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G8 サミットに向けた Goho-wood 円卓会議 

地球環境国際議員連盟（GLOBE International）と語る 

合法木材供給システムの将来 開催概要 0611 

１ 趣旨 
G8 北海道洞爺湖サミットに向けて地球環境国際議員連盟(グローブインタ

ーナショナル)が違法伐採問題についての提言を行うべく６月下旬、東京議

員会合を実施するなど準備を進めており、その中に日本の違法伐採総合対策

の成果（Goho-wood の取り組み）を反映させることが重要である。このた

め、国際セミナー2007Ⅱin 横浜サマリーステートメントの内容を基に、地

球環境国際議員連盟の関係者と連携を図り、日本の Goho-wood の取り組み

を G8 サミットはじめ国際的な場に発信するため、主要メンバーを招待し、

公開の意見交換会（G8 サミットに向けた Goho-wood 円卓会議）を開催する。 
２ 日時 

2008 年 6 月 27 日金曜日 14 時から 17 時 
３ 場所 

東京プリンスホテル（鳳凰の間） 
４ 主催 

社団法人全国木材組合連合会（違法伐採総合対策推進協議会） 
５ プログラム案 

（ア）来賓挨拶 
農林水産大臣・グローブインターナショナル会長、同ジャパン会長 

（イ）冒頭演説 
グローブインターナショナル森林対話共同議長（英国担当大臣、カメル

ーン林業大臣） 
（ウ）DVD 等上映 

“Goho-wood”; Japan’s Action Against Illegal Logging 他（日本の違法

伐採木材対策と合法木材供給の取り組みの紹介、日本市場における需

要者側の動きを紹介など） 
（エ）基調報告 

吉野正芳衆議院議員・グローブインターナショナル森林対話共同議長 
 日本の Goho-wood の今後の展望と国際連携（仮） 

（オ）円卓会議 
６ 参加者 

（１）円卓会議メンバー 
日本側（関係国会議員、行政、学識経験者、業界関係者 15 名程度） 
地球環境国際議員連盟側（15 名程度） 

（２）オブザーバー 
違法伐採総合対策推進協議会関係者、関連国会議員、在京大使館関係者、

マスコミ関係者、関係行政関係者、一般公募(2-30 人) 

資料５ 
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G8 サミットに向けた Goho-wood 円卓会議 招待者リスト（案） 
 

カテゴリー 備考 
円卓会議メンバー  

学識経験者 大熊幹章（違法伐採総合対策推進協議会座長 東

京大学名誉教授） 
荒谷明日兒（同 WG 座長 元新潟大学教授） 
永田信（同証明方法検討部会座長 東京大学教

授） 
国会議員 吉野正芳（衆議院議員、GLOBE 森林対話共同議

長） 
小里泰弘（衆議院議員） 

行政 林野庁・外務省・環境省、次長・課長クラス担当

官 
NGO 岡崎時春（FoE ジャパン副代表） 

橋本務太（WWF ジャパン森林担当） 

日本側 
15 名程

度 

業界 
  

能勢秀樹（住友林業株式会社 代表取締役 
      専務執行役員 山林環境本部長） 
鈴木和雄（東海木材相互市場 代表取締役社長）

清水亨（コクヨファニチャー株式会社  
     取締役専務執行役員） 

生産国 カメルーン、ブラジル、インドネシア、ロシアな

ど（グローブインターナショナル事務局に要請

中） 

 

GI 側 
15 名程

度 
消費国 英国、米国、中国、EU など（グローブインター

ナショナル事務局に要請中） 
オブザーバー 
(120 名程度) 

違法伐採総合対策推進協議会メンバー、同 WG
メンバー、同証明部会メンバー、実行委員会メン

バー、関連国会議員、在京大使館関係者、マスコ

ミ関係者、関係行政関係者 
一般公募(20 人) 

GLOBE 側の人選は GLOBE International 事務局に依頼中
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 G8 サミット Goho-wood 円卓会議進行案 
 

時間 項目 備考 

14:00 開会 尾薗全木連副会長 

14:03 主催者挨拶 並木全木連会長 

14:06 来賓挨拶 

一人 3分 

若林農林水産大臣 

Elliot Moley（グローブインターナショナル会長）

谷津義男議員（グローブジャパン代表） 

14:15 冒頭演説 

一人 7分 

Barry Gardiner（グローブインターナショナル森林

対話共同議長、英国首相特別全権大臣） 

Ngolle Ngolle （同、カメルーン林業・野生生物

大臣） 

14:30 運営方針 

招待者紹介 

大熊座長 

 

14:38 DVD 上映(20 分) 

スライド上映

(20 分) 

“Goho-wood”日本の違法伐採に対する取組  

Goho-wood 企業の取組(住友林業、コクヨファニチ

ャー) 

15:08 基調報告 

 

吉野正芳議員  

日本の Goho-wood の今後の展望と国際連携（仮） 

15:28 

  

意見交換 

（違法伐採問題

と合法木材供給

の取り組み） 

 

16:55 まとめの発言 

 

大熊座長 

 

使用言語 

通訳は日本語・英語のみとする 

（最終的には GI 側と折衝 場合によってはフランス語を入れることもあり） 

スピーチは各国語でも可（事前にテキストを入手し日・英に翻訳） 
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G8 サミット Gohowood 円卓会議実行委員会委員名簿 
２００８（平成２０）年４月 

（敬称略、五十音順） 

専門調査員                            （敬称略） 
氏 名 所属・役職 

  堀  靖人 （独）森林総合研究所 林業動向・解析研究室長 

１名  

林野庁                              （敬称略） 

 
事務局 （社）全国木材組合連合会 

 
 
 

氏 名 所属・役職 

荒谷 明日兒 元新潟大学農学部 教授 

大熊 幹章 東京大学 名誉教授 

大橋 泰啓 日本木材輸入協会 専務理事 

岡﨑 時春 国際環境 NGO FoE Japan 副代表理事 

尾薗 春雄 （社）全国木材組合連合会 専務理事 

柿澤 宏昭 北海道大学大学院農学研究院 教授 

立花  敏 （独）森林総合研究所 北海道支所チーム長 

藤間  剛 （独）森林総合研究所 国際研究推進室長 

永田  信 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授 

計 ９名  

氏 名 所属・役職 

森田 一行 海外森林資源情報分析官 

赤木 利行 木材貿易対策室長 

井上 智晴 木材利用課 木材専門官 

計 ３名  

藤原 敬、久田 卓興、上杉 高、加藤 正彦 


