
資料１
中海自然再生協議会規約

第１章
（設置）
　第１条　自然再生推進法（平成 14年法律第 148 号（12月 11 日公布））第８条に規定する自
　　　　然再生協議会を設置する。　
（名称）
　第２条　この自然再生協議会は、中海自然再生協議会（以下「協議会」と称する）という。
（対象区域）
　第３条　協議会で検討する自然再生の対象区域は中海全域とする。
　2 　　　事業対象区域として中海の弓浜半島沿いの湖岸と沖合い、米子湾、および安来市から
　　　　東出雲町にかけての湖岸と沖合い、およびこれらの水域に影響を及ぼす陸域と水域とす
　　　　る。
　3 　　　事業対象区域については本協議会の議を経て追加改訂することができる。

第２章　目的及び協議会所掌事務
（目的）
　第４条　対象区域の自然再生を推進するため、必要となる事項の協議を行うことを目的とする。
（所掌事務）
　第５条　協議会は、次に揚げる事務を行う。
　（１）　自然再生全体構想の作成
　（２）　自然再生実施計画の案の協議
　（３）　自然再生事業の実施に係わる連絡調整
　（４）　その他必要な事項

第３章　構成
（構成）　
　第６条　協議会は、次に揚げる委員を持って構成する。
　（１）　公募による地域住民及び団体若しくは法人の代表者
　（２）　自然環境に関し専門的知識を有する者
　（３）　関係行政機関及び関係地方公共団体の職員
　２　　協議事項との関わりが深く協議会に出席が必要とされる者は、第１１条に規定する協議
　　　会の会議の出席委員の合意を得て、オブザーバーとして協議会に参加することが出来る。
　３　　委員の任期は２年とし、再任は妨げない。但し、設置当初の委員の任期は、本規約の施
　　　行の日から平成 21年３月３１日までとする。
（途中参加委員）
　第７条　前条第１項に定める委員からの推薦があり、第１１条に規定する協議会の会議の出席
　　　　委員の合意が得られた場合に、委員となることが出来る。
　２　　新たに委員になろうとする者が、第１４条に規定する運営事務局に委員となりたい旨の
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　　　意思表示を行い、第１１条に規定する協議会の会議の出席委員の合意が得られた場合に、
　　　委員となることが出来る。
　３　　前項の規定により途中参加する委員の任期は、前条第３項に規定する委員の残任期間と
　　　する。
（委員資格の喪失）
　第８条　委員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
　（１）　辞任
　（２）　死亡、失踪の宣告
　（３）　委員が属する団体もしくは法人の解散
　（４）　解任
（辞任及び解任）
　第９条　辞任しようとする者は、第１４条に規定する運営事務局に書面をもって連絡しなけれ
　　　　ばならない。
　２　　協議会の目的もしくは自然再生推進法及び自然再生推進法に規定する自然再生基本方針
　　　に反する行為があった場合又は協議会の運営に著しい支障をきたす場合、第１１条に規定
　　　する協議会の会議の出席委員の過半数で議決し、委員を解任することが出来る。
　３　　解任されようとする者には第１１条に規定する協議会の会議にて、議決する前に、弁明
　　　する機会を与えられなければならない。ただし、解任されようとする者が協議会に出席し
　　　ない場合はその限りではない。

第４章　会長および会長代理
（会長及び会長代理）
　第１０条　協議会には会長及び会長代理を各１名置き、委員の互選によりこれを定める。
　２　　会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
　３　　会長代理は、会長を補佐し、必要に応じ会長の職務を代理する。

