
令和４年度 第2回奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界自然遺産 地域連絡会議 出席確認表

【関係行政機関】

名前 所属 役職 備考

安田 壮平 奄美市 市長

徳永 恵三 奄美市市民部 部長

平田 博行 奄美市市民部世界自然遺産課 課長

河野 裕二 奄美市市民部世界自然遺産課遺産政策係 係長

有川 誠 奄美市市民部世界自然遺産課遺産政策係 主査

神田 あんず 奄美市市民部世界自然遺産課遺産政策係 主事

出口 聡一郎 奄美市市民部世界自然遺産課遺産政策係 主事

伊集院 幼 大和村 村長

江﨑 さとみ 大和村企画観光課 係長

元山 公知 宇検村 村長

竹下 世利人 宇検村企画観光課 主査

児玉 啓介 宇検村企画観光課 主事

鎌田 愛人 瀬戸内町 町長

山元 萌 瀬戸内町水産観光課 主事

竹田 泰典 龍郷町 町長

藤原 聡 龍郷町生活環境課 課長

大山 輝史 龍郷町生活環境課 課長補佐

高岡 秀規 徳之島町 町長

吉田 広和 徳之島町おもてなし観光課 課長

米山 太平 徳之島町おもてなし観光課 主幹兼係長

祷 清次郎 天城町総務課 課長 町長代理

吉野 琢哉 天城町企画財政課 主事

浅野 泰輝 天城町企画財政課 主事補

大久保 明 伊仙町 町長

樺島 麻優子 伊仙町きゅらまち観光課 主事

知花 靖 国頭村 村長

小橋川 安広 国頭村環境保全課 課長

平良 政幸 国頭村環境保全課 課長補佐

玉城 祐太郎 国頭村環境保全課 主事

友寄 景善 大宜味村 村長

島袋 隆也 大宜味村企画観光課 係長

當山 全伸 東村 村長

又吉 一樹 東村企画観光課 課長

金城 尚 東村企画観光課 主事

前泊 正人 竹富町 町長

通事 太一郎 竹富町自然観光課 課長

仲盛 敦 竹富町自然観光課 課長補佐

安生 浩太 竹富町自然観光課 主幹兼自然環境係長

香月 毅 竹富町自然観光課 主査



【事務局】（★は事務局長）

堀上 勝 環境省自然環境計画 課長

石川 拓哉 環境省自然環境計画 課長補佐

松木 崇司 環境省自然環境計画 課長補佐

豊島 裕梨枝 環境省自然環境計画 環境専門員

宇賀神 知則 環境省 沖縄奄美自然環境事務所 所長 ★

浪花 伸和 環境省 沖縄奄美自然環境事務所 国立公園課 国立公園企画官

大原 光司 環境省 沖縄奄美自然環境事務所 国立公園課 自然保護官

古川 和幸 環境省 沖縄奄美自然環境事務所 国立公園課 自然保護官

西野 雄一 環境省 沖縄奄美自然環境事務所 野生生物課 野生生物企画官

小野 宏治 環境省 沖縄奄美自然環境事務所 野生生物課 生物多様性保全企画官

皆藤 琢磨 環境省 沖縄奄美自然環境事務所 野生生物課 生息地保護連携専門官

小林 淳一 環境省 沖縄奄美自然環境事務所 野生生物課 自然保護官

福元 風夏 環境省 沖縄奄美自然環境事務所 野生生物課 係員

阿部 愼太郎 奄美群島国立公園管理事務所 所長

山根 篤大 奄美群島国立公園管理事務所 国立公園保護管理企画官

仲田 英貴 奄美群島国立公園管理事務所 世界自然遺産調整専門官

釣谷 洋輔 奄美群島国立公園管理事務所 離島希少種保全専門官

田口 知宏 奄美群島国立公園管理事務所 国立公園管理官

福井 俊介 環境省 奄美群島国立公園管理事務所 徳之島管理官事務所 国立公園管理官

安藤 祐樹 環境省沖縄奄美自然環境事務所やんばる自然保護官事務所 国立公園保護管理企画官

𠮷川 紀愛 環境省沖縄奄美自然環境事務所やんばる自然保護官事務所 自然保護官

福地 壮太 沖縄奄美自然環境事務所西表自然保護官事務所 国立公園保護管理企画官

内野 祐弥 沖縄奄美自然環境事務所西表自然保護官事務所 自然保護官

山根 則彦 林野庁九州森林管理局計画保全部 部長

河邉 喬 林野庁九州森林管理局計画保全部計画課 課長

興梠美喜夫 林野庁九州森林管理局計画保全部計画課 林地保全企画官

永山 正一 鹿児島森林管理署 署長

小薄 政弘 鹿児島森林管理署 総括地域林政調整官

阿南 達也 鹿児島森林管理署名瀬森林事務所 首席森林官

宮田 耕作 鹿児島森林管理署徳之島森林事務所 首席森林官

伊藤 香里 沖縄森林管理署 署長

田中 和利 沖縄森林管理署 安波森林事務所 地域統括森林官

下田 勝也 西表森林生態系保全センター 所長

一口 竜也 西表森林生態系保全センター 生態系管理指導官

谷口 浩一 鹿児島県環境林務部 部長

中山 直樹 鹿児島県環境林務部自然保護課 課長

有村 栄作 鹿児島県環境林務部自然保護課 技術補佐

山下 義智 鹿児島県環境林務部自然保護課野生生物係 係長

増山 久仁子 鹿児島県環境林務部自然保護課奄美世界自然遺産室 室長

横山 愛那 鹿児島県環境林務部自然保護課奄美世界自然遺産室 参事付

伊佐敷 和孝 鹿児島県環境林務部自然保護課奄美世界自然遺産室 技術専門員

遠矢 千之 鹿児島県環境林務部自然保護課奄美世界自然遺産室 主事

實成 隆志 鹿児島県大島支庁保健福祉部衛生・環境室 室長

荒川 浩亮 鹿児島県大島支庁保健福祉部衛生・環境室環境係 技術主幹兼係長



桑江 隆 沖縄県環境部 参事

古波蔵 みな子 沖縄県環境部自然保護課 生物多様性推進監

玉城 正博 沖縄県環境部自然保護課自然遺産保全班 班長

志賀 俊介 沖縄県環境部自然保護課自然遺産保全班 主任

前堂 格 沖縄県農林水産部森林管理課 班長

又吉 康之 沖縄県土木建築部海岸防災課 班長

大城 匠 沖縄県土木建築部海岸防災課 主任

中島 斎 沖縄県土木建築部海岸防災課 主任

【オブザーバー】

土屋 誠 琉球大学 名誉教授

直 昇平 奄美群島広域事務組合 エコツーリズム推進係長


