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付属資料 

資料１ 川崎市環境審議会開催経過 

開催日程 会議名 内容

令和元年 5月 16 日 
令和元年度第 1回 

環境審議会 

・生物多様性かわさき戦略の改定の基本的な考

え方について（諮問） 

令和元年 7月 12 日 
令和元年度第 1回 

緑と公園部会 

・戦略の位置づけ及び検討スケジュール（案） 

・現行の戦略 

・戦略の概要及びこれまでの取組状況 

・今後の基本的な方向 

令和元年 10 月 31 日 
令和元年度第 2回 

緑と公園部会 

・取組の詳細分析について 

・他都市の状況について 

・改定の基本的な方向について 

・生き物調査結果（暫定） 

令和 2年 2月 13 日 
令和元年度第 3回 

緑と公園部会 

・戦略改定の基本的な考え方 中間まとめ案 

令和 2年 7月 28 日 
令和 2年度第 1回 

環境審議会 

・生物多様性戦略改定部会設置 

令和 2年 7月 28 日 

令和 2年度第 1回 

生物多様性戦略 

改定部会 

・中間まとめについて 

・将来ビジョン更新に向けた検討について 

令和 2年 11 月 25 日 

令和 2年度第 2回 

生物多様性戦略 

改定部会 

・将来ビジョンの更新について 

・部会報告素案 

令和 2年 12 月 23 日 

令和 2年度第 3回 

生物多様性戦略 

改定部会 

・将来ビジョンの更新について 

・部会報告案 

令和 3年 1月 21 日 

令和 2年度第 3回 

環境審議会 

(書面による開催) 

・生物多様性かわさき戦略の改定の基本的な考

え方について（答申案） 
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資料２ 川崎市環境審議会委員名簿 

（１）緑と公園部会委員名簿                    （50 音順、敬称略）

 氏名 所属 専門分野等 備考 

１ 石川 幹子 中央大学研究開発機構 機構教授 環境デザイン 部会長 

２ 加藤 正巳 市民公募 市民代表  

３ 桑原 勇進 上智大学法学部 教授 環境法、行政法  

４ 小西 邦弘 市民公募 市民代表  

５ 鈴木 貢次郎 東京農業大学地域環境科学部 教授 造園学  

６ 堂前 雅史 和光大学現代人間学部 教授 
動物行動学・ 
科学技術社会論 

臨時 

７ 中島 伸 東京都市大学都市生活学部 講師 都市工学  

８ 葉山 嘉一 公益財団法人 日本鳥類保護連盟 評議員 造園緑地学（鳥類保全） 臨時 

９ 南 佳典 玉川大学農学部 教授 生態学、環境動態学 副部会長 

10 森 安男 セレサ川崎農業協同組合 代表理事副組合長 市民代表  

11 渡部 堅三 川崎地域連合 副議長 市民代表  

※令和元年 5月 16 日から令和 2年 2月 29 日まで 

（２）生物多様性戦略改定部会                   （50 音順、敬称略）

 氏名 所属 専門分野等 備考 

１ 石川 幹子 中央大学研究開発機構 機構教授 環境デザイン 
部会長 
臨時 

２ 關 剛治 市民公募 市民代表  

３ 堂前 雅史 和光大学現代人間学部 教授 
動物行動学・ 
科学技術社会論 

臨時 

４ 中島 伸 東京都市大学都市生活学部 准教授 都市工学、都市計画  

５ 葉山 嘉一 公益財団法人 日本鳥類保護連盟 評議員 造園緑地学（鳥類保全） 臨時 

６ 水庭 千鶴子 東京農業大学地域環境科学部 教授 造園学  

７ 南 佳典 玉川大学農学部 教授 生態学、環境動態学 
副部会長 
臨時 

８ 森 安男 セレサ川崎農業協同組合 代表理事副組合長 市民代表  

９ 横張 真 東京大学大学院工学系研究科 教授 緑地環境計画  

10 渡部 堅三 川崎地域連合 副議長 市民代表 臨時 

※令和 2年 7月 28 日から令和 3年 2月 16 日まで
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（３）第 8期環境審議会委員名簿                     （50 音順、敬称略）

