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北海道 札幌市 秋元 克広 埼玉県 さいたま市 清水 勇人 ⾧野県 上田市 土屋 陽一 岡山県 岡山市 大森 雅夫
釧路市 蝦名 大也 所沢市 藤本 正人 須坂市 三木 正夫 総社市 片岡 聡一
富良野市 北 猛俊 川越市 川合 善明 岐阜県 岐阜市 柴橋 正直 広島県 東広島市 髙垣 廣德
栗山町 佐々木 学 戸田市 菅原 文仁 飛騨市 都竹 淳也 安芸太田町 橋本 博明
東神楽町 山本 進 本庄市 吉田 信解 美濃加茂市 藤井 浩人 山口県 宇部市 篠崎 圭二
中札内村 森田 匡彦 日高市 谷ケ﨑 照雄 静岡県 三島市 豊岡 武士 徳島県 徳島市 内藤 佐和子

青森県 青森市 小野寺 晃彦 狭山市 小谷野 剛 愛知県 安城市 神谷 学 小松島市 中山 俊雄
岩手県 遠野市 多田 一彦 美里町 原田 信次 豊橋市 浅井 由崇 愛媛県 西条市 玉井 敏久

滝沢市 主濱 了 入間市 杉島 理一郎 岡崎市 中根 康浩 高知県 室戸市 植田 壯一郎
金ケ崎町 髙橋 寛寿 毛呂山町 井上 健次 田原市 山下 政良 福岡県 飯塚市 片峯 誠

宮城県 加美町 猪股 洋文 東京都 中野区 酒井 直人 三重県 伊勢市 鈴木 健一 田川市 二場 公人
秋田県 男鹿市 菅原 広二 多摩市 阿部 裕行 熊野市 河上 敢二 嘉麻市 赤間 幸弘

大仙市 老松 博行 国立市 永見 理夫 名張市 亀井 利克 川崎町 原口 正弘
山形県 南陽市 白岩 孝夫 神奈川県 大和市 大木 哲 滋賀県 草津市 橋川 渉 佐賀県 多久市 横尾 俊彦

小国町 仁科 洋一 小田原市 守屋 輝彦 京都府 八幡市 堀口 文昭 嬉野市 村上 大祐
中山町 佐藤 俊晴 鎌倉市 松尾 崇 木津川市 河井 規子 熊本県 高森町 草村 大成

福島県 伊達市 須田 博行 新潟県 三条市 滝沢 亮 舞鶴市 多々見 良三 あさぎり町 尾鷹 一範
会津若松市 室井 照平 見附市 稲田 亮 南丹市 西村 良平 大分県 豊後高田市 佐々木 敏夫
白河市 鈴木 和夫 新潟市 中原 八一 大阪府 高石市 阪口 伸六 宮崎県 小林市 宮原 義久
棚倉町 湯座 一平 加茂市 藤田 明美 阪南市 水野 謙二 宮崎市 清山 知憲

茨城県 牛久市 根本 洋治 富山県 富山市 藤井 裕久 河内⾧野市 島田 智明 えびの市 村岡 隆明
取手市 藤井 信吾 南砺市 田中 幹夫 枚方市 伏見 隆 西都市 橋田 和実
龍ケ崎市 萩原 勇 石川県 白山市 山田 憲昭 兵庫県 豊岡市 関貫 久仁郎 高鍋町 黒木 敏之
茨城町 小林 宣夫 野々市市 粟 貴章 加西市 西村 和平 川南町 日髙 昭彦

栃木県 足利市 早川 尚秀 川北町 前 哲雄 川西市 越田 謙治郎 三股町 木佐貫 辰生
群馬県 前橋市 山本 龍 福井県 大野市 石山 志保 西脇市 片山 象三 高原町 高妻 経信
千葉県 睦沢町 田中 憲一 山梨県 南アルプス市 金丸 一元 奈良県 宇陀市 金剛 一智 鹿児島県 指宿市 打越 明司

白子町 石井 和芳 大月市 小林 信保 広陵町 山村 吉由 日置市 永山 由高
韮崎市 内藤 久夫 田原本町 森 章浩 沖縄県 南城市 古謝 景春

鳥取県 湯梨浜町 宮脇 正道

会 員

【ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ】慶應大学教授 金子郁容 東京大学特任教授 辻哲夫
東京大学名誉教授 板生清 日本アイ・ビー・エム名誉相談役、国際基督教大学理事⾧ 北城恪太郎
神戸国際大学経済学部 教授 辻正次 建築環境・省エネルギー機構 理事⾧ 村上周三

副会⾧:静岡県三島市 豊岡武士 大阪府高石市 阪口伸六 岡山県岡山市 大森雅夫
京都府八幡市 堀口文昭 兵庫県西脇市 片山象三 福岡県飯塚市 片峯誠 北海道東神楽町 山本進

会 ⾧:茨城県取手市 藤井信吾

以上 43都道府県116市区町村

【有識者】 筑波大学教授 久野譜也（事務局）
慶應大学教授 駒村康平


