
 資料１－9 鳥獣保護員及び三重県自然環境保全指導員

事務所 区 域
鳥獣保護員
氏 名

自然環境保全
指導員氏名

事務所 区 域
鳥獣保護員
氏 名

自然環境保全
指導員氏名

桑名市（多度町を除
く）、木曽岬町

棚瀬 賢一郎 棚瀬 賢一郎 伊勢市（小俣町を除く） 岡本 忠佳 岡本 忠佳

桑名市（多度町） （欠） （欠）
伊勢市（小俣町）、玉城
町

上田 ひろみ 上田 ひろみ

いなべ市（北勢町） 川端 岩雄 川端 岩雄 南伊勢町（旧南勢町） 松岡 繁 （欠）

いなべ市（藤原町） 伊藤 忠重 杉本 行也 南伊勢町（旧南島町） 田中 一尚 田中 一尚

いなべ市（員弁町）、東
員町

西村 利光 大谷 勝治 大紀町（旧大宮町） 大川 芳紀 福山 和美

いなべ市（大安町） 森 敏 森 敏
大紀町（旧紀勢町、旧大
内山村）

藤原 善一 藤原 善一

四日市市（北部）、朝日
町、川越町

柳田 修身 柳田 修身 度会町 中西 猛 早川 隆幸

四日市市（南部） 川北 眞輔 川北 眞輔 鳥羽市 西村 健三 前川 茂

菰野町 山川 進 保黒 時男
志摩市（阿児町、浜島
町）

橋爪 正司 橋爪 正司

鈴鹿市（西部） 山原 清 吉川 政則
志摩市（大王町、志摩
町）

山本 一男 山本 一男

鈴鹿市（東部） 髙野 邦美 髙野 邦美 志摩市（磯部町） 大形 正人 西尾 哲明

亀山市（旧亀山市） 西浦 邦彦 和泉 亀代春
伊賀市（旧上野市、旧
島ヶ原村）

宮本 毅 藤島 喜久男

亀山市（関町） 江藤 清治 江藤 清治
伊賀市（旧伊賀町、旧阿
山町）

中森 秀治 中森 秀治

津市（旧津市、河芸町、
香良洲町）

小野 曠 森 廣繁 伊賀市（旧大山田村） 藪根 義大 藪根 義大

津市（芸濃町） 有川 勝俊 有川 勝俊 名張市 朝倉 啓介 森下 賢一

津市（美里町、安濃町） 上杉 三男 上杉 三男 伊賀市（旧青山町） 森下 賢一 増田 基宏

津市（旧久居市、一志
町）

林 明志 林 明志 尾鷲市（南部） （欠） （欠）

津市（白山町） 村田 和俊 村田 和俊 尾鷲市（北部） 福田 洵 福田 洵

津市（美杉町西部） 佐野 幸男 佐野 幸男 紀北町（紀伊長島区） 福山 守良 福山 守良

津市（美杉町東部） 田川 修 田川 修 紀北町（海山区） 尾崎 次男 尾崎 次男

松阪市（旧嬉野町、旧三
雲町）

福井 勝 福井 勝 熊野市（北西部） 西田 孝文 西田 孝文

松阪市（旧松阪市西部） 村田 幹治 坂下 喜代一 熊野市（南東部） 井谷 太一 井谷 太一

松阪市（旧松阪市東部） 由利 嘉朗 由利 嘉朗 熊野市（北東部） 濱田 博文 濱田 博文

松阪市（飯南町） 間瀬 忠幸 間瀬 忠幸 御浜町 榎本 繁男 榎本 繁男

松阪市（飯高町東部） 本田 脩 本田 脩 紀宝町 谷口 昌宏 谷口 昌宏

松阪市（飯高町西部） 大西 喜七郎 大西 喜七郎 熊野市（紀和町） 向山 兼司 向山 兼司

多気町 大久保 久雄 大久保 久雄

明和町 髙木 春男 髙木 春男

大台町（旧大台町） 角谷 一郎 角谷 一郎

大台町（旧宮川村西部） 野村 隆介 野村 隆介

大台町（旧宮川村東部） 瀬古 稔 瀬古 稔

                                                 （平成2４年11月15日現在）

（敬称略）
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