 氏名 所属 専門分野等 備考 

１ 青山 森芳 市民公募（公害対策分野） 市民代表  

２ 秋本 泰 市民公募（公害対策分野） 市民代表  

３ 石川 幹子 中央大学研究開発機構 機構教授 環境デザイン 副会長 

４ 浦野 敏行 川崎商工会議所副会頭 市民代表  

５ 大澤 洋子 市民公募（廃棄物分野） 市民代表  

６ 片谷 教孝 
桜美林大学リベラルアーツ学群（化学専攻）
教授 

環境科学 
（大気化学、大気物理） 

臨時 

７ 加藤 順一 川崎市医師会理事 市民代表  

８ 加藤 正巳 市民公募（緑・公園分野） 市民代表  

９ 木村 純二 市民公募（廃棄物分野） 市民代表  

10 桑原 勇進 上智大学法学部教授 環境法、行政法  

11 小西 邦弘 市民公募（緑・公園分野） 市民代表  

12 佐土原 聡 
横浜国立大学大学院 
都市イノベーション研究院教授 

都市環境工学  

13 鈴木 貢次郎 東京農業大学地域環境科学部教授 造園学  

14 関口 和彦 埼玉大学大学院理工学研究科准教授 環境化学  

15 竹内 勝 川崎公害病患者と家族の会顧問 市民代表  

16 寺園 淳 
国立研究開発法人 国立環境研究所 
資源循環・廃棄物研究センター副センター長 

環境工学  

17 堂前 雅史 和光大学現代人間学部 教授 
動物行動学・ 
科学技術社会論 

臨時 

18 富岡 昭三 川崎市全町内会連合会副会長 市民代表  

19 中島 伸 東京都市大学都市生活学部 講師 都市工学  

20 葉山 嘉一 公益財団法人 日本鳥類保護連盟 評議員 造園緑地学（鳥類保全） 臨時 

21 藤井 修二 東京工業大学名誉教授 建築環境工学 会長 

22 藤倉 まなみ 
桜美林大学リベラルアーツ学群 
（環境学専攻）教授 

環境政策、 
環境システム科学 

23 藤田 由紀子 学習院大学法学部教授 行政学  

24 藤吉 秀昭 
一般財団法人 日本環境衛生センター副理事
長 

廃棄物工学  

25 細見 正明 東京農工大学名誉教授 環境化学工学  

26 南 佳典 玉川大学農学部 教授 生態学、環境動態学  
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27 宮脇 健太郎 明星大学理工学部総合理工学科教授 廃棄物工学、衛生工学  

28 森 安男 セレサ川崎農業協同組合 代表理事副組合長 市民代表  

29 森川 友生男 川崎市一般廃棄物処理業連絡協議会会長 市民代表  

30 山川 文子 エナジーコンシャス代表 省エネルギー  

31 吉村 千洋 
東京工業大学環境・社会理工学院土木・環境
工学系 准教授 

水環境工学 臨時 

32 若松 伸司 愛媛大学名誉教授 
大気環境科学、都市環境
工学 

33 渡部 堅三 川崎地域連合 副議長 市民代表  

※任期：平成 30 年 3 月 1日から令和 2年 2月 29 日まで 

（４）第 9期環境審議会委員名簿                     （50 音順、敬称略）

 氏名 所属 専門分野等 備考 

１ 石川 幹子 中央大学研究開発機構 機構教授 環境デザイン 臨時 

２ 浦野 敏行 川崎商工会議所副会頭 市民代表  

３ 神本 一枝 市民公募 市民代表  

４ 北沢 雄三 市民公募 市民代表  

５ 小林 敬古 市民公募 市民代表  

６ 佐土原 聡 
横浜国立大学大学院 
都市イノベーション研究院教授 

都市環境工学 会長 

７ 關 剛治 市民公募 市民代表  

８ 関口 和彦 埼玉大学大学院理工学研究科准教授 
環境化学、 
エアロゾル科学 

９ 瀧村 治雄 川崎市全町内会連合会会長 市民代表  

10 竹内 勝 川崎公害病患者と家族の会顧問 市民代表  

11 寺園 淳 
国立研究開発法人 国立環境研究所 
資源循環・廃棄物研究センター副センター長 

環境工学  

12 堂前 雅史 和光大学現代人間学部 教授 
動物行動学・ 
科学技術社会論 

臨時 

13 中島 伸 東京都市大学都市生活学部 准教授 都市工学、都市計画  

14 馬場 健司 東京都市大学環境学部教授 環境政策論、政策科学  

15 葉山 嘉一 公益財団法人 日本鳥類保護連盟 評議員 造園緑地学（鳥類保全） 臨時 

16 藤倉 まなみ 
桜美林大学リベラルアーツ学群 
（環境学専攻）教授 

環境政策、 
環境システム科学 

17 藤野 純一 
地球環境戦略研究機関 
都市タスクフォースプログラムディレクター 

環境・エネルギーシステ
ム 

18 水庭 千鶴子 東京農業大学地域環境科学部教授 造園学  



118 

19 南 佳典 玉川大学農学部 教授 生態学、環境動態学 臨時 

20 宮脇 健太郎 明星大学理工学部教授 廃棄物工学、衛生工学  

21 森 安男 セレサ川崎農業協同組合 代表理事副組合長 市民代表  

22 横張 真 東京大学大学院工学系研究科教授 緑地環境計画  

23 若松 伸司 愛媛大学名誉教授 
都市環境工学、大気環境
科学 

副会長 

24 渡部 堅三 川崎地域連合 副議長 市民代表 臨時 

※任期：令和 2年 4月 1日から令和 4年 3月 31 日まで（令和 2年 12 月時点） 




