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気候変動適応関東広域協議会（第７回） 出席者一覧            資料１ 

令和４年２月９日（水） 9:３0～12:00  環境省 WebEX 会議室 
●構成員 
議長                                                             （以下、敬称略） 

所属部署 役職 氏名 備考 
法政大学 社会学部 教授 田中 充  
    
地方公共団体    
所属部署 役職 氏名 備考 
茨城県 県民生活環境部環境政策課 課長 佐藤 隆史 構成員 
茨城県 県民生活環境部環境政策課 主事 川上 菜央 随行者 
栃木県 環境森林部気候変動対策課 主事 山形 彩華 構成員（代） 
栃木県 環境森林部気候変動対策課 課長補佐 岩下 智也 随行者 
群馬県 環境森林部気候変動対策課 補佐 渡邉 充代 構成員（代） 
群馬県 環境森林部気候変動対策課 主事 小林 祥太 随行者 
埼玉県 環境部温暖化対策課 主幹 渡辺 泰成 構成員（代） 
埼玉県 環境部温暖化対策課 主任 栗原 諒至 随行者 
千葉県 環境生活部循環型社会推進課 副課長 針谷 謙一 構成員（代） 
千葉県 環境生活部循環型社会推進課温暖化対策推進係 副主査 犬塚 貴之 随行者 
東京都 環境局総務部環境政策課 課長 田中 崇之 構成員 
東京都 環境局総務部環境政策課 主事 渡邊 瑞希 随行者 
神奈川県 環境農政局環境部環境計画課 課長 塚本 俊治 構成員 
神奈川県 環境農政局環境部環境計画課 主査 殿柿 智士 随行者 
新潟県 県民生活・環境部環境企画課地球環境対策室 室長 土屋 江理子 構成員（代） 
山梨県 環境・エネルギー部環境・エネルギー政策課 課長補佐 鈴木 信也 構成員（代） 
静岡県 くらし・環境部環境局環境政策課 課長 清 真人 構成員 
静岡県 くらし・環境部環境局環境政策課 主査 市川 和美 随行者 
さいたま市 環境局環境共生部環境創造政策課 課長補佐 重原 好貴 構成員（代） 
さいたま市 環境科学課 課長補佐 城 裕樹 随行者 
千葉市 環境局環境保全部環境保全課温暖化対策室 担当課長 秋山 智博 構成員 
千葉市 環境局環境保全部環境保全課温暖化対策室 主任主事 髙野 芳央 随行者 
横浜市 温暖化対策統括本部調整課 担当課長 宮島 弘樹 構成員 
横浜市 温暖化対策統括本部調整課 担当係長 吉田 光 随行者 
川崎市 環境局地球環境推進室 担当課長 石原 賢一 構成員 
川崎市 環境局地球環境推進室 課長補佐 郡谷 武士 随行者 
相模原市 環境経済局環境共生部環境政策課 総括副主幹 金井 憲一 構成員 
相模原市 環境経済局環境共生部環境政策課 主事 太田 あゆみ 随行者 
新潟市 環境部環境政策課 課長 清水 洋 構成員 
新潟市 環境部環境政策課地球温暖化対策室 主査（係長） 庭山 梓 随行者 
静岡市 環境局環境創造課 主事 原川 麻友 構成員（代） 
浜松市 環境部環境政策課 主任 金原 義竜 構成員（代） 
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地域気候変動適応センター    
所属部署 役職 氏名 備考 