第５章　会議及び部会
（協議会の会議）
　第１１条　協議会の会議は、会長が召集する。
　２　　協議会の議長は、会長がこれにあたる。
　３　　会長は、協議会の会議の進行に際して専門的知見を有する者等の意見を聴取することを
　　　必要と認める場合、協議会の会議に委員以外の者の出席を要請することが出来る。
　４　　協議会は、会長が協議会の会議の進行に際して特定地域および特定分野の専門的協議を
　　　必要と認める場合若しくは、第６条に規定する協議会の委員より特定地域および特定分野
　　　の専門的協議の発議があり、第１項に規定する協議会の会議の出席委員の合意を得た場合、
　　　第１７条に規定する細則の定めにより、協議会とは別に部会を設置し、専門的協議を要請
　　　することが出来る。
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（部会）
　第１２条　部会は、協議会から付託される特定地域・特定分野の専門的事項について協議し、
　　　　協議結果を第１１条に規定する協議会の会議に報告する。
　２　　協議会委員及びオブザーバーは部会に所属することが出来る。部会には、協議会委員お
　　　よびオブザーバーの他に、独自に部会委員をおくことができる。
　３　　部会には部会長及び部会長代理を各１名置き、部会構成委員の互選により選出する。
　４　　部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
　５　　部会長代理は、部会長を補佐し、必要に応じ部会長の職務を代理する。
　６　　部会は部会長の召集により開催される。
　７　　部会長は、部会の会議の進行に際して専門的知見を有する者などの意見を聴取すること
　　　を必要と認める場合、部会の会議に委員以外の者の出席を要請することが出来る。
（公開）
　第１３条　協議会の会議及び部会は、生物の保護上また個人情報の保護上支障がある場合を除
　　　　き、原則公開とする。
　２　　協議会の会議及び部会を開催する際には、日時、場所等についてあらかじめ広く周知を
　　　図る。
　３　　協議会の会議及び部会の資料は、生物の保護上又は個人情報の保護上支障のある場合を
　　　除き、ホームページ等で公開する。
　４　　協議会の会議及び部会の議事結果は、要旨を取りまとめて議事要旨とし、会長の承認を
　　　得てホームページ等で公開する。

第６章
（運営事務局）
　第１４条　協議会の会務を処理するために運営事務局を設ける。
　２　　運営事務局は NPO法人自然再生センターに置く。
　３　　運営事務局が複数になった折には、協議会の会務を円滑に進めるため、関係者による運
　　　営事務局連絡会議を開催することが出来る。
（運営事務局の所掌事務）
　第１５条　運営事務局は、つぎに揚げる事務を行う。
　（１）　第１１条に規定する協議会の会議の議事・進行に関する事項
　（２）　第１３条で規定する協議会の会議の議事要旨の作成及び公開に関する事項
　（３）　その他協議会が付託する事項

第７章　補則
（寄付金等）
　第１６条　協議会は、寄付金を得ることが出来る。
（運営細則）
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　第１７条　この規約に規定することの他、規約施行及び協議会の運営に関して必要な事項は、
　　　　第１１条に規定する協議会の会議の出席者の合意を得て、会長が別に規定する。
（規約改正）
　第１８条　この規約は、第６条に規定する協議会の委員の発議により、第１１条に規定する協
　　　　議会の会議の出席委員の合意を得て、改正することが出来る。

付則
　　　　この規約は、平成 19年 6月 30 日から施行する

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
中海自然再生協議会規約　改正

中海自然再生協議会の規約は、第 9回協議会で以下の部分が改正されました。

（対象区域）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　第３条　協議会で検討する自然再生の対象区域は中海全域とする。　　　　
　２  　削除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　３　　削除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（運営事務局）
　第１４条　協議会の会務を処理するために運営事務局を設ける。
　２　　運営事務局は NPO法人自然再生センターと島根大学汽水域研究センターに置く。
　３　　中海自然再生協議会の運営に係わる事務はNPO法人自然再生センターで行う。専門的
　　　分野に関する事務は島根大学汽水域研究センターで行う。
附則
　１）　　この規約は、平成 19年 6月 30 日から施行する。
　２）　　この規約は、平成 20年 11月 22日の協議会で変更が承認された。

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
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中海自然再生協議会運営細則

