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丹沢大山総合調査関係者名簿

○丹沢大山総合調査実行委員会

 委員長  新堀 豊彦 特定非営利活動法人神奈川県自然保護協会

 副委員長 青木 淳一 神奈川県立生命の星 ・地球博物館 （H18.3.31 まで）

 委 員
  特定非営利活動団体等

   中村 道也 特定非営利活動法人丹沢自然保護協会

   石井 隆  財団法人日本野鳥の会神奈川支部

   宮田 明人 神奈川県山岳連盟 （H 16.3.28～ H 18.6.30）
   大曽根 弘 神奈川県山岳連盟 （H 18.7.1～）

   渡辺 三男 神奈川県勤労者山岳連盟

   高橋 昌嗣 特定非営利活動法人みろく山の会

   杉本 憲昭 特定非営利活動法人北丹沢山岳センター

   村上 文男 丹沢山小屋組合

   池野 正  丹沢大山ボランティアネットワーク （H 16.3.28～ H 18.3.31）
   有川 百合子 丹沢大山ボランティアネットワーク （H 18.4.1～）

  報道機関

   石井 邦夫 神奈川新聞社

   押川 渉  株式会社テレビ神奈川

   内藤 博之 株式会社アール ・エフ ・ ラジオ日本 （H 16.3.28～ H 17.3.31）
   藤井 純  株式会社アール ・エフ ・ ラジオ日本 （H 17.4.1～）

   兒玉 智彦 横浜エフエム放送株式会社

  企業

   中山 一彦 トヨタウエインズグループ （H 16.3.28～ H 18.10.31）
   杉生 直樹 トヨタウエインズグループ （H 18.11.1～）

   水上 喜久 サントリー株式会社 （H 16.3.28～ H 18.3.31）
   高屋 雅光 サントリー株式会社 （H 18.4.1～）

   乙竹 文二 東京電力株式会社神奈川支店 （H 16.3.28～ H 17.3.31）
   元持 厚彦 東京電力株式会社神奈川支店 （H 17.4.1～）

   北見 政春 株式会社有隣堂

  関連団体

   樋貝 文雄 財団法人神奈川県公園協会 （H 16.3.28～ H 17.3.31）
   小山 剛司 財団法人神奈川県公園協会 （H 17.4.1～）

   松本 和也 財団法人かながわトラストみどり財団

   小宮 榮次 財団法人宮ケ瀬ダム周辺振興財団 （H 16.3.28～ H 17.3.31）
   佐藤 計次 財団法人宮ケ瀬ダム周辺振興財団 （H 17.4.1～）

   原田 喜代治 神奈川県農業協同組合中央会

   河口 浚  神奈川県森林組合連合会 （H16.3.28～ H18.6.22）
   蓮場 良之 神奈川県森林組合連合会 （H18.6.23～）

   池部 允也 社団法人かながわ森林づくり公社 （H16.3.28～ H17.5.29）
   後藤 常勝 社団法人かながわ森林づくり公社 （H17.5.30～）

   田澤 保男 社団法人神奈川県猟友会

  学識経験者

   木平 勇吉 東京農工大学名誉教授

   羽山 伸一 日本獣医生命科学大学

   勝山 輝男 神奈川県立生命の星 ・地球博物館

   鈴木 雅一 東京大学大学院

   糸長 浩司 日本大学

   原 慶太郎 東京情報大学
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  市町村

   小林 三千夫 相模原市環境保全部環境対策課 （H 18.3.20～ H 18.3.31）
   森 多可示 相模原市環境保全部環境対策課 （H 18.4.1～）

   高橋 生志雄 秦野市環境農政部

   加藤 恒雄 厚木市環境部 （H 16.3.28～ H 18.3.31）
   服部 賀壽久 厚木市環境部 （H 18.4.1～）

   橋本 繁  伊勢原市生活経済部環境保全課 （H 16.3.28～ H 17.3.31）
   松澤 常夫 伊勢原市生活経済部環境保全課 （H 17.4.1～ H 18.3.31）
   岡 照男  伊勢原市生活経済部環境保全課 （H 18.4.1～）

