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1.5.1　印旛沼流域水循環健全化会議　委員名簿

1.5　委員名簿

　印旛沼・流域の再生に向けて、多くの関係者の方々と検討を重ね、取り組んできました。ご尽力いた

だいたみなさまをここに示しますとともに、謝意を表します。（敬称略）

(2009 年 9月現在）

氏名 所属・職名
委員長 虫明　功臣 東京大学　名誉教授
委員

（学識者）
味埜　俊 東京大学大学院　教授
藤井　國博 東京農業大学　教授　（2007 年 1月まで）
山田　正 中央大学　教授

中村　俊彦
千葉県立中央博物館　副館長
（県環境生活部自然保護課生物多様性センター　副技監）

原　慶太郎 東京情報大学　教授
堀田　和弘 増田学園　常務理事
吉谷　純一 独立行政法人土木研究所　上席研究員　（2007 年 1月まで）
深見　和彦 独立行政法人土木研究所　上席研究員
白鳥　孝治 印旛沼専門家（前 印旛沼環境基金）　（2004 年 1月まで）
本橋　敬之助 財団法人印旛沼環境基金　水質研究員

委員
（水利用者）

富井　徳松 印旛沼土地改良区　理事長　（2001 年 10月まで）
清水　豊勝 印旛沼土地改良区　理事長
椿　長雄 印旛沼漁業協同組合長　（2009 年 2月まで）
清宮　光雄 印旛沼漁業協同組合長

委員
（市民団体）

太田　勲 ＮＰＯ印旛沼広域環境研究会　理事長
金山　英二 佐倉印旛沼ネットワーカーの会　代表幹事（2009 年 2月まで）
堀川　武 佐倉印旛沼ネットワーカーの会　代表幹事
高柳　正弘 印旛野菜いかだの会　企画運営部会長（2002 年 10月まで）
美島　康男 ＮＰＯ印旛野菜いかだの会　理事長

委員
（行政等）

 

松井　健一 国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所長
上潟口　芳隆 農林水産省関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所長
福島　玲 独立行政法人水資源機構千葉用水総合管理所長
丸山　公太郎 県総合企画部　次長
石田　晶久 県総合企画部　参事
和田　紀夫 県環境生活部　次長
日暮　規夫 県農林水産部　次長
中村　隆史 県農林水産部　水産局長
増岡　洋一 県県土整備部　次長
小山　良己 県県土整備部　技監
安藤　孝房 県水道局技術部　次長
飯田　博 県企業庁工業用水部　次長
佐伯　明 県教育庁教育振興部　次長
宍倉　輝雄 千葉市　環境保全部長
湯浅　勇 船橋市　下水道部長
中村　壽孝 成田市　土木部長
宮崎　友一 佐倉市　土木部長
小杉　富康 八千代市　都市整備部長
野中　芳勝 鎌ケ谷市　都市建設部長
佐藤　満 四街道市　建設水道部長
森井　辰夫 八街市　経済環境部長
徳島　文男 印西市　都市建設部長
吉田　泰和 白井市　環境建設部長
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委員
（行政等）

池田　光一 富里市　都市建設部長
神保　弘之 酒々井町　経済建設担当参事
石井　武雄 印旛村　産業福祉担当参事
鳩貝　光洋 本埜村　経済建設課長
小出　善章 栄町　建設課長

オブザーバー 菖浦　淳 国土交通省河川局河川環境課　流水管理室長
高橋　克和 国土交通省関東地方整備局河川部　河川環境課長
宮崎　悟 国土交通省関東地方整備局河川部　地域河川課長
久保田　一 財団法人河川環境管理財団　研究第二部長

※行政以降は 2009 年 9月時点を掲載

1.5.2　印旛沼流域水循環健全化会議　治水部会構成員名簿

氏名 所属・職名
部会長 荒木　博美 県県土整備部　河川整備課長
部会員 深沢　正彦 国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所　副所長

