
別添３

サイト名(仮称） フィールド所在（市町村名） グループ名

1 野幌 北海道札幌市厚別区 チーム　エコニクス

2 平岡公園、東部緑地 北海道札幌市清田区 平岡どんぐりの森

3 苫小牧市　糸井緑地 北海道苫小牧市 自然ウォッチングセンター

4 越後沼湿原 北海道江別市 越後沼研究会

5 鉱山地区 北海道登別市 NPO法人　登別自然活動支援組織モモンガくらぶ

6 福島町網配野（網配川右岸段丘コース） 北海道松前郡福島町 山歩集団青い山脈

7 蘭越町名駒 北海道磯谷郡蘭越町 蘭越自然探検隊

8 美幌町稲美農業用水路調査地 北海道網走郡美幌町 ふるさと美幌の自然と語る会

9 浅虫温泉森林公園 青森県青森市 青森・草と木の会

10 細越地区 青森県青森市 細越ホタルの里の会

11 沢山地区 青森県青森市 ウォッチング青森

12 弘前市民の森　座頭石地区 青森県弘前市 ウォッチング青森(弘前地域グループ)

13 島守地区 青森県八戸市 個人

14 大仏地区 青森県八戸市 個人

15 滝沢森林公園及び野鳥観察の森 岩手県岩手郡滝沢村 小岩井農牧株式会社　環境緑化部

16 西和賀町廻戸地区 岩手県和賀郡西和賀町 カタクリの会

17 水の森公園（丸田沢緑地環境保全地域） 宮城県仙台市青葉区 水の森公園に親しむ会

18 青葉山周辺の広瀬川とその支流群 宮城県仙台市青葉区 宮城県淡水魚類研究会

19 里山桐ヶ崎 宮城県仙台市泉区 里リッチな生活を楽しむ会

20 荒沢湿原 宮城県加美郡加美町 舟稜やまの会

21 波伝谷 宮城県本吉郡南三陸町 南三陸ふるさと研究会

22 雄物川いこいの森 秋田県横手市 雄物川町自然研究会

23 福島市小鳥の森 福島県福島市 財団法人　日本野鳥の会　福島市小鳥の森

24 青木山(奴田山) 福島県会津若松市 ＮＰＯ法人　はるなか

25 「いこいの河畔公園」地内 福島県南相馬市 個人

26 滑川浜周辺の里地 茨城県日立市 個人

27 牛久自然観察の森及びその周辺 茨城県牛久市 牛久自然観察の森

28 茨城県守谷市奥山地区 茨城県守谷市 小さな森の資料館

29 古川 栃木県宇都宮市 河内自然環境研究会

30 ハローウッズ 栃木県芳賀郡茂木町 ハローウッズ　森林調査班

31 新里自然体験村 群馬県桐生市 NPO法人　新里昆虫研究会

32 桐生自然観察の森 群馬県桐生市 桐生自然観察の森友の会

33 戸倉山林 群馬県利根郡片品村 東京電力株式会社　環境部　自然環境グループ

34 上ノ原 群馬県利根郡みなかみ町 森林塾青水

35 天覧山・多峯主山周辺景観緑地 埼玉県飯能市 ＮＰＯ法人　天覧山・多峯主山の自然を守る会

36 熊谷市奈良新田 埼玉県熊谷市 個人

37 見沼地域 埼玉県さいたま市、川口市 見沼鷺山復活プロジェクト

38
唐沢川流域および、唐沢川と越辺川との合流地点周
辺

埼玉県比企郡鳩山町 特定非営利活動法人　はとやま環境フォーラム

39 高師茂原公園 千葉県茂原市 茂原高校自然科学部

財団法人　佐倉緑の銀行

畔田谷津の生命を見守る会

41 市野谷の森 千葉県流山市 特定非営利活動法人　NPOさとやま

42 八千代市ほたるの里 千葉県八千代市 八千代市ほたるの里づくり実行委員会

43 ムクロジの里（栗山鳥ノ下自然公園） 千葉県四街道市 NPO四街道メダカの会

44 匝瑳市宮本地区 千葉県匝瑳市 敬愛大学八日市場高等学校　自然科学部

45 竜腹寺地区周辺の谷津田と斜面林 千葉県印旛郡本埜村 里山の会ECOMO

46 都立赤塚公園および周辺地 東京都板橋区 いたばし自然観察会

47 道入りの谷戸田 東京都八王子市 畦っこ元気くらぶ

モニタリングサイト１０００（里地調査）一般サイト選考結果１８２ヵ所リスト

仮称　佐倉西部自然公園予定地
（下志津・畔田谷津　中・下流域）

千葉県佐倉市40
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48 東京都立長沼公園 東京都八王子市 多摩丘陵の自然を守る会

