
 第７回「山の日」全国大会実行委員会設立総会及び 

 第１回総会の開催結果概要 
 

１ 日 時 令和４年8月30日（火）午前10時30分～11時30分 

２ 場 所 沖縄県庁6階 特別会議室（オンライン開催） 

３ 出席者 一般財団法人全国山の日協議会会長 谷垣禎一、副会長 衛藤 征士郎 

沖縄県副知事 照屋義実をはじめ委員20名（代理含む）が出席 

４ 議題・審議結果について 

以下の議題について、審議し提案どおり可決 

   ≪設立総会≫ 

（１）第７回「山の日」全国大会実行委員会の設立趣旨について 

（２）第１号議案 第７回「山の日」全国大会実行委員会規約について 

（３）第２号議案 第７回「山の日」全国大会実行委員会構成員について 

（４）第３号議案 第７回「山の日」全国大会実行委員会特別職について 

 

≪第１回総会≫ 

 [審議事項] 

(１) 第１号議案 第７回「山の日」全国大会の開催概要(骨子)について 

(２) 第２号議案 第７回「山の日」全国大会実行委員会令和４年度事業計画について 

(３) 第３号議案 第７回「山の日」全国大会実行委員会令和４年度収支予算について 

[報告事項] 

(１) 第7回「山の日」全国大会実行委員会運営委員会等の設置について 

 

  ５ 当日の様子 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

■オンライン開催                 ■照屋副知事    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ■全国山の日協議会 会長 谷垣禎一        ■全国山の日協議会 副会長 衛藤 征士郎 

以上 



第７回「山の日」全国大会実行委員会設立趣意書

日本は国土の７割を山地が占めるとともに、北は北海道から南は沖縄県
まで南北に長く連なる地形的な特徴から多様な環境の山々を有していま

す。そして、その山々は山の幸や田畑を潤す清流など様々な恵みを人々に

もたらし、その土地の文化や生活に大きく関わってきました。

この山の恵みに感謝するとともに、美しく豊かな自然を守り、次の世代に

引き継ぐため、平成28年に８月11日を国民の祝日「山の日」として制定し、こ

の趣旨の浸透を図ることを目的に全国大会が各地で開催されてきました。

このような中、令和５年の第７回「山の日」全国大会が沖縄県国頭村、大

宜味村、東村、そして竹富町で開催されることになりました。

沖縄県は、最も高い山の標高でも525メートルと、高い山はありませんが、

亜熱帯特有の動植物が数多く生息する生物多様性豊かな森林を有してお
り、そして、この森林が河川を通じて海へと繋がり、世界に誇る生態系に優

れたサンゴ礁の海を育んでいるのが特徴となっております。

とりわけ、開催地となります沖縄島北部及び西表島は、ヤンバルクイナや

イリオモテヤマネコをはじめとする固有種が数多く生息する生物多様性に富

んだ地域として、その価値が学術的かつ国際的に認められ、昨年７月に我
が国で５番目の世界自然遺産に登録されたところであります。

沖縄島北部に広がるやんばるの森は、地域の人々に守り育てられ、私た

ちの生活に様々な恵みをもたらしてきました。かつて、琉球王国の政治、文

化の中心であった首里城は、やんばるの森からもたらされた木材で建築さ

れました。また、沖縄本島における水源の森として、県民生活や経済を支え
てきました。

一方、西表島は、マングローブ林をはじめとする亜熱帯の原生林やサン

ゴ礁に囲まれた豊かな自然環境を有しており、島の人々は、自然と共生しな

がら生活を営み、祭りや芸能などの独自の文化を継承してきました。

沖縄大会では、多くの方々に生物多様性に優れた亜熱帯の山の魅力や

琉球王国時代からのアジアとの交流により培われてきた歴史や文化を体感

していただくとともに、これまでの大会とは趣の異なる沖縄の山の魅力を発

信することで、国民の「山の日」への理解を深め、美しい日本の山々を次の
世代に引き継いでいく大会にしていきます。

この大会の開催に向けて関係機関や団体等、幅広い皆様の力を集結

し、ここに第７回「山の日」全国大会実行委員会を設立します。

令和４年８月30日



 

 

 