第１章　部会
（設置）
　第１条　協議会に次の地域部会と専門部会を設置する。
　　地域部会　
　　（１）　彦名・安倍地域部会
　　（２）　崎津地域部会
　　（３）　飯梨川流域部会
　　専門部会
　　（４）　データベース専門部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（５）　自然再生全体構想検討専門部会
　　（６）　水環境専門部会
　　（７）　環境教育専門部
（検討事項）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　第２条　各部会では次の事項を検討する。
　　（１）　彦名・安倍地域部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　彦名・安倍地域を対象とした自然再生実施計画に関する事項　　　　　　　　　　
　　（２）　崎津地域部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　崎津・葭津・小篠津及び松江市の一部地域を対象とした自然再生実施計画に関する
　　　　　事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（３）　飯梨川流域部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　飯梨川上流・中流および河口部とその周辺地域を対象とした自然再生実施計画に関
　　　　　する事項
　　（４）　データベース専門部会
　　　　　　中海の自然環境及びその変遷に関するデータベースの構築
　　（５）　自然再生全体構想検討専門部会
　　　　　　中海の自然再生全体構想の原案の作成
　　（６）　水環境専門部会
　　　　　　中海の生物環境の修復及び米子湾周辺水域の水質修復に関する事項
　　（７）　環境教育専門部会
　　　　　　中海や中海流域および環境再生事業に関連する場所などを使い、環境学習などを企
　　　　　画実施する。
（部会事務局）
　第３条　各部会の会務を処理するために次の事務局を設ける。　　　　　　　　　　　
　　（１）　彦名・安倍地域部会の事務局は自然再生センター鳥取事務所に置く
　　（２）　崎津地域部会の事務局は ( 株 ) エコマ商事 ( 内 ) に置く
　　（３）　飯梨川流域部会の事務局は ( 有 ) リンケージ（内）に置く
　　（４）　専門部会の事務局は自然再生センターに置く 　　　　　　　　　
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第２章
附則
　　　　この細則は、平成 19年 6月 30日から施行する。
　　　　この細則は、平成 19年 8月 25日の協議会で変更が承認された。

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

中海自然再生協議会運営細則　改正

中海自然再生協議会運営細則は、第 9回協議会で以下の部分が改正されました。

（設置）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　第１条　　協議会に次の地域部会と専門部会を設置する。　　　　　　　　　　
　　地域部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（１）　彦名・安倍地域部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（２）　崎津地域部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（３）　飯梨川流域部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　専門部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（４）　データベース専門部会　　　（削除）　　　　　　　　　　　　　　　
　　（５）　自然再生全体構想検討専門部会（削除）　　　　　　　　　　　　　　　
　　（６）　水環境専門部会　　（削除）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（７）　環境教育専門部会　（削除）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（４）　専門家会議
( 構成 )
　第 2条　地域部会の委員はそれぞれの地域に関連する地域住民及び団体、もしくは法人の　
　　　　代表者、自然環境に関し専門的知識を有するもの、および関係行政機関、関係地方公共
　　　　団体職員で構成する。
　第 3条　専門部会の専門家会議の委員は中海自然再生協議会規約第 6条第 2項に規定する専
　　　　門委員を中心に、専門的知識を有する識者で構成する。人選及び委嘱は会長が行う。
（検討事項）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　第４条　各部会では次の事項を検討する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（１）　彦名・安倍地域部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　彦名・安倍地域を対象とした自然再生実施計画に関する事項　　　　　　　　　　
　（２）　崎津地域部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　崎津・葭津・小篠津及び松江市の一部地域を対象とした自然再生実施計画に関する事
　　　　項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　（３）　飯梨川流域部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　飯梨川上流・中流および河口部とその周辺地域を対象とした自然再生実施計画に関す
　　　　る事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（４）　データベース専門部会　( 削除 )　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（５）　自然再生全体構想検討専門部会　　( 削除 )　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（６）　水環境専門部会　( 削除 )　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（７）　環境教育専門部会　( 削除 )　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（４）　専門家会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　ａ．提案された実施計画について、実施計画内容の妥当性、推進の柱に対する位置づけ、
　　　　　タイムスケジュールの妥当性、進捗状況の評価の仕方、などについて検討し、改善の
　　　　　必要があれば修正を求める。これらの経過について協議会に報告する。　　　　　　
　　　ｂ．中海の自然再生全体計画に照らし合わせ、関連事業を含め、不足している分野の実施
　　　　　へ向けての勧告、関連事業への要望などについて検討を行う。これらの経緯について
　　　　　協議会に報告する。
（部会事務局）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　第５条　各部会の会務を処理するために次の事務局を設ける。　　　　　　　　　　　
　（１）　彦名・安倍地域部会の事務局は自然再生センター鳥取事務所に置く　　　　　　　
　（２）　崎津地域部会の事務局は谷野企画に置く　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　（３）　飯梨川流域部会の事務局は ( 有 ) リンケージ（内）に置く　　　　　　　　　　　
　（４）　専門家会議の事務局は島根大学汽水域研究センターに置く 　　　　　　　　　

