
 

令和３年３月８日 

 

大雪山国立公園フォーラム「登山道の管理と責任について」 

出席者名簿 

 

 

【表大雪地域 登山道維持管理部会 構成員】 （［大雪山］：大雪山国立公園管理事務所にて出席） 

分野 名称 出席者（敬称略） 備考 

関係行政機関 

上川中部森林管理署 総括森林整備官 橋本 雅俊 ［大雪山］ 

上川南部森林管理署 
森林官（上富良野担当区）中嶋 博司 

ウェブ出席 
事務管理官（管理担当）日野 道俊 

上川総合振興局 
環境生活課 主査 福井 拓郎 

ウェブ出席 
環境生活課 主事 中里 海斗 

富良野市 
経済部 商工観光課 観光係 

笹田 武志 
ウェブ出席 

上川町 

産業経済課 課長補佐 藤井 吉光 

［大雪山］ 産業経済課 商工観光グループ 

主任   三浦 大輝 

東川町（旭岳ビジターセンター） 所長 三島 光博 ウェブ出席 

美瑛町 
商工観光交流課 

観光振興係長 平田 敦史 
ウェブ出席 

上富良野町 企画商工観光課 主査 岩田 守高 ウェブ出席 

南富良野町  欠席 

維持管理 

関係団体 

 

利用・環境 

教育関係団体 

NPO法人アース・ウィンド 

代表 横須賀  邦子 

ウェブ出席 
安立 尚雅 

岡花 博文 

関口 理行 

NPO法人かむい 
代表理事 濱田 耕二 

ウェブ出席 
森 さなえ 

NPO法人大雪山自然学校 旭岳自然保護監視員 藤 このみ ウェブ出席 

勤労者山岳連盟（道央地区） 自然保護委員長 伊吹 省道 ウェブ出席 

合同会社北海道山岳整備 

／一般社団法人大雪山・山守隊 
下條 典子 ウェブ出席 

山樂舎 BEAR 
代表  佐久間 弘 

ウェブ出席 
副代表 土栄 拓真 

層雲峡ビジターセンター  欠席 

大雪山倶楽部 森田 秀明 ウェブ出席 

大雪山国立公園パークボランティア

連絡会 
会長 黒田 忠 ウェブ出席 

TREE LIFE  欠席 

富良野山岳会  欠席 

北海道山岳ガイド協会（表大雪地区）  欠席 



 

自然保護関係

団体 
大雪と石狩の自然を守る会 

運営委員 関口 隆嗣 
ウェブ出席 

事務局長 竹田 洋子 

山のトイレを考える会 事務局長 仲俣 善雄 ウェブ出席 

調査・研究 

関係 

北海道大学大学院地球環境科学研究

院 渡辺 悌二 教授 
 欠席 

北海道大学大学院農学研究院 

愛甲 哲也 准教授 
 欠席 

出席：計 18団体等（計 27名） 

 

 

【表大雪地域 登山道維持管理部会 オブザーバー】 

分野 名称 出席者（敬称略） 備考 

維持管理 

関係団体 

 

利用・環境 

教育関係団体 

旭川勤労者山岳会  欠席 

ガイドオフィス風  欠席 

株式会社りんゆう観光  欠席 

上川山岳会  欠席 

上富良野十勝岳山岳会  欠席 

黒松内銀竜草の会  欠席 

公益社団法人日本山岳会北海道支部 支部長 藤木 俊三 ウェブ出席 

美瑛山岳会  欠席 

ワカサリゾート株式会社  欠席 

自然保護関係

団体 
北海道高山植物保護ネット  欠席 

調査・研究 

関係 
山岳レクリエーション管理研究会 

事務局長 山口 和男 
ウェブ出席 

工藤 祥子 

出席：計２団体等（計３名） 

 

  



 

