
令和３年度 小笠原諸島世界自然遺産地域 

科学委員会 出席者名簿 
 

■科学委員 

＜内地会場＞ 

阿部 宗広 一般財団法人自然公園財団 専務理事 

海野 進 国立大学法人金沢大学理工研究域自然システム学系 教授 

可知 直毅 東京都公立大学法人東京都立大学  プレミアムカレッジ  特任教授（★委員長） 

川上 和人 国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 野生動物研究領域 チーム長 

清水 善和 学校法人駒澤大学総合教育研究部 教授   

田中 信行 学校法人 東京農業大学 国際食料情報学部 国際農業開発学科 元教授 

吉田 正人 国立大学法人筑波大学大学院 世界遺産専攻・世界文化遺産学専攻長 教授 

＜父島会場＞ 

織  朱實  学校法人上智学院上智大学大学院 地球環境学研究科 研究科委員長・教授 

＜ＷＥＢ出席＞ 

大河内 勇 一般社団法人日本森林技術協会  事業部  技術指導役 

苅部 治紀 神奈川県立生命の星・地球博物館 主任学芸員 

千葉 聡 国立大学法人東北大学東北アジア研究センター 教授  

堀越 和夫 特定非営利活動法人小笠原自然文化研究所 理事長 

 

■管理機関 

＜内地会場＞ 

柴田 泰邦 関東地方環境事務所 次長（統括自然保護企画官） 

井上 綾子 同        国立公園課長 

小林 峻大  同               世界自然遺産専門官 

佐藤 大樹 同        野生生物課長 

杉山 昇司   同                       係長 

神山 真吾  林野庁森林整備部 森林利用課 課長補佐 

森 美映子  同             森林生物多様性専門官 

川添 貢  関東森林管理局 計画保全部 計画課 自然遺産保全調整官 

三浦 貞夫 東京都 環境局 自然環境部 緑環境課 課長（自然公園担当） 

北野 茂夫 同                   統括課長代理（島しょ自然環境担当） 

黒澤 工  同                 課長代理（緑環境課指導担当） 

原 眞麻子 同  教育庁 地域教育支援部 管理課 課長代理（文化財調査担当） 

 

＜父島会場＞ 

若松 佳紀  小笠原自然保護官事務所 国立公園保護管理企画官 

成田 智史   同          世界自然遺産調整専門官 

鈴木 郁子   同          自然保護官 

尾山 真一  小笠原諸島森林生態系保全センター 所長 

小川 親吾 小笠原支庁 世界自然遺産担当課長 

田中 裕  同    土木課 課長代理（自然環境担当） 

嶋  太郎 小笠原村 環境課長 

 

 

 

 



■管理機関（続き） 
＜ＷＥＢ出席＞ 

（内地） 

川畑 貴之  環境省自然環境局 自然環境計画課 世界自然遺産専門官 

神田 あんず  同               環境専門員 

守  容平   同               審査官 

山本 裕実子  同       国立公園課   保護係長 

清野 達男  関東地方環境事務所 国立公園課 自然再生企画官 

杉崎 浩史  関東森林管理局 計画保全部 計画課長 

益子 好恵   同                自然再生指導官 
（父島） 
永井 幸樹  小笠原諸島森林生態系保全センター 生態系管理指導官  
諸星 雄二   同               専門官  
永井 公彦  小笠原総合事務所 国有林課長 

宇佐美 裕太 小笠原支庁 土木課 自然環境担当 
塩沢 空也  同        自然環境担当 
大塚 海  同        自然環境担当 
比留間 美帆  同        自然環境担当 
伊藤 和彦 同    産業課長 
安藤 武史 小笠原村 環境課 係長  
井上 直美 同       主任 
尾山 匠 同       主事 
大津 源 同   産業観光課長 
柏木 徹 同   産業観光課 係長 
小野寺 将嘉 同         主査 
持田 憲一    同      教育委員会事務局 教育課長 

（母島） 
和田 慎一郎 小笠原自然保護官事務所 母島事務室 離島希少種保全専門官 
 
■オブザーバー 
＜内地会場＞ 
亀田 雄太  東京都 総務局 行政部 振興企画課 統括課長代理（小笠原振興総括担当） 
佐野 健    同              課長代理（小笠原振興担当） 
工藤 康生   同              主任（小笠原振興担当） 
指田 雄二   同  港湾局 離島港湾部 計画課 課長代理（島しょ・小笠原空港整備担当） 
小倉 大輝   同              主事（空港計画担当） 
 
＜ＷＥＢ出席＞ 
若林 和彦  東京都 総務局 行政部 小笠原・国境離島担当部長 

川崎 卓    同  港湾局 離島港湾部 島しょ・小笠原空港整備担当部長 
 

■請負事務局 
＜内地会場＞ 
酒井 学   株式会社プレック研究所 環境計画部門 統括部長 
宮脇 侑子 同                  環境計画 1部 主査 
山田 旭 同                        研究員 