   村井 満  松田町産業建設部

   小栗 直治 山北町産業建設部 （H 16.3.28～ H 16.3.31）
   小野 孝  山北町産業建設部 （H 16.4.1～ H 18.3.31）
   茂川 正明 山北町産業建設部 （H 18.4.1～）

   細野 洋一 愛川町環境経済部環境課 （H 16.3.28～ H 18.3.31）
   沼田 卓  愛川町環境経済部環境課 （H 18.4.1～）

   齊藤 満雄 清川村建設経済部

   曽根 正昭 津久井町環境都市部環境課 （H 16.3.28～ H 18.3.19）

  神奈川県

   一杉 雄二 神奈川県環境農政部 （H 16.3.28～ H 16.3.31）
   加藤 進  神奈川県環境農政部 （H 16.4.1～ H 18.3.31）
   小野 義博 神奈川県環境農政部 （H 18.4.1～）

   蓮場 良之 神奈川県環境農政部林務課 （H 16.3.28～ H 16.3.31） （再掲）

   齋藤 光弘 神奈川県環境農政部林務課 （H 16.4.1～ H 17.3.31）
   外丸 勝美 神奈川県環境農政部水源の森林推進課 （H 16.3.28～ H 17.3.31）
   石黒 順一 神奈川県環境農政部森林課 （H 17.4.1～）

   吉見 洋  神奈川県環境科学センター （H 16.3.28～ H 16.3.31）
   武 繁春  神奈川県環境科学センター （H 16.4.1～ H 18.3.31）
   飯田 和義 神奈川県環境科学センター （H 18.4.1～）

   榎本 武美 神奈川県商工労働部商業観光流通課 （H 16.3.28～ H 16.3.31）
   木島 俊夫 神奈川県商工労働部商業観光流通課 （H 16.4.1～ H 17.3.31）
   古谷 幸夫 神奈川県商工労働部 （H 17.4.1～）

   高桑 正敏 神奈川県立生命の星 ・地球博物館

 オブザーバー

  国機関

   三島 光博 環境省南関東地区自然保護事務所 （H 16.3.28～ H 16.3.31）
   荒畑 正広 環境省南関東地区自然保護事務所 （H 16.4.1～ H 17.9.30）
   藤原 己一 環境省箱根自然環境事務所 （H 17.10.1～）

   谷川 潔  環境省自然環境局自然環境計画課

   中島 尚子 環境省自然環境局生物多様性センター （H 17.10.1～）

   尾頭 誠  林野庁関東森林管理局東京神奈川森林管理署 （H 16.3.28～ H 17.3.31）
   片岡 辰幸 林野庁関東森林管理局東京神奈川森林管理署 （H 17.4.1～）

○調査企画部会

 部会長  木平 勇吉 （再掲）

 副部会長 羽山 伸一 （再掲）

 部会員  青木 淳一 （再掲）

   勝山 輝男 （再掲）

   鈴木 雅一 （再掲）

   糸長 浩司 （再掲）

   原 慶太郎 （再掲）

   中村 道也 （再掲）

   川又 正人 神奈川県指導林家
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 オブザーバー

   寺西 俊一 一橋大学大学院

   磯崎 博司 明治学院大学

   谷川 潔 （再掲）

   中島 尚子 （再掲）

○広報県民参加部会

 部会長  石井 邦夫 （再掲）

 副部会長 池 野正 （再掲）

 部会員  有川 百合子 （再掲）

   渡邊 恒美 丹沢資料保存会

   横井 昭一 財団法人神奈川県公園協会 （H 16.3.28～ H 16.3.31）
   柳川 康幸 財団法人神奈川県公園協会 （H 16.4.1～ H 17.3.31）
   山口 喜盛 財団法人神奈川県公園協会 （H 17.4.1～ H 18.3.31）
   青木 雄司 財団法人神奈川県公園協会