第７回「山の日」全国大会実行委員会規約 

（名称） 

第１条 本会は、第７回「山の日」全国大会実行委員会（以下「実行委員会」という。）という。 

（目的） 

第２条 実行委員会は、第７回となる国民の祝日「山の日」の全国大会（以下「大会」という。）を沖縄県

国頭村、大宜味村、東村及び竹富町で開催し、「山の日」の意義への理解を深め、広く浸透を図るととも

に、山に関する歴史や文化の継承、環境保全、観光振興、健康増進、山岳遭難や自然災害への対応などの

様々な課題の解決や「山の未来」のあり方について考える機会とし、もって国民の幸福と関係各所の連携

と発展に資することを目的とする。 

（事業） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 
(1) 大会の開催に関すること。 
(2) 大会に関する関係機関、団体との連絡調整等に関すること。 
(3) 大会に関する広報活動に関すること。 
(4) 「山の日」の制定を通じた「山」に関わる施策の展開に関すること。 
(5) 前各号に掲げるもののほか、実行委員会が必要と認める事業 

（構成及び任期） 

第４条 実行委員会は、第２条の目的に賛同する委員をもって構成する。 
２ 委員の任期は、実行委員会が解散するまでとする。 

（役員） 

第５条 実行委員会に、会長、副会長及び監事を置く。 
２ 会長は沖縄県知事の職にある者をもってこれに充て、副会長は一般財団法人全国山の日協議会副会長の

職にある者のうちから同協議会会長が指名する者並びに沖縄県国頭村長、大宜味村長、東村長及び竹富町

長の職にある者をもってこれに充てる。 
３ 監事は、委員の中から会長が指名する。 
 
（役員の職務） 

第６条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
３ 監事は、実行委員会の会計を監査する。 
 

（特別職） 

第７条 実行委員会に名誉顧問及び顧問を、それぞれ若干名置くことができる。 
２ 名誉顧問及び顧問は、会長が委嘱し、会長の求めに応じ意見を述べることができる。 
３ 名誉顧問及び顧問の任期は、第４条第２項の規定を準用する。 

（アドバイザー） 

第８条 実行委員会にアドバイザーを置くことができる。 
２ アドバイザーは、会長が委嘱し、会長の求めに応じ意見を述べることができる。 
３ アドバイザーの任期は、第４条第２項を準用する。 

（運営委員） 

第９条 会長は、具体的な事業及び予算の円滑な執行に当たらせるため、運営委員を置くことができる。 
２ 運営委員は、実行委員会を構成する委員の所属する団体又は行政機関の職員等であって、現地での速や

かな対応が可能な者の中から会長が委嘱する。  
３ 運営委員の任期は、第４条２項の規定を準用する。 
４ 運営委員長は、運営委員の中から会長が指名する。 



 

 

（会議） 

第10条 会議は、総会及び運営委員会とする。 

（総会） 

第11条 総会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、会長が欠席の場合は、あらかじめ会

長が指名した者が議長となる。 
２ 総会は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。 
３ 総会は、次の事項を審議し、及び決定する。 

(1) 規約の制定及び改廃に関すること。 
(2) 事業計画に関すること。 
(3) 収支予算及び決算に関すること。 
(4) その他委員会が必要と認めること。 

４ 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は、議長の決するところとする。 
５ やむを得ない理由のため、実行委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について書面

をもって表決し、又は委員の指定した者を代理人として、表決を委任することができる。この場合、本条

第２項及び前項の規定の適用については、出席したものとみなす。 
６ 会長が必要と認める場合、事前に送付した議案に対して書面をもって評決し、総会の議決に代えること

ができる。 

（専決区分） 

第12条 会長は、緊急を要する場合は、総会で決議すべき事項を専決処分することができる。 
２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを総会に報告しなければならない。 

（運営委員会） 

第13条 運営委員会は、運営委員長が招集し、議長となる。 
２ 運営委員会は、次の事項を所掌する。 

(1) 総会において決議した事項の執行に関すること。 
(2) その他、総会において必要と認められた事項に関すること。 

３ 第８条、第11条第２項、第４項及び第５項の規定は、運営委員会について準用する。 
 

（事務局） 

第14条 実行委員会の事務局は、沖縄県環境部環境再生課に置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（経費） 

第15 条 実行委員会の経費は、負担金、補助金、寄付金、協賛金その他の収入をもってこれに充てる。 

 

（会計年度） 

第16 条 実行委員会の会計年度は、実行委員会が設立した日から令和5年12月31日までとする。ただ

し、実行委員会が解散した場合は、総会の承認をもって会計を閉じるものとする。 

 

（解散） 

第17 条 実行委員会は、その目的が達成されたとき、総会の決議を経て解散する。 

２ 実行委員会が解散する際に剰余金又は欠損金が生じたときは、総会で協議し処理する。 

 

