
第５回 再生普及行動計画ワーキンググループ 

 

日時： 平成１６年１２月１３日（月） 1８：30～21：

00 

場所： 釧路地方合同庁舎 4階 第三会議室 

 

--------------------- 議 事 次 第 --------------------- 

 

１． 開 会 

 

２． 議 事 

１）新規メンバーの紹介  

 

２）具体的な検討 

・ グループ検討  １８：45～ （75分） 

・ 成果発表    20：00～ （10分ずつ） 

・ 全体討議    20：２０～ （30分） 

 

３． その他 

 

４． 閉会 

 

 

--------------------- 配布資料一覧 --------------------- 

 

・ 当議事次第 

・ ワーキンググループ名簿  

・ 第 5回出席者名簿 

・ 座席表 

・ 本日の検討（1枚） 

・ 関連活動の紹介（1枚） 



釧路湿原自然再生協議会再生普及小委員会 

再生普及行動計画ワーキンググループ名簿 

 

  ＜個 人＞ 

   江崎 秀雄  （森の学習塾代表） 

   金子 正美  （酪農学園大学環境システム学部助教授） 

清水 信彦 

   新庄 久志  （釧路国際ウェットランドセンター主幹） 

滝川 喜三 

永瀬 知志 

 

  ＜団 体＞ 

   NPO法人釧路湿原やちの会 

   釧路湿原ボランティアレンジャーの会 

釧路市民活動センターわっと 

   釧路武佐の森の会 

   ボランティアネットワーク・チャレンジ隊 

 

  ＜関係市町村＞ 

   釧路市  釧路町  標茶町  鶴居村  弟子屈町 

 

  ＜釧路湿原自然再生協議会 事務局＞ 

   国土交通省北海道開発局釧路開発建設部 

   林野庁北海道森林管理局釧路湿原森林環境保全ふれあいセンター 

北海道釧路支庁  

   北海道教育庁釧路教育局 

 

  ＜ワーキンググループ事務局＞ 

   環境省東北海道地区自然保護事務所 

   財団法人北海道環境財団 

 



釧路湿原自然再生協議会再生普及小委員会 

再生行動計画ワーキンググループ 

第 5回出席者名簿 
＜委 員＞ （出席者 50音順） 

氏  名 所   属 

 酒田 浩之  ボランティアネットワーク チャレンジ隊 

 佐竹 直子  ボランティアネットワーク チャレンジ隊 

清水 信彦  （個 人） 

 新庄 久志  釧路国際ウェットランドセンター主幹 

滝川 喜三  （個 人） 

永瀬 知志  （個 人） 

普久原 涼太 釧路市民活動センターわっと 

 山口 功  釧路湿原ボランティアレンジャーの会 

 

＜再生普及小委員会 委員＞  

氏  名 所   属 

 高橋 忠一  北海道教育大学釧路校 助教授 

 百瀬 邦和  財団法人山階鳥類研究所 研究員 

 

＜関係市町村＞  

氏  名 所   属 

 小原 勝也  釧路町 産業経済課 

 木村 俊宏  釧路市 環境部環境政策課 

司口 幸治  釧路市 環境部環境政策課 

 土居 孝之  鶴居村 振興観光課 

 

＜釧路湿原自然再生協議会 事務局＞ 

機 関 名 出席者氏名 

 国土交通省北海道開発局釧路開発建設部治水課流域計画官  大束 淳一 

 林野庁北海道森林管理局 

    釧路湿原森林環境保全ふれあいセンター 所長 

 

 池田 敏邦 

 北海道釧路支庁地域政策部環境生活課自然環境係係長  

                       主任 

 後藤 達彦 

 藤村 朗子 

 

＜ワーキンググループ事務局＞ 

機 関 名 出席者氏名 

 環境省東北海道地区自然保護事務所所長 

                 次長 

保全調整専門官 

公園保護科 

 星野 一昭 

 鳥居 敏男 

 樋口 悟一 

 山本 豊 

 財団法人北海道環境財団 企画事業課課長 

                 主任 

 久保田 学 

内山 到 

内田 しのぶ 



 

座  席  表 
 

釧路地方合同庁舎 4階 共用第三会議室 

 

提言５ 自然再生に地域・市民の参加を促す 

提言６ 自然再生への幅広い支援・協力を求める 

大束淳一   小原勝也 

木村俊宏   後藤達彦 

佐竹直子   永瀬知志 

普久原涼太  星野一昭 

山口 功 

提言３ 自然再生の仕組みや動きを広める 

提言４ 自然再生について情報公開と合意形成を進める 

座

長

・

事 

務 

局 

事 務 局 

池田敏邦   酒田浩之 

司口幸治   清水信彦 

高橋忠一   滝川喜三 

鳥居敏男   土居孝之 

藤村朗子   百瀬邦和 

 



 

○提言に基づいた取組みをご検討ください。 

提言☆：□□□□□□□□  

取り組みとその内容 ねらい 実施者 費用について 評価手法 備考 

 

※取組みとその内容を簡単にお書きく

ださい。 

 

 

 

市民をどのように取り込んでい

くのか、どのように参加を促すの

か、アイデアをお書きください 

 

例）行政／企業

／ＮＰＯ／学校

／任意団体 

などなど 

 

 

※捻出方法と 

工夫 

・どれぐらいの金額

が必要か 

・だれが出資するか 

・経費節減の工夫策 

 

※後に改善・見

直しをするため

にどうしたら良

いのか、アイデ

アをお書きくだ

さい 

その他、特筆す

べきことをお書

きください 

 

取組みの対象者

をお書きくださ

い。 

例） 

 

 

 

    

 



関連情報の紹介 

 

情  報 団体名 内   容 

達古武山荘の大掃除 トラストサルン釧路 
12月 11日（土）午前 10時から トラスト達古武山荘の大掃除があります。 

行事ではありませんが、参加を呼びかけています。 

リースをつくろう 温根内ビジターセンター 12月 12日（日）13:00～15:00 参加費 500円・だれでも参加できます 

バードカービングをつくろう 
塘路湖エコミュージアムセンタ

ー 

12月 19日（日）13:00～15:00 10月から開催している全 6回のうち 3回

目 

クリスマス会 阿寒エコミュージアムセンター 12月 23日（木） 午後から 子供対象です。 

釧路湿原自然再生全体構想

（案）パブリックコメントの

実施 

釧路湿原自然再生協議会 
12月中旬～1月下旬まで全体構想（案）に関するパブリックコメントが実

施される予定です 

冬の塘路湖ウォッチング 
塘路湖エコミュージアムセンタ

ー 
1月 10日（月）10:00～12:00 参加費無料・だれでも参加できます 

厳寒の湿原ハイク 温根内ビジターセンター 1月 16日（日）10:00～12:00 参加費無料・だれでも参加できます 

バードカービングをつくろう 
塘路湖エコミュージアムセンタ

ー 

1 月 16 日（日）13:00～15:00 10 月から開催している全 6 回のうち 4回

目 

環境情報拠点のあり方につい

ての意見交換会 

環境省北海道地区環境対策調査

官事務所 

1月 17日（月）夜 釧路市民活動センター「わっと」にて、環境情報拠点

整備に伴い意見交換会を開催します。当日傍聴が可能です。 

（チラシをご参照ください） 

スノーシュー体験会 阿寒エコミュージアムセンター 1月 18日（火） 10:00～ 参加費無料・だれでも参加できます 



 