   長縄 今日子 財団法人神奈川県公園協会

   石井 晃  神奈川県教育局子供教育支援課 （H 16.3.28～ H 18.3.31）
   倉野 修  神奈川県自然環境保全センター

   服部 俊明 神奈川県環境農政部緑政課 （H 16.3.28～ H 16.3.31）
   小宮 芳男 神奈川県環境農政部緑政課 （H 16.4.1～ H 18.3.31）
   稲本 克也 神奈川県環境農政部緑政課 （H 18.4.1～）

○調査団 （調査員は 50 音順 （SGL） はサブグループリーダー）

 調査団長 青木 淳一 （再掲）

 調査副団長 鈴木 雅一 （再掲）

生きもの再生調査チーム

 チームリーダー 勝山 輝男 （再掲）

 サブチームリーダー 羽澄 俊裕 株式会社野生動物保護管理事務所

 アドバイザー 板橋 久雄 東京農工大学大学院

 アドバイザー 亀山 章  東京農工大学大学院

維管束植物調査グループ

 グループリーダー 勝山 輝男 （再掲）

 調査員

   石田 祐子 梅木 俊子 岡 利雄  金井 和子

   木場 英久 佐々木 あや子 杉谷 祥志 関口 克己

   高橋 孝三 高橋 秀男 武智 憲治 田中 徳久

   田村 淳  長澤 展子 中西 のりこ 中山 博子

   支倉 千賀子 久江 信雄 福留 正明 本田 由美

   三樹 和博 村上 美奈子 山本 絢子 山本 幸子

蘚苔類調査グループ

 グループリーダー 平岡 正三郎 財団法人平岡環境科学研究所

 調査員

   有川 智己 （SGL） 磯野 寿美子 金井 和子 木口 博史

   佐々木 シゲ子 杉村 康司 平岡 照代 南 佳典

地衣類調査グループ

 グループリーダー 木下 靖浩 日本地衣学会

 調査員

   安斉 唯夫 今井 正巳 小山内 行雄 加藤 裕一

   小林 義弘 高橋 奏恵 原田 浩
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藻類調査グループ

 グループリーダー 吉武 佐紀子 湘南短期大学

 調査員

   小林 艶子 根本 佳  福嶋 博  吉武 康之

植生調査グループ

 グループリーダー 村上 雄秀 財団法人地球環境戦略研究機関国際生態学センター

 調査員

   安藤 彰則 伊與部 卓也 澤田 佳美 鈴木 伸一

   田中 徳久 中村 幸人 林 寿則  目黒 伸一

   森田 奈菜 矢ヶ崎 朋樹

菌類調査グループ

 グループリーダー 出川 洋介 神奈川県立生命の星 ・地球博物館

 調査員

   井口 潔  市川 敦子 稲葉 重樹 井上 幸子

   巌 昭子  岩本 晋  岡田 元  岡 はま子

   勝本 謙  加茂野 晃子 川上 新一 城川 四郎 （SGL）
   木村 洋子 喜友名 朝彦 栗原 祐子 黒谷 秀夫

   小林 享夫 佐藤 大樹 清水 芳治 土屋 有紀

   常盤 俊之 中島 稔  西村 幹雄 廣岡 裕吏

   藤澤 示弘 星野 保  細矢 剛  正木 照久

   増子 忠治 升屋 勇人 三村 京子 三村 浩康

   宮川 一孝 山口 育子 山口 義夫 渡部 利枝

大型哺乳類調査グループ

 グループリーダー 羽澄 俊裕 （再掲）

 調査員

   岡野 美佐夫 河内 紀浩 黒川 勇三 佐伯 真美

   白井 啓  相馬 麗佳 瀧井 暁子 竹田 謙一

   永田 幸志 皆川 康夫 村上 友和 山内 琴美

   山根 正伸 吉本 千恵美

中小型哺乳類調査グループ

 グループリーダー 安藤 元一 東京農業大学

 調査員

   五十嵐 拓 池田 和生 石綿 祐子 伊藤 大輔

   岩原 真  上野 進一郎 大久保 慶信 太田 真琴

   大野 由美子 角田 彩  川﨑 泰敬 木島 修輔

   北原 大  北村 洋輔 桐原 崇  郷内 麻香

   小島 せり  後藤 真美子 近藤 美都 佐久間 光
   佐藤 絵里 椎野 綾  清水 泰輔 下四日市 悠
   鈴木 岳  鈴木 一聡 鈴木 圭  鈴木 紀行

   鈴木 藤子 曽根 正人 田中 幸  田中 竜太

   中尾 香菜 中津 真由美 長縄 今日子 永幡 香織

   名嘉真 咲菜 中山 文  永田 史絵 新間 由美

   蓮田 弘美 平川 真邦 藤木 俊之 藤本 竜輔

   宮崎 美森 村上 友和 安永 祥子 柳川 美保子

   山岸 学  山口 尚子 山口 喜盛 （SGL）  山本 佳代子

   吉野 七奈 吉本 千恵美 若代 彰路

鳥類調査グループ

 グループリーダー 山口 喜盛 （再掲）

 調査員

   相本 大吾 青木 雄司 秋山 幸也 石井 隆
   入野 彰夫 岩渕 聖  小口 清二 加藤 千晴
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   加藤 ゆき  亀谷 邦雄 川手 隆生 倉川 典夫

