
高知県林業振興・環境部  林業環境政策課
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7-52　TEL 088-821-4586

お問い合わせ

“協働”の森づくり
　 深化と広がりを！！

第11回
協働の森フォーラム
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保健農園ホテル　フフ山梨支配人

河野　透氏（ソニーOB、元森林セラピーソサエティ事務局長）　

［プログラム］
開場
フォーラム開会
感謝状贈呈
あいさつ
基調講演

パネルディスカッション

閉会

主催：高知県

9月21日
13:00-17:00（開場12:00）

平成29年

高知県立県民文化ホール［グリーン］
+多目的ホール1F　
　高知市本町4丁目3-30　TEL 088-824-5321

会 場

日 時 木

環境先進企業が、高知県の森林再生・間伐に力を注いで10年。
森に光が射し、都市と地域が出会い、絆を深めてきました。
新たな10年に向けて課題と展望を共に考えていきます。

申込不要
参加無料

協働の森づくり事業とは？
環境先進企業の皆様、市町村及び高知県が協働して、手入れの行
き届かない状況となっている森林の再生や地元住民と企業の皆
様との交流を通じた地域の活性化を進めようとするものです。こ
れまでのべ63の企業・団体と協定を締結しています。

　　　　　CLT・バイオマス発電
展示・休憩スペース 会場：多目的ホール（1F）

時間：12：00～17：00

～私たちも高知家の大家族やき～
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キリンビール株式会社
高知支社 支社長

株式会社スノーピーク
専務取締役

「私が取り組んだ初めての営業実践！ターゲットは法人！！」
～地方自治体と企業との連携のヒントに～

《パネリスト》

第2会場

来場者の方、先着150名様に
“もくレース”コースターを
　　　　　　　　プレゼント！

来場者の方、先着150名様に
“もくレース”コースターを
　　　　　　　　プレゼント！

来場者の方、先着150名様に
“もくレース”コースターを
　　　　　　　　プレゼント！

※ばうむ合同会社製

土佐の森で生まれた色味豊かな木に
レーザーカットを施し、繊細な木の
レースに仕上げました。

（お一人様1個限り）

2.  　　　　　　　上山　 桂 × 越知町長  小田 保行

3.  　　　　　　　　石田 健志 × 津野町長 池田 三男

1.　                          永田 亮子× 奈半利町長 齊藤 一孝

写真はイメージです。

写真はイメージです。

日本たばこ産業株式会社
執行役員 CSR担当



全国豊かな海づくり大会

第11回
協働の森フォーラム

1968年、多摩美術大学デザイン科卒、ソニー入社。
1996～2002年コーポレートADセンター長、1996～
2002年ソニーマーケティング常務・広告宣伝本部長。2002
～2006年ソニーPCL副社長を勤めた後、ソニーを離れる。そ
の後、日本の豊かな森林資源を活用し、心身の健康に効果を
生み出す、森林セラピーを通して地域の活性化に取り組み、現
在は、人生最後の営業活動として保健農園ホテルフフ山梨の
支配人として活躍している。

航空機 高知龍馬空港から車で約30分
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“協働”の森づくり 深化と広がりを！！
～私たちも高知家の大家族やき～

パネルディスカッションパネリスト

一般社団法人more trees 事務局長

水谷 伸吉（みずたに しんきち）
慶応義塾大学経済学部を卒業後、2000年より㈱ク
ボタで環境プラント部門に従事。2003年よりインド
ネシアでの植林団体に移り、熱帯雨林の再生に取り
組む。2007年に坂本龍一氏の呼びかけによる森林
保全団体「more trees」の立ち上げに伴い、活動に

参画し事務局長に就任。森づくりをベースとした国産材プロダクトのプロデュース
のほか、カーボンオフセット、ツーリズム、被災地支援や全国での講演、執筆なども
手掛ける。「more treesの森」は日本に11か所あり、高知県では、梼原町
と中土佐町で「more treesの森」の森林再生に取り組んでいる。

RKC高知放送

井津 葉子アナウンサー高知県立県民文化ホール［グリーン］
高知市本町4丁目3-30　TEL 088-824-5321

《会場》

大阪府大阪市生まれ
関西学院大学 文学部卒業
ＲＫＣ高知放送
ラジオパーソナリティー

奈半利町長

齊藤 一孝（さいとう かずたか） 

津野町長

池田 三男（いけだ みつお）
キリンビール株式会社
高知支社 支社長

石田 健志（いしだ たけし）
1965年生まれ。名古屋市出身。
1989年小樽商科大学卒業、同年キリンビ
ール入社。函館、神戸、東北、高松、埼玉勤務
を経て2014年秋から高知支社長。2006年