附則
　　　　この細則は、平成 20年 11月 22日の協議会で変更が承認された。

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
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資料　２
中海自然再生協議会　委員名簿

【公募委員 （団体）】

団体名 代表者

やすぎ環境と未来を考える会 井塚達人

中海漁業協同組合 石倉正夫

中国地区ニュービジネス協議会 中山憲治

ＮＰＯ法人自然再生センター 徳岡隆夫

【公募委員（個人）】

氏名（あいうえお順）住所

相崎守弘 島根県松江市

新井章吾 島根県隠岐郡隠岐の島町

安間　恵 神奈川県横須賀市

池田兆一 鳥取県米子市

井内美郎 埼玉県所沢市

飯塚悌子 島根県松江市

井芹　寧 福岡県太宰府市

氏本　元 岡山県岡山市

浦木　勝 鳥取県米子市

小原淳男 島根県安来市

奥森隆夫 鳥取県境港市

大谷輝子 鳥取県米子市

桑原智之 島根県松江市

木村好勝 島根県安来市

瀬戸浩二 島根県松江市

小林浩一 島根県松江市

武田　研 島根県安来市

谷野彬成 鳥取県米子市

寺田憲彦 鳥取県米子市

橘　祥朗 島根県松江市

田守利彦 鳥取県米子市

永井　章 鳥取県境港市

中川健作 鳥取県米子市

中山恭彦 島根県隠岐の島町

平田　守 島根県松江市

船越元煕 鳥取県米子市

橋田公夫 鳥取県西伯郡伯耆町

福元和孝 鳥取県米子市

松本俊次 鳥取県米子市

増田広利 島根県松江市

松本靖介 鳥取県米子市

美見昭光 島根県安来市

渡部敏樹 鳥取県境港市

山口啓子 島根県松江市

若林健一 島根県八束郡東出雲町
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【専門委員】

分野 委員名

水質 島根大学総合理工学部　准教授 清家　泰

水草 島根大学汽水域研究センター　教授 國井秀伸

昆虫 島根大学生物資源科学部　教授 星川和夫

流動 鳥取大学工学部　准教授 矢島　啓

ベントス 北海道大学水産学部　名誉教授 中尾　繁

鳥類 財団法人中海水鳥交流基金財団 神谷　要

地質・地形 島根大学総合理工学部　教授 三瓶良和

社会連携 島根大学副学長 髙安克已

都市計画 米子工業高等専門学校　教授 熊谷昌彦

崎津地域部会長 賀戸哲也

彦名・安部地域部会長 中村豊彦

飯梨川流域部会長 三島俊夫

【専門研究機関】

島根大学汽水域研究センター

【行政・公共団体委員】

団体名 委員名

国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所 土江清司 （H. 19）

　　　　〃 溝山　勇 （H. 20）

農林水産省中国四国農政局整備部農林整備課 青木克己

経済産業省中国経済産業局資源エネルギー環境部 末国博文

環境省中国四国地方環境事務所米子自然環境事務所 柴田泰邦 （H. 19）

　　　　〃 阿蘇品勉 （H. 20）

鳥取県西部総合事務所生活環境局 三木文貴 （H. 19）

　　　　〃 池田正仁 （H. 20）

島根県環境生活部自然環境課 長尾宏一

島根県環境生活部環境政策課 木村拓郎

島根県農林水産部水産課 勢村　均 （H. 19）

　　　　〃 井岡　久 （H. 20）

島根県土木部河川課 西川友幸 （H. 19）

　　　　〃 境　英治 （H. 20）

米子市環境下水道部環境政策課 三澤充男

境港市産業環境部環境防災課 二瀬信博 （H. 19）

　　　　〃 藤川順一 （H. 20）

安来市市民生活部環境衛生課 小村修一

東出雲町農林建設課 嘉本順吉
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中海の自然再生に関する情報は、ホームページ
http://nakaumi-saisei.sakura.ne.jp/

にも掲載しています。

問い合わせ先
中海自然再生協議会運営事務局

　　特定非営利活動法人　自然再生センター

〒 690-0064　島根県松江市天神町 28 
島根大学白潟サロン内
TEL:0852-21-4882
FAX:0852-61-0900

e-mail: jim@sizen-saisei.org
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