（補則） 

第18 条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附 則 

この規約は、令和4年８月30日から施行する。 



【第２号議案】

第７回「山の日」全国大会実行委員会　構成員について

＜実行委員＞

役職 構成団体 職名 氏名

会長 沖縄県 知事 玉城　デニー

副会長 一般財団法人全国山の日協議会 副会長 橋本　岳

国頭村 村長 知花　靖

大宜味村 村長 宮城　功光

東村 村長 當山　全伸

竹富町 町長 前泊　正人

委員 警察庁 長官官房審議官 友井　昌宏

消防庁 国民保護・防災部長 田辺　康彦

文部科学省 大臣官房審議官 里見　朋香

スポーツ庁 審議官 星野　芳隆

林野庁 森林整備部長 小坂　善太郎

国土交通省 水管理・国土保全局砂防部長 三上　幸三

観光庁 審議官 池光　崇

環境省 自然環境局長 奥田　直久

一般財団法人全国山の日協議会 理事長 梶　正彦

委員 沖縄県 会計管理者 名渡山　晶子

(監事) 国頭村 会計管理者 知花　博正

大宜味村 会計管理者 知念　和史

東村 会計管理者 宮平　勇二

竹富町 会計管理者 仲盛　康



【 第３号議案 】 

第７回「山の日」全国大会実行委員会 特別職について 

 

役職 所属名 職名 氏名（敬称略） 

名誉顧問 一般財団法人全国山の日協議会 会長 谷垣 禎一 

顧問 一般財団法人全国山の日協議会 副会長 安藤 宏基 

顧問 超党派「山の日」議員連盟 
一般財団法人全国山の日協議会 

会長 
副会長 衛藤  征士郎 

 



【第１号議案】 

 

第７回「山の日」全国大会の開催概要（骨子）について 

 

１ 大会概要 

（１）大会の期間 

令和５年８月１０日（木）から１１日（金）まで 

※関連イベントは、８月１１日を中心に春から秋にかけて実施 

 

（２）記念式典等開催地 

沖縄県国頭村、大宜味村、東村、竹富町 

 

２ 行事概要 

（１）歓迎レセプション 

① 日時：令和５年８月１０日（木）午後 

② 会場：（国頭村、大宜味村、東村内において検討） 

③ 内容：式典招待者が出席するレセプション 

 

（２）記念式典等 

① 日時：令和５年８月１１日（金）午前中 

② 会場：（国頭村、大宜味村、東村、竹富町内において検討） 

③ 内容：記念式典（山鐘、山の日の歌の合唱・演奏、映像による本県の紹介、 

アトラクション、山の日帽の引き継ぎ 等）、記念行事 等 

   

（３）歓迎フェスティバル 

① 日時：令和５年８月１１日（金）終日 

② 会場：（国頭村、大宜味村、東村内において検討） 

③ 内容：展示ブース、体験ブース出展等 

 

（４）記念登山（仮称） 

① 日時：令和５年８月１０日（木）から１１日（金） 

② 場所：（国頭村、大宜味村、東村、竹富町内において検討） 

③ 内容：「自然・文化・歴史」を巡るコース 

 

（５）プレイベント 

① 日時：令和５年４月以降で検討 

② 場所：竹富町 

③ 内容：大会本番に向けた集客活動や機運醸成を図る 

 

（参考）関連イベント 

① 日時：令和５年春季から秋季 

② 場所：県内各市町村等 

③ 内容：市町村、関係団体に「山の日」の趣旨に沿った自然活動体験などの参加・ 

 体験型イベントの開催を促し「関連イベント」として全県で盛り上げる 

 

 

（例）森林セラピーツアー、つつじ祭り、桜祭り、森の自然観察会等 



 

３ 推進体制 

（１）主催者 

第７回「山の日」全国大会実行委員会 

（２）協賛等（予定） 

協賛社、協賛団体、協力機関等 

 

４ 沖縄大会テーマ（キャッチフレーズ）及びロゴマーク 

沖縄県らしさを表現する大会テーマ及びロゴマークを公募する等運営委員会で検討す

る。また、既存の「山の日全国大会」統一ロゴマークのイメージ定着を図る。 

 

「山の日全国大会」統一ロゴマーク 

子どもたちの「山と人との関わり」を具現化したもの。 

 
 

 

５ 広報活動 

国や県、市町村、協賛団体等の広報媒体やイベント、各種メディアの活用を通じて、

大会の開催内容や趣旨、沖縄県の山や豊かな自然などの魅力を国内外に情報発信する。 

 

