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新堀 豊彦＜委員長＞（特定非営利活動法人神奈川県自然保護協会理事長）
中村 道也（特定非営利活動法人丹沢自然保護協会理事長）
石井 隆（日本野鳥の会 神奈川支部副支部長）
大曽根 弘（神奈川県山岳連盟会長）
渡辺 三男（神奈川県勤労者山岳連盟会長）
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マスコミ
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中山 一彦（トヨタウエインズグループ参与）
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原田 喜代治（神奈川県農業協同組合中央会常務理事）
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後藤 常勝（社団法人かながわ森林づくり公社専務理事）
田澤 保男（社団法人神奈川県猟友会会長）

学識経験者
青木 淳一＜副委員長＞（横浜国立大学名誉教授）
木平 勇吉（日本大学教授）
羽山 伸一（日本獣医生命科学大学助教授）
勝山 輝男（神奈川県立生命の星・地球博物館専門学芸員）
鈴木 雅一（東京大学大学院教授）
糸長 浩司（日本大学教授）
原 慶太郎（東京情報大学教授）
関係市町村
高橋 生志雄（秦野市環境農政部長）
服部 賀壽久（厚木市環境部長）
岡 照男（伊勢原市生活経済部環境保全課長）
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糸長 浩司（日本大学教授）
勝山 輝男（神奈川県立生命の星・地球博物館専門学芸員）
川又 正人（指導林家）
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磯崎 博司（明治学院大学教授）
羽澄 俊裕＜政策担当責任者＞（株式会社野生動物保護管理事務所代表取締役）
勝山 輝男＜政策担当責任者＞（神奈川県立生命の星・地球博物館専門学芸員）
石川 芳治＜政策担当責任者＞（東京農工大学大学院教授）
糸長 浩司＜政策担当責任者＞（日本大学教授）
富村 周平＜政策担当責任者＞（株式会社富村環境事務所代表取締役）
吉田 剛司＜政策担当責任者＞（財団法人自然環境研究センター研究員）
趙 賢一（株式会社愛植物設計事務所代表取締役社長）
梶並 純一郎（株式会社愛植物設計事務所調査計画部主任）
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　　　名　簿　（2006 年 6月 30 日時点）



　　　会　議　等　の　開　催

第１回 ････ 2004年 3月28日
第２回 ････ 2004年 7月 4日
第３回 ････ 2004年10月30日
第４回 ････ 2005年 3月27日
第５回 ････ 2005年 7月24日
第６回 ････ 2005年11月27日
第７回 ････ 2006年 3月21日
第８回 ････ 2006年 6月30日

第１回 ････ 2004年 5月18日
第２回 ････ 2004年 7月 4日
第３回 ････ 2004年10月22日
第４回 ････ 2005年 2月27日
第５回 ････ 2005年 6月 6日
第６回 ････ 2005年10月17日
第７回 ････ 2006年 2月22日
第８回 ････ 2006年 3月10日
第９回 ････ 2006年 6月 9日
第10回 ････ 2006年 6月20日

第１回 ････ 2004年 5月14日
第２回 ････ 2004年 6月17日
第３回 ････ 2004年 9月15日
第４回 ････ 2005年 1月21日
第５回 ････ 2005年 3月17日
第６回 ････ 2005年 5月12日
第７回 ････ 2005年 7月12日
第８回 ････ 2005年10月26日
第９回 ････ 2006年 1月31日
第10回 ････ 2006年 6月19日

【政策検討責任者会議】
第１回 ･････････････････････････････ 2005年 2月15日
第２回 ･････････････････････････････ 2005年 5月31日
第３回 ･････････････････････････････ 2005年 7月 2日
第４回 ･････････････････････････････ 2005年 8月 8日
第５回 ･･･････････････････････ 2005年 9月21日～22日
第６回 ･････････････････････････････ 2005年11月10日
第７回 ･････････････････････････････ 2005年12月 7日
第８回 ･････････････････････････････ 2005年12月20日
第９回 ･････････････････････････････ 2005年12月21日
第10回 ･････････････････････････････ 2006年 1月19日
第11回 ･･･････････････････････ 2006年 2月 2日～ 4日

【政策検討コア会議】
第１回 ･････････････････････････････ 2006年 4月28日
第２回 ･････････････････････････････ 2006年 5月 8日
第３回 ･･･････････････････････ 2006年 5月15日～16日
第４回 ･････････････････････････････ 2006年 5月29日
第５回 ･････････････････････････････ 2006年 6月15日

第１回政策検討ワークショップ ････ 2004年10月10日
政策検討シンポジウム ･････････････ 2005年 1月30日
第２回政策検討ワークショップ ････ 2005年 2月27日
丹沢大山総合調査中間報告会 ･･････ 2005年 3月27日
第３回政策検討ワークショップ ････ 2005年10月 2日
第４回政策検討ワークショップ ････ 2006年 2月11日
第５回政策検討ワークショップ ････ 2006年 3月 4日
政策提言ワークショップ ･･･････････ 2006年 7月11日
丹沢大山自然再生シンポジウム ････ 2006年 7月30日

第１回 ･････････････････････････････ 2004年 8月20日
第２回 ･････････････････････････････ 2004年 9月17日
第３回 ･････････････････････････････ 2004年10月15日
第４回 ･････････････････････････････ 2004年11月19日
第５回 ･････････････････････････････ 2004年12月17日
第６回 ･････････････････････････････ 2005年 1月21日

第１回 ･････････････････････････････ 2005年 8月26日
第２回 ･････････････････････････････ 2005年10月14日
第３回 ･････････････････････････････ 2006年 1月27日
第４回 ･････････････････････････････ 2006年 3月 4日

第１回 ･･･････････････････ 2006年 2月15日～ 3月 4日
第２回 ･･･････････････････ 2006年 4月24日～ 5月23日

１.実行委員会 ２.調査企画部会 ３.広報県民参加部会

４.政策検討ワーキンググループ主催会議

５.ワークショップ･シンポジウム等 ６.丹沢大山保全･再生セミナー

７.特定課題横断セミナー ８.県民意見の募集
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