
№ カテゴリ 名前 所属
1 議長 サンキュン・ビュン ユネスコ政府間海洋学委員会議長
2 理事長 黒田　玲子 東京大学名誉教授、東京理科大学教授
3 理事長 鈴木　佑司 法政大学名誉教授、国連大学 サスティナビリテイ高等研究所客員教授
4 常務理事 児玉　克哉 三重大学副学長
5 常務理事 養父　信夫 九州のムラ代表理事
6 理事 谷井　博美 宗像市長
7 理事 葦津　敬之 宗像大社権宮司
8 理事 御園　愼一郎 愛知東邦大学教授
9 理事 佐藤　典子 環太平洋大学特任教授
10 理事 羽生田　栄一 UBrainTV株式会社代表取締役CEO
11 海外 節子・クロソフスカ・ド・ローラ 画家、ユネスコ平和芸術家
12 海外 ルイ・アルベール・ド・ブロイ デロール　オーナー
13 海外 ハヤット・シンディ サウジアラビア国王アドバイザー、国連科学諮問委員
14 海外 チュンリー・ハン ユネスコ生態・地球科学部長　Irina Bokova事務局長代理人
15 海外 ザクリ・アブドゥル・ハミド マレーシア政府科学顧問　生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（IPBES）議長

16 海外 デイビッド・アンデルマン ワールドポリシージャーナル編集長
17 海外 パメラ・ティトゥル MHP Real Estate Services専務理事
18 海外 ヴィジャイ・チャターベディ Development Alternatives副代表
19 海外 マーティン・パーマー 世界宗教者環境保全連盟（ARC）事務総長
20 海外 ピーター・ロビンソン Partner, Berwin Leighton Paisner LLP
21 海外 シン・ジョンボム 韓国ユネスコ国内委員会主任プログラムオフィサー
22 海外 ヴィクラム・バドシャー Chief - Corporate Relations RP-Sanjiv Goenka Group
23 海外 ビンドゥ・バドシャー デザイナー、アーティスト
24 海外 サイモン・ケイナー セインズベリー日本藝術研究所考古・文化遺産学センター長、イースト・アングリア大学　日本学センター長

25 海外 吉武　理恵 酒サムライ英国代表
26 大使 イジリオ・アントニオ・デ・ファティマ・コエーリョ・ダ・シルヴァ 東ティモール民主共和国駐日特命全権大使
27 大使・領事 ユーリー・Ｒ・フェッジキフ 在福岡米国領事館
28 大使 朴　起準 駐福岡大韓民国総領事館　副総領事
29 大使 ヨン・サンフム 駐福岡大韓民国総領事館　専門官
30 政府 中山　光輝 財務省主計局調査課主計企画官
31 政府 麻生　彩子 麻生太郎副総理・財務大臣御令嬢　
32 行政 尾池　厚之 外務省地球規模課題審議官、大使
33 行政 中井　徳太郎 環境省大臣官房審議官
34 行政 岡野　隆宏 環境省自然環境計画課 生物多様性地球戦略企画室室長補佐
35 行政 岸本　吉生 九州経済産業局局長
36 福岡県 小川　洋 福岡県知事
37 福岡県 松崎　賢明 福岡県庁 企画・地域振興部 総合政策課 世界遺産登録推進室室長
38 三重県 鈴木　英敬 三重県知事
39 愛知県 大村　秀章 愛知県知事
40 四日市市 田中　俊行 四日市市長
41 研究者 中原　秀樹 東京都市大学大学院 環境情報学研究科教授
42 研究者 山田　隆文 奈良県立橿原考古学研究所主任研究員
43 研究者 佐藤　元彦 愛知大学学長
44 研究者 武者小路　公秀 国際政治学者、元国連大学副学長、中部ESD拠点推進会議代表 
45 研究者 井上　貴司 山陽学園山陽女子中学校・高等学校教諭
