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園館 テーマ ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ 予定期間 費用 人員 その他

旭山 協力依頼があれば対応
帯広 オジロﾜｼワシの野生復帰事業 1
大森山 ﾆﾎﾝｶﾓｼｶの食性調査
盛岡 岩手県ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ個体調査 H10-11 2
八木山 ｼｼﾞｭｳｶﾗｶﾞﾝ羽数回復計画事業
かみね ｱｶｳﾐｶﾞﾒの産卵、上陸、死体漂着調査 日本ｳﾐｶﾞﾒ協議会
埼玉 ツル類など渡り鳥の衛星による追跡調査
上野 ｶﾗｽの都市域科学汚染ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 特に無し 0 2 愛媛大
上野 野鳥の病原体保菌情況調査 特に無し 0 2 麻布大
上野 環境ﾎﾙﾓﾝの野生動物への影響 特に無し 0 2 日獣大
横金沢 環境庁野生動物の体内のﾀﾞｲｵｷｼﾝ残留量 1998年から 検体の提供
富山 北ｱﾙﾌﾟｽｶﾓｼｶ保護地域特別調査 1989年- 2
富山 浜黒崎自然調査 1990-91年 13
富山 呉羽丘陵自然環境調査 1991-94年 3
富山 常願寺川流域（有峰地域）自然環境調査 1994-96年 3
石川 石川県の浅海行きの生物調査 継続 4
石川 日本国内におけるﾏﾘﾓの生育状況 継続 1
石川 石川県内の哺乳類 継続 2
大町 猿害対策 １～2
浜松 鳥類のﾆｭｰｶｯｽﾙ抗体調査 1年間 なし 1 県家畜保健所
浜松 鳥類の腸内細菌検査 1年間 なし 1 県家畜保健所
豊橋 豊橋市の哺乳類爬虫類分布調査 ３年 2 市の委託(個人）
東山 （個人への） 2
御在所 ﾆﾎﾝｶﾓｼｶ保護管理技術策定調査 文化庁・環境庁
京都 ﾆﾎﾝﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ生息状況精密調査 1997-99 １～3 麻酔の協力
王子 ｺｳﾉﾄﾘ野生復帰にかかる獣医学的支援 3
とべ 遺伝子からみたｲﾀﾁ科動物の分子系統 未定 4 検体送付
高知 ﾆﾎﾝｶﾜｳｿ一斉濃密調査 年6日/2回 7 県からの依頼
高知 ｲﾀﾁ科の遺伝地域変異等の研究 3 検体提供
のいち ﾆﾎﾝｶﾜｳｿ生息調査 特に無し 24
安佐 広島市生物調査
安佐 ｵｵｻﾝｼｮｳｳｵの生態調査 麻布大
福山 傷病鳥保護事業 年間 75,000 15 福山農林事務所委託
秋吉台 中国地区に生息するｲﾀﾁ類の遺伝分析 1 北大
秋吉台 ｱﾅｸﾞﾏの冬眠中及び前後の体温変化 2-3年 2
秋吉台 秋吉台周辺の哺乳動物の生息状況調査 2年 3
常磐 野生傷病鳥獣保護調査 毎年 1
常磐 鳥類標識調査 毎年 1
福岡 ﾂｼﾏﾔﾏﾈｺ保護増殖事業 1996-99 3年更新
佐世保 佐世保市ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ作成 3年間 0 2
長崎バ 環境庁野生動物の種の多様性等調査 3
フェニ ｱｶｳﾐｶﾞﾒの産卵 5－8月 8 宮崎野生動物研究会
小樽 日本におけるｺﾞﾏﾌｱｻﾞﾗｼの研究 1997-2000 北大獣医学部
小樽 ｺﾞﾏﾌｱｻﾞﾗｼの行動回遊調査 1999年3月 遠洋水産研究所
小樽 ｴｿﾞﾄﾐﾖの生息地調査 繁殖検討委員会
ノシプ ｴｿﾞﾄﾐﾖの保護・繁殖
サンピ ｴｿﾞﾄﾐﾖの飼育・繁殖 長期
サケ館 種の多様性調査（動物分布調査） 2
寺泊 鯨類の漂着 周年 2
鴨川 鯨回遊追跡ｼｽﾃﾑの開発研究 3年
埼玉水 ﾑｻｼﾄﾐﾖ生息調査(河川） 定期的 1～2 生息河川調査
江ノ島 ｽﾅﾒﾘについて 7
江ノ島 ｺﾞﾏﾌｱｻﾞﾗｼのｽﾄﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 10
三津 伊豆半島近海ｲﾙｶ衛生追跡調査 3年 遠洋水産研究所
下田 伊豆諸島海域のｻﾒ、ｴｲの調査 1年 6
東海大 駿河湾浅海魚類の生態 随時 東海大海洋研究所
東海大 駿河湾深海魚類の生態 随時 東海大海洋研究所
魚津 氷見市ｲﾀｾﾝﾊﾟﾗ保護増殖事業 年度継続 1
南知多 漂着生物の臓器に蓄積される重金属について 1
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碧南 ﾈｺｷﾞｷﾞの系統について 福井県立大学
碧南 ｳｼﾓﾂｺﾞの系統について 東海大
琵琶湖 琵琶湖内におけるﾃﾅｶﾞｴﾋﾞの生態研究 数年 3
琵琶湖 琵琶湖沿岸域の生物多様性 1996-2000 200万/年 4
琵琶湖 滋賀県の陸貝の分布 1997-2001 120万/年 10
琵琶湖 滋賀県のｵｻﾑｼの分布 3年 100万 8
琵琶湖 ｲﾀｾﾝﾊﾟﾗの分布生態調査 1997-
琵琶湖 滋賀県生き物の総合調査 1997- 6
琵琶湖 ｶﾜｳによる水域生態系から陸域生態系への物

質移動とその影響
3年 約200万/年 8

琵琶湖 滋賀県下における淡水魚の分布調査 永年 10
琵琶湖 水田内におけるﾏﾙﾀﾆｼの生態研究 数年 3
琵琶湖 内湖における魚類の繁殖生態 3
鳥羽 三重県に生息するｳｼﾓﾂｺﾞの調査 1997- 4
志摩 ﾈｺｷﾞｷﾞ
白浜 ｱｶｳﾐｶﾞﾒの上陸調査（和歌山県） 未定 不明
白浜 畠島におけるｳﾆ類の長期変動 未定 不明 2
くじら 小型鯨類について
和自博 日本産ｳﾐﾄｻｶ類の分類、生態 随時
海遊館 高知県以布利周辺海域の魚類相 約3年 3～4 高知大、京大
海遊館 高知県以布利周辺海域の魚類生態調査 約3年 1～2 高知大
須磨 ｵｵｻﾝｼｮｳｳｵの寄生虫 1
須磨 当地産希少水族の分布、生息状況調査 2 ﾀﾞﾙﾏｶﾞｴﾙなど
須磨 大阪湾海岸生物調査 1 定点観測
下関 ｽﾅﾒﾘのｽﾄﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞについて 遠洋水産研究所等
海中水 博多湾のｶﾌﾞﾄｶﾞﾆ生態調査 6-8月 1
海中水 ｱｶｳﾐｶﾞﾒ産卵調査 6-9月 2
天草 日本産ｽﾅﾒﾘのDNA解析による系群判別
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