
 

自然系調査研究機関連絡会議について 

 

１．概要 

 平成 10 年 11 月、自然系調査研究機関連絡会議（通称：NORNAC、Network of Organizations for 

Research on Nature Conservation)が発足しました。 

 本会議は国や都道府県等の自然系（自然環境保全、野生動植物保全の分野等）の調査研究を行って

いる機関相互の情報交換、情報共有化を促進し、ネットワークの強化等を図っていくこと、科学的情報に

基づく自然保護施策の推進に寄与することを目的としています。 

 平成 10 年度に第１回の自然系調査研究機関連絡会議を開催して以来、毎年度連絡会議を開催してお

ります。昨年度までの会議開催内容については、以下の URLでご覧いただけます。 

  http://www.biodic.go.jp/relatedinst/rinst_main.html 

 

２．構成機関 

 平成 29 年９月末現在、52機関が参加しており、構成機関は次のとおりです。 

国の関係機関  環境省自然環境局生物多様性センター 

国立研究開発法人 国立環境研究所 

独立行政法人 国立科学博物館 

  

都道府県及び政令指定都市自然系調査研究機関 

長野県 長野県環境保全研究所

静岡県環境衛生科学研究所

岩手県 岩手県環境保健研究センター ふじのくに地球環境史ミュージアム

山形県 山形県環境科学研究センター 愛知県環境調査センター

ミュージアムパーク茨城県自然博物館 名古屋市環境科学調査センター

茨城県生物多様性センター なごや生物多様性センター

茨城県霞ケ浦環境科学センター 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター

栃木県 栃木県立博物館 滋賀県立琵琶湖博物館

群馬県立ぐんま昆虫の森 大阪府 地方独立行政法人　大阪府立環境農林水産総合研究所

群馬県立自然史博物館 兵庫県立人と自然の博物館

埼玉県環境科学国際センター 兵庫県森林動物研究センター

埼玉県立自然の博物館 和歌山県 和歌山県立自然博物館

千葉県立中央博物館 鳥取県 鳥取県衛生環境研究所

千葉県生物多様性センター 島根県立宍道湖自然館ゴビウス

東京都 東京都環境科学研究所 島根県立三瓶自然館（サヒメル）

神奈川県自然環境保全センター 岡山県 岡山県自然保護センター

神奈川県立生命の星･地球博物館 山口県 山口県環境保健センター

横浜市環境創造局環境科学研究所 徳島県 徳島県立博物館

石川県白山自然保護センター 香川県 香川県環境保健研究センター

石川県のと海洋ふれあいセンター 愛媛県立衛生環境研究所

石川県立自然史資料館 愛媛県総合科学博物館

福井県自然保護センター 福岡県保健環境研究所

福井県海浜自然センター 福岡市保健環境研究所

山梨県富士山科学研究所 長崎県 長崎県環境保健研究センター

山梨県衛生環境研究所 宮崎県 宮崎県総合博物館
山梨県

福岡県

茨城県

群馬県

埼玉県

千葉県

神奈川県

石川県

福井県

静岡県

愛知県

滋賀県

兵庫県

島根県

愛媛県

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構
環境・地質研究本部 環境科学研究センター

北海道

 

 

 

 

 

 

（参考） 

http://www.biodic.go.jp/relatedinst/rinst_main.html


 

 日  時 開 催 機 関 及 び 開 催 地 

第１回 平成 10 年 11月５日～６日 
環境庁生物多様性センター 

（山梨県富士吉田市） 

第２回 平成 12 年２月 24日～25 日 
山梨県環境科学研究所 

（山梨県富士吉田市） 

第３回 平成 12 年 11月 16日～17日 
長野県自然保護研究所 

（長野県長野市） 

第４回 平成 13 年 12月 10日～11日 
独立行政法人国立環境研究所 

（茨城県つくば市） 

第５回 平成 14 年 12月５日～６日 
北海道環境科学研究センター 

（北海道札幌市） 

第６回 平成 15 年 10月 16日～17日 
石川県白山自然保護センター 

（石川県金沢市） 

第７回 平成 16 年 11月 29日～30日 
環境省生物多様性センター 

（山梨県富士吉田市） 

第８回 平成 17 年 11月 29日～30日 
大阪府立食とみどりの総合技術センター 

（大阪府大阪市） 

第９回 平成 18 年 11月 30日～12月１日 
岩手県環境保健研究センター 

（岩手県盛岡市） 

第 10回 平成 19 年 11月 29日～30日 
福井県自然保護センター 

（福井県大野市） 

第 11回 平成 20 年 11月 27日～28日 
岡山県自然保護センター 

（岡山県和気郡和気町） 

第 12回 平成 21 年 11月 16日～17日 
神奈川県自然環境保全センター 

（神奈川県厚木市） 

第 13回 平成 22 年 10月 21日～22日 

愛知県環境調査センター 

名古屋市環境科学研究所 

（愛知県名古屋市） 

第 14回 平成 23 年 11月 15日～16日 
福岡県保健環境研究所 

（福岡県春日市、福岡市） 

第 15回 平成 24 年 11月 19日～20日 
埼玉県環境科学国際センター 

（埼玉県さいたま市、加須市 

第 16回 平成 25 年 11月６日～７日 
石川県のと海洋ふれあいセンター 

（石川県輪島市、鳳珠郡能登町） 

第 17回 平成 26 年 10月 23日～24日 
香川県環境保健研究センター 

（香川県高松市） 

第 18回 平成 27 年 11月５日～６日 

千葉県立中央博物館 

千葉県生物多様性センター 

（千葉県千葉市） 

第 19回 平成 28 年 10月 27日～28日 

静岡県環境衛生科学研究所 

ふじのくに地球環境史ミュージアム 

（静岡県静岡市） 

第 20回 平成 29 年 10月 26日～27日 

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 

滋賀県立琵琶湖博物館 

（滋賀県草津市） 

 

３．これまでの開催地一覧 


