
(敬称略) 

1 静岡県 知事     川勝　平太

2 ふじのくに地球環境史ミュージアム 館長     安田　喜憲

3 富士山世界遺産センター 館長     遠山　敦子

4 ふじのくにづくり支援センター 理事長     矢野　弘典

5 水産技術研究所 所長     増元　英人

6 焼津水産高等学校 校長     古木　正彦

7 漁業高等学園 園長     青木　一永

8 焼津青少年の家 所長     赤石　達彦

9 海のみらい静岡友の会 会長     酒井　公夫

10 清水港客船誘致委員会 会長     望月　　薫

11 御前崎港客船誘致協議会 会長     栁澤　重夫

12 清水港振興株式会社 代表取締役社長     村上　光廣

13 沼津港振興会 会長 　　賴重　秀一

14 日本港湾空港建設協会 静岡県支部長 　　佐野　茂樹

15 浜名湖総合環境財団 理事長     阿部　正義

16 県漁業協同組合連合会 代表理事会長     薮田　国之

17 県信用漁業協同組合連合会 代表理事会長     宮原　淳一

18 県水産加工業協同組合連合会 代表理事会長     後藤　義男

19 県内水面漁業協同組合連合会 代表理事会長 　　森田　禮治

20 日本マリン事業協会 会長 　　柳　　弘之

21 ヤマハ発動機株式会社 代表取締役会長 　　柳　　弘之※

22 スズキ株式会社 代表取締役会長 　　鈴木　　修

23 株式会社三保造船所 代表取締役社長 　　鈴木　健悟

24 鈴与株式会社 代表取締役会長 　　鈴木　與平

25 はごろもフーズ株式会社 代表取締役会長 　　後藤　康雄

26 サッポロビール株式会社
東海北陸本部副本部長
兼静岡統括支社長 　　浪間　　進

27 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社長 　　伏見　保則

28 中部電力株式会社
常務執行役員
静岡支店長

　　佐々木敏春

29 日本軽金属株式会社
執行役員

蒲原製造所長
　　敷根　　功

30 マックスバリュ東海株式会社 代表取締役社長 　　神尾　啓治

31 株式会社アイエイアイ 代表取締役社長 　　石田　　徹

32 建設 県建設業協会 会長 　　石井　源一

33 農業 県農業協同組合中央会 代表理事会長 　　鈴木　　勝

34 林業 県森林組合連合会 代表理事会長 　　中谷多加二

35 環境 県環境資源協会 会長 　　荒木　信幸
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36 「森は海の恋人」水の循環研究会 委員長 　　鈴木　伸洋

37 「森は海の恋人」水の循環研究会 顧問 　　秋道　智彌

38 県観光協会 会長 　　川勝　平太※

39 ふじさん駿河湾フェリー 理事長 　　難波　喬司

40
清水マリン・アンド・ビーチスポーツ
振興協会

代表理事会長 　　鴇田　勝彦

41 美しい伊豆創造センター 代表理事 　　豊岡　武士

42 下田海中水族館 総支配人 　　阪本　清嗣

43 沼津港深海水族館 館長 　　佐藤慎一郎

44
清水港湾博物館
（フェルケール博物館）

理事長 　　鈴木壽美子

45 日本海洋少年団連盟 静岡県連盟長 　　平野　　昇

46 県バレーボール協会 会長 　　土屋　信二

47 県水泳連盟 会長 　　鳥居　裕史

48 日本釣振興会 静岡県支部長 　　石黒　　衆

49 伊豆半島ジオパーク推進協議会 会長 　　菊地　　豊

50 富士・箱根・伊豆国際学会 会長 　　五條堀　孝

51 清水みなとまちづくり公民連携協議会 会長 　　前田　英寿

52 清水港・みなと色彩計画推進協議会 会長 　　東　　惠子

53 百々勇司清水政経塾 塾長 　　百々　勇司

54
ＢＯＷＡ
(Beautiful Ocean We Accomplish)

代表 　　浅野　美和

55 ふじのくにマエストロシェフ ― 　　西谷　文紀

56 ふじのくにマエストロシェフ ― 　　足立　久幸

57 ふじのくにマエストロシェフ ― 　　石川　光博

58 ふじのくにマエストロシェフ ― 　　岡部　　悟

59 ふじのくにマエストロシェフ ― 　　猪爪　康之

60 ふじのくにマエストロシェフ ― 　　檜山　和正

61 ふじのくにマエストロシェフ ― 　　山口　祐之

62 ふじのくにマエストロシェフ ― 　　    　義德

63 ふじのくにマエストロシェフ ― 　　後藤　正哉

64 ふじのくにマエストロシェフ ― 　　青木　一敏

65 ふじのくにマエストロシェフ ― 　　田形　　治

66 芸能人等 ふじのくに観光大使 ― 　　岩崎　恭子

67
株式会社静岡新聞社
・静岡放送株式会社

社長 　　大石　　剛

68 株式会社中日新聞社 東海本社 代表 　　佐藤　育男

69 株式会社静岡朝日テレビ 代表取締役社長 　　平城　隆司

70 株式会社テレビ静岡 代表取締役社長 　　若松　　誠

環境

マスメディア

文化・観光
スポーツ

まちづくり

食関係
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71 株式会社静岡第一テレビ 代表取締役社長 　　桜田　和之

