
 
２ 検討体制・作成手順等 

県版レッドリストの改訂に当たっては、県内の野生動植物の専門家からなる「静岡県自然環境保護調

査委員会」を設置し、その下に各生物分類群の専門部会を置いて、掲載種の選定方法、調査内容・方法、

評価方法等について検討しました（委員会名簿及び体制については、【体制】以下を参照）。 
今回、調査対象としたのは、改訂前に対象とした植物、哺乳類、鳥類、爬虫類・両生類、淡水魚類、

昆虫類、陸・淡水産貝類の７分類群にクモ類、菌類を加えた９分類群です。調査は、県内で野生生物の

研究を行っている各委員、各部会員及び調査員（合計約 120 名）が、文献・標本・現地調査により行い

ました。 
この調査結果を基に各部会及び自然環境保護調査委員会で検討し、静岡県改訂監修委員による確認を

経て、県版レッドリストが完成しました。 
 
【体制】 

静岡県自然環境保護調査委員会 委員名簿（委員数：10 名） 

 分類群 氏名 所属 役職 

委員長 総括・淡水魚類 板井隆彦 静岡淡水魚研究会 会長 
副委員長 植物 湯浅保雄 静岡植物研究会 会長 
副委員長 哺乳類 三宅 隆 NPO 法人静岡県自然史博物館ネットワーク 副理事長 
委員 鳥類 北川捷康 静岡県渡り鳥研究会 代表 
委員 爬虫類・両生類 國領康弘 志太自然ネットワーク 副会長 
委員 淡水魚類 山田辰美 常葉大学社会環境学部 教授 
委員 昆虫類 諏訪哲夫 静岡昆虫同好会 会長 
委員 陸・淡水産貝類 松本雅道 博士（農学）  
委員 クモ類 小林俊樹 日本クモ学会 会員 
委員 菌類 池ヶ谷のり子 日本菌学会 静岡木の子の会 会員 

 
監修委員 委員名簿（委員数：5 名） 

氏名 所属 専門 

岩槻 邦男 東京大学名誉教授 
兵庫県立人と自然の博物館名誉館長 

植物 

近田 文弘 国立科学博物館名誉研究員 植物 
三浦 慎悟 早稲田大学人間科学学術院教授 哺乳類 
山岸  哲 兵庫県立コウノトリの郷公園園長 

（公財）山階鳥類研究所名誉顧問 
鳥類 

石井  実 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科教授 昆虫 
 



 
静岡県自然環境保護調査委員会 部会員名簿（部会員：65 名） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類群 氏名 所属 
植物 湯浅保雄 * 静岡植物研究会 