小林　孝至 農林水産省関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所　計画課長
井崎　靖 水資源機構千葉用水総合管理所　管理課長
大野　二三男 県県土整備部　河川環境課長
金澤　和信 県千葉地域整備センター所長
鯉渕　彰 県葛南地域整備センター所長
大道　等 県東葛飾地域整備センター所長
宮内　常吉 県印旛地域整備センター所長
武藤　卓男 県印旛地域整備センター成田整備事務所長
鈴木　大作 県農林水産部　耕地課長
原　昭一 船橋市　下水道部河川整備課長
今泉　彰夫 成田市　土木部土木課長
中村　栄 佐倉市　土木部下水道課長
森田　陽一 八千代市　都市整備部土木建設課長
高地　健司 鎌ケ谷市　都市建設部副参事兼道路河川建設課長
長谷川　昭二 四街道市　建設水道部下水道課長
勝股　利夫 八街市　建設部道路河川課長
高橋　政雄 印西市　都市建設部土木管理課長
内藤　健作 白井市　環境建設部建設課長
篠原　眞司 富里市　都市建設部参事兼建設課長
布施　秀夫 酒々井町　まちづくり課長
須藤　賢一 印旛村　都市建設課長
鳩貝　光洋 本埜村　経済建設課長
小出　善章 栄町　建設課長

(2009 年 9月現在）
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1.5.3　印旛沼流域水循環健全化会議　水環境部会構成員名簿 (2009 年 9月現在）

氏名 所属・職名
部会長 松澤　均 県環境生活部　水質保全課長
部会員 深沢　正彦 国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所　副所長

小林　孝至 農林水産省関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所　計画課長
遠山　誠一 県総合企画部　地域づくり推進課長
小倉　明 県総合企画部　水政課長
渡邉　吉郎 県環境生活部　自然保護課長
田谷　徹郎 県環境生活部　資源循環推進課長
戸部　知子 県環境生活部　NPO活動推進課長
岩舘　和彦 県農林水産部　農林水産政策課長
伊藤　靖雄 県農林水産部　安全農業推進課長
鈴木　大作 県農林水産部　耕地課長
木林　浩司 県農林水産部　農村振興課長
花澤　信幸 県農林水産部　畜産課長
山崎　英夫 県農林水産部　水産局漁業資源課長
金谷　隆司 県県土整備部　道路計画課長
安室　和宏 県県土整備部　道路環境課長
荒木　博美 県県土整備部　河川整備課長
大野　二三男 県県土整備部　河川環境課長
松重　達則 県県土整備部　下水道課長
色部　剛史 県県土整備部　建築指導課長
友光　賢治 県水道局技術部　計画課長
幡谷　繁 県水道局技術部　浄水課長
田丸　義昭 県企業庁　工業用水部施設課長
髙岡　正幸 県教育庁　教育振興部指導課長
宮崎　仁志 県教育庁　北総教育事務所長
金澤　和信 県千葉地域整備センター所長
宮内　常吉 県印旛地域整備センター所長
渡邉　芳敏 県北千葉道路建設事務所長
山端　輝一 県印旛農林振興センター所長
千代　慎一 県環境研究センター長
鈴木　和良 県水産総合研究センター内水面水産研究所長
奥村　和正 千葉市　環境保全部環境保全推進課長
西岡　孝雄 船橋市　環境部環境保全課長
桑原　清彦 成田市　環境部環境計画課長
渡辺　尚明 佐倉市　経済環境部環境保全課長
関　和則 八千代市　安全環境部環境保全課長
右京　信治 鎌ケ谷市　市民生活部環境課長
加藤　忠典 四街道市　環境経済部環境政策課長
中根　一訓 八街市　経済環境部環境課長
玉野　辰弘 印西市　市民経済部生活環境課長
川村　明 白井市　環境建設部環境課長
高橋　恒夫 富里市　経済環境部環境課長
福田　和弘 酒々井町　生活環境課長
大野　忠行 印旛村　環境課長
鳩貝　光洋 本埜村　経済建設課長
小島　満 栄町　環境課長
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氏名 所属・職名
座長 堀田　和弘 増田学園　常務理事
委員 白鳥　孝治 印旛沼専門家（前 印旛沼環境基金）　（2008 年 3月まで）

中村　俊彦 千葉県立中央博物館　副館長
（県環境生活部自然保護課生物多様性センター　副技監）

原　慶太郎 東京情報大学環境情報学科　教授
本橋　敬之助 財団法人印旛沼環境基金　水質研究員
二瓶　泰雄 東京理科大学理工学部土木工学科　准教授
小倉　久子 県環境研究センター水質環境研究室長