   栗林 弘樹 神戸 宇孝 西条 恭子 坂本 堅五

   佐々木 祥仁 佐藤 誠三 塩沢 徳夫 白鳥 勝洋

   鈴木 春樹 田倉 弘明 竹内 時男 飛岡 文人

   富田 俊一 中村 豪夫 西川 敦人 西田 トミ子
   二ノ宮 秀樹 萩原 崇夫 浜口 哲一 葉山 嘉一

   原田 育生 平田 寛重 深井 友章 藤井 幹
   牧田 智也 丸岡 禮治 峯岸 弘子 楓川 あけみ

   安井 啓子 柳川 美保子 山下 史朗 賴 ウメ子

   脇田 信雄

昆虫類調査グループ

 グループリーダー 高桑 正敏 （再掲）

 調査員

   荒井 充朗 （SGL） 飯嶋 一浩 （SGL） 池田 四郎 磯輪 亮太

   板井 元  岩野 秀俊 （SGL） 大野 絢子 河合 秀樹

   川上 翔平 岸 真  城所 竜弥 木下 富夫

   久保 浩一 小林 敏男 （SGL） 小林 侑樹 佐藤 俊幸

   蕭 嘉廣  常喜 豊  新堀 豊彦 菅井 忠雄

   鈴木 祐  須島 充昭 住谷 幸一 田尾 美野留

   高橋 和弘 （SGL） 高橋 耕司 舘 野鴻  谷 晋
   長瀬 博彦 中村 進一 中山 和昭 伴野 英雄

   平野 幸彦 深田 晋一 深野 裕也 藤田 裕
   藤沼 聡  松尾 陽徳 松原 豊  松本 昇也

   松本 和馬 （SGL） 美ノ谷 憲久 宮谷 秀明 山上 明 （SGL）
   山口 理沙子 山本 嘉彰 吉田 篤人 渡辺 恭平

蜘蛛 （クモ） 類調査グループ

 グループリーダー 池田 博明 神奈川県立西湘高等学校

 調査員

   赤田 洋  赤羽 尚夫 安藤 昭久 池田 泉
   石田 博則 今井 正巳 梅木 俊子 梅林 力
   及川 照代 大川 秀治 大野 美津子 小沢 実樹

   小野 展嗣 加藤 輝代子 唐沢 良子 河本 英子

   木村 知之 甲野 涼  小峰 光弘 貞元 己良

   篠崎 輝昭 新海 明  新海 栄一 高津 素夢

   谷川 明男 谷田 光弘 近田 あき子 土屋 昌利

   中沢 和子 新村 誠  野添 加代 萩本 房枝

   初芝 伸吾 浜岡 史子 伴 満  堀口 剛
   水山 栄子 三嶽 良子 守 桂子  安田 明雄

   芳江  とみ子

土壌動物調査グループ

 グループリーダー 伊藤 雅道 横浜国立大学大学院

 調査員

   大久保 慎二 尾崎 泰哉 金子 信博 川口 達也

   川島 充博 坂井 宏行 辰田 秀幸 田中 宏卓

   角田 隆 （SGL） 中島 剛  丹羽 慈  春山 直人

   藤井 芳一 藤巻 玲路 前田 仁  八巻 明香

   Rob J. BLAKEMORE

水生生物調査グループ

 グループリーダー 勝呂 尚之 水産技術センター内水面試験場

 調査員

