
 

 

 

 

 
 
 
 

新委員会及び各部会の委員名簿 

（案） 
 

2022(令和 4)年 1月 17日 
第 30回委員会 
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氏　　名 所　　属　　・　　職　　名 所属部会

委員長 山田　正 中央大学 名誉教授
流域治水

水辺活用・連携

顧問 虫明　功臣 東京大学 名誉教授

飯田　俊彰 岩手大学　教授 流域治水

近藤　昭彦 千葉大学 教授
水辺活用・連携

水環境

高村　典子
元 独立行政法人 国立環境研究所
生物・生態系環境研究センター長

水環境

西廣　淳
国立研究開発法人　国立環境研究所
気候変動適応センター室長

流域治水
水環境

二瓶　泰雄 東京理科大学 教授 流域治水

服部　敦
国土交通省 国土技術政策総合研究所
河川研究部 水環境研究官

水環境

古川　巌水 水の回廊社会実験 代表 水辺活用・連携

古嶋　美文 千葉黎明高等学校 非常勤講師 水辺活用・連携

日浦　博昭 公益財団法人 印旛沼環境基金 主任研究員 水辺活用・連携

山下　洋正
国立研究開発法人 土木研究所 水環境研究グループ
上席研究員

水環境

委員 長谷川　邦彦 印旛沼土地改良区 理事長

（水利用者） 小川　佳男 印旛沼漁業協同組合長

髙橋　修 特定非営利活動法人 印旛沼広域環境研究会 理事
流域治水

水辺活用・連携

桑波田　和子 NPO法人環境パートナーシップちば　代表理事 水辺活用・連携

新谷　義男 印旛沼探検隊 代表 水辺活用・連携

委員
（学識者）

委員
（市民団体）
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国土交通省 関東地方整備局 利根川下流河川事務所長