1.5.4　印旛沼流域水循環健全化会議　専門家会議委員名簿 (2009 年 9月現在）

1.5.5　みためし行動市街地・雨水浸透系関係者名簿 (2009 年 9月現在）

氏名 所属・職名
座長 堀田　和弘 増田学園　常務理事

検討メンバー 白鳥　孝治 印旛沼専門家（前 印旛沼環境基金）　（2008 年 3月まで）
今橋　正征 東邦大学名誉教授・NPO水環境研究所　（2007 年 3月まで）
中村　圭三 敬愛大学国際学部　教授
二瓶　泰雄 東京理科大学理工学部土木工学科　准教授
宮沢　博 NPO法人雨水流出抑制技術協会
酒井　豊 県環境研究センター水質地質部地質環境研究室長
小倉　久子 県環境研究センター水質地質部水質環境研究室長
小川　かほる 県環境研究センター総務企画情報課　主席研究員
平間　幸雄 県環境研究センター水質地質部水質環境研究室　主席研究員
菅谷　光顯 佐倉市　井野町一区長（地域住民）
清宮　勝弘 佐倉市　経済環境部環境保全課　主査
豊田　正和 佐倉市　土木部下水道課　主査
伊藤　通章 県県土整備部道路環境課　道路維持・交通安全施設室　副主査
佐野　成寿 県印旛地域整備センター調整課　主査
出井　健次 県印旛地域整備センター建設課　副主査
篠原　清志 県印旛地域整備センター建設課　技師
島田　哲郎 県印旛地域整備センター成田整備事務所調整課　副主幹

1.5.6　みためし行動生活系WG委員・関係者名簿

(2009 年 3月現在）

氏名 所属・職名
委員 堀田　和弘 増田学園　常務理事

白鳥　孝治 印旛沼専門家（前 印旛沼環境基金）
今橋　正征 東邦大学名誉教授・NPO水環境研究所
小倉　久子 県環境研究センター水質環境研究室長
藤村　葉子 県環境研究センター水質環境研究室　主席研究員
篠原　育男 佐倉市　環境政策課

(1)　佐倉市清水台団地における家庭での生活排水対策の取り組み（2004 ～ 2009 年度）

(2009 年 9月現在）

氏名 所属・職名
委員 小倉　久子 県環境研究センター水質環境研究室長

藤村　葉子 県環境研究センター水質環境研究室　主席研究員
松原　順一 県農林水産部農村振興課農村環境保全室　副主幹
樋山　恒志 県県土整備部下水道課企画調整室　副主査
横山　智子 県環境生活部水質保全課水質指導室　技師

(2)　生活系汚濁負荷削減の検討（2008 年度～）
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1.5.7　みためし行動農地系WG委員・関係者名簿 (2009年 10月現在）

氏名 所属・職名
座長 仲野　隆三 JA富里市　常務理事

白鳥　孝治 印旛沼専門家（前 印旛沼環境基金）　（2008 年 3月まで）
委員 堀田　和弘 増田学園　常務理事

金親　博榮 谷当グリーンクラブ　代表
相川　康行 JA富里市　営農指導室　係長
三橋　賢治 富里市　産業経済課　主幹
木村　真琴 県農林水産部農林水産政策課政策室　副主査
竹内　敬行 県農林水産部担い手支援課普及指導室　主席普及指導員
千葉　浩克 県農林水産部担い手支援課技術振興室　主任技師
清宮　宏貞 県農林水産部安全農業推進課食育・環境農業室　主任技師
楠田　隆 県環境研究センター水質地質部地質環境研究室　上席研究員
内田　重夫 県印旛農林振興センター地域振興部改良普及課　グループリーダー
真行寺　孝 県農林総合研究センター生産環境部環境機能研究室　室長
八槇　敦 県農林総合研究センター生産環境部環境機能研究室　主席研究員
佐野　成寿 県印旛地域整備センター調整課　主査
島田　哲郎 県印旛地域整備センター成田整備事務所調整課　副主幹