【東大雪地域 登山道維持管理部会 構成員】 （★：随行員） 

分野 名称 出席者（敬称略） 備考 

関係行政機関 

十勝西部森林管理署東大雪支署  欠席 

十勝総合振興局  欠席 

士幌町  
産業振興課 産業振興グループ 

主事 遠藤 史也 
ウェブ出席 

上士幌町 
商工観光課自然館担当 

主幹 吉永 雅一 
会場出席 

鹿追町  

ジオパーク推進室 

主任 大西 潤 

ウェブ出席 福山市立大学 都市経営学部都市経営学科 

准教授 澤田 結基 ★ 

（とかち鹿追ジオパーク推進協議会委員） 

新得町 
産業課 観光振興係 係長 乙井 逸人 

ウェブ出席 
産業課 観光振興係 主事 奈須 翔樹 

維持管理 

関係団体 

 

利用・環境 

教育関係団体 

NPO 法人 

ひがし大雪自然ガイドセンター 
代表理事 河田 充 会場出席 

合同会社北海道山岳整備 

／一般社団法人大雪山・山守隊 
下條 典子 ウェブ出席 

山樂舎 BEAR 
代表  佐久間 弘 

ウェブ出席 
副代表 土栄 拓真 

新得山岳会  欠席 

大雪山国立公園 

パークボランティア連絡会 
会長 黒田 忠 ウェブ出席 

十勝山岳連盟 会長  齊藤 邦明 会場出席 

調査・研究 

関係 

北海道大学大学院地球環境科学

研究院 渡辺 悌二 教授 

 
欠席 

北海道大学大学院農学研究院 

愛甲 哲也 准教授 

 
欠席 

出席：計６団体等（計８名） 

※網掛け：表大雪地域登山道維持管理部会と重複している団体等 

 

【東大雪地域 登山道維持管理部会 オブザーバー】 

分野 名称 出席者（敬称略） 備考 

維持管理 

関係団体 

 

利用・環境 

教育関係団体 

株式会社北海道ネイチャーセンター  欠席 

公益社団法人日本山岳会北海道支部 支部長 藤木 俊三 ウェブ出席 

しほろ自然環境に親しむ会  欠席 

北海道山岳ガイド協会（東大雪地区） 
東大雪地区連絡調整室 

室長 小早川 達也 
会場出席 

ボレアルフォレスト 阿久澤 小夜里 ウェブ出席 

出席：計２団体等（計２名） 

※網掛け：表大雪地域登山道維持管理部会と重複している団体等 



 

【傍聴出席者】 

分野 名称 出席者（敬称略） 備考 

行政機関 

宗谷振興局 

環境生活課 

自然環境係長  中島 浩之 ウェブ出席 

環境生活課 技師 岡田  奈里砂 

日高振興局 
環境生活課 

自然環境係長  瀧本 淳徳 
ウェブ出席 

環境省阿寒摩周国立公園管理事務所 

（満喫プロジェクト地域協議会） 

国立公園利用企画官 小林 由紀子 

ウェブ出席 

国立公園管理官   山崎 友寛 

釧路市 産業振興部 阿寒観光振興課  

阿寒観光振興担当 主査 平野 忠 

釧路市 産業振興部 阿寒観光振興課  

阿寒観光振興担当 主事 天野 健太 

出席：計３団体等（計７名） 

 

 

出席：総計 31団体等（総計 47名） 

 

 

 

 

【事務局】 （［大雪山］：大雪山国立公園管理事務所にて出席） 

所属 出席者 備考 

環境省大雪山国立公園管理事務所       

所長        桝 厚生 会場出席 

国立公園利用企画官 佐藤 巧 

[大雪山] 係員        松野 壮太 

自然保護官補佐   忠鉢 伸一 

東川管理官事務所 
国立公園管理官   齋藤 明光 

ウェブ出席 
自然保護官補佐   渡邉 あゆみ 

上士幌管理官事務所 
国立公園管理官   橋口 峻也 

会場出席 
自然保護官補佐   上村 哲也 

 

 