49 宮獄谷戸 東京都八王子市 ＮＰＯ法人　里山農業クラブ

50 八王子市長池公園 東京都八王子市 特定非営利活動法人　エヌピーオー・フォージュン長池

51 八王子市犬目地区 東京都八王子市 個人

52 木下沢都有保健保安林 東京都八王子市 木下沢調査クラブ

53 青梅の杜 東京都青梅市 特定非営利活動法人　ベルデ

54 多摩動物公園内 東京都日野市 多摩動物園

55 都立野山北・六道山公園内　宮野入谷戸 東京都武蔵村山市 個人

56 根搦前 東京都羽村市 はむら自然友の会

57 平井川 東京都あきる野市 川原で遊ぼう会

58 東大農場・演習林 東京都西東京市 東大農場・演習林の存続を願う会

59 秩父多摩甲斐国立公園内 山のふるさと村園内 東京都西多摩郡奥多摩町 株式会社　自然教育研究センター

60 横浜市円海山地区　（金沢自然公園近傍） 神奈川県横浜市鶴見区 個人

61 通称「カーリットの森」 神奈川県横浜市保土ケ谷区 市沢・仏向の谷戸に親しむ会

62 舞岡公園 神奈川県横浜市戸塚区 舞岡公園田園・小谷戸の里管理運営委員会

63 梅田川流域 神奈川県横浜市緑区 チームLMP

瀬上の森パートナーシップ

瀬上沢とホタルを守る会

65 横浜自然観察の森 神奈川県横浜市栄区 横浜自然観察の森

66 奈良川源流域(土橋谷戸周辺の里山地域) 神奈川県横浜市青葉区 奈良川源流域を守る会

67 生田緑地 神奈川県川崎市多摩区 特定非営利活動法人かわさき自然調査団

68 市野比地区 神奈川県横須賀市 三浦半島昆虫研究会

69 水辺公園 神奈川県横須賀市 水辺公園友の会

70 鎌倉市山崎、鎌倉中央公園 神奈川県鎌倉市 鎌倉中央公園を育てる市民の会

71 天神谷戸・石川丸山谷戸とその集水域 神奈川県藤沢市 日本大学生物資源科学部地域環境保全学研究室

72 中村川およびその周辺の里山 神奈川県小田原市 個人

73 小田原市鬼柳・桑原のたんぼと農業用水路 神奈川県小田原市 酒匂川水系のメダカと生息地を守る会

74 鳩川・縄文の谷戸の会 神奈川県相模原市 鳩川・縄文の谷戸の会

75 秦野市いまいずみほたる公園 神奈川県秦野市 秦野のホタルを守る会

76 東京農業大学厚木キャンパス 神奈川県厚木市 東京農業大学農友会厚木支部動物研究部

座間のホタルを守る会

グリーンタフ・座間谷戸山公園グループ

座間谷戸山公園ボランティア　“ぼらぼら”

78 座間市芹沢公園 神奈川県座間市 芹沢親と子の自然観察会

79 西丹沢周辺地域 神奈川県足柄上郡山北町 個人

80 尾山耕地・中津川周辺 神奈川県愛甲郡愛川町 あいかわ自然ネットワーク

81 新津・秋葉山（秋葉丘陵地） 新潟県新潟市秋葉区 個人

越路ホタルの会

財団法人　こしじ水と緑の会

83 物入沢 新潟県長岡市 NPO信濃川学校

84 はんのき 新潟県三条市 個人

85 柏崎・夢の森公園 新潟県柏崎市 柏崎・夢の森公園　管理事務所

86 緑公園水沢地内 新潟県小千谷市 緑公園水沢推進協議会

87 松代城山周辺 新潟県十日町市 個人

88 愛宕山公園地域及び車池地域 新潟県五泉市 村松の自然環境を守る会

89 （仮称）くびきの森自然公園 新潟県上越市 ＮＰＯ法人　日本自然学習実践センター里やま学校

90 南砺市大島 富山県南砺市 個人

91 呉羽丘陵 富山県富山市 特定非営利活動法人　立山自然保護ネットワーク

92 金沢大学角間キャンパス内里山ゾーン 石川県金沢市 金沢大学「角間の里山自然学校」

93 林道沢原線及び原高見線周辺 石川県小松市 有限会社　北陸鳥類調査研究所

64 瀬上の森 神奈川県横浜市栄区

77 神奈川県立座間谷戸山公園 神奈川県座間市

越路原丘陵
（巴ヶ丘自然公園・朝日城の森周辺地）

新潟県長岡市82
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94 市ノ坂丸山 石川県輪島市 輪島市ビオトープ研究会