より四万十町と協働の森協定締結。津野町のお茶を使ったカクテル
（津野山ビール）をきっかけとして、同町と「協働の茶縁事業」を実施
するなど地域との協働に取り組んでいる。

1974年旧葉山村役場入り。
産業課長、総務課長を歴任後、2005年から
2008年に津野町助役、副町長を務めた。
2008年2月、津野町長に就任し、現在3期目。
農林業の振興、子育て支援、学力向上対策、若

者定住、集落活動支援など、元気な津野町を目指し地域の特性を生か
したまちづくりを推進している。

１９７１年奈半利町役場に入庁、経済建設課長、
教育長などを歴任。２００２年町長に初当選し、
現在4期目。奈半利町では、2006年11月、日本
たばこ産業株式会社（ＪＴ）、奈半利町郷分生産
森林組合、高知県、奈半利町の４者で町内の約

１６０ｈａの森林を保全するためのパートナーズ協定を締結し、奈半利
川流域にある森林区域を保全することにより、山だけでなく奈半利ふる
さと海岸に群生するサンゴなどが生息する川や海の自然環境の保全を
行っている。

越知町長
小田 保行（こだ やすゆき）

株式会社スノーピーク
地方創生コンサルティング 専務取締役　
上山　桂（うえやま けい） １９７９年越知町役場に入庁、2013年12月越知

町企画課長を最後に退職し、2014年4月、越知町
長に初当選。「おち家の挑戦」をキャッチフレーズに「
まちが育ち、ひとが育ち、しごとが育つ越知」として
地域の課題解決を手掛け、越知町が一丸となった

地方創生に取り組んでいる。「協働の森づくり事業」は、漢方薬の原料となる
生薬栽培による（株）ツムラとの良好な関係をもとに、2008年6月、農事組合
法人ヒューマンライフ土佐、越知町、高知県とパートナーズ協定を締結。
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こうち山の日

1980年生まれ。2005年多摩美術大学プ
ロダクトデザインコース卒業、同年㈱スノー
ピークに開発部所属で入社。
数年間、製品開発を担当した後、経営企画

室長を経て2017年2月に㈱スノーピーク地方創生コンサルティ
ング専務取締役に就任。自然豊かな日本の各地域で、アウトドア
を中心とした地域活性を行っている。

日本たばこ産業株式会社
執行役員　CSR担当

永田 亮子（ながた りょうこ） 
1987年早稲田大学卒業。同年、日本たばこ産
業株式会社入社。1999年冷凍食品事業部門
の商品統括部長、2008年JT初の女性の執行
役員として飲料事業部長に就任。2013年CSR

担当執行役員に就任し現在に至る。JTは事業を支える自然の恵みへの
感謝として、全国9カ所の森を整備。奈半利町とは2016年10月に3期
目の協定を締結。行政、森林組合、地域住民、JTとで一体となり森林整
備イベントを企画し、社員の環境教育の一環として活用している。
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～高知家大会～

平成29年11月11日（土）
土佐市宇佐しおかぜ公園

■大会公式ホームぺージ

「土佐の豊穣祭2017」・「豊かな海づくりフェスタ」

検索海づくり大会　高知　■イベント情報 検索森・ヒト・こうち応援ネット　

「1年前プレイベント」
平成29年11月11日（土）・12日（日）
高知市中央公園

　　　 平成29年11月11日（土）
　　　高知県立甫喜ヶ峰森林公園（香美市土佐山田町平山）
　　　［同時開催］甫喜ヶ峰フェスティバル

平成30年秋季　開催平成30年秋季　開催

会場周辺図

（ソニーOB、元森林セラピーソサエティ事務局長）　
河野　透（こうの とおる）

保健農園ホテル
フフ山梨支配人

パネルディスカッション・コーディネーター基調講演講師・アドバイザー

絆を深める
『ＪＴ×奈半利町』

1

大家族間の
新たな協働

『　　　　×津野町』　

大家族への参入を
呼びかけ

『スノーピーク×越知町』
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「こうち山の日」イベント開催
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キリンビール
高知支社

11月11日は「こうち山の日」です。今年は、高知県立甫喜ヶ峰森林公園内で
森林保全活動を行います。ぜひ、この機会に大自然の中で森林ボランティア
活動をしませんか。皆様のご参加をお待ちしています。

司会進行・インタビュアー