   相川 健志 相川 英明 相澤 康  安斉 俊
   石塚 新  石原 龍雄 （SGL） 石綿 進一 （SGL） 井塚 隆
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   糸井 史朗 伊藤 陽人 伊藤 伸弥 岩田 臣生

   碓井 昭司 内田 秀和 海老沢 慎一 海老名 勇紀

   小野 仁  金子 裕明 苅部 治紀 北垣 憲仁

   草野 保  齋藤 和久 齋藤 高志 坂本 晋之

   作中 宏  佐久間 章典 澤井 俊祐 宍戸 宏
   柴崎 栄二 清水 高男 下條 麻衣 水津 敏博

   菅沼 祐介 杉田 治男 大力 圭太郎 多賀 智史

   田上 佳子 多田 未来子 田中 友樹 常本 隆司

   寺田 浩之 東城 孝治 利波 之徳 土門 良平

   長尾 智隆 中川 研  中村 健太 成田 悟朗

   新實 亮介 原 日出夫 平工 顕太郎 福本 一彦

   古川 大恭 松本 典子 蓑宮 敦  守屋 博文

   山崎 泰  山田 信一 山本 裕康 横原 浩二

   鷲尾 明佳

希少種調査グループ 〈特定調査〉

 グループリーダー 勝山 輝男 （再掲）

外来種調査グループ 〈特定調査〉

 グループリーダー 羽澄 俊裕 （再掲）

シカ影響調査グループ 〈特定調査〉

 グループリーダー 伊藤 雅道 （再掲）

 調査員

   川島 充博 田中 宏卓 春山 直人 前田 仁

ブナ衰退調査グループ 〈特定調査〉

 維管束植物， 蘚苔類， 地衣類， 菌類， 鳥類， 昆虫類， 蜘蛛類の各グループが水と土再生調査チームと連携

森林 ・ 渓流環境調査グループ 〈特定調査〉

 藻類， 植生， 菌類， 鳥類， 水生生物の各グループが水と土再生調査チームと連携

水と土再生調査チーム

 チームリーダー 鈴木 雅一 （再掲）

大気グループ

 グループリーダー 河野 吉久 財団法人電力中央研究所

 調査員

   相原 敬次 阿相 敏明

水 ・ 土グループ

 グループリーダー 石川 芳治 東京農工大学大学院

 調査員

   井川 学  石垣 逸朗 （SGL） 伊藤 かおり 井上 公基

   大河 和夏 長田 梨江 川満 尚樹 束理 健一

   小森 優樹 白木 克繁 （SGL） 関 達哉  高村 千恵

   戸田 浩人 中田 亘  西川 拡明 沼端 香穂里

   原 名奈子 蛭間 敦子 堀田 紀文 前村 学
   松崎 紀雅 松本 潔  宮 貴大  山口 沙緒莉

   山崎 麻子 山田 尚志 米村 賢一 若原 妙子

 他チーム情報連携担当者  堀田紀文 （再掲）
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地域再生調査チーム

