
令和4年1月12日現在

氏　　名 公　　　　　　　職　　　　　　　等

福井の山と自然   増永　迪男 山岳エッセイスト

鳥獣、水生昆虫、森林   山崎　秀雄 環境省環境カウンセラー

天体観察   横川　秀紀 八ツ杉天体観測クラブ

お片付け術、ごみ問題、３Ｒ 　大塚　澄枝 福井市環境アドバイザー、鯖江市環境まちづくり委員、整理収納アドバイザー、整理収納教育士

エコクッキング   清水　瑠美子　 福井県栄養士会 名誉会長

生ごみ堆肥化   藤田　久子 鯖江生ごみリサイクル市民ネットワーク事務局長

ダンボールコンポスト   宮田　宏美　 福井市環境アドバイザー、ＮＰＯ法人循環生活研究所認定ダンボールコンポストアドバイザー

環境マネジメント   宮本　 俊 元ＥＭＳ主任審査員

環境家計簿   宮本　京子 家の光協会 専門講師

省エネルギー、自然エネルギー 　由田　昭治 福井市環境アドバイザー、環境カウンセラー、１級建築士

国際環境問題   井上　義一 スマートエネルギー福井会　会長

環境問題一般、リスクマネジメント 　坪内　彰 福井大学医学部非常勤講師、福井市環境アドバイザー

環境衛生工学、水環境学 　奥村　充司 福井工業高等専門学校准教授

環境都市   武井　幸久 福井工業高等専門学校名誉教授、越の郷地球環境会議理事長

アメニティ   朝日　恵子 福井文化服装学院 理事長

省エネ建築   酒井　良雄 環境省環境カウンセラー、一級建築士

  井上　哲夫 １級ビオトープ施工管理士

　夛田　照代 日本ビオトープ管理士会福井県支部所属（２級ビオトープ計画管理士）

  森田 ともえ （有）下西農園　所属（２級ビオトープ計画・施工管理士）

　山下　征夫 一級建築士、防災士、ホタルの生態と生育環境、ビオトープ製造経験談

　浅野　晴也 あわらの自然を愛する会会員、森林インストラクター

  井上 美代子 自然観察指導員、八幡山ウォッチングクラブ、豊地区まちづくり活動

  井草　貴男 自然観察指導員、プロジェクトワイルドエデュケーター

　遠藤　典子 ＮＥＡＬ自然体験活動インストラクター、ネーチャーゲームリーダー

  大石橋　節子 自然観察指導員、森林インストラクター、ネイチャーゲームインストラクター

  太田　朗夫 自然観察指導員、プロジェクトワイルドエデュケーター

　大西　五十二 日本野鳥の会 福井県、自然観察指導員、あわら市エコ市民会議、北潟湖自然再生協議会委員

  川上　一馬 自然観察指導員

　河田　勝治 北潟の森協議会 会長

　北川　博正 自然観察指導員

  組頭 五十夫 自然観察指導員、日本野鳥の会 福井県 副会長

　黒田　美早 ネーチャーゲームリーダー

　源野　みね子 自然観察指導員

　河野　きえ子 日本野鳥の会 福井県、吉川小学校講師

  小嶋　明男 環境省自然公園指導員、日本野鳥の会 福井県　副代表

　小林　則夫 自然観察指導員

　近藤　邦憲 あわら市生涯学習地区推進員、あわらの自然を愛する会会員

　斎藤　寿子 自然観察指導員

  酒井　敬治 日本野鳥の会 福井県 理事（会代表）、福井県鳥獣保護員

  坂本　 均 ノーム自然環境教育事務所 代表

　櫻井　知栄子 自然観察指導員

　柴田　亮俊 自然観察指導員

　白崎　孝一 日本野鳥の会 福井県

　鈴川　文夫 日本野鳥の会 福井県

　須本　一郎 日本野鳥の会 福井県

  高津　琴博 田んぼの学校越前大野学校長、真名川水辺の楽校ビオフレンズ 会長

　武田　真澄美 日本野鳥の会 福井県 理事

　多田　雅充 自然観察指導員

　田中　喜美枝 自然観察指導員

  田中　謙次 環境文化研究所ＣＲＯ、日野川流域交流会監事

　田渕　千鶴子 自然観察指導員、ネーチャーゲームリーダー

　玉木　のり子 ネイチャーゲームリーダー

自然観察・自然体験

環境教育

水環境（ビオトープ）

環境管理

福井県環境アドバイザー　

分　　　　　　　野

自然環境

環境汚染

エコライフ
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福井県環境アドバイザー　

分　　　　　　　野

　辻　義次 日本野鳥の会 福井県 理事

　林　昌尚 自然観察指導員、森林インストラクター

  日野岡 金治 県フォレストサポーターの会　副会長、ＮＰＯ法人月尾くらし工房　理事長

　藤井　貴子 福井県子どもＮＰＯセンター事務局長、ネーチャーゲームリーダー

　藤野　勇馬 自然観察指導員

　古橋　照夫 あわらの自然を愛する会会員、元北潟公民館長

