
国東半島宇佐地域世界農業遺産 国連大学現地調査

日 時：平成２５年５月４日（土）

１３：３０～１７：１０

場 所：田染荘（ほたるの館）ほか

次 第

１．田染荘 13:30～14:30

１）開 会

２）歓迎あいさつ

３）出席者紹介

４）国連大学あいさつ

５）申請内容の説明

６）田染荘の説明

７）質 疑

２．クヌギ林とほだ場（現地） 14:40～15:00

３．クヌギ林とため池（現地） 15:40～16:25

４．ため池と連携水路（現地） 16:40～17:10



調査日：平成２５年５月４日（土）

12:00 大分空港着

12:50 田染荘ほたるの館到着

13:00 ～ 13:30 昼食

13:30 ～ 14:30 説明会

１．挨拶

※知事、国連大学

２．国東半島宇佐地域申請内容の説明

３．田染荘の説明

14:40 ～ 15:00 現地：クヌギ林とほだ場

（豊後高田市富貴寺付近）

15:20頃

トイレ休憩

（両子河原座）

15:40 ～ 16:25 現地：クヌギ林とため池

（国東市松ケ迫池）

16:40 ～ 17:10 現地：ため池と連携水路

（国東市美迫池）

17:25 空港到着

18:15 大分空港発

時間 項 目 備考

国東半島宇佐地域世界農業遺産 国連大学現地調査 行程



調査日：平成２５年５月４日（土）

○調査者

上級副学長 武内 和彦

Academic
Programme
Officer

Mr. Luohui Liang

Researcher Ms. Evonne Yiu

○「国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会」会員

宇佐神宮・国東半島を世界遺産にする会 会長 会 員 永岡 恵一郎

六郷満山霊場会 会長 (富貴寺住職) 会 員 河野 英信

大分県教育委員会 委員 ・ くにさき七島藺振興会 会長 会 長 林 浩昭

日本文理大学工学部建築学科（環境・地域創世コース）教授 会 員 杉浦 嘉雄

豊後高田市長 会 員 永松 博文

国東市長 監 事 三河 明史

姫島村長 会 員 藤本 昭夫

宇佐市長 副 会 長 是永 修治

○国関係者

農林水産省 農村振興局 農村政策部 農村環境課 課長補佐 鈴木 健太

九州農政局 資源課 課長 菅原 秋日人

九州農政局 資源課 環境保全係長 金子 勝

○地元関係者
荘園の里推進委員会 委員長 河野 一三

○県関係者

大分県 大分県 知事 広瀬 勝貞

大分県 副知事 小風 茂

企画振興部 国際政策課 国際交流班 国際交流員 ニコール・フリン 通訳

農林水産部 部 長 工藤 利明

農林水産部 農政担当審議監 力德 昌史

農林水産部 林業担当審議監 川村 晃

東部振興局 局 長 小川 浩

北部振興局 局 長 草野 俊介

農林水産研究指導センター林業研究部きのこグループ グループ長 宿利 角丸

事務局 農村整備計画課 課 長 渡邊 哲也

農林水産企画課 企画監 光長 伸彦

農村整備計画課 計画監 加藤 正明

計 ２７名

国東半島宇佐地域世界農業遺産 国連大学現地調査 出席者名簿

有識者

学識者

市町村

備考

国連大学

団体名 所 属 役 職 氏 名 備考

団体名 所 属 役 職 氏 名



宇佐神宮・国東半島を世界遺産にする会 会長 永岡 恵一郎

六郷満山霊場会 会長 (富貴寺住職) 河野 英信

大分県土地改良事業団体連合会 会長 義経 賢二

大分県教育委員会 委員 ・ くにさき七島藺振興会 会長 林 浩昭 会長

総合地球環境学研究所 教授 阿部 健一

別府大学史学・文化財学科 教授 飯沼 賢司

日本文理大学工学部建築学科（環境・地域創世コース） 教授 杉浦 嘉雄

大分大学経済学部地域システム学科 准教授 山浦 陽一

立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部 学部長 ピシュバ・ダバー

大分県農業協同組合 代表理事理事長 阿部 新咲

大分県漁業協同組合 代表理事組合長 山本 勇

大分県椎茸農業協同組合 代表理事組合長 宇都宮 鉄男

大分県森林組合連合会 代表理事 岩﨑 泰也

ツーリズムおおいた 会長 西 太一郎

豊後高田市長 永松 博文

国東市長 三河 明史 監事

姫島村長 藤本 昭夫

杵築市長 八坂 恭介

日出町長 工藤 義見

宇佐市長 是永 修治 副会長

顧 問
立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部 助教授 ｳﾞｧﾌｧﾀﾞ-ﾘ ｶｾﾞﾑ

文化庁文化財部 技官 鈴木 地平

「国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会」会員名簿

有識者

関係団体

市町村

機関名 所 属 氏 名 備考


