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１ 川崎市環境審議会・公害対策部会の審議概要 

 

２ 川崎市環境審議会 委員名簿 

 

３ 川崎市環境審議会 公害対策部会 委員名簿 

 

４ 諮問文 
 



川崎市環境審議会・公害対策部会の審議概要 

（今後の水環境保全のあり方について） 
 

 
年  月  日 

 
内         容 

第１回環境審議会 

 

平成２３年７月１９日 

諮問：今後の水環境保全のあり方について 

 

 

環境審議会 

第１回公害対策部会 

 

平成２３年９月７日 

議事：今後の水環境保全のあり方について 

（１）公害対策部会の進め方について 

（２）水環境の現状と課題 

 

環境審議会 

第２回公害対策部会 

 

平成２３年１１月１４日 

議事：今後の水環境保全のあり方について 

（１）第 1 回公害対策部会における主な意見 

（２）良好な水環境の保全に向けて取り組むべき施策の基本的考

え方 

（３）今後の水環境保全のあり方について（骨子案） 

環境審議会 

第３回公害対策部会 

 

平成２４年１月１３日 

議事：今後の水環境保全のあり方について 

（１）第２回公害対策部会における主な意見 

（２）今後の水環境保全のあり方について（報告案） 

第３回環境審議会 

 

平成２４年２月１６日 

議事：今後の水環境保全のあり方について 

 



第４期 川崎市環境審議会委員名簿 
（50音順、敬称略） 

番
号 氏 名 所 属 等 専門分野等 備考 

１ 飯田 和子 川崎･ごみを考える市民連絡会代表 市民代表  

２ 石井 誠一郎 川崎市医師会理事 市民代表  

３ 石川 幹子 東京大学大学院工学系研究科教授 環境デザイン  

４ 伊藤 治 市民公募（緑・公園分野） 市民代表  

５ 宇都宮 深志 東海大学名誉教授 行政学・環境行政  

６ 大迫 政浩 （独）国立環境研究所循環技術システム研究室室長 環境工学  

７ 岡野 誠志 市民公募（公害分野） 市民代表  

８ 小倉 紀雄 東京農工大学名誉教授 環境科学、水環境保全学 臨時委員

９ 落合 由紀子 東海大学教養学部准教授 経済政策、環境経済学  

10 加藤 邦彦 市民公募（廃棄物分野） 市民代表  

11 神戸 治夫 川崎公害病患者と家族の会顧問 市民代表  

12 窪田 亜矢 東京大学大学院工学系研究科准教授 都市デザイン  

13 桑原 勇進 上智大学法学部教授 環境法、行政法  

14 小西 淑人 ㈱エフアンドエーテクノロジー研究所代表取締役 作業環境管理学  

15 坂本 和彦 埼玉大学大学院理工学研究科連携教授 環境科学、エアロゾル化学  

16 佐藤 能央 川崎商工会議所議員 市民代表  

17 澁谷 哲夫 市民公募（廃棄物分野） 市民代表  

18 島岡 功 市民公募（緑・公園分野） 市民代表  

19 進士 五十八 東京農業大学名誉教授 環境学、造園学 会長 

20 杉田 進 川崎市全町内会連合会 常任理事 市民代表  

21 杉山 涼子 富士常葉大学社会環境学部教授 社会工学  

22 鈴木 誠 東京農業大学地域環境科学部教授 造園学  

23 田瀬 則雄 筑波大学大学院生命環境科学研究科教授 水環境学、地下水流動系 臨時委員

24 立川 勲 セレサ川崎農業協同組合 代表理事副組合長 市民代表  

25 中杉 修身 元上智大学大学院地球環境学研究科教授 環境工学 臨時委員

26 中山 育美 市民公募（公害分野） 市民代表  

27 藤井 修二 東京工業大学大学院教授 建築環境工学 副会長

28 藤田 由紀子 専修大学法学部准教授 行政学、公共政策  

29 藤吉 誠一郎 川崎地域連合副議長 市民代表  

30 藤吉 秀昭 (財)日本環境衛生センター 常務理事 廃棄物処理工学  

31 南 佳典 玉川大学農学部教授 群集生態学、環境動態学  

32 吉門 洋 埼玉大学大学院理工学研究科教授 大気汚染気象学  

※任期：平成22年３月１日から平成24年２月29日まで                           (平成 23年 9月 1日時点) 



川崎市環境審議会公害対策部会委員名簿 
（50音順、敬称略） 

番
号 氏 名 所 属 等 専門分野等 備考 

１ 石井 誠一郎 川崎市医師会理事 市民代表  

２ 岡野 誠志 市民公募（公害分野） 市民代表  

３ 小倉 紀雄 東京農工大学名誉教授 環境科学、水環境保全学 臨時委員

４ 神戸 治夫 川崎公害病患者と家族の会顧問 市民代表  

５ 小西 淑人 ㈱ｴﾌｱﾝﾄﾞｴｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ研究所 代表取締役 作業環境管理学  

６ 坂本 和彦 埼玉大学大学院理工学研究科連携教授 環境科学、エアロゾル化学  

７ 佐藤 能央 川崎商工会議所議員 市民代表  

８ 田瀬 則雄 筑波大学大学院生命環境科学研究科教授 水環境学、地下水流動系 臨時委員

９ 中杉 修身 元上智大学大学院地球環境学研究科教授 環境工学 臨時委員

10 中山 育美 市民公募（公害分野） 市民代表  

11 藤井 修二 東京工業大学大学院教授 建築環境工学 部会長 

12 藤田 由紀子 専修大学法学部准教授 行政学、公共政策  

13 吉門 洋 埼玉大学大学院理工学研究科教授 大気汚染気象学 副部会長

※任期：平成22年３月１日から平成24年２月29日まで (平成24年２月16日現在) 