　平城　常雄 日本野鳥の会 福井県 理事

  桝田　靖憲 自然観察指導員、畜産環境アドバイザー

　松村　俊幸 日本野鳥の会 福井県

　三田村　佳政 元越前市農政課里地里山保全再生推進員、合同会社ローカルＳＤクリエーションＣＥＯ 

　南出　眞代 おもちゃコンサルタントマスター、木育インストラクター

  村上　重明 県アースサポーター、越前市循環社会推進員

　森　和恵 ネイチャーゲームリーダー、福井市環境アドバイザー

  山岸　登美子 自然観察指導員、シェアリングネイチャーゲームリーダー、天文指導員、ジオパークガイド

　山下　美佐子 日本野鳥の会 福井県

  山田　儀一 自然観察指導員、田んぼの学校指導員

  矢村　健一 自然観察指導員、森林インストラクター、2級ビオトープ計画管理士

　矢尾　政士 自然観察指導員

  吉田　一郎 自然観察指導員、日本野鳥の会

  吉田　真美子 自然観察指導員、ネイチャーゲームインストラクター

  吉田　麻里子 野鳥の会福井県、緑と花の文化士１級

　若杉　三恵 日本シェアリングネーチャー協会指導員、プロジェクトワイルドエデュケーター

昆虫採集、自然観察・自然体験 　伊藤　勝幸 福井市自然史博物館非常勤職員、環境プランナーベーシック、自然体験活動指導者、自然観察指導員、グリーンツーリズムインストラクター

水環境（自然観察） 　山本　久大 大野地球科学研究会、ＮＰＯ－ＯＡＳＩＳ協会　講師・指導員

水辺の生き物観察会、昆虫
の観察会

　浅利　裕太 中池見ねっと、自然観察指導員、2級ビオトープ施工管理士

　鈴木　雄登 福井県立大学学生

　持田　弦輝 福井県立大学学生

野生動植物の観察、希少種
保全や外来種の駆除など

　八木　健爾 １級ビオトープ施工管理士、自然観察指導員

昆虫（トンボ）・希少種昆
虫等・外来生物駆除

　福田　健 北潟湖自然再生協議会員、環境省希少野生動植物種保存推進員、日本昆虫学会員、日本応用動物昆虫学会員、日本トンボ学会員

ふるさとの自然、コウノト
リ、外来種問題、ホタルの
不思議

　野村　みゆき 越前市エコビレッジ交流センター　主任、越前市食と農の創造審議委員

福井の植物、みのまわりの
植物（外来種）、スイセン
の秘密、変形菌など

　松本　淳 越前町職員（プラントピア園長）

両生爬虫類、里地里山の希
少種、生態系の紹介と保全
の方法など

　長谷川　巖 福井県両生爬虫類研究会長、環境省国内希少野生動植物種保存推進員、国土交通省河川水辺の国勢調査アドバイザー

アベサンショウウオの環境
保全活動

　奥野　宏樹 元小学校教諭

ホタルの再生活動と環境保
全

　草桶　秀夫 特定非営利活動法人日本ホタル再生ねっと　理事長、北陸新幹線中池見湿地調査フォローアップ委員会委員（鉄道・運輸機構）

ナチュラルクラフト   笹木 智恵子 自然観察指導員、ＮＰＯ法人ウエットランド中池見 理事長

地球温暖化・３Ｒ推進 　畑中　雅博 エコネットさばえ事務局長、ＮＰＯ法人エコプラザさばえ事務局長

３Ｒ推進 　帰山　順子 環境省３Ｒ推進マイスター

３Ｒ推進・海洋プラごみ問題 　髙島　直子 自然観察指導員、漂着物学会会員

地球温暖化・自然エネルギー 　加藤　浩史 福井市環境アドバイザー

エコライフ・自然エネルギー 　藤原　一功 県アースサポーター、県フォレストサポーターの会

地球温暖化・フードマイレージ 　鈴木　早苗 土曜塾塾長、ＮＰＯ法人さばえＮＰＯサポート理事、県アースサポーター

自然体験・地球温暖化・
自然エネルギー

　坂本　道子 ノーム自然環境教育事務所、福井県地球温暖化防止活動推進員（アースサポーター）、ＲＡＣ（川に学ぶ体験活動）リーダー

地球温暖化・気候変動教育
プログラム

  水上　聡子 福井県地球温暖化防止活動推進員（アースサポーター）、ＰＬＴ（Project Learning Tree）ファシリテーター

地域の環境づくり   立野　久夫 神山壮年有志グループ代表

　高井　健史 福井県民生活協同組合　組織ネットワーク支援部課長

  吉川　守秋 環境省環境カウンセラー、ＮＰＯ法人エコプランふくい理事（事務局長）

　楳原　秀典 エコネットさばえ事務局、ＮＰＯ法人エコプラザさばえ事務局、カードゲーム「2030ＳＤＧｓ」ファシリテーター

　木下　和彦 ファシリテーター

  田畑　 勲 環境保全実践活動

計101名 ※ＥＭＳ・・・環境マネジメントシステム

自然観察・自然体験

環境教育

その他

地域活動
省エネ事業活動

外来植物防除


