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（五十音順）

住所・所在地 欠席

会長 1 前田　修  マエダ　オサム　　  

副会長 2 平井　幸弘 ヒライ　ユキヒロ

3 川前　政幸 カワマエ　マサユキ

4 須田　直之 スダ　ナオユキ

5 西廣  淳  ニシヒロ　ジュン ○

1 荒尾　稔 アラオ　ミノル 日本雁を保護する会 東京都文京区

2 飯島　博 イイジマ　ヒロシ 特定非営利活動法人　アサザ基金 代表理事 牛久市

3 飯田　農夫男 イイダ　ノブオ 石岡の自然を守る会 代表 石岡市

4 今泉　忠男 イマイズミ　タダオ 霞ヶ浦町漁業協同組合 霞ヶ浦町 ○

5 岩瀬　栄一 イワセ　エイイチ 沖宿下石田干拓水利組合 組合長 土浦市 ○

6 大野　昭一 オオノ　ショウイチ 上大津東小学校PTA 会長 土浦市

7 酒井　京司 サカイ　キョウジ JA土浦　田村蓮根共撰部会 土浦市 ○

8 瀬古沢　登 セコザワ　ノボル 土浦第一漁業協同組合 理事組合長 土浦市 ○

9 戸井　要雄 トイ　トシオ 沖宿土地改良区 理事長 土浦市

10 浜田　忠 ハマダ　タダシ 沖宿町消防団 団長 土浦市 ○

11 浜田　文男 ハマダ　フミオ 湖岸住民の会 代表幹事 土浦市

12 浜田　諭吉 　　　 ハマダ　ユキチ　　　　　 沖宿町町内会（区） 区長 土浦市

13 坂東　秀樹 バンドウ　ヒデキ 特定非営利活動法人　エコタウンほこた 代表理事 鉾田町

14 堀越　昭 ホリコシ　アキラ 社団法人霞ヶ浦市民協会 理事長 土浦市

15 酒井　規勝 サカイ　ノリカツ 特定非営利活動法人　水質協会（茨城分室） 麻生町

16 横山　鉄夫 ヨコヤマ　テツオ (有）ワールドバスソサエティー（W.B.S.) 会長 美浦村

17 吉田　慎也 ヨシダ　シンヤ 田村町区 土浦市 ○

18 有吉　潔 アリヨシ　キヨシ 土浦市

19 石川　享市 イシカワ　キョウイチ 水戸市

20 伊藤　春樹 イトウ　ハルキ 美浦村

21 植田　昌明 ウエダ　マサアキ 阿見町 ○

22 大川　幸一 オオカワ　コウイチ 土浦市

23 貝塚　勇 カイヅカ　イサム 土浦市

24 菊地　敏夫 キクチ　トシオ 土浦市

25 古仁所　洋一 コニショ　ヨウイチ 土浦第一漁業組合 理事 土浦市 ○

26 酒井　武一郎 サカイ　タケイチロウ 土浦第一漁業協同組合 理事 土浦市 ○

27 清水　浩 シミズ　ヒロシ 土浦市 ○

28 城之内　健一 ジョウノウチ　ケンイチ つくば市

29 鈴木　康夫 スズキ　ヤスオ 石岡市

30 高野　哲夫 タカノ　テツオ 土浦市

31 高橋　修一 タカハシ　シュウイチ 北浦町

32 高村　典子 タカムラ　ノリコ つくば市 ○

33 滝　雅己 タキ　マサミ 土浦市

34 舘野　正喜 タテノ　マサヨシ 土浦市 ○

35 沼澤　篤 ヌマザワ　アツシ 土浦市

36 野原　小右二 ノハラ　コウジ 玉造町

37 羽成　文雄 ハナリ　フミオ 土浦市

38 浜田　越子 ハマダ　エツコ 土浦市 ○

39 浜田　忠良 ハマダ　タダヨシ 土浦市 ○

40 浜田　陽一 ハマダ　ヨウイチ 土浦市

41 藤野　佳織 フジノ　カオリ 東京都世田谷区

42 宮本　暢夫 ミヤモト　ノブオ 霞ヶ浦町

43 村本　弘章 ムラモト　ヒロアキ 霞ヶ浦町 ○

44 八島　八郎 ヤシマ　ハチロウ 土浦市

45 安田　麻耶子 ヤスダ　マヤコ 潮来市

