
第１３回伊豆沼・内沼自然再生協議会 出席者名簿 

 

１ 委員 全３６名中２８名出席，８名欠席       （任期：H29.4.1～H32.3.31 ３年間） 

 

（１）学識経験者（五十音順） ６名 

区  分 氏名 所属等 関連分野 備考 

 

 

学 識 経 験

者 

斉藤 憲治 一般社団法人水生生物保全協会 代表理事 魚類 副会長 

鹿野 秀一 東北大学東北アジア研究センター准教授 湖沼生態学  

嶋田 哲郎 
公益財団法人宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団 

総括研究員 
鳥類  

神宮字 寛 宮城大学食産業学部教授 農村計画学  

西村 修 東北大学大学院工学研究科教授 生態工学 会長 

横山 潤 山形大学理学部生物学科教授 植物生態学 
 

 

（２）地元関係者 ８名 

区  分 氏名 所属等 備考(代理出席者名) 

地

元

関

係

者 

農協 大場 倫明 栗っこ農業協同組合若柳支店長 欠席 

土地

改良

区 

安部 昭男 伊豆沼土地改良区理事長  

及川 祐宏 穴山土地改良区理事長 欠席 

髙橋 孝喜 新田北部土地改良区理事長 欠席 

漁協 大場 隆 伊豆沼漁業協同組合組合長理事 (代)専務  星和広 

商工

会 

阿部 忠雄 栗原南部商工会会長 欠席 

岡本 邦雄 若柳金成商工会副会長  

阿部 泰彦 登米中央商工会会長  

 

（３）環境関係団体，ＮＰＯ等（五十音順） ８名 

区  分 氏名 所属等 備考(代理出席者名) 

環境関係団

体，ＮＰＯ

等 

二宮 景喜 ＮＰＯ法人シナイモツゴ郷の会理事長 
(代) 

理事 長谷川政智 

及川 祐宏 ナマズのがっこう代表  

川嶋 保美 栗原市若柳自然保護協会会長  

呉地 正行 日本雁を保護する会会長  

阿部  剛 宮城昆虫地理研究会代表 欠席 

本田 敏夫 日本野鳥の会宮城県支部幹事  

 伊藤 秀雄 有限会社伊豆沼農産代表取締役  

 大場 寿樹 
一般社団法人くりはらツーリズムネットワーク 

事務局長 
 

 

（４）公募委員（五十音順） ４名 

区  分 氏名 所属等（住所地） 備考 

 

 

公募委員 

久保田 龍二 （宮城郡七ヶ浜町在住） 欠席 

鈴木  康 （栗原市若柳在住）  

堀川 邦雄 （仙台市泉区在住）  

三塚 牧夫 （栗原市築館在住）  



（５）行政機関 １０名 

区  分 氏名 所属等 備考(代理出席者名) 

行

政

機

関 

国 山浦 清孝 農林水産省東北農政局農村振興部地域整備課長  

東出 成記 国土交通省東北地方整備局北上川下流河川事務所長 欠席 

中島 慶次 環境省東北地方環境事務所野生生物課長   

県 金野 由之 宮城県環境生活部次長（技術担当）  

浅野 直明 宮城県農林水産部次長（技術担当）  

門脇 雅之 宮城県土木部次長（技術担当） 
(代) 技術副参事兼技術補佐(総括担当)    

菊池 浩幸 

市 佐藤  浩 登米市市民生活部長 
 

阿部 孝弘 登米市産業経済部長 欠席 

伊藤 郁也 栗原市市民生活部長  

佐藤 忠実 栗原市商工観光部長  

 

 

 

２ 委員以外  

区  分 氏名 所属等 備考 

オブザーバ

ー 

 

（８） 

小島原和典 東北地方整備局河川部河川環境課 計画係長  

小濱 真実 宮城県環境生活部環境対策課水環境班 技師  

藤原 成明 〃  保健環境センター水環境部 総括研究員  

渡部 正弘 〃  保健環境センター水環境部 研究員  

近藤  智  〃  農林水産部農村整備課 ほ場整備班 技術主査  

白瀨 康夫  〃  東部地方振興事務所登米地域事務所農業農村整備部 技術次長（班長）  

大沼 直丈 〃  東部地方振興事務所登米地域事務所農業農村整備部 技術主査  

千葉 佳和 〃  土木部河川課河川整備班 主任主査  

事務局 

 

（９） 

伊藤 勇三 環境省東北地方環境事務所野生生物課 生息地保護連携専門官  

石場 理紗  〃     〃     仙台自然保護官事務所自然保護官  

鎌田 和子  〃              〃    自然保護官補佐  

菊地 純平 登米市市民生活部環境課 環境政策係 主事  

菊池  聡 栗原市市民生活部環境課 環境政策係 係長  

藤本 泰文 公益財団法人宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団 研究員          

村上 泰介 宮城県環境生活部自然保護課 技術補佐（総括担当）  

菅原 康弘    〃          課長補佐(自然保護班長)  

荒木 志保    〃          技術主幹  

その他 

 

（７） 

菅原 美恵 一般社団法人くりはらツーリズムネットワーク 事務局 研究員  

作田  裕 株式会社建設環境研究所 主任研究員  

晴山  卓      〃      研究員  

香川 裕之 東北緑化環境保全株式会社  

田村 将剛 〃  

星合 愿一 日本水産資源保護協会   

 萩田 小夏 山形大学  

                       出 席 者 ５２人（うち委員２８人） 


