
■個人(59名) 　  

井上　　京 北海道大学大学院 農学研究院 助教授

石川  孝織 釧路市立博物館

上野　義勝  

内島　邦秀 北見工業大学 工学部 教授

梅田　安治 農村空間研究所 所長、北海道大学名誉教授

江崎　秀雄 森の学習塾 代表

大山　仁美 環境カウンセラー(事業者部門)

岡田　　操

桂川　雅信

金子　正美

亀山　　哲

神田　房行 北海道教育大学 副学長（釧路校担当）

神戸　忠勝

木村　　勲

小磯　修二
釧路公立大学 教授
地域経済研究センター長

小島　和夫

齋藤　新一郎 環境林づくり研究所

桜井　一隆

佐藤　繁治  

清水　信彦

清水　康行 北海道大学大学院 工学研究科 教授

白金　　巌

新庄　久志 釧路市環境政策課 主幹

杉山　伸一 環境カウンセラー(市民部門)

関尾　憲司

高嶋　八千代 北海道教育大学釧路校 非常勤講師

高橋　　昭

高橋　紀久男

高橋　忠一 北海道教育大学釧路校 助教授

橘　　利器 トラウトフォーラム 会員

橘　　治国

第３期 釧路湿原自然再生協議会 構成員名簿

氏　名 所　属

北海道大学大学院 工学研究科 助教授
環境フィールド工学専攻

環境カウンセラー

北海道教育大学札幌校 非常勤講師
環境カウンセラー(市民部門)

国立環境研究所 流域圏環境管理研究プロジェクト
主任研究員

酪農学園大学 環境システム学部
地域環境学科 助教授

 

 



氏　名 所　属

谷口　直文

辻井　達一 財団法人 北海道環境財団 理事長

鶴間　秀典

藤間　　聡 室蘭工業大学 工学部 教授

仲川　泰則

長澤　徹明

永瀬　知志

中津川　誠

中村　隆俊

中村　太士 北海道大学大学院 農学研究院 教授

西内　吾朗

西川 　 潮
独立行政法人 国立環境研究所
環境リスク研究センター

西村　旬司 釧路湿原川レンジャー

橋本　正雄 釧路市博物館 学芸主幹

針生　　勤 釧路市博物館 館長補佐

蛭田　眞一 北海道教育大学釧路校 教授

三上　英敏

水垣　　滋

宮尾　素子

松本　文雄

百瀬　邦和 タンチョウ保護調査連合

矢崎　友嗣 北海道大学大学院農学研究院 農業物理学分野

矢部　和夫

山内　　勗

山田　浩之

吉村　暢彦

若菜　　勇 阿寒湖畔エコミュージアムセンター マリモ研究室

渡部  清紀  

　 (第３期:平成18年11月～平成20年11月)

北海道大学大学院農学研究院 助手 環境資源学専攻
地域環境学講座 農地環境情報学分野

北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター
森林圏ステーション北管理部

東京農業大学 生物産業学部 講師

国土交通省中部地方整備局
豊橋河川事務所 所長

北海道環境科学研究センター 環境科学部

北海道大学大学院 農学研究院 教授

筑波大学大学院 生命環境科学研究科
生命共存科学専攻 環境創生モデリング分野

環境カウンセラー(事業者部門)

 



■団体(40団体)
　

主任　太田 幸

代表取締役社長　鈴木 正一郎

代表取締役  山崎 正明

代表取締役  大越 武彦

釧路カヌー連絡協議会 会長  岩渕 鉄男

会長  藪田 守
(釧路市公営企業管理者)