 チームリーダー 糸長 浩司 （再掲）

 サブチームリーダー 橋本 忠美 日本大学

基礎調査 （地域情報管理） ・ 地域フォーラム運営ワーキンググループ

 グループリーダー 橋本 忠美 （再掲）

 調査員

   遠藤 雄介 奥村 玄  木本 恭子 杉浦 高志

   鈴木 教子 關 正貴  濱口 勝哉 藤沢 直樹

   藤田 亜希 前野 真吾

ツーリズムと環境学習グループ

 グループリーダー 糸長 浩司 （再掲）

 調査員

   青柳 悠一 有川 百合子 池野 正  石川 重雄

   岡本 孝之 勝野 武彦 塩野 貴之 杉本 幸子

   杉山 雄司 鈴木 朋子 田畑 伊織 浜 拓成

   望月 岳志 森下 禎  矢萩 陽子

山のなりわい再生複合戦略グループ

 グループリーダー 富村 周平 株式会社富村環境事務所

 調査員

   相澤 絵里子 相澤 幸大 石川 亜子 糸井 浩二

   植原 拓也 遠藤 慎也 大河 和夏 川又 正人

   黒岩 裕子 佐藤 好延 須藤 章  瀬尾 史恵

   五月女 杏梨 田川 将昭 竹内 奈穂 土屋 真美子

   中田 慎  長田 知之 中西 修一 中平 亮
   林 将之  原田 敦子 藤本 俊介 前野 真吾

   牧 大介  牧野 ゆり  増谷 利博 松村 正治

   森川 里美 山田 純

暮らしの再生 （歴史 ・ 生活 ・ 文化の再生）

 グループリーダー 糸長 浩司 （再掲）

 調査員

   池田 寛二 （SGL） 栗原 伸治 島崎 とみ子 曾根田 愛
   日暮 晃一 堀田 志津子

 他チーム情報連携担当者  關 正貴 （再掲）

情報整備調査チーム

 チームリーダー  原 慶太郎 （再掲）

 サブチームリーダー 小池文人 横浜国立大学大学院

 サブチームリーダー 吉田剛司 財団法人自然環境研究センター

 アドバイザー （全体） 金子正美 酪農学園大学

 アドバイザー （全体） 鈴木邦雄 横浜国立大学大学院

 アドバイザー （外部情報連携） 大森雄治 横須賀市自然 ・人文博物館

 アドバイザー （外部情報連携） 浜口哲一 平塚市博物館

 アドバイザー （ステーション設計） 廣瀬一郎 神奈川県農業技術センター

 アドバイザー （ステーション設計） 山崎 弘  神奈川県農業技術センター
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自然環境情報ステーションの設計 ・ 設備グループ