95 里山里海自然学校保護林 石川県珠洲市 能登半島　里山里海自然学校

96 西部海浜丘陵地志賀町赤住地域 石川県羽咋郡志賀町 個人

97 愛宕山少年自然の家周辺の森 山梨県甲府市 里山くらぶ

98 中屋敷地区 山梨県都留市 十日市場湧水群地域の里山環境を考える会

99 北杜市明野町浅尾原一帯 山梨県北杜市 明野の自然を観る会

100 増穂町平林　桜池 山梨県南巨摩郡増穂町 増穂ふるさと自然塾

101 長野市大岡・聖川沢周辺の棚田地域 長野県長野市 個人

102 松本市アルプス公園 長野県松本市 自然観察会ひこばえ

103 霧ヶ峰高原八島ヶ原湿原外周 長野県諏訪市、下諏訪町 ＮＰＯ法人　霧ヶ峰基金

104 伊那市新山地域 長野県伊那市 新山山野草等保護育成会

105 大沢財産区 長野県佐久市 東信の自然史研究会（仮称）

106 海尻目端地区の谷津 長野県南佐久郡南牧村 個人

107 長野県下伊那郡松川町南方 長野県下伊那郡松川町 個人

108 山ノ内町須賀川地区 長野県下高井郡山ノ内町 特定非営利活動法人　よませ自然学校

109 岐阜県百年公園 岐阜県岐阜市 岐阜県博物館

110 岐阜市三輪地域 岐阜県岐阜市 個人

111 高山市原山スキー場 岐阜県高山市
飛騨高山ふるさと歩こう会　／　日本野鳥の会岐阜県支
部飛騨ブロック　合同

112 静岡県立森林公園 静岡県浜松市北区 静岡県立森林公園運営協議会

113 村櫛半島 静岡県浜松市北区 浜松生物多様性研究会

114 富士宮市佐折田貫湖・小田貫湿原地域 静岡県富士宮市 環境省 田貫湖ふれあい自然塾

115 富士郡芝川町下柚野地域 静岡県富士郡芝川町 ホールアース自然学校

個人

東山自然観察会

117 トヨタの森 愛知県豊田市 「トヨタの森」事務局

118 犬山市地域 愛知県犬山市 日本モンキーセンター哺乳類調査グループ

119 津山久居明神町～津山神戸につながる里山 三重県津市 ＮＰＯ三重の里山を考える会

120 海蔵川中流の里地 三重県四日市市 海蔵川探検隊・うみくら

121 鼓ヶ岳アカガエルの里 三重県伊勢市 鼓ヶ岳里山くらぶ

122 大仏山とその周辺 三重県伊勢市、度会郡玉城町、多気郡明和町 大仏山自然クラブ

123 出雲川右岸舞出地域 三重県松阪市 出雲川フロンティー

124 名張市八幡地区 三重県名張市 伊賀ふるさとギフチョウネットワーク

125 名張市南西部　通称「赤目の森」 三重県名張市 特定非営利活動法人　赤目の里山を育てる会

126 創造の森　横山 三重県志摩市 伊勢志摩国立公園パークボランティア連絡会

127 三重県上野森林公園 三重県伊賀市 三重県上野森林公園モニタリングボランティア

128 みなくち子どもの森 滋賀県甲賀市 みなくち子どもの森

129 佐久良川中流 滋賀県東近江市 NPO法人　蒲生野考現倶楽部

130 宇治白川里山 京都府宇治市
NPO法人　ビオトープネットワーク京都内　白川里山クラ
ブ

131 世屋地区 京都府宮津市 NPO法人　里山ネットワーク世屋

132 長岡京市西山一帯 京都府長岡京市 西山森林整備協議会

133 美山三埜 京都府南丹市 個人

134 桂川河川敷地区 京都府乙訓郡大山崎町、京都市 乙訓の自然を守る会　／　カヤネズミ研究会　合同

135 五月山緑地 大阪府池田市 五月山グリーンエコー

136 余野川周辺用水路 大阪府池田市 池田・人と自然の会

137 高安山　山麓 大阪府八尾市 個人

138 「小川」フィールド 兵庫県神戸市垂水区 つつじが丘マナビィー生き物探検隊

139 安富町栃原集落 兵庫県姫路市 とちわらこども自然体験キャンプ場

140 姫路市自然観察の森 兵庫県姫路市 植生研究グループ「無名ゼミ」

141 西宮甲山 兵庫県西宮市 特定非営利活動法人こども環境活動支援協会