茨城大学 理工学研究科 教授（センター長） 横木 裕宗 構成員 
茨城大学 地球・地域環境共創機構 准教授 田村 誠 随行者 
栃木県 環境森林部気候変動対策課 主事 山形 彩華 構成員（代） 
栃木県保健環境センター 主任研究員 若色 孝子 随行者 
群馬県健康福祉部衛生環境研究所 主席研究員 田子 博 構成員（代） 
群馬県健康福祉部衛生環境研究所 係長 熊谷 貴美代 随行者 
埼玉県環境科学国際センター 温暖化対策担当 専門研究員 原 政之 構成員（代） 
埼玉県環境科学国際センター 研究企画室 室長 嶋田 知英 随行者 
千葉県環境研究センター 次長 平川 久美子 構成員（代） 
千葉県環境研究センター 企画情報室 研究員 岸野 真 随行者 
東京都環境科学研究所 東京都気候変動適応センター センター長 山口 仁 構成員 
東京都環境科学研究所 東京都気候変動適応センター 課務担当係長 浅野 恭平 随行者 
神奈川県環境科学センター 環境情報部環境活動推進課 主任技師 田澤 慧 構成員（代） 
新潟県保健環境科学研究所 調査研究室 情報調査科長 水戸部 英子 構成員（代） 
新潟県保健環境科学研究所 調査研究室情報調査科 専門研究員 反町 潤  随行者 
山梨県 環境・エネルギー部環境・エネルギー政策課 主任 土屋 将太 構成員（代） 
静岡県環境衛生科学研究所 環境科学部環境科学班 主査 岡田 裕史 構成員（代） 
静岡県環境衛生科学研究所 環境科学部環境科学班 主任 竹下 由布子  随行者 
川崎市環境総合研究所 都市環境課 担当課長 宝田 博一 構成員（代） 
川崎市環境総合研究所 都市環境課 課長補佐 齊藤 武弥 随行者 
    
農林水産省    

所属部署 役職 氏名 備考 
関東農政局 生産部生産技術環境課 課長 山崎 麻保呂 構成員 
関東農政局 生産部生産技術環境課 課長補佐 山口 由加里 随行者 
北陸農政局 生産部生産技術環境課 行政専門員 野口 智司 構成員（代） 
関東森林管理局 総務企画部企画調整課 課長 中村 誠 構成員 
     
経済産業省    

所属部署 役職 氏名 備考 
関東経産局 資源エネルギー環境部地域エネルギー推進課 課長補佐 山崎 将弘 構成員（代） 
関東経産局 資源エネルギー環境部地域エネルギー推進課 総括係長 髙橋 千代子 随行者 
    
国土交通省    

所属部署 役職 氏名 備考 
関東地方整備局 企画部企画課 課長補佐 荒 秀樹 構成員（代） 
関東地方整備局 企画部企画課 企画第二係長 加藤 紀章 随行者 
中部地方整備局 企画部企画課 課長補佐 下田 義治 構成員（代） 
関東運輸局 交通政策部環境・物理課 課長 山口 直樹 構成員 
北陸信越運輸局 交通政策部環境・物理課 課長 渡邉 毅士 構成員 
中部運輸局 交通政策部環境・物理課 課長 坂野 弘幸 構成員 
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気象庁    
所属部署 役職 氏名 備考 

東京管区気象台 気象防災部 地球環境・海洋課 地球温暖化情報官 坂井 めぐみ 構成員（代） 
東京管区気象台 気象防災部 地球環境・海洋課 技術専門官 藤原 宏章 随行者 
    
環境省    

所属部署 役職 氏名 備考 
関東地方環境事務所 環境対策課 課長 増田 大美 構成員 
関東地方環境事務所 環境対策課 地域適応推進専門官 川原 博満 事務局 

 
 
●アドバイサー   
 有識者                                                           

所属部署 役職 氏名 備考 
国立環境研究所 環境リスク・健康領域 エコチル調査コアセンター 客員研究員 小野 雅司  
東京大学生産技術研究所 教授 加藤 孝明  
法政大学 社会学部 教授 田中 充 (再掲) 
    
気候変動適応センター    
所属 役職 氏名 備考 
国立環境研究所 気候変動適応センター 研究調整主幹 阿久津 正浩  
国立環境研究所 気候変動適応センター 高度技能専門員 伊藤 直子  
    
