
登壇者プロフィール 
 

星野 智子（ほしの ともこ） 一般社団法人環境パートナーシップ会議副代表理事 

大学卒業後、環境団体に就職、環境情報やイベント企画、国際会議運営などに従事する一方、青年の環境ボランティアや活動や

全国ネットワークの立ち上げ、国際交流事業に関わる。2002 年のヨハネスブルグ・サミット、「国連持続可能な開発のための

教育(ESD)の 10 年」推進運動、2008 年の G8 サミットにおける環境 NGO 活動、生物多様性条約市民ネットワークの立ち

上げ・運営に参加。現在は地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）の運営を行う EPC の副代表理事を務める。Rio+20 地

球サミット NGO 連絡会幹事、(特活)アフリカ日本協議会 理事、(特活)日本 NPO センター 評議員や農業体験学習企画の主宰

など、市民活動に多く携わる。 

 

福嶋 慶三（ふくしま けいぞう） 地球サミット 2012 Japan 副代表／尼崎市理事 

2002 年、環境省入省。地球環境局総務課、同局地球温暖化対策課、内閣官房構造改革特区推進室等を経て、英国に留学。サ

セックス大学大学院環境開発政策修了。政権交代に伴い、再び内閣官房副長官補室で温室効果ガス 25％削減のための検討チー

ムに所属。その後、環境省環境保健部企画課、大臣官房会計課、政策評価広報課等を経て、2011 年７月より尼崎市に出向（理

事）。そのほか、市民の政策参加を加速するべく多様な活動を展開中。地球サミット 2012 Japan 副代表、新しい霞ヶ関を創

る若手の会「プロジェクト K」理事、官民協働ネットワーク Crossover21 スタッフ等。 

 

井上 和彦（いのうえ かずひこ） 京のアジェンダ 21 フォーラム事務局長 

アジア航測株式会社の環境コンサルタント部門に勤務していた 1999 年より NPO 法人環境市民エコシティー研究会に参加。

全国の NGO とのネットワークで「日本の環境首都コンテスト」の実施に関わり、2001 年度から 2010 年度のコンテスト質

問票作成、採点等に従事。2001 年より NPO 法人環境市民が受託した自治体の環境基本計画策定のための市民会議コーディネ

ート業務に従事。2004 年 4 月より NPO 法人とよなか市民環境会議アジェンダ 21 理事・事務局長、2010 年 4 月より現職。 

 

蒲谷 景（かばや けい） 財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）経済と環境研究グループ特任研究員 

英国ケント大学保全生態学修士。専門は生態系サービスの経済価値評価。2010 年名古屋の生物多様性条約第 10 回締約国会

議の TEEB（生態系と生物多様性の経済学）セッションにて講演経験あり。現在は、グリーン経済に関する国際会議の動向や各

国の取組について調査を実施している。 

 

岡村 充泰（おかむら みつやす） 株式会社ウエダ本社代表取締役社長 

1985 年、繊維専門商社瀧定株式会社勤務後、1993 年、30 歳で独立創業。主にイタリアからの輸入貿易と共に、商社などへ

の企画提案、営業代行などを行なう。2000 年、ウエダ本社の代表取締副社長、2002 年、ウエダ本社代表取締役社長に就任。

2003 年、子会社であるウエダシセツと合併し、現体制のウエダ本社として第二の創業を図る。2008 年、創業 70 周年を記

念して、京都流議定書イベントを開催。以降、毎年京都への問題提起として定期開催イベントとする。京都経済同友会常任幹事、

「ハピネス」特別委員会副委員長。 

 

武田 麻里（たけだ まり） 京都大学理学部 2 回生 

生物学を中心に学ぶ。2011 年 4 月より NPO 法人気候ネットワークでインターン。2011 年 9 月 10 日に開催された「みん

なのエネルギー・環境会議 京都」でパネリストを務め、2012 年 2 月 4 日には「みんなのエネルギー・環境会議 若者編」

の発起人兼総合司会者を務める。 

 

早川 光俊（はやかわ みつとし） NPO 法人地球環境と大気汚染を考える全国市民会議（CASA）専務理事／弁護士 

1978 年 4 月弁護士登録。西淀川大気汚染訴訟弁護団やノーモアミナマタ近畿訴訟弁護団。1988 年 10 月の地球環境と大

気汚染を考える全国市民会議 (CASA) の結成に参加。1997 年 12 月の COP3 で活動した気候フォーラムの事務局次長。

1992 年の地球サミットや 2002 年のヨハネスブルグサミットに参加。地球温暖化問題の国際交渉は 1996 年の COP2 か

ら 2011 年の COP17/CMP７ まで 16 回の COP に参加。 

 