46 研究者 佐藤　宣之 名古屋大学大学院 経済学研究科教授
47 研究者 カルロス・オチャンテ 環太平洋大学 次世代教育学部講師
48 研究者 井上　あきの パナソニックシンガポール株式会社全社ＣＴＯ室主幹
49 研究者 道田　豊 東京大学大気海洋研究所副所長、ユネスコ政府間海洋学委員会（IOC）副
50 研究者 アーナンダ・クマーラ 名城大学経営学部教授
51 研究者 岡野　かおり ラトローブ大学人文学部教授
52 研究者 久保　真季 沖縄科学技術大学院大学副学長
53 研究者 佐々木　寛 新潟国際情報大学国際学部教授
54 研究者 羽場　久美子 青山学院大学大学院国際政治経済学研究科教授
55 研究者 清野　聡子 九州大学大学院工学研究院准教授
56 研究者 中田　英昭 長崎大学水産学部教授
57 研究者 藤原　惠洋 九州大学大学院 芸術工学研究院教授
58 研究者 藤田　直子 九州大学大学院 芸術工学研究院准教授
59 研究者 マーク・ハドソン 西九州大学教授
60 研究者 平沼　光 公益財団法人東京財団研究員兼政策プロデューサー
61 研究者 銭元　慧 一般社団法人MIT　研究員
62 研究者 上田　裕文 札幌市立大学デザイン学部講師
63 研究者 澤谷　由里子 早稲田大学 教授
64 研究者 笹原　詩織 青山学院大学　国際政治経済学部国際政治学科
65 研究者 籾井 まり Deepgreen Consulting 代表
66 企業 田中　義和 トヨタ自動車株式会社製品企画部ＺＦチーフエンジニア
67 企業 大槻　繁 株式会社一代表取締役社長
68 企業 本郷　尚 株式会社三井物産戦略研究所シニア研究フェロー
69 企業 鍋島　英幸 三菱商事株式会社常任監査役
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№ カテゴリ 名前 所属
70 企業 小川　直子 三菱商事株式会社 環境・CSR推進部社会貢献チームリーダー
71 企業 高田　清文 サントリーワインインターナショナル株式会社執行役員 生産研究本部長
72 企業 木曽　英滋 新日鐵住金株式会社スラグ・セメント事業推進部市場開拓室主幹
73 企業 木村　雅美 日本マイクロソフト株式会社シニアコンサルタント
74 企業 市川　芳明 株式会社日立製作所 知的財産権本部国際標準化推進室主管技師長
75 企業 入江　啓祐 株式会社SPAZIO IDEA代表取締役
76 企業 海野　みづえ 株式会社創コンサルティング代表取締役
77 企業 九鬼　紋七 九鬼産業株式会社代表取締役
78 企業 田中　敏之 野村證券株式会社名古屋コーポレイト・ファイナンス部シニアオフィサー
79 企業 筑紫　みずえ 株式会社グッドバンカー代表取締役社長
80 企業 速水　亨 速水林業代表
81 企業 山田　真理子 本田技研工業株式会社欧州事業部二輪事業部主任
82 企業 古野　隆雄 合鴨家族古野農場代表
83 企業 古野　久美子 合鴨家族古野農場
84 企業 田島　和憲 田島和憲公認会計士事務所所長
85 企業 石坂　靖子 石坂産業株式会社常務取締役（代表取締役社長 石坂典子氏代理）
86 企業 鈴木　遊子 株式会社アイ・ティ・イノベーションマーケティングマネージャー
87 企業 マークエステル・スキャルシャフィキマークアントワーヌ スキャルシャフィキ株式会社代表取締役
88 企業 川上　大介 株式会社ヴァンパッシオン代表取締役、ワインアドバイザー
89 企業 野口　隆史 株式会社マナスリンク代表取締役社長
90 企業 斉藤　雄二 ブリティッシュ・カウンシル　プロジェクトマネージャー
91 企業 小坂　文乃 日比谷松本楼代表取締役副社長