46 山根　幸美 ヤマネ　ユキミ 土浦市

47 山本　秀春 ヤマモト　ヒデハル 霞ヶ浦町

48 吉田　明子 ヨシダ　アキコ 土浦市 ○

49 吉田　幸二 ヨシダ　コウジ 阿見町

50 吉田　智行 ヨシダ　トモユキ 土浦市 ○

51 和田　哲男 ワダ　テツオ 阿見町

1 渡辺　邦夫 ワタナベ　クニオ

2 角田　浩美 カクタ　ヒロヨシ

3 加藤　直樹 カトウ　ナオキ

4 小林　實 コバヤシ　ミノル

5 渡辺　尚明 ワタナベ　ナオアキ

6 山田　茂 ヤマダ　シゲル

7 根本　隆夫 ネモト　タカオ

8 根本　均 ネモト　ヒトシ

9 古澤　尚文 フルサワ　ナオフミ

10 照沼　孝雄 テルヌマ　タカオ

11 折本　茂 オリモト　シゲル

12 斎藤　明 サイトウ　アキラ

1 唐澤　仁士 カラサワ　ヒトシ

2 横田　雅良 ヨコタ　マサヨシ

専修大学教授

茨城県内水面水産試験場長

茨城県 農林水産部水産振興課　主任

団体

個人

茨城県高等学校教育研究会生物部顧問

東京大学農学生命科学研究科保全生態学研究室助手

氏名 所属

第3回 　霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生協議会  出席予定者名簿

茨城県 農林水産部農地局農村計画課　課長補佐

独立行政法人水資源機構  霞ヶ浦開発総合管理所長

茨城県 企画部地域計画課　係長

茨城県 生活環境部環境政策課　係長

茨城県 農林水産部農地局農村環境課　係長

茨城県 土木部河川課　課長補佐

土浦市 環境保全課長

国土交通省　霞ヶ浦河川事務所長
関係行政機関

霞ヶ浦町 環境防災課 係長

専門家

地方公共団体
茨城県 農林水産部霞ヶ浦北浦水産事務所　係長

富士常葉大学教授

茨城県 企画部水・土地計画課　係長

茨城県 生活環境部霞ヶ浦対策課　技佐兼課長補佐

茨城県 農林水産部漁政課　主任

公募委員
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（五十音順）

住所・所在地

会長 1 前田　修  マエダ　オサム　　  

副会長 2 平井　幸弘 ヒライ　ユキヒロ

3 川前　政幸 カワマエ　マサユキ

4 須田　直之 スダ　ナオユキ

5 西廣  淳  ニシヒロ　ジュン

1 荒尾　稔 アラオ　ミノル 日本雁を保護する会 東京都文京区

2 飯島　博 イイジマ　ヒロシ 特定非営利活動法人　アサザ基金 代表理事 牛久市

3 飯田　農夫男 イイダ　ノブオ 石岡の自然を守る会 代表 石岡市

4 今泉　忠男 イマイズミ　タダオ 霞ヶ浦町漁業協同組合 霞ヶ浦町

5 岩瀬　栄一 イワセ　エイイチ 沖宿下石田干拓水利組合 組合長 土浦市

6 大野　昭一 オオノ　ショウイチ 上大津東小学校PTA 会長 土浦市

7 酒井　京司 サカイ　キョウジ JA土浦　田村蓮根共撰部会 土浦市

8 瀬古沢　登 セコザワ　ノボル 土浦第一漁業協同組合 理事組合長 土浦市

9 戸井　要雄 トイ　トシオ 沖宿土地改良区 理事長 土浦市

10 浜田　忠 ハマダ　タダシ 沖宿町消防団 団長 土浦市

11 浜田　文男 ハマダ　フミオ 湖岸住民の会 代表幹事 土浦市

12 浜田　諭吉　　　　 ハマダ　ユキチ　　　　　 沖宿町町内会（区） 区長 土浦市

13 坂東　秀樹 バンドウ　ヒデキ 特定非営利活動法人　エコタウンほこた 代表理事 鉾田町