福山 哲郎（ふくやま てつろう） 参議院議員 

同志社大学法学部法律学科卒業。京都大学大学院法学研究科修士課程修了（政治学・行政学専攻）。昭和 61 年大和證券（株）

入社。平成 2 年（財）松下政経塾入塾、同 7 年政策調査室長を歴任。平成 9 年 COP3 に旧民主党コーディネーターとして参

加。平成 10 年参議院議員選挙京都府選挙区で初当選、現在 3 期目。平成 17 年参議院環境委員長。平成 19 年 8 月、民主党

政策調査会長代理。平成 20 年 1 月、民主党地球温暖化対策本部事務総長。平成 21 年 9 月、外務副大臣。平成 22 年 6 月、

内閣官房副長官。菅内閣の退陣に伴い官房副長官退任後、参議院外交防衛委員長に就任。京都造形芸術大学客員教授、日本公共

政策学会学会員。 



マエキタ ミヤコ サステナ 

コピーライター、クリエイティブディレクターとして、97 年より、NGO の広告に取り組み、02 年にソーシャルクリエイテ

ィブエージェンシー「サステナ」を設立。「エココロ」を通して、日々、世の中をエコシフトさせるために奔走中。「100 万人

のキャンドルナイト」呼びかけ人代表・幹事、「ほっとけない 世界のまずしさ」2005 年キャンペーン実行委員。京都造形芸

術大学・東北芸術工科大学客員教授、慶應義塾大学・東京外国語大学・立教大学・上智大学非常勤講師。「フードマイレージ」

キャンペーン、「いきものみっけ」、「エネシフジャパン」、「グリーンアクティブ、緑の日本」をてがける。 

 

岩崎 裕保（いわさき ひろやす） NPO 法人開発教育協会（DEAR）代表理事／帝塚山学院大学リベラルアーツ学部教授 

同志社大学法学部政治学科卒業、同志社大学院アメリカ研究科修了。公立中学校教員、私立中学高等学校教員、京都造形芸術大

学教員を経て 2003 年 4 月より現職。2002 年にはヨハネスブルグ・サミットおよび「欧州グローバル教育会議」（欧州評議

会南北センター主催）に参加。ESD-J 発足時には理事も務めた。 

 

大久保 規子（おおくぼ のりこ） 大阪大学大学院法学研究科教授 

一橋大学大学院法学研究科博士課程修了、博士（法学）。ギーセン大学法学修士。専門は行政法・環境法。環境法政策学会、日

本公共政策学会理事、日本環境会議常任理事等も務める。リオ宣言第 10 原則やオーフス条約（環境市民参加条約）を日本でど

のように実現するかが研究テーマ。情報アクセス権、行政決定への参加権、司法アクセス権という 3 つの権利（グリーンアク

セス権）の保障をめざし、グリーンアクセスプロジェクトを推進中。 

 

塩見 直紀（しおみ なおき） 半農半 X 研究所代表 

京都府綾部市生まれ。現在、綾部市在住。大学卒業後、カタログ通販会社「フェリシモ」入社。1995 年から、21 世紀の生き

方、暮らし方として、「半農半Ｘ」というコンセプトを提唱。1999 年 1 月末、33 歳を機に綾部へＵターン。2000 年 4 月、

「半農半Ｘ研究所」を設立。2010 年より同志社大学大学院総合政策科学研究科「オーガニック生活・社会デザイン論」嘱託

講師。神戸夙川学院大学グリーンツーリズム研究所客員研究員。半農半Ｘコンセプトの本は中国語訳され、台湾、中国にもひろ

がり、また、英語圏などにも伝わる可能性も出てきている。 

 

中西 宣夫（なかにし のぶお） サラヤ株式会社商品開発本部商品企画室研究調査員／NPO 法人ボルネオ保全トラストジャ 

パン理事 

大阪大学大学院人間科学研究科国際協力論修士課程修了、同研究科博士後期課程在学中。2000 年 7 月より 2003 年 7 月まで

社団法人日本国際民間協力会海外派遣職員としてヨルダン王国サウス・シューナ郡に駐在。環境保全型農業普及事業、マイクロ・

ファイナンス事業の立ち上げと運営管理に従事。2004 年 11 月よりサラヤ株式会社研究調査員としてボルネオ生物多様性保

全事業の企画運営に携わり現在に至る。2008 年 12 月には特定非営利活動法人ボルネオ保全トラストジャパンを設立し同団

体理事も兼任している。歯科医師でもある。 

 

野田 沙良（のだ さよ） NPO 法人アクセス-共生社会をめざす地球市民の会理事・事務局長 

高校生の頃みた 1 本の映画をきっかけに、国際協力に興味を持ち、将来の夢は「NGO 職員になること」と決意。大学在学中に

は半年の留学を経験し、4 回生 5 月からは現在所属するアクセスの学生スタッフ兼、事務局アルバイトとして活動を始める。

卒業後は、企業に就職をし、2 年後に退職。フィリピンに駐在して 2 年間活動。2007 年 5 月帰国。現地での経験と事務局ア

ルバイトの経験を評価され、現在は有給事務局職員と理事を務める。 

 

佐野 淳也（さの じゅんや） 農事組合法人「木の花ファミリー」（静岡県富士宮市）メンバー 

日本福祉大卒、一橋大学修士課程修了（社会学修士）。震災後の神戸での NPO スタッフ、インド現地 NGO での 1 年間インタ

ーン、国際環境 NGO「FoE Japan」スタッフ、（財）国際開発高等教育機構（FASID）職員、立教大学大学院 21 世紀社会デ

ザイン研究科特任准教授など経て 2011 年５月より現職。「東北コミュニティの未来・志縁プロジェクト」共同代表。地球サミ

ット 2012Japan 副代表。「グローバル・エコビレッジ・ネットワーク オセアニア＆アジア」理事。共著に「幸福な共生社会

を求めて」（ヒルトップ出版）、「地球が危ない！」（幻冬舎）、「多元的共生を求めて」（東信堂）。 

 


