
「中海会議」第６回幹事会 次第

日 時 平成２６年７月２９日（火）

午後２時～午後４時

場 所 国際ファミリープラザ

２階ファミリーホール

１ 開 会

２ あいさつ

３ 出席者紹介

４ 議事

（１）第５回中海会議への報告事項（案）等について 【資料１～５】

（２）第５回中海会議の開催（案）について 【資料６】

（３）その他

５ 閉会



 

 

 

 

 

 

                        

                     

                       

         

       

 

（受付） 

鳥取県未来づくり推進局長 島根県政策企画局長 

中国四国農政局 

整備部長 
中国地方整備局 

河川部長 

鳥取県生活環境部長 

鳥取県農林水産部長 

鳥取県県土整備部長 

鳥取県西部総合事務所長 

米子市企画部長 

（代理） 

境港市副市長 

境港管理組合 

港湾管理委員会事務局長 

安来市副市長 

出雲河川事務所長 

島根県土木部長 

松江市副市長 
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「中海会議」第６回幹事会 配席図 

島根県農林水産部 

農村整備課長（代理） 

島根県環境生活部長 



団　体　名

河川部長 阿部　徹

出雲河川事務所長 舛田　直樹

農林水産省（中国四国農政局） 整備部長 田中　秀明

米子市 （代理）企画部長 大江　淳史

境港市 副市長 安倍　和海

松江市 副市長 吉山　治

安来市 副市長 井上　博

境港管理組合 港湾管理委員会 事務局長 細羽　正

政策企画局長 丸山　達也

土木部長 富樫　篤英

環境生活部長 鴨木　朗

（代理）農林水産部 農村整備課長 多久和　卓志

未来づくり推進局長 岡﨑　隆司

県土整備部長 長谷川　具章

生活環境部長 中山　貴雄

農林水産部長 岸田  悟

西部総合事務所長 山根　淳史

「中海会議」第６回幹事会　出席者名簿

国土交通省（中国地方整備局）

島根県

鳥取県

職　名 氏　名



団　体　名

河川部河川計画課 課長補佐 西尾　正博

出雲河川事務所 副所長 武部　真実

出雲河川事務所 計画課長 鈴置　真央

出雲河川事務所 水質保全課長 柏原　良彦

出雲河川事務所 専門官 古田川　慎也

出雲河川事務所 専門職 原　　浩之

出雲河川事務所 水質調査係長 北川　克治

農林水産省（中国四国農政局） 整備部農地整備課長 前田　和義

環境政策局長 山田　津八百

経済部長 湯浅　隆司

建設部長 細川　庸一郎

企画部企画課長 杉村　聡

経済部次長兼農林課長 八幡　久男

経済部水産振興室長 足立　新一郎

建設部土木課長 小松　篤巳

環境政策局環境政策課環境計画係長 橋尾　宏紀

経済部農林課課長補佐 田口　修一

建設部建設企画課建設企画室長 北村　知己

企画部企画課主任 泉原　広明

市民生活部環境衛生課長 出木　茂樹

建設部管理課長 灘　英樹

建設部管理課 係長 池本　幸司

産業観光部長 矢野　正紀

環境保全部長 意東　茂喜

政策部 次長 古藤　俊光

環境保全部環境保全課 環境保全係長 山崎　日出夫

環境保全部環境保全課 副主任 石原　豊

基盤整備部長 作野　立生

政策企画部長 木村　慎治

市民生活部長 内田　修次

定住企画課長 辻谷　洋子

境港管理組合 港湾管理委員会事務局 課長補佐 土屋　伸生

「中海会議」第６回幹事会　出席者名簿

国土交通省（中国地方整備局）

米子市

境港市

松江市

安来市

氏　名職　名



団　体　名 氏　名職　名

政策企画局政策企画監室 政策企画監 野津　建二

政策企画局政策企画監室 調整監 長岡　秀樹

政策企画局政策企画監室 主幹 堀尾　俊弘

農林水産部農村整備課 用地管理グループリーダー 尾関　由晃

土木部河川課長 平田　知昭

土木部斐伊川神戸川対策課長 三上　康則

土木部斐伊川神戸川対策課 調査監 青木　元幸

土木部斐伊川神戸川対策課 企画幹 山崎　隆男

土木部高速道路推進課 道路企画調査グループリーダー 石原　敏巳

土木部高速道路推進課 企画員 公田　陽一

環境生活部環境政策課長 湊　直樹

環境生活部環境政策課 管理監 景山　明彦

環境生活部環境政策課 宍道湖・中海対策推進室長 森山　貢

環境生活部環境政策課宍道湖・中海対策推進室 調整監 嘉藤　健二

環境生活部環境政策課宍道湖・中海対策推進室 グループリーダー 神門　利之

未来づくり推進局企画課長 若松　紀樹

未来づくり推進局企画課 課長補佐 木村　公亮

未来づくり推進局企画課 係長 村岡　弘章

県土整備部河川課長 丸毛　裕治

県土整備部河川課 課長補佐 村尾　修一

県土整備部河川課 係長 日笠　雄吾

生活環境部 次長 森川　泰敬

生活環境部水・大気環境課長 金涌　孝則

生活環境部水・大気環境課 水環境保全室長 吾郷　朋之

生活環境部水・大気環境課水環境保全室 係長 奥田　益算

生活環境部水・大気環境課水環境保全室 衛生技師 初田　亜希子

生活環境部衛生環境研究所長 長谷岡 淳一

生活環境部衛生環境研究所 水環境対策チーム長 九鬼 貴弘

農林水産部農地・水保全課長 俵　俊一

農林水産部農地・水保全課 課長補佐 秋草　邦洋

西部総合事務所地域振興局 参事 高田　壽夫

西部総合事務所生活環境局長 松本　康右

西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課 衛生技師 盛山　哲郎

西部総合事務所農林局長 米山　肇

西部総合事務所農林局地域整備課長 安田　到

西部総合事務所米子県土整備局長 湊　正彦

島根県

鳥取県