６ 協賛募集 

  開催趣旨に賛同いただける企業や個人、団体に対し、広く協賛の募集を行い、「山の日」

の意義の普及啓発と沖縄大会の魅力発信へとつなげる。 

 

７ 実行委員会の開催スケジュール 

令和４年８月 30 日   実行委員会設立総会・第１回総会（開催概要骨子案など） 

令和４年８月以降     広報活動、関連イベント・協賛の募集 

  令和５年４月      実行委員会第２回総会（実施計画策定等） 

    令和５年８月 10～11 日  第７回山の日全国大会開催 

   令和６年２月           実行委員会第３回総会(開催結果報告､解散決議等書面開催） 



【 第２号議案 】 

第７回「山の日」全国大会実行委員会 令和４年度事業計画について 

 

１ 実行委員会等会議の開催 

（１）実行委員会総会の開催 

    ・開催数：１回（令和４年８月）※次回は、令和５年４月開催予定。 

    ・内 容：開催概要（骨子）、令和４年度の事業計画（案）及び収支予算（案）の

審議等 

（２）運営委員会の開催 

    ・開催数：３回（令和４年９月、12 月、令和５年３月予定） 

    ・内 容：実施計画の原案作成、協賛募集計画の策定等 

 

２ 大会実施計画の原案の作成 

開催概要（骨子）に基づき、記念式典・記念行事、歓迎フェスティバル等に関する 

演出、設営、動線等の詳細な実施内容を記載した実施計画原案を運営委員会において作 

成する（プロポーザル方式により業者を選定し業務委託）。 

  

３ 関連イベントの開催に関する調整 

  県内市町村等に対して、「山の日」関連イベントとして沖縄の山や自然に親しむ行事の

開催を働きかけ、全国大会の効果が全県に波及するよう「山の日」を盛り上げていく。 

（１）関連イベントの実施依頼      

（２）関連イベントの取りまとめ、広報            

 

４ 広報活動事業 

国や県、市町村、協賛団体等の広報媒体やイベント、各種メディアの活用を通じて、 

大会の開催及び本県の山の魅力（世界自然遺産等）を県内外に向けて情報発信する。 

（１）各種メディアを活用したＰＲ活動を実施  

（２）ポスター掲示、チラシ等配布  

 

５ 企業協賛の募集活動事業 

（１）協賛募集要綱・募集案内の作成  

（２）協賛募集活動の実施  

 



【　収　入　の　部】
（単位：円）

予算額

沖縄県負担金 9,619,000 

9,619,000 

（単位：円）

1,400,000 

3,300,000 

4,919,000 

9,619,000 

収入合計

【 第３号議案 】

第７回「山の日」全国大会実行委員会　令和４年度収支予算について

区　　分 備考

１　負担金 9,619,000 

【　支　出　の　部　】

区　　分 予算額 備考

１　運営費
総会及び運営委員会開催、事務局運営経
費

２　記念式典・記念行事費 実施計画策定業務

３　広報活動費 広報活動経費

支出合計



【報告事項】

役職 構成団体 職名 氏名

委員長 一般財団法人全国山の日協議会 事務局長 手塚　友惠

副委員長 沖縄県 環境部長 金城　賢

環境省九州地方環境事務所
沖縄奄美自然環境事務所

所長 宇賀神 知則

林野庁九州森林管理局
沖縄森林管理署

署長 伊籐　香里

国頭村 農林水産課長 田場　盛久

大宜味村 産業振興課長 大嶺　実

東村 企画観光課長 又吉　一樹

竹富町 自然観光課長 通事　太一郎

一般財団法人沖縄観光コンベン
ションビューロー

専務理事 前原　正人

沖縄県 環境部環境再生課長 與那嶺　正人

一般財団法人全国山の日協議会 理事 吉川　正幸

沖縄県山岳・スポーツクライミン
グ連盟

理事長 田場　典淳

一般社団法人 国頭村観光協会 会長 比嘉  明男

一般社団法人 大宜味村観光協会 会長 宮城　弘隆

ＮＰＯ法人 東村観光推進協議会 理事長 渡久山　真一

一般財団法人 西表財団 理事長 河合 正憲

公益社団法人 沖縄県緑化推進委員
会

常務理事 生沢　均

沖縄県森林組合連合会 代表理事専務 上里　均

-
フリーライター
編集者

羽根田　治

第７回「山の日」全国大会実行委員会　運営委員の委嘱について

委員

アドバイザー