 斎藤 猛 静岡植物研究会 

 徳岡 徹 静岡大学理学部 

 中池敏之 元千葉県立自然史博物館 

 内藤宇佐彦 遠州自然研究会 

 西口紀雄 静岡植物研究会 

 細倉哲穂 日本シダの会 

 宮崎一夫 遠州自然研究会 

哺乳類 
三宅 隆 * NPO 法人静岡県自然史博物館

ネットワーク 

 大場孝裕 静岡県職員 

 小長谷尚弘 日本哺乳類学会 

 佐々木彰央 NPO 法人静岡県自然史博物館

ネットワーク 

 鳥居春己 奈良教育大学 

鳥類 北川捷康 * 静岡県渡り鳥研究会 

 新井 真 静岡猛禽研究会 

 宇治土公貞宏 日本野鳥の会沼津支部 

 小粥秀治 NPO 法人浜松市動物園協会 

 影山秀雄 日本野鳥の会南富士支部 

 酒井洋平 伊豆野鳥愛好会 

 森田剛則 日本自然保護協会 

爬虫類・ 國領康弘 * 志太自然ネットワーク 

両生類 江頭幸士郎 北九州市立いのちのたび博物館 

 大貫貴清 東海大学海洋学部水産学科 

 亀崎直樹 神戸市立須磨海浜水族館 

 加藤英明 静岡大学教育学部 

 加藤健一 ㈱環境アセスメントセンター 

 佐々木彰央 NPO 法人静岡県自然史博物館

ネットワーク 

 疋田 努 京都大学（名誉教授） 

 松井正文 京都大学（名誉教授） 

 見澤康充 日本爬虫両棲類学会 

* 部会長 

分類群 氏名 所属 
淡水魚類 板井隆彦 * 静岡淡水魚研究会 

 秋山信彦 東海大学海洋学部 

 安藤晴康 元静岡県自然環境調査委員会 

 大塚善弘 会社員 

 金川直幸 静岡淡水魚研究会 

 川嶋尚正 静岡県内水面漁業組合連合会 

 北原佳郎 ㈱環境アセスメントセンター 

 後藤裕康 静岡県職員 

 渋川浩一 静岡県職員 

 鈴木邦弘 静岡県職員 

 山田辰美 常葉大学社会環境学部 

昆虫類 諏訪哲夫 * 静岡昆虫同好会 

 石川 均 静岡昆虫同好会 

 枝 恵太郎 日本鱗翅学会、日本蛾類学会 

 加須屋 真 静岡昆虫同好会 

 白井和伸 静岡昆虫同好会 

 高橋真弓 日本鱗翅学会、静岡昆虫同好会 

 多比良嘉晃 日本鞘翅学会、日本甲虫学会 

 平井克男 日本鞘翅学会、静岡昆虫同好会 

 福井順治 日本蜻蛉学会、静岡昆虫同好会 

陸･淡水 松本雅道 * 博士（農学） 

 産貝類 加藤 徹 静岡県職員 

 加藤 真 京都大学院人間・環境学研究科 

クモ類 小林俊樹 * 日本クモ学会 

 久保田克哉 静岡県職員 

 谷川明男 東京大学農学部生物多様性科

学研究室 

菌類 池ヶ谷のり子* 日本菌学会 静岡木の子の会 

 秋山富雄 静岡木の子の会 

 小倉辰彦 静岡木の子の会 

 大塚健佑 静岡県職員 

 河村正幸 静岡木の子の会 

 岸澤広晶 静岡木の子の会 

 佐々木優子 日本菌学会 静岡木の子の会 

 髙山壽彦 日本冬虫夏草の会 

 福田美津夫 静岡木の子の会 

 真橋祐次郎 静岡木の子の会 

 



 

【内容】・静岡県の野生生物目録の改訂

・静岡県版レッドデータブックの改訂

【期間】平成26年度～29年度（予定）

【内容】・静岡県の野生生物目録改訂の監修

・静岡県版レッドリスト・レッドデータブック改訂の監修

【委員】５人

（ 部 会 ）

　　自然環境保護調査委員会（既存の自然環境保護検討委員会を拡充）

【内容】・野生動植物生息等実態調査結果の取りまとめ
　　　　・静岡県の野生生物目録、静岡県版レッドリスト・レッドデータブック
　　　　　の改訂原案の作成

植
物

静岡県レッドデータブック編纂体制

静岡県レッドデータブック改訂監修委員

　・岩槻邦男（東京大学名誉教授、兵庫県立人と自然の博物館名誉館長）【植物】

　・近田文弘（国立科学博物館名誉研究員）　　　　　　　　　　　　　【植物】

　・三浦慎悟（早稲田大学人間科学学術院教授）　　　　　 　　　　　【動物(哺乳類)】

　・山岸　哲（兵庫県立ｺｳﾉﾄﾘの郷公園園長、山階鳥類研究所名誉所長）【動物(鳥類)】

　・石井　実（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科教授）　　　　　【動物(昆虫)】

調査員（約120人）
＜大学教授、高校教員、保護団体・学会の代表者・会員等＞

くらし・環境部自然保護課
ふじのくに地球環境史ミュージアム
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委員長　板井隆彦（元静岡県立大学准教授）

委員　９分類群の部会長等（大学教授、保護団体の代表者等）

静岡県版レッドリストの改訂原案の監修

事 務 局

 