会長  高田 満

理事長  伊東 良孝

代表理事組合長  濱 隆司

会長  高山 末吉

代表幹事  山口 功

会長  伊東 良孝 

運営委員長  栗林 延次

会長　林田 恒夫

会長  柳谷 法司

代表　須摩 靖彦

会長  吉田 忠夫

会長  大西 英一

理事　浪岡 敬子

平成18年度代表  長谷川 和奈(小6)
サポーター(代)  佐々木 誠治

会長  池谷 奉文

支部長  小柳 慶吾

チーフレンジャー　音成 邦仁

理事長　辻井 達一

代表  渡辺 修 

組合長  八木澤 栄蔵

代表  正富 宏之

鶴居村タンチョウ愛護会 会長  松井 孝志

代表  瀬川 勝巳

センター長　鷲見 祐将

理事長　金子 正美

理事長  杉山 伸一

理事長  小林 友幸

理事長  黒沢 信道

代表取締役社長  中村 雅知

支部長  横地 敏光

校長  小川 龍幸

会長　テディ 齋藤

代表  佐竹 直子

組合長  佐久間 三男

　　　　　　　       (第３期:平成18年11月～平成20年11月)

南標茶地区排水路維持管理組合

タンチョウ保護調査連合

釧路湿原国立公園
ボランティアレンジャーの会

ボランティアネットワークチャレンジ隊

特定非営利活動法人 トラストサルン釧路

下久著呂地区農業用排水維持管理組合

日本製紙株式会社

北海道プロフェッショナル
フィッシングガイド協会

北海道標茶高等学校

釧路水産用水汚濁防止対策協議会

釧路市漁業協同組合

釧路湿原塾　

釧路自然保護協会

団体/機関名 代表者名

さっぽろ自然調査館

財団法人 日本野鳥の会
鶴居･伊藤タンチョウサンクチュアリ

王子製紙株式会社

株式会社 北都 

カムイ・エンジニアリング株式会社

釧路川水質保全協議会

阿寒国際ツルセンター(グルス)

塘路ネイチャーセンター

特定非営利活動法人
EnVision環境保全事務所

釧路湿原国立公園連絡協議会

釧路シャケの会

釧路生物談話会

財団法人 日本生態系協会

釧路観光連盟

釧路国際ウエットランドセンター

財団法人 日本鳥類保護連盟釧路支部

釧路造園建設業協会

釧路武佐の森の会

鶴居排水路維持管理組合

北海道中小企業家同友会釧路支部

特定非営利活動法人　釧路湿原やちの会

特定非営利活動法人 くしろ･わっと

財団法人　北海道環境財団

国際ソロプチミスト釧路

こどもエコクラブくしろ



■オブザーバー(13団体)

会長  小嶋 孝

組合長理事  西村 春吉

参事  成田 勝利

代表理事組合長  山本 保紀

組合長理事  松井 廣道

代表理事組合長  高取 剛

代表理事組合長  植田 晃雄

代表理事組合長  小瀬 秦

会頭  山本 壽福

会長  中嶋 嘉昭

会長  栗田 和行

会長  桐木 茂雄

会長  大津 泰則

　　　　　　　　　   (第３期:平成18年11月～平成20年11月)

■関係行政機関(11機関)

部長  松浦 壽彦

所長  渋谷 晃太郎

局長  亀井 俊水

支庁長  伊藤 芳和

局長  田中 了治

所長  上原 博

市長  伊東 良孝

町長  菅原 澄

町長  池田 裕二

町長  徳永 哲雄

村長  日野浦　正志

　　　　　　　　　　　(第３期:平成18年11月～平成20年11月)

団体/機関名 代表者名

団体/機関名 代表者名

標茶町森林組合

弟子屈町森林組合

釧路商工会議所

標茶町商工会

鶴居村森林組合

社団法人　十勝釧路管内
さけます増殖事業協会

弟子屈町商工会

釧路湿原自然再生協議会　構成員：１２３名

釧路市

林野庁 北海道森林管理局

釧路町商工会

釧路町森林組合

阿寒農業協同組合

釧路丹頂農業協同組合

標茶町農業協同組合

鶴居村

弟子屈町

鶴居村商工会

北海道 釧路土木現業所 

北海道教育庁 釧路教育局

北海道 釧路支庁

国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部

標茶町

釧路町

環境省 釧路自然環境事務所


