
（別表－１）　

（敬称省略・各構成内五十音順）　

構　成 氏　名 　　団 体 名 等

　　青木　章彦 　作新学院大学女子短期大学部 教授

　　淺枝　隆 　埼玉大学 名誉教授

　　清水　義彦 　群馬大学大学院理工学府 教授

　　蘇　雲山 　(一財) 環境文化創造研究所 主席研究員

　　知花　武佳 　東京大学工学系研究科 准教授

　　中村　圭吾 　(公財) リバーフロント研究所 主席研究員

　　中村　俊彦 　放送大学 客員教授

　　長谷川　雅美 　東邦大学理学部 教授

　　羽山　伸一 　日本獣医生命科学大学獣医学部 教授

　　森　　淳 　北里大学獣医学部 教授

　　涌井　史郎 　東京都市大学 特別教授

　　浅野　正富 　栃木県小山市長

　　太田　洋 　千葉県いすみ市長

　　木村　敏文 　茨城県坂東市長

　　鈴木　有 　千葉県野田市長

　　並木　正年 　埼玉県鴻巣市長

　　星野　順一郎 　千葉県我孫子市長

　　呉地　正行 　日本雁を保護する会 会長

　　堂本　泰章 　(公財) 埼玉県生態系保護協会 専務理事

　　古谷　愛子 　特定非営利活動法人オリザネット 事務局長

　　塩井　直彦 　関東地方整備局 河川部長

　　佐々木　明徳 　関東農政局 農村振興部長

　　立田　理一郎 　関東地方環境事務所 次長　

　　津森　貴行 　関東地方整備局 利根川上流河川事務所長

　　内堀　寿美男 　関東地方整備局 利根川下流河川事務所長

　　守安　邦弘 　関東地方整備局 江戸川河川事務所長

　　大束　淳一 　関東地方整備局 荒川上流河川事務所長

　　池口　正晃 　千葉県 県土整備部長

　　舘野　昭彦 　千葉県 農林水産部長

　　吉野　美砂子 　千葉県 環境生活部長

　　北田　健夫 　埼玉県 県土整備部長

　　小畑　幹 　埼玉県 農林部長

　　目良　聡 　埼玉県 環境部長

　　坂井　康一 　栃木県 県土整備部長

　　青栁　俊明 　栃木県 農政部長

　　小野寺　一行 　栃木県 環境森林部長

　　田村　央 　茨城県 土木部長

　　上野　昌文 　茨城県 農林水産部長

　　川股　圭之 　茨城県 県民生活環境部長

顧　　問 　　江崎　保男 　兵庫県立コウノトリの郷公園 園長

オブザーバー 　　江戸　謙顕 　文化庁文化財部記念物課文化財調査官

関東エコロジカル・ネットワーク推進協議会委員名簿

学識経験者
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長
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（別表-2.（1））

（敬称略・五十音順）　

氏　名 　　団 体 名 等

淺枝　隆 　　埼玉大学 名誉教授

尾崎　清明 　　（公財）山階鳥類研究所 副所長

髙木　嘉彦 　　（公財）埼玉県公園緑地協会 こども動物自然公園 副園長

鈴木　仁 　　（公財）東京動物園協会 多摩動物公園 飼育展示課長

日橋　一昭 　　那須どうぶつ王国 教育・普及啓発プロデューサー

長谷川　雅美 　　東邦大学理学部 教授

羽山　伸一 　　日本獣医生命科学大学獣医学部 教授　

船越　稔 　　兵庫県立コウノトリの郷公園 主任飼育員

関東エコロジカル・ネットワーク推進協議会
「コウノトリ飼育・放鳥条件整備専門部会」　委員名簿



（別表2-.（2））

　

（敬称略・五十音順）　

氏　名 　　団 体 名 等

　　青木　章彦 　　作新学院大学女子短期大学部 教授

　　淺枝　隆 　　埼玉大学 名誉教授

　　呉地　正行 　　日本雁を保護する会 会長

　　佐川　志朗 　　兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科長 教授

　　清水　義彦 　　群馬大学大学院理工学府 教授

　　蘇　雲山 　　(一財) 環境文化創造研究所 主席研究員

　　出口　智広 　　兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科 准教授

　　中村　圭吾 　　(公財)リバーフロント研究所 主席研究員

　　長谷川　雅美 　　東邦大学理学部 教授

　　古谷　愛子 　　特定非営利活動法人オリザネット 事務局長

　　森　　淳 　　北里大学獣医学部 教授

関東エコロジカル・ネットワーク推進協議会
「コウノトリ生息環境整備・推進専門部会」　委員名簿



（別表2-.（3））

＜ 委　　員 ＞ （敬称略・五十音順）　

氏　名 　　団 体 名 等

　　淺枝　隆 　　埼玉大学 名誉教授

　　大沼　あゆみ 　　慶應義塾大学経済学部 教授

　　呉地　正行 　　日本雁を保護する会 会長

　　桑子　敏雄 　　東京工業大学 名誉教授

　　小林　幸男 　　社会福祉法人 野田市社会福祉協議会 会長

　　知花　武佳 　　東京大学工学系研究科 准教授

　　堂本　泰章 　　(公財)埼玉県生態系保護協会 専務理事

　　中村　圭吾 　　(公財)リバーフロント研究所 主席研究員

　　中村　俊彦 　　放送大学 客員教授

＜ オブザーバー ＞

氏　名 　　団 体 名 等

　　井上　進之介
　　一般社団法人日本建設業連合会 環境委員会 生物多様性部会 委員

　　三井住友建設株式会社  事業創生本部カーボンニュートラル推進部

　　金井　司　
     持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則（21世紀金融行動原則）運営委員

　　 持続可能な地域支援ＷＧ座長

　 　三井住友信託銀行 フェロー役員 兼 チーフ・サステネビリティ・オフィサー

佐々木　尚央 　　（一社）日本旅行業協会（JATA） 関東支部 事務局長

　　鈴木　隆博
　　日本チェーンストア協会 推薦

　　イオン株式会社 環境・社会貢献部 部長

　　鈴木　達也
　　関東七社部長会 代表

　　千葉日報社 東京支社 営業部長

　　山﨑　敏彦 　　株式会社全農ビジネスサポート 広告企画部 嘱託
　　（元全国農業協同組合連合会 広報部広報SR課 審査役）

　　山田　健
　　　日本ミネラルウォーター協会 推薦

　　サントリーホールディングス株式会社 サステナビリティ経営推進本部
　　 チーフスペシャリスト

関東エコロジカル・ネットワーク推進協議会
「コウノトリ地域振興・経済活性化専門部会」　委員名簿
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