92 企業 野口　隆史 株式会社マナスリンク代表取締役社長
93 企業 佐野　正和 キリン株式会社ＣＳＶ推進部主務
94 地元企業 豊福　洋一 株式会社ハヤカワコーポレーション専務執行役員
95 地元企業 平井　彰 一般社団法人九州経済連合会理事　事務局長
96 地元企業 小早川　明德 一般社団法人地域企業連合会九州連携機構会長
97 ＮＧＯ 松平　賴昌 本郷学園常務理事、日本ボーイスカウト連盟マーケティング部長
98 ＮＧＯ 角田　博美 特定非営利活動法人北海道こんぶ研究会理事
99 ＮＧＯ 池村　進 松阪ユネスコ協会会長
100 ＮＧＯ 筒井　隆司 公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）事務局長
101 ＮＧＯ 山下　達已 一般社団法人海っ子の森代表理事
102 ＮＧＯ 今野　万里子 特定非営利活動法人おーでらす代表理事
103 ＮＧＯ 髙橋　知明 公益財団法人瓦礫を活かす森の長城プロジェクト 
104 ＮＧＯ 細川　裕子 公益財団法人瓦礫を活かす森の長城プロジェクト 
105 ＮＧＯ 北原　巖男 一般社団法人日本東ティモール協会　会長、東ティモール前大使
106 ＮＧＯ 宮下　佳廣 一般社団法人鎮守の森コミュニティ推進協議会代表理事
107 ＮＧＯ 安藤　康弘 公益財団法人日本野鳥の会　事務局長代理、会員室長
108 神社 井梅　江美 明治神宮、特定非営利活動法人響事務局長
109 神社 平澤　憲子 志賀海神社権禰宜
110 神社 安永　洽充 宗像大社監事
111 文化 宮澤　正明 宮澤正明写真事務所代表取締役社長
112 文化 服部　進 ハートツリー株式会社代表取締役
113 文化 鎌田　雄介 株式会社ジェネレーション・イレブン・ピクチャーズ代表取締役・プロデューサー
114 文化 藤原　新也 写真家、作家
115 文化 八神　純子 歌手
116 文化 八幡　暁 シーカヤックガイド
117 マスコミ 神保　郁夫 神社新報社調査室長
118 マスコミ 町田　智子 朝日新聞社取締役西部本社代表
119 マスコミ 岸本　卓也 株式会社 毎日新聞社西部本社　取締役 西部本社代表
120 マスコミ 宮下　仁志 日本テレビ放送網株式会社制作局専門部次長チーフディレクター
121 マスコミ 佐伯　拓史 九州朝日放送株式会社報道局長
122 マスコミ 飯田　和郎 RKB毎日放送取締役報道制作センター長
123 マスコミ 筒井　博人 TVQ九州放送専務取締役
124 マスコミ 力武　史郎 TVQ九州放送制作部長
125 その他 奥田　政行 アル・ケッチァーノオーナーシェフ
126 その他 村田　幸信 大紀森林組合みやがわ森選組森林保全従事者
127 その他 八幡　暁 グレート・シーマン・プロジェクト
128 その他 小野　敏志 大紀森林組合技師
129 その他 髙嶋　博視 元海上自衛隊横須賀地方総監、日本無線株式会社顧問
130 その他 佐藤　香里 元外務省経済局経済安全保障課事務官
131 その他 石井　一郎 岡山県立岡山城東高等学校校長
132 その他 神山　高行 東海大学福岡短期大学学長
133 その他 船橋　晴雄
134 その他 高柳　　謙 ダイアログ・ファシリテーター
135 その他 藤高　久之 高速情報協同組合専務理事
136 宗像市 中村　忠彦 宗像漁業協同組合代表理事組合長
137 宗像市 小林　正勝 一般社団法人宗像観光協会代表理事
138 宗像市 稲田　亨 一般社団法人宗像観光協会事務局長
139 福津市 小山　達生 福津市長
140 福津市 髙島　亮一 福津市観光協会会長
141 福津市 花田　伸二 福津市観光協会理事
※順不同