72 日本放送協会 静岡放送局長 　　木村　功二

73 県銀行協会 会長 　　柴田　　久

74 県信用金庫協会 会長 　　御室健一郎

75 株式会社静岡銀行 取締役頭取 　　柴田　　久※

76 株式会社清水銀行 取締役頭取 　　豊島勝一郎

77 スルガ銀行株式会社 取締役社長 　　有國三知男

78 県信用保証協会 会長 　　岩瀬洋一郎

79 県産業振興財団 理事長 　　中西　勝則

80 県商工会議所連合会 会長 　　酒井　公夫※

81 県商工会連合会 会長 　　前澤　　侑

82 県経営者協会 会長 　　中西　勝則※

83 県中小企業団体中央会 会長 　　諏訪部敏之

84 県ニュービジネス協議会 会長 　　鴇田　勝彦※

85 ふじのくにＣＮＦフォーラム 顧問 　　鈴木　滋彦

86 マリンオープンイノベーション機構 理事長 　　松永　　是

87 アグリオープンイノベーション機構 代表理事 　　藤井　　明

88 静岡大学 学長 　　石井　　潔

89 静岡県公立大学法人 理事長 　　尾池　和夫

90 公立大学法人静岡文化芸術大学 理事長 　　有馬　朗人

91 浜松医科大学 学長 　　今野　弘之

92 東海大学 学長 　　山田　清志

93 学校法人静岡理工科大学 理事長 　　橋本　新平

94
学校法人静岡理工科大学
静岡デザイン専門学校

校長 　　久保田香里

95 静岡英和学院大学 学長 　　柴田　　敏

96 学校法人新静岡学園 理事長 　　三枝　幸文

97 静岡福祉大学 学長 　　太田　晴康

98 学校法人常葉大学 理事長 　　木宮　健二

99 東京海洋大学 学長 　　竹内　俊郎

100 農林環境専門職大学
（令和２年４月１日開学予定）

学長予定者 　　鈴木　滋彦※

101 沼津工業高等専門学校 学校長 　　藤本　　晶

102 笹川平和財団 海洋政策研究所長 　　角南　　篤

103 マリンバイオテクノロジー学会 会長 　　竹山　春子

104
マリンオープンイノベーション
プロジェクト戦略推進委員会

委員長 　　橋本　正洋

105 市町 静岡市 市長 　　田辺　信宏

マスメディア

金融・経済団体

大学等研究機関



(敬称略) 

「美しく豊かな静岡の海を未来につなぐ会」発起人一覧

No 区分 団体名 役職 氏名

106 浜松市 市長 　　鈴木　康友

107 沼津市 市長 　　賴重　秀一※

108 熱海市 市長 　　齊藤　　栄

109 三島市 市長 　　豊岡　武士※

110 富士宮市 市長 　　須藤　秀忠

111 伊東市 市長 　　小野　達也

112 島田市 市長 　　染谷　絹代

113 富士市 市長 　　小長井義正

114 磐田市 市長 　　渡部　　修

115 焼津市 市長 　　中野　弘道

116 掛川市 市長 　　松井　三郎

117 藤枝市 市長 　　北村　正平

118 御殿場市 市長 　　若林　洋平

119 袋井市 市長 　　原田　英之

120 下田市 市長 　　福井　祐輔

121 裾野市 市長 　　髙村　謙二

122 湖西市 市長 　　影山　剛士

123 伊豆市 市長 　　菊地　　豊※

124 御前崎市 市長 　　栁澤　重夫※

125 菊川市 市長 　　太田　順一

126 伊豆の国市 市長 　　小野登志子

127 牧之原市 市長 　　杉本基久雄

128 東伊豆町 町長 　　太田　長八

129 河津町 町長 　　岸　　重宏

130 南伊豆町 町長 　　岡部　克仁

131 松崎町 町長 　　長嶋　精一

132 西伊豆町 町長 　　星野　淨晋

133 函南町 町長 　　仁科喜世志

134 清水町 町長 　　関　　義弘

135 長泉町 町長 　　池田　　修

136 小山町 町長 　　池谷　晴一

137 吉田町 町長 　　田村　典彦

138 川根本町 町長 　　鈴木　敏夫

139 森町 町長 　　太田　康雄

140 近隣県 山梨県 知事 　　長崎幸太郎

※重複

市町


