）　代表取締役社長

  高橋　誠 　　新日鉄住金エンジニアリング（株）　代表取締役社長

  武田　厚　 　　日鉄住金鋼板（株）　代表取締役社長

  竹村  公太郎 　　（公財）リバーフロント研究所　代表理事

　田島　信太郎 　　田島山業（株）　代表取締役社長

　田代　民治 　　鹿島建設(株)　代表取締役副社長執行役員

　多田　欣一 　　住田町長（岩手県）

  立花　宏 　　（株）情報通信総合研究所　特別研究員
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  立谷　光太郎 　　（株）博報堂　執行役員　テーマビジネスユニット長

  田邉　弘幸 　　双日（株）　顧問・元 副社長

  多部田  茂 　　東京大学　新領域創成科学研究科　准教授

　玉木　康裕 　　タマホーム（株）　代表取締役会長兼社長

　辻　一幸 　　早川町長（山梨県）

  土屋　光章 　　みずほ総合研究所（株）　代表取締役社長

  寺島　実郎 　　（一財）日本総合研究所　理事長、多摩大学　学長、（株）三井物産戦略研究所　会長

  曄道　佳明 　　上智大学　学務担当副学長

　時政　宏 　　(一社)セメント協会　常務理事

　歳谷　秀幸 　　伊藤忠丸紅テクノスチール(株)　代表取締役社長

  豊田　正和 　　（一財）日本エネルギー経済研究所　理事長

  藤岡　敬之 　　伊藤忠商事（株）　審議役　開発・調査部長

　中里　宏史 　　ＪＦＥスチール(株)　プロジェクト営業部長

　中西　勉 　　(株)不動テトラ　執行役員土木事業本部副本部長

  永久　寿夫 　　（株）ＰＨＰ研究所　代表取締役専務、政策シンクタンク　ＰＨＰ総研  研究主幹

  中村　公一 　　山九（株）　代表取締役社長

  中村　利雄 　  日本商工会議所　専務理事

  中村　英夫 　　東京都市大学　総長

　中村　雅行 　　（株）岡村製作所　代表取締役社長

　中村　満義 　　(一社)日本建設業連合会　会長代表理事

  生江　隆之 　　三井ホーム（株）　代表取締役社長

  根本  祐二 　　東洋大学　経済学部　教授

  野田　由美子 　　 プライスウォーターハウスクーパース(株)　パートナー　ＰＰＰ・インフラ部門アジア太平洋地区代表

　野村　昇 　　戸田建設(株)　代表取締役専務執行役員

　野村　誠 　　下呂市長（岐阜県）

　服部　順昭 　　日本木材学会会長、東京農工大学教授

  羽田　正 　　東京大学　国際本部長

  濱田　純一 　　東京大学　総長

　濱邉　修一 　　東洋建設(株)　代表取締役専務執行役員

　林　孝憲 　　(株)奥村組　執行役員東京本社営業担当

　速水　亨 　　速水林業　代表

  原田　啓介 　　日田市長（大分県）

　平尾　壽雄 　　(一社)日本埋立浚渫協会　専務理事

　平田　恒一郎 　　ナイス（株）　代表取締役社長

  平野　英治 　　トヨタファイナンシャルサービス（株）　取締役副社長

  福山　正喜 　　（株）共同通信会館　代表取締役専務

　藤澤　治雄 　　日本製紙（株）　取締役執行役員 原材料本部長

　藤原　忠彦 　　川上村長（長野県）

　堀川　保幸 　　中国木材（株）　代表取締役社長

  本田　敏秋 　　遠野市長（岩手県）

  本多　均 　　（株）三菱総合研究所　常務執行役員

  本保　芳明 　　首都大学東京　都市環境学部自然・文化ツーリズムコース　教授

  前田　匡史 　　（株）国際協力銀行　執行役員　インフラ・ファイナンス部門長

  真壁　利明 　　慶應義塾　常任理事

  増田　寛也 　　（株）野村総合研究所　顧問、東京大学　客員教授
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　松岡　直人 　　(株)メタルワン　代表取締役社長執行役員兼CEO

　松隈　宣明 　　鉄建建設(株)　常務執行役員

　松下　武義 　　(株)徳間書店　代表取締役会長

  丸山　俊夫 　　東京工業大学　理事・副学長（教育・国際担当）

  三木　義久 　　四国経済連合会　専務理事

　水口　宇市 　　西松建設(株)　代表取締役執行役員副社長

  水野　一義 　　北陸経済連合会　専務理事

  美原　融 　　（株）三井物産戦略研究所　フェロー

  三村　明夫 　　（一社）日本プロジェクト産業協議会　会長、新日鐵住金（株）取締役相談役

　宮岡　十里 　　ＪＦＥエンジニアリング(株)　取締役専務執行役員　海外本部長

  宗岡　正二 　　新日鐵住金（株）　代表取締役会長 兼 CEO

　村木　茂 　　東京ガス（株）　代表取締役　副社長執行役員

  森村　勉 　　東海旅客鉄道（株）　代表取締役副社長

  諸星　衛 　　（一財）ＮＨＫインターナショナル  経営特別主幹

　矢崎　裕彦 　　矢崎総業（株）　代表取締役会長

  柳　　正憲 　　（株）日本政策投資銀行　代表取締役副社長

　矢野　富夫 　　檮原町長（高知県）

  矢野　龍 　　住友林業（株）　代表取締役会長

  山崎　亜也 　　住友商事（株）　理事・資源・化学品事業部門長付

　山田　秀之 　　佐藤工業(株)　代表取締役社長

　山本　和彦 　　森ビル(株)　取締役副社長執行役員

  湯原　哲夫     （一財）キヤノングローバル戦略研究所　理事・研究主幹

　世一　英俊 　　(株)安藤・間　常務執行役員技術本部長

  品田　英明 　　味の素（株）　取締役　専務執行役員　食品事業本部長

  吉村　隆 　　ゴールドマン・サックス証券（株）　コンプライアンス部門統括　マネージングディレクター

  米田　雅子 　　慶應義塾大学  理工学部　特任教授

　若島　浩 　　住友商事(株)　理事　鋼板・建材本部長

  和田　章     日本学術会議　会員、東京工業大学　名誉教授、(前(一社)日本建築学会　会長)

  和田  勇     積水ハウス（株）　代表取締役会長 兼 CEO

（ 計 206名 ）
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