1.5.8　みためし行動学び系WG委員・関係者名簿 (2009 年 9月現在）

氏名 所属・職名
座長 堀田　和弘 増田学園　常務理事
委員 白鳥　孝治 印旛沼専門家（前 印旛沼環境基金）　（2008 年 3月まで）

今橋　正征 東邦大学名誉教授・NPO水環境研究所　（2007 年 3月まで）
綿貫　沢 印旛村教育委員会　教科指導員
内田　儀久 佐倉市教育委員会文化課長
小芝　一臣 県教育庁教育振興部指導課　指導主事
森　成雄 白井市立七次台中学校長　（2007 年 3月まで）
岩井　睦 成田市立成田中学校長
青柳　伸二 県教育庁北総教育事務所　指導主事
山本　としこ 作画家
桑波田　和子 NPO八千代オイコス　理事
小倉　久子 県環境研究センター水質環境研究室長
小川　かほる 県環境研究センター総務企画情報課　主席研究員

協力校 成田市立公津小学校（2005、2006 年）
佐倉市立王子台小学校（2005、2006 年）
印旛村立六合小学校（2005、2006 年）
佐倉市立志津小学校（2007 年）
佐倉市立千代田小学校（2007 年）
印旛村立宗像小学校（2007、2008 年）
佐倉市立印南小学校（2008 年）
佐倉市立井野中学校（2008 年）
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1.5.9　みためし行動生態系専門家・関係者名簿 (2009 年 9月現在）

氏名 所属・職名
専門家 林　紀男 千葉県立中央博物館

横林　庸介 千葉県立中央博物館
堀田　和弘 増田学園　常務理事

協力校 千葉市立更科中学校（2006 年）
成田市立橋賀台小学校（2007 年）
印旛村立いには野小学校（2008 年）
白井市立白井第一小学校（2009 年）

1.5.10　みためし行動冬期湛水調査隊隊員名簿 (2009 年 8月現在）

氏名 所属・職名
隊員

中村　俊彦
千葉県立中央博物館　副館長
（県環境生活部自然保護課生物多様性センター　副技監）

林　紀男 千葉県立中央博物館
倉西　良一 千葉県立中央博物館
桑原　和之 千葉県立中央博物館
小倉　久子 県環境研究センター水質環境研究室長
金子　文宜 県農林水産部農林水産政策課　副技監
高橋　修 印旛沼土地改良区（水土里ネット印旛沼）　総務課長
向後　弥生 県印旛農林振興センター地域振興部改良普及課　上席普及指導員
神　伴之 千葉県立中央博物館友の会
長谷川　雅美 東邦大学理学部　教授
田中　正彦 犢橋高校　教諭
金子　是久 北総生き物研究会
三門　増雄 地主
加藤　賢三 環境パートナーシップちば　代表
桑波田　和子 八千代オイコス　理事
荒尾　繁志 ちば市ネイチャーゲームの会
小高　純子 耕さない田んぼの会
平井　幸男 耕さない田んぼの会
宮部　恵子 耕さない田んぼの会
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氏名 所属・職名
座長 本橋　敬之助 財団法人印旛沼環境基金　水質研究員
委員 堀田　和弘 増田学園　常務理事
NPO 金山　英二 佐倉印旛沼ネットワーカーの会　代表

加藤　賢三 環境パートナーシップちば　代表
小野　由美子 さくら・人と自然をつなぐ仲間
岩波　初美 とんぼエコオフィス

企業 佐藤　司 東京電力株式会社千葉支店　環境担当　副部長
片山　雄一 千葉銀行　経営企画部　マネージャー

関係機関 田村　俊秋 独立行政法人水資源機構　千葉用水総合事業所
高橋　修 印旛沼土地改良区　総務課長
松崎　和貴 財団法人印旛沼環境基金
岩竹　一哉 財団法人印旛沼環境基金
吉田　明彦 千葉県　環境生活部NPO活動推進課　主査

