
（別紙）

平成 21 年度漂流・漂着ゴミに係る国内削減方策モデル調査地域検討会（北海道）

検討員名簿

（敬称略、50 音順）

氏 名 役 職

石川 竜弥 豊富町産廃処理協同組合 参事

伊藤 吉則 稚内漁業協同組合豊富実行組合 組合長

小城 春雄 北海道大学 名誉教授

小野寺 英治 豊富町保健福祉課 課長補佐

川原 清己 豊富町商工観光課 課長

渋谷 祐治 豊富町商工観光課 課長補佐

嶋崎 暁啓 NPO サロベツ・エコ・ネットワーク 事務局長

（未定） 北海道宗谷支庁地域振興部環境生活課

（未定） 北海道宗谷支庁稚内土木現業所管理部管理課

内藤 良孝 稚咲内町内会 会長

水谷 啓一 稚内海上保安部警備救難課 課長

吉村 穣慈 豊富町商工観光課 林業水産係長

渡辺 光信 連合町内会 会長



平成 21 年度漂流・漂着ゴミに係る国内削減方策モデル調査地域検討会（和歌山県）

検討員名簿

（敬称略、50 音順）

氏 名 役 職

青木 一人
和歌山県東牟婁振興局健康福祉部串本支所保健環境課

課長

五十川 憲二 串本町環境衛生課 課長

内田 紘臣 串本海中公園センター 名誉館長

内海 浩一 田辺海上保安部串本海上保安署 次長

沖 繁幸 串本町農林水産課 課長

笠野 和男 和歌山県環境生活部環境政策局廃棄物対策課 課長

平松 侯二 和歌山東漁業協同組合総務課 課長

堀口 一志 串本・みんなの海をまもろう会 会長

前田 和好 串本海亀を守る会

御前 祐司 和歌山県環境政策局循環型社会推進課 課長

矢野 郁雄 植松区長 区長

山室 喜則 和歌山県東牟婁振興局串本建設部総務管理課 課長



平成 21 年度漂流・漂着ゴミに係る国内削減方策モデル調査地域検討会（島根県）

検討員名簿

（敬称略、50 音順）

氏 名 役 職

池上 克浩 海上保安庁境海上保安部警備救難課 課長

石倉 淳 ECO-RANGER フレンズしまね 代表

小川 喜美夫 多古地区 漁業代表者

小川 健三 多古地区 区長

小川 隆敏 沖泊地区 区長

小川 雅道 沖泊地区 漁業代表者

小川 渉 小波地区 区長

川岡 孝二 小波地区 区長代理

関 耕平 島根大学法文学部法経学科 准教授

永島 裕治 松江市環境保全部環境保全課 課長

中村 信一郎 松江市島根支所市民生活課 課長

藤原 二郎 松江市水産振興課 課長

松村 憲樹 島根県環境生活部廃棄物対策課 課長

宮川 治 島根県土木部河川課 課長

山根 務 島根県農林水産部漁港漁場整備課 課長



平成 21 年度漂流・漂着ゴミに係る国内削減方策モデル調査地域検討会（山口県）

検討員名簿

（敬称略、50 音順）

氏 名 役 職

植田 智子 ジャパンマリン（株） 常務

岡本 正巳 （社）山口県快適環境づくり連合会 副会長兼理事

小口田 巽 下関市豊北総合支所農林水産課 課長

河合 和泉 下関市環境部環境政策課 課長

熊井 清雄 つのしま自然館 館長／愛媛大学名誉教授

佐郷 勝敏 山口県土木建築部港湾課 課長

重田 道正 山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課 課長

春藤 光 海上保安庁門司海上保安部警備救難課 課長

草田 直之 山口県土木建築部河川課 課長

徳田 隆保 山口県農林水産部漁港漁場整備課 課長

原野 正利 下関土木建築事務所 所長

藤村 増雄 下関市豊北総合支所市民生活課 課長

古野 学 角島地区振興協議会 会長

森澄 一實 角島漁業協同組合 組合長

鷲尾 圭司 独立行政法人水産大学校 理事長



平成 21 年度漂流・漂着ゴミに係る国内削減方策モデル調査地域検討会（長崎県）

検討員名簿

（敬称略、50 音順）

氏 名 役 職

糸山 景大 長崎大学生涯学習教育研究センター 名誉教授

上野 芳喜 （有）対馬エコツアー 代表取締役

尾場瀬 明 対馬市建設部管理課 課長

川口 孝範 NPO 法人環境カンウンセリング協会長崎(ＥＣＡＮ) 理事

坂口 知久 比田勝海上保安署 次長

嶋居 正明 佐須奈漁業協同組合 組合長

中原 和彦 長崎県対馬振興局建設部管理課 課長

長瀬 勉 対馬の底力 代表

平間 壽郞 対馬市市民生活部環境衛生課 課長

平山 美登 千俵蒔山草原再生プロジェクトメンバー 元佐護地区区長

平湯 輝久 対馬海上保安部警備救難課 課長

廣澤 康功 対馬市上県活性化センター 住民生活課 課長

藤原 正晴 長崎県対馬振興局保健部衛生環境課 課長

松原 一征 （社）長崎県産業廃棄物協会 副会長

水崎 進介 環境省九州地方環境事務所対馬自然保護官事務所 自然保護官

山内 輝幸 対馬市市民生活部環境衛生課 副参事

山田 晴美 長崎県環境部廃棄物対策課 課長補佐

山室 良助 長崎県対馬振興局農林水産部農林整備課 課長



平成 21 年度漂流・漂着ゴミに係る国内削減方策モデル調査地域検討会（沖縄県）

検討員名簿

（敬称略、50 音順）

氏 名 役 職

上原 正行 狩俣自治会 会長

小禄 貴英 宮古島市漁業協同組合 組合長

狩俣 武則 宮古島美ら海協議会 事務局長

具志堅 篤 沖縄県農林水産部宮古農林水産振興センター農林水産整備課 課長

下里 明光 宮古島市経済部水産課 課長

下地 岳芳 沖縄県文化環境部環境整備課 課長

砂辺 達男 池間島自治会 会長

知念 正吉 内閣府沖縄総合事務局平良港湾事務所工務課 課長

根間 一浩 海上保安本部宮古島海上保安署 専門官

饒平名 功 宮古島市福祉保健部環境保全課 課長

濱川 洋美 池間漁業協同組合 組合長

春川 京子 セブンシーズ宮古島 代表

平良 和雄 沖縄県土木建築部宮古土木事務所 所長

盛島 明隆 沖縄県福祉保健部宮古福祉保健所生活班 班長

山口 晴幸 防衛大学校建築環境工学科 教授


