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１.実行委員会
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回

開

催
２.調査企画部会

････ 2004年 3月28日
････ 2004年 7月 4日
････ 2004年10月30日
････ 2005年 3月27日
････ 2005年 7月24日
････ 2005年11月27日
････ 2006年 3月21日
････ 2006年 6月30日

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回

３.広報県民参加部会

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

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回

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

４.政策検討ワーキンググループ主催会議
【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

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

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

７.特定課題横断セミナー
第１回
第２回
第３回
第４回

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

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

･････････････････････････････ 2004年 8月20日
･････････････････････････････ 2004年 9月17日
･････････････････････････････ 2004年10月15日
･････････････････････････････ 2004年11月19日
･････････････････････････････ 2004年12月17日
･････････････････････････････ 2005年 1月21日

８.県民意見の募集
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

丹沢大山自然再生基本構想

−人も自然もいきいき｢丹沢再生｣−
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