14 堀越　昭 ホリコシ　アキラ 社団法人霞ヶ浦市民協会 理事長 土浦市

15 本間　崇元 ホンマ　タカモト 特定非営利活動法人　水質協会（茨城分室） 理事 麻生町

16 横山　鉄夫 ヨコヤマ　テツオ (有）ワールドバスソサエティー（W.B.S.) 会長 美浦村

17 吉田　慎也 ヨシダ　シンヤ 田村町区 土浦市

18 有吉　潔 アリヨシ　キヨシ 土浦市

19 石川　享市 イシカワ　キョウイチ 水戸市

20 伊藤　春樹 イトウ　ハルキ 美浦村

21 植田　昌明 ウエダ　マサアキ 阿見町

22 大川　幸一 オオカワ　コウイチ 土浦市

23 貝塚　勇 カイヅカ　イサム 土浦市

24 菊地　敏夫 キクチ　トシオ 土浦市

25 古仁所　洋一 コニショ　ヨウイチ 土浦第一漁業組合 理事 土浦市

26 酒井　武一郎 サカイ　タケイチロウ 土浦第一漁業協同組合 理事 土浦市

27 清水　浩 シミズ　ヒロシ 土浦市

28 城之内　健一 ジョウノウチ　ケンイチ つくば市

29 鈴木　康夫 スズキ　ヤスオ 石岡市

30 高野　哲夫 タカノ　テツオ 土浦市

31 高橋　修一 タカハシ　シュウイチ 北浦町

32 高村　典子 タカムラ　ノリコ つくば市

33 滝　雅己 タキ　マサミ 土浦市

34 舘野　正喜 タテノ　マサヨシ 土浦市

35 沼澤　篤 ヌマザワ　アツシ 土浦市

36 野原　小右二 ノハラ　コウジ 玉造町

37 羽成　文雄 ハナリ　フミオ 土浦市

38 浜田　越子 ハマダ　エツコ 土浦市

39 浜田　忠良 ハマダ　タダヨシ 土浦第一漁業組合 土浦市

40 浜田　陽一 ハマダ　ヨウイチ 土浦市

41 藤野　佳織 フジノ　カオリ 東京都世田谷区

42 宮本　暢夫 ミヤモト　ノブオ 霞ヶ浦町

43 村本　弘章 ムラモト　ヒロアキ 霞ヶ浦町

44 八島　八郎 ヤシマ　ハチロウ 土浦市

45 安田　麻耶子 ヤスダ　マヤコ 潮来市

46 山根　幸美 ヤマネ　ユキミ 土浦市

47 山本　秀春 ヤマモト　ヒデハル 霞ヶ浦町

48 吉田　明子 ヨシダ　アキコ 土浦市

49 吉田　幸二 ヨシダ　コウジ 阿見町

50 吉田　智行 ヨシダ　トモユキ 土浦市

51 和田　哲男 ワダ　テツオ 阿見町
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6 茨城県 農林水産部霞ヶ浦北浦水産事務所長
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公募委員

霞ヶ浦町 環境防災課長

国土交通省　霞ヶ浦河川事務所長

茨城県 農林水産部農地局農村計画課長

茨城県 農林水産部農地局農村環境課長

茨城県 土木部河川課長

土浦市 環境保全課長

団体

個人

茨城県 農林水産部水産振興課長

独立行政法人水資源機構  霞ヶ浦開発総合管理所長

霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生協議会  名簿

茨城県高等学校教育研究会生物部顧問

東京大学農学生命科学研究科保全生態学研究室助手

地方公共団体

氏名 所属

茨城県内水面水産試験場長

茨城県 企画部地域計画課長

茨城県 生活環境部環境政策課長

茨城県 生活環境部霞ヶ浦対策課長

茨城県 企画部水・土地計画課長

専門家

茨城県 農林水産部漁政課長

関係行政機関

富士常葉大学教授

専修大学教授


