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                       全国「山の日」制定協議会 

                        会 長  谷 垣 禎 一 

 

拝啓 春陽の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 

さて、ご存知の方もいらっしゃることと存じますが、私どもは、４年前より 

日本の主要な山岳団体を中心に、「山の日」制定協議会を設け、国民の祝日と 

しての「山の日」制定に取り組んでまいりました。 

また、昨年の１１月には、新たに民、官、政および諸分野に拡大しての組織 

全国「山の日」制定協議会を発足し、登山関係だけではない「山の日」の意義 

を全国へ向けお伝えしようとしております。 

 

一方で昨年４月からは衆参両院の国会議員も超党派「山の日」制定議員連盟 

を立ち上げ、勉強会を重ね、１００名を超える議員が賛同し、参加するように 

なりました。この１月からの通常国会で、祝日「山の日」の法案を提出すべく 

努力を重ねております。 

 

しかしながら、国民全体のご賛同を得るためには、さらに多くのみなさまと、 

この活動をより活発に展開してまいる必要がございます。諸分野・職種・専門 

にかかわらず、国家の屋台骨「山」は、海とともに国民の生活に大きな影響を 

およぼしているからに他なりません。 

 

つきましては、この全国「山の日」制定協議会のお仲間となっていただき、 

「山の日」制定のみならず、制定後に継続する多くの課題解決に向けてご意見 

を頂戴し、ご一緒にこの活動を盛り上げていただきたく、ここに呼びかけ人と 

とともに、全国「山の日」制定協議会入会へのお誘いを申し上げます。 

 

みなさまの益々のご活躍とご発展をお祈り申し上げます。 

敬 具 

 

 

 



まず   国民の祝日  「山 の日 」  を  制定  しましょう！  

つぎに   ご一緒に  「山 」  を  考え  活動  しましょう！  

  そして   日本の  「山 」  の恵みに  感謝  しましょう！  

全国「山の日」制定協議会 会員＝呼びかけ人 一同 

１． 法人、団体会員、および発起人（順不同、敬称略） 

○日清食品ホールディングス株式会社 代表取締役社長・CEO 安藤 宏基  ○衆議院議員 漆原 良夫 

○明治海運株式会社 代表取締役社長 内田 和也  ○公益社団法人 日本山岳協会 会長 神﨑 忠男   

○公益社団法人 日本環境教育フォーラム 理事長 岡島 成行  ○ＯＭＣ株式会社 代表取締役 尾上 昇  

○衆議院議員、超党派「山の日」制定議員連盟 会長 衛藤 征士郎   ○衆議院議員 柿沢 未途   

○栃木県知事 福田 富一  ○高山市長 國島 芳明  ○公益社団法人 日本山岳会 会長 森 武昭  

○衆議院議員 穀田 恵二  ○北アルプス山小屋友交会 会長 赤沼 健至  ○衆議院議員 鈴木 克昌  

○大町市長 牛越 徹   ○岡谷商工会議所 会頭 林 新一郎  ○有限会社徳澤園 代表取締役 上條 敏昭  

○タタ・コンサルタンシー・サービシズ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 カマラ カンナン  

○衆議院議員 藤井 孝男   ○株式会社好日山荘 代表取締役 櫓木 裕二   ○松本市長 菅谷 昭   

○長野県 川上村長、全国町村会 会長 藤原 忠彦  ○日本勤労者山岳連盟 会長 西本 武志     

○一般社団法人全国音楽著作権協会 名誉会長、作曲家、文化功労者 船村 徹   ○梶 正彦  

○山梨県知事 横内 正明   ○京都大学教授、国際霊長類学会会長、文化功労者 松沢 哲郎   

○日本大学教授、国際山岳年＋10代表 水嶋 一雄   ○味の素株式会社 取締役社長 伊藤 雅俊    

○長野県知事 阿部 守一   ○参議院議員 羽田 雄一郎   ○株式会社モンベル 代表取締役 辰野 勇 

○キリン株式会社 代表取締役社長 磯崎 功典    ○西条・山と水の環境機構 理事長 前垣 壽男  

○ひろしま「山の日」県民の集い実行委員会 会長 伊藤 利彦 ○上高地観光旅館組合 組合長 田川 和夫 

○ひろしま緑づくりインフォメーションセンター 代表 瀬川 千代子 ○特定非営利活動法人 

日本ヒマラヤン・アドベンチャー・トラスト 理事長 田上 和儀 ○槍ヶ岳観光株式会社 代表取締役 

穂苅 康治 ○株式会社アトラストレック 代表取締役 磯野 剛太 ○飛騨山小屋友交会 

○衆議院議員、公益社団法人 日本山岳ガイド協会 会長 谷垣 禎一  

 

２． 個人会員（順不同、敬称略） 

○成川 隆顕 ○田邊 壽 ○大門 弾 ○尾野 益大 ○加藤 英彦 ○渋谷 晃太郎 ○渡邉 雄二  

○和田 豊司 ○糸長 正之 ○市川 貴大 ○穂高 健一 ○濱野 吉生 ○久新 大四郎 ○長尾 悌夫 

○三井 嘉雄 ○篠崎 仁 ○塩澤 厚 ○藤本 慶光 ○山﨑 幸和 ○星野 善久 ○菊地 俊朗  

○古市 進 ○南井 英弘 ○高木 壮輔 ○薮田 晴重 ○米本 隆夫 ○平井 一正 ○武藤 篤生 

○愛甲 哲也 ○前垣 壽男 ○奥原 宰 ○早田 道治 ○浜崎 一成 ○松浦 輝夫 ○村田 省一 

○實川 欣伸 ○髙橋 重之 ○深田 森太郎 ○星埜 由尚 ○向 一陽 ○永田 弘太郎 ○長田 義則 

○内藤 順造 ○染谷 美佐子 ○佐藤 辰雄 ○斎藤 惇生 ○芳賀 孝郎 ○山下 松司 ○宮本 数男 

○水越 武 ○島山 成泰 ○鏑木 昇 ○髙田 允克 ○滝本 幸夫 ○白川 義員 ○神原 達  

○向坂 守行 ○森川 茂樹 ○諏訪 肇 ○神長 幹雄 ○石川 直樹 ○大貫 敏史 ○深川 安明 

○窪寺 健之 ○日下田 實 ○江本 嘉伸 ○古幡 開太郎 ○髙橋 二義 ○山本 良三 ○下野 たけし 

○小倉 董子 ○田上 和儀 ○野田 憲一郎 ○吉川 正幸 ○宮崎 紘一 ○北原 孝浩 ○猪熊 隆之 

○武川 俊二 ○浅野 純一 ○山本 正樹 ○西村 政晃 ○萩原 浩司 ○横山 宏太郎 ○小林 銀一 