    
●その他の関係者（オブザーバー）    
地方公共団体    

所属部署 役職 氏名 備考 
ひたちなか市 経済環境部環境保全課 課長 桐原 隆史  
宇都宮市 環境部環境政策課 環境計画グループ 主任主事 吉田 朝実 （代） 
日光市 市民環境部環境課 副主幹 大門 雅樹 （代） 
小山市 市民生活部環境課 主事 鈴木 綾乃 （代） 
大田原市 市民生活部生活環境課環境保全係 主任主事 三井 真梨子 （代） 
那須塩原市 気候変動対策局 主任 岡野 祐児 （代） 
那須町 環境課 主事 芦澤 健太 （代） 
川越市 環境部環境政策課 副部長 山崎 茂  
川口市 環境部環境総務課 課長 二見 容子  
所沢市 環境クリーン部マチごとエコタウン推進課 主任 濱本 恵代 （代） 
越谷市 環境経済部環境政策課 主任 山本 陽子 （代） 
八潮市 生活安全部環境リサイクル課 係長 佐藤 安茂 （代） 
吉川市 市民生活部環境課 係長 三城 肇 （代） 
船橋市 環境政策課 技師 川西 賢吾 （代） 
千代田区 環境まちづくり部環境政策課 主査 山浦 優加 （代） 
府中市 生活環境部環境政策課 副主幹兼環境改善係長 桑田 浩 （代） 
昭島市 環境部環境課 課長 井上 聡  
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調布市 環境部環境政策課 課長 岡田 賢一郎  
小田原市 環境部環境政策課 課長 伊東 康浩  
秦野市 環境産業部環境共生課 課長代理 大嶋 崇志 （代） 
村上市 環境課環境政策室 主任 小野 弘道 （代） 
島田市 地域生活部環境課 主事 後藤 弘樹 （代） 
牧之原市 市民生活部環境課 環境政策係長 永野 敦嗣 （代） 
    
気象庁    

所属部署 役職 氏名 備考 
水戸地方気象台 防災グループ 調査官 江崎 雄治 （代） 
前橋地方気象台 防災管理官 河野 元治  
熊谷地方気象台 防災管理官 山浦 一晃  
新潟地方気象台 調査官 北畠 修二 （代） 
    
環境省    

所属部署 役職 氏名 備考 
地球環境局 総務課 気候変動適応室 室長補佐 秋山 奈々子  
地球環境局 総務課 気候変動適応室 環境専門調査員 轡田 真宏  
    
地域温暖化防止活動推進センター    

所属部署 役職 氏名 備考 
茨城県地球温暖化防止活動推進センター 事務局員 齋藤 茂弘 （代） 
栃木県地球温暖化防止活動推進センター 事務局長 増渕 弘子  
群馬県地球温暖化防止活動推進センター センター長 片亀 光  
千葉県地球温暖化防止活動推進センター 事務局長 山口 幸一  
東京都地球温暖化防止活動推進センター 温暖化対策推進課 係長 森尻 誠 （代） 
新潟県地球温暖化防止活動推進センター センター長 米田 和広  
山梨県地球温暖化防止活動推進センター 事務局員 田村 のり子 （代） 
静岡県地球温暖化防止活動推進センター プロジェクトマネージャー 青島 加奈 （代） 
八王子市地球温暖化防止活動推進センター 事務局員 野本 清隆 （代） 
川崎市地球温暖化防止活動推進センター センター長 庄司 佳子  
浜松市地球温暖化防止活動推進センター センター長 増田 泰行  
    
アクションプラン策定支援事業者    

所属 役職 氏名 備考 
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 環境エネルギー第１部 次長 吉川 実 総括 
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 環境エネルギー第１部 コンサルタント 高木 かおり  

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 環境エネルギー第１部 主任コンサルタント 水谷 亘 暑熱対策分科会 

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 環境エネルギー第１部 主任コンサルタント 大澤 慎吾 災害策分科会 

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 環境エネルギー第１部 コンサルタント 大西 弘毅 地域適応策検討分科会 

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 環境エネルギー第１部 主任コンサルタント 森岡 千佳子 普及啓発 

   以上 
 