アドバイザー 吉野　英夫 千葉工業用水道事務所長
行政

（流域市町村）
武蔵　沙織 千葉市　環境局環境保全部環境保全推進課　技師
吉野　成重 船橋市　市民生活部自治振興課　係長
森田　知美 船橋市　市民生活部自治振興課　主任主事
金子　政雄 船橋市　環境部クリーン推進課　主任技師
吉田　英雄 船橋市　環境部クリーン推進課　主任技師
野口　一 成田市　環境計画課　副主査
篠原　育男 佐倉市　経済環境部　環境政策課　副主幹
角田　静治 佐倉市　土木部土木課　副主幹　　　　　　　　　
蕨　茂美 八千代市　総務企画部総合企画課　主査
上　由紀恵 八千代市　環境保全課　技師
安井　克己 八千代市　都市整備部土木建設課　主査　
佐藤　淳也 八千代市　都市整備部土木建設課　主査補
高橋　敦郎 鎌ケ谷市　市民部環境課　主査補
湯浅　肇 鎌ケ谷市　土木部道路河川管理課　係長
石井　聡 四街道市　都市部道路管理課　係長
林田　利夫 四街道市　環境経済部環境政策課　係長
岡本　裕之 八街市　建設部道路河川課　主査
山本　伸夫 八街市　経済環境部生活環境課　副主幹
小名木　俊宏 印西市　市民経済部生活環境課　主任主事
中島　好洋 印西市　都市建設部建設課　主任主事
宇賀　慎一 白井市　環境課　主査補
宇賀　智晶 白井市　環境課　主任主事
上島　御 酒々井町　建設課　主幹
蓑毛　泰隆 酒々井町　生活環境課　副主幹
小別當　正儀 富里市　経済環境部環境課　副主幹
萩原　勉 富里市　都市建設部建設課　課長補佐
日暮　敏雄 印旛村　環境課　副主査
笛田　和人 印旛村　都市建設課　係長
武藤　秀敏 本埜村　経済建設課　主幹
鈴木　衛 栄町　環境課　副主査
関谷　武光 栄町　建設課　主任主事

行政
（県地域センター）

片岡　嘉雅 県千葉地域整備センター　調整課　副主幹
小熊　純平 県葛南地域整備センター　管理課　主事
西山　昌克 県東葛飾地域整備センター　調整課　副主査
日下　雄司 県東葛飾地域整備センター　管理課　主事
高山　信一 県印旛地域整備センター　調整課　副主査
平山　義一 県印旛地域整備センター成田整備事務所　維持管理課　副主幹
井上　清博 県印旛地域整備センター成田整備事務所　調整課　副主幹

1.5.11　みためし行動印旛沼連携プログラム検討WG委員名簿 (2007 年 2月現在）
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1.5.12　印旛沼わいわい会議準備会　NPO 委員名簿 (2009年 11月現在）

氏名 所属・職名

'04 ‘05 ‘06 ‘07 '08 '09
さ
く
ら

や
ち
ま
た

や
ち
よ

ふ
な
ば
し

な
り
た

ち
ば

い
ん
ざ
い

し
す
い

縣広子 酒々井すいすい倶楽部 ○
足立孝 酒々井里山フォーラム ○
荒尾繁志 ちば市ネイチャーゲームの会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
荒尾稔 日本雁を保護する会 ○  ○ ○  ○  ○ ○
石井利夫 エコやちまた ○ ○
犬島正子 酒々井町郷土研究会　野草部 ○
岩波初美 とんぼエコオフィス ○ ○
植木隆典 酒々井里山フォーラム ○
上西忠 しろい環境塾 ○
遠藤博之 酒々井里山フォーラム ○
大川昌克 酒々井町湧き水保存会 ○
大沢博 酒々井町郷土研究会　野草部 ○
太田勲 印環連・印旛沼広域環境基金 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
大野廣 酒々井里山フォーラム ○
大森芙美哉 印旛沼を考える女性交流会 ○ ○ ○ ○ ○
柏木靖子 フレンドリープラザ運営協議会環境生活部 ○
加藤賢三 環境パートナーシップちば ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
金親博榮 谷当グリーンクラブ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
木谷靖 カレッジコース 6期生 ○
鯨井真佐子 エコやちまた ○ ○
桑波田和子 八千代オイコス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
子安祥子 酒々井町婦人会 ○ ○

小山尚子 北総里山クラブ事務局，北総エコの木事務局
ごみと暮らしを考える会　代表 ○

渋谷啓 カレッジコース 7期生 ○
白鳥昭興 酒々井町湧き水保存会 ○
菅谷忠雄 酒々井すいすい倶楽部 ○

鈴木優子 千葉県環境学習アドバイザー
下泉・森のサミット ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

竹内順子 印西水と暮らしを守る会 ○
田草川澄子 酒々井町湧き水保存会 ○
富永太洋 酒々井町湧き水保存会 ○
根本久子 印西市婦人会 ○
長谷川雅美 東邦大学 ○
前田國廣 酒々井町湧き水保存会 ○
牧野昌子 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
松永弘 酒々井里山フォーラム ○
松山悦子 里山の会 ECOMO ○ ○ ○
森清香 栄町廃棄物減量等推進審議会委員 ○ ○
薮内俊光 とんぼエコオフィス ○ ○ ○ ○ ○ ○
山口洪子 酒々井町婦人会 ○
山部佳子 ＮＰＯせっけんの街 ○
山野井美和子 NPO法人まちづくりサポートひと・まち倶楽部 ○
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1.5.13　印旛沼水質改善技術検討会　委員名簿 (2009 年 2月現在）