142 宝塚市西谷地域　丸山湿地群 兵庫県宝塚市 個人

東山公園南部地区（天白渓湿地） 愛知県名古屋市天白区116
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143 淡路市大町の丘陵地 兵庫県淡路市 ネイチャー・アソシエーション

144 生駒市高山町 奈良県生駒市 生駒の自然を愛する会

145 山開農耕地ー大和大野 奈良県宇陀市 個人

146 県立森林公園根来山げんきの森 和歌山県岩出市 NPO法人　根来山げんきの森倶楽部

147 演習林とその周辺 和歌山県伊都郡九度山町 紀伊丹生川　玉川峡を守る会

148 生石高原（和歌山県立自然公園） 和歌山県有田郡有田川町 生石山の大草原保存会

149 宇久井半島 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 宇久井ビジターセンター

150 池谷・黒谷周辺 鳥取県岩美郡岩美町 個人

151 竹枝小学校のあたり 岡山県岡山市 たけえだ水辺の楽校実行委員会

152 内海谷湿地 岡山県真庭市 蒜山エコツーリズム推進事業実行委員会

153 広島大学生態実験園 広島県東広島市 個人

154 ろうきんの森・広島（万代池とその周辺） 広島県山県郡北広島町 ろうきん森の学校・広島「平日作業隊」

155 山口県山口市大殿・宮野地区 山口県山口市 山口里山倶楽部

156 秋吉台 山口県美祢市 秋吉台エコ・ミュージアム

157 佐那河内村 徳島県名東郡佐那河内村 個人

158 松山市野外活動センター周辺 愛媛県松山市 愛蝶会

159 四国第58番仙遊寺付近の里山 愛媛県今治市 地域づくり研究会「源流」

160 サンクチュアリどんぐり 愛媛県八幡浜市 かわうそ復活プロジェクト

161 伊予市立翠小学校を中心とした周辺地域 愛媛県伊予市 伊予市立翠小学校　カワセミ調査隊

162 上池・上池の上池周辺（堂ケ谷トンボの里） 愛媛県喜多郡内子町 個人

163 横浪半島鳴無地区 高知県須崎市 四国自然史科学研究センター

164 山田緑地 福岡県北九州市小倉北区 山田緑地 管理事務所

165 平尾台 福岡県北九州市小倉南区 平尾台自然の郷　野草勉強会

元岡「市民の手による生物調査」

福岡グリーンヘルパーの会

167 東竪川とその河川から引かれる用水路 福岡県福津市 つやざき海辺の自然学校

168
山田地域・那珂川本流　西畑川支流　裂田川支流　山
田区水田地帯

福岡県筑紫郡那珂川町 なかがわの環境を考える会

169 萩尾砂田 福岡県糟屋郡篠栗町 篠栗自然観察の会

170 天山 佐賀県小城市・佐賀市・多久市・唐津市 天山の自然を守る会

171 岩蔵祇園川周辺 佐賀県小城市 小城源氏ボタル保存会

172 土器田　放棄耕作地 長崎県佐世保市 個人

173 鬼岳 長崎県五島市 個人

174 立田山憩いの森内湿地植物苑及び人工池 熊本県熊本市 立田山自然探検隊

175 「柿原の迫谷」付近の里地里山 熊本県熊本市 NPO法人　コロボックル・プロジェクト

176 下判田 大分県大分市 下判田里山観察会

177 ラムサール条約登録湿地　タデ原周辺エリア 大分県玖珠郡九重町 九重ふるさと自然学校

178 祝吉ホタルの里 宮崎県都城市 NPO法人　大淀川流域ネットワーク

179 庵川から遠見半島にかけての里山 宮崎県東臼杵郡門川町 個人

180 柚木周辺の里地 鹿児島県鹿屋市 おおすみ自然環境フォーラム

181 屋久島町　白川山 鹿児島県熊毛郡屋久島町 屋久島まるごと保全協会［YOCA］

182 久米島ホタル館周辺の浦地川 沖縄県島尻郡久米島町 久米島ホタルの会
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