農林水産省 関東農政局 印旛沼二期農業水利事業所長

独立行政法人水資源機構 千葉用水総合管理所長

千葉市長

船橋市長

成田市長

佐倉市長

八千代市長

鎌ケ谷市長

四街道市長

八街市長

印西市長

白井市長

富里市長

酒々井町長

栄町長

県 総合企画部 次長

県 環境生活部 次長

県 農林水産部 次長

県 農林水産部 水産局長

県 県土整備部 次長

県 県土整備部 次長

県 企業局 水道部 次長

県 企業局 工業用水部 次長

県 教育庁 教育振興部 次長

国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 河川環境保全企画調整官

国土交通省 関東地方整備局 河川部 河川環境課長

国土交通省 関東地方整備局 河川部 地域河川課長

県 県土整備部 河川整備課長

県 千葉土木事務所長

県 葛南土木事務所長

県 東葛飾土木事務所長

県 印旛土木事務所長

県 成田土木事務所長

県 北千葉道路建設事務所長

県 環境生活部 水質保全課

県 県土整備部 河川環境課

行政委員

オブザーバー

事務局
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行政部会

所　属　・　職　名

部会長 県 環境生活部 水質保全課長

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

農林水産省 関東農政局 印旛沼二期農業水利事業所調査設計課長

独立行政法人 水資源機構 千葉用水総合管理所 管理課長

県 総合企画部 政策企画課長

県 総合企画部 水政課長

県 環境生活部 自然保護課長

県 環境生活部 循環型社会推進課長

県 環境生活部 県民生活・文化課長

県 農林水産部 農林水産政策課長

県 農林水産部 安全農業推進課長

県 農林水産部 耕地課長

県 農林水産部 農地・農村振興課長

県 農林水産部 畜産課長

県 農林水産部 水産局 漁業資源課長

県 県土整備部 道路整備課長

県 県土整備部 道路環境課長

県 県土整備部 河川整備課長

県 県土整備部 河川環境課長

県 県土整備部 都市整備局 下水道課長

県 県土整備部 都市整備局 建築指導課長

県 企業局 水道部 計画課長

県 企業局 水道部 浄水課長

県 企業局 工業用水部 施設設備課長

県 教育庁 教育振興部 学習指導課長

県 環境研究センター長

県 千葉農業事務所長

県 東葛飾農業事務所長

県 印旛農業事務所長

県 水産総合研究センター 内水面水産研究所長

県 千葉土木事務所長

県 葛南土木事務所長

県 東葛飾土木事務所長

県 印旛土木事務所長

県 成田土木事務所長

県 北千葉道路建設事務所長

県 教育庁北総教育事務所長

千葉市

船橋市

成田市

佐倉市

八千代市

鎌ケ谷市

四街道市

八街市

印西市

白井市

富里市

酒々井町

栄町

長門川水道企業団 水道課長

部会員
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１ 　 （ 仮称） 流域治水部会委員（ 案）

氏　　名 所　　属　　・　　職　　名

部会長 二瓶　泰雄 東京理科大学 教授

顧問 山田　正 中央大学 名誉教授

飯田　俊彰 岩手大学　教授

西廣　淳
国立研究開発法人　国立環境研究所
気候変動適応センター　室長

芳村　圭 東京大学生産技術研究所教授

委員

（農業関係者）

八街市

白井市

富里市

栄町

県 環境研究センター長

県 県土整備部 都市整備局 都市計画課長

県 県土整備部 都市整備局 建築指導課長

事務局

県 環境生活部 水質保全課

県 県土整備部 河川整備課

県 県土整備部 河川環境課

県 印旛土木事務所長

行政委員

国土交通省 関東地方整備局 利根川下流河川事務所長

農林水産省 関東農政局 印旛沼第二期農業水利事業所長

独立行政法人水資源機構 千葉用水総合管理所長

千葉市

船橋市

成田市

佐倉市

八千代市

鎌ケ谷市

国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 河川環境保全企画調整官

委員

印旛沼土地改良区　水土里整備課長

酒々井町

県 成田土木事務所長

県　農林水産部　耕地課長

県　印旛農業事務所長

県 県土整備部 道路環境課長

県 県土整備部 河川整備課長

県 県土整備部 河川環境課長

県 千葉土木事務所長

県 東葛飾土木事務所長

県 葛南土木事務所長

鹿島川土地改良区　事務局長

県　農林水産部　農地・農村振興課長

印西市
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２ 　 （ 仮称） 水辺活用・ 連携部会員（ 案）

氏　　名 所　　属　　・　　職　　名

部会長 近藤　昭彦 千葉大学 教授

顧問 山田　正 中央大学 名誉教授

古嶋　美文 千葉黎明高等学校 非常勤講師

日浦　博昭 公益財団法人 印旛沼環境基金 主任研究員

桑波田　和子 NPO法人環境パートナーシップちば　代表理事

髙橋　修 特定非営利活動法人 印旛沼広域環境研究会 理事

仲野　隆三 一般社団法人ＪＣ総研　協同組合研究部　客員研究員

長谷川　雅美 東邦大学 教授

古川　巌水 水の回廊社会実験 代表

新谷　義男 印旛沼探検隊 代表

林　洋太郎 公益財団法人 佐倉市観光協会 専務理事

岩崎　肇 株式会社ジー・ピー・アイ　代表取締役

県 県土整備部 河川環境課長

八千代市 総務企画部 総合企画課長

国土交通省 関東地方整備局 利根川下流河川事務所長

農林水産省 関東農政局 印旛沼第二期農業水利事業所長

独立行政法人 水資源機構 千葉用水総合管理所長

県 千葉土木事務所長

県 環境研究センター 水質環境研究室長

県 教育庁 北総教育事務所長

委員

行政委員

事務局
県 環境生活部 水質保全課

県 県土整備部 河川環境課

千葉市 総合政策局 総合政策部 政策調整課長

オブザーバー

国土交通省 関東地方整備局 河川部 河川環境課長

国土交通省 関東地方整備局 河川部 地域河川課長

県 印旛土木事務所長

成田市 企画政策部 企画政策課長

印西市 企画財政部 企画政策課長

酒々井町 企画財政課長

国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 河川環境保全企画調整官

県 成田土木事務所長

栄町 企画政策課長
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３ 　 （ 仮称） 水環境部会員（ 案）

氏　　名 所　　属　　・　　職　　名

部会長 服部　敦
国土交通省 国土技術政策総合研究所
河川研究部　水環境研究官

近藤　昭彦 千葉大学 教授

高村　典子
元 独立行政法人 国立環境研究所 生物・生態系
環境研究センター長

手計　太一 中央大学理工学部教授

西廣　淳
国立研究開発法人　国立環境研究所
気候変動適応センター　室長

林　紀男 県立中央博物館 環境教育研究科長

山下　洋正
国立研究開発法人 土木研究所 水環境研究グループ
上席研究員

国土交通省 関東地方整備局 利根川下流河川事務所長

独立行政法人 水資源機構 千葉用水総合管理所長

県 水産総合研究センター 内水面水産研究所長

県 環境生活部 水質保全課長

県 環境研究センター長

県 県土整備部 河川環境課長

県 印旛土木事務所長

県 成田土木事務所長

国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 河川環境保全企画調整官

国土交通省 関東地方整備局 河川部 河川環境課長

国土交通省 関東地方整備局 河川部 地域河川課長

委員

事務局
県 環境生活部 水質保全課

県 県土整備部 河川環境課

委員

オブザー
バー

農林水産省 関東農政局 印旛沼第二期農業水利事業所長