氏名 所属・職名
委員長 虫明　功臣 福島大学理工学群共生システム理工学類　教授

委員
（学識者）

味埜　俊　 東京大学大学院新領域創成科学研究科　教授
山田　正 中央大学理工学部　教授
藤井　國博 東京農業大学　教授（2008 年 2月まで）
高村　義親 茨城大学農学部　名誉教授（2004 年 3月まで）
国包　章一 国立保健医療科学院　水道工学部長

高村　典子 独立行政法人国立環境研究所　環境リスク研究センター
生態系影響評価研究室長

菖蒲　淳 国土交通省河川局河川環境課　流域管理室長　
高橋　克和 国土交通省関東地方整備局　河川部河川環境課長
長野　拓朗 国土交通省関東地方整備局　河川部地域河川課長
松井　健一 国土交通省関東地方整備局　利根川下流河川事務所長
藤田　光一 国土技術政策総合研究所　河川環境研究室長
水草　浩一 国土技術政策総合研究所　河川研究部水資源研究室　主任研究官
天野　邦彦 独立行政法人土木研究所　水環境研究グループ　上席研究員
鈴木　穣 独立行政法人土木研究所　水環境研究グループ　上席研究員

深見　和彦 独立行政法人土木研究所　水災害・リスクマネジメント国際センター
水災害研究グループ　上席研究員

酒井　健寿 独立行政法人水資源機構　総合技術センター　マネージャー
福島　玲 独立行政法人水資源機構　千葉用水総合事業所長
酒井　憲司 （財）河川環境管理財団　技術参与（2007 年 3月まで）

委員
（県）

増岡　洋一 千葉県県土整備部河川環境課　河川環境課長
和田　紀夫 千葉県環境生活部水質保全課　水質保全課長
寺井　賢一郎 千葉県環境研究センター長
石井　豊和 千葉県水道局技術部次長
鈴木　孝雄 千葉県水道局技術部浄水課長

オブザーバー

白鳥　孝治 印旛沼専門家（2008 年 2月まで）
堀田　和弘 学校法人増田学園　常務理事
本橋　敬之助 （財）印旛沼環境基金　水質研究員
中村　俊彦 千葉県立中央博物館　副館長
林　紀男 千葉県立中央博物館　環境科学研究科　上席研究員
原　慶太郎 東京情報大学　環境情報学科　教授（2008 年 2月まで）
川津　浩二 千葉県水産総合研究センター　内水面水産研究所　上席研究員

梶山　誠 千葉県水産総合研究センター　内水面水産研究所　上席研究員
（2005 年 10月まで）

西廣　淳 東京大学農学生命科学研究科　助手

春日　郁朗 東京大学大学院都市環境工学講座　大学院生（博士課程）
（2003 年 3月まで）
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1.5.14　印旛沼流域水循環健全化会議　事務局名簿 (2009 年 9月現在）

氏名 所属・職名
（事務局長）
（治水部会長）
（水環境部会長）

大野　二三男 県県土整備部河川環境課長
荒木　博美 県県土整備部河川整備課長
松澤　均 県環境生活部水質保全課長
鶴岡　晴美 県県土整備部河川環境課　副課長兼河川環境室長
山口　浩 県県土整備部河川環境課　河川環境室副主幹
林　薫 県県土整備部河川環境課　河川環境室副主幹
椿原　保彦 県県土整備部河川環境課　河川環境室主査
御園生　一彦 県県土整備部河川環境課　河川環境室副主査
高原　和宏 県県土整備部河川環境課　河川環境室副主査
川瀬　俊寿 県県土整備部河川環境課　河川環境室主任技師
林　信明 県環境生活部水質保全課　湖沼浄化対策室長
千勝　邦彦 県環境生活部水質保全課　湖沼浄化対策室副主幹
パシフィックコンサルタンツ株式会社　河川部
　　　渡邊、前田、湯浅、上原、桐原、佐々木、高橋、東海林、佐藤