 グループリーダー 雨宮 有 有限会社 GIS インスティテュート

 調査員

   小池 文人

基盤情報の整備グループ

 グループリーダー 笹川 裕史 神奈川県自然環境保全センター

 調査員

   神山 和夫 野村 浩子 山根 正伸 吉田 剛司

   吉村 暢彦 李 雲慶

外部情報との連携サブシステムの整備グループ

 グループリーダー 槐 真史  厚木市郷土資料館

 調査員

   秋山 幸也 田中 徳久

丹沢大山保全対策事業データベースの整備グループ

 グループリーダー 山根 正伸 神奈川県自然環境保全センター

 調査員

   斉藤 和彦

県民向け自然環境情報サブシステム構築グループ 〈特定調査〉

 グループリーダー 小池 文人 （再掲）

 調査員

   雨宮 有 （再掲）

自然環境情報解析手法検討グループ 〈特定調査〉

 グループリーダー 吉田 剛司 （再掲）

 調査員

   鎌形 哲稔 鈴木 透

他チームと連携した情報整備グループ 〈横断的調査〉

 調査員

   原 慶太郎 山根 正伸 笹川 裕史 關 正貴

   堀田 紀文

政策検討ワーキングループ

 グループリーダー 羽山 伸一 （再掲）

 政策分野担当者 磯崎 博司 寺西 俊一 相馬 麗佳

 政策検討責任者 石川 芳治 糸長 浩司 勝山 輝男 富村 周平

   羽澄 俊裕 吉田 剛司

 ワーキング員

   浅井 美香 梶並 純一郎 楠田 詠子 趙 賢一

   中村 有利子 長坂 美木 長澤 貞邦 野田 浩二

   橋澤 裕也 堀畑 まなみ 山下 英俊 山村 是人

   除本 理史 和田 一哉
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○事務局

 横浜事務局 （神奈川県環境農政部緑政課）

 事務局長 水田 秀子 （H 16.3.28～ H 18.3.31）
   松田 宏一 （H 18.4.1～）

 事務局員 （50 音順）

   浅岡 正俊 稲本 克也 入野 彰夫 江指 茂樹

   木下 雄  小宮 芳男 鈴木 孝次 田宮 祐一

   椿 みどり  長峯 扶美子 中村 英二 野崎 勝美

   服部 俊明 早瀬 雅彦 峯村 哲哉 山田 博久

   湯朝 淳

 厚木事務局 （神奈川県自然環境保全センター）

 事務局長 石田 哲夫 （H 16.3.28～ H 18.3.31）
   蓮場 良之 （H 16.4.1～ H 18.3.31）
   岩崎 和男 （H 18.4.1～）

 事務局員 （50 音順）

   阿部 耕太郎 井田 忠夫 入野 彰夫 岩見 光一

   内山 佳美 川島 実  木村 祐司 倉野 修
   越地 正  小林 悦雄 小林 俊元 斉藤 計好

   斉藤 央嗣 坂本 政美 笹川 裕史 白井 眞
   杉谷 祥志 鈴木 英之 高橋 長三郎 多賀谷 理
   滝沢 尚史 田口 良三 田村 淳  辻本 明
   角田 繁和 富田 耕平 豊永 洋子 中川 重年

   中嶋 有理恵 永田 幸志 夏苅 正  橋本 敏
   長谷川 秀彦 羽太 博樹 原田 進  深井 友章

   藤澤 示弘 藤森 博英 牧 三晴  山崎 和雄

   山根 正伸 吉田 直哉

  事務局補助員 （50 音順）

   相馬 麗佳 吉川 夏子

○協力機関 （50 音順）

 神奈川県環境科学センター  神奈川県環境農政部森林課 神奈川県環境農政部緑政課

 神奈川県県土整備部砂防海岸課 神奈川県昆虫談話会  神奈川県自然環境保全センター

 神奈川県植物誌調査会  神奈川県水産技術センター内水面試験場 神奈川県農業技術センター

 神奈川県立生命の星 ・地球博物館 かながわ野生動物サポートネットワーク 株式会社地圏環境テクノ口ジー

 株式会社富村環境事務所  株式会社野生動物保護管理事務所 環境省自然環境局

 環境省生物多様性センター  国土交通省国土地理院  財団法人電力中央研究所

 丹沢大山ボランティアネットワーク 東京情報大学東京大学  東京農工大学

 特定非営利活動法人みろく山の会 日本獣医生命科学大学  日本大学

 日本野鳥の会神奈川支部  箱根町立森のふれあい館  有限会社 GIS インスティテユート

 横浜国立大学   酪農学園大学   林野庁東京神奈川森林管理署

○協賛企業 ・ 団体

 サントリー株式会社  トヨタウエインズグループ  特定非営利活動法人丹沢自然保護協会 
 東京電力株式会社  株式会社有隣堂   相模鉄道株式会社

 小田急電鉄株式会社  神奈川県農業協同組合中央会 IBS 石井スポーツ株式会社

 神奈川中央交通株式会社  株式会社 カモシカスポーツ  神奈川県治山林道協会

 和英堂興産株式会社  株式会社 コージツ   財団法人神奈川県公園協会

 財団法人かながわトラストみどり財団 財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団 神奈川県 


