
北海道高山植物保護ネット（旧称北海道高山植物盗掘防止ネットワーク）　委員・事務局・加盟団体名
　2010年4月現在

委員

No 区分 氏名 所属等 住所

1 委員長 小野有五 北海道大学教授 札幌市清田区平岡公園東4-13-1

2 常任委員 梅沢　俊 植物写真家 札幌市南区真駒内緑町３丁目5-3-1005

3 常任委員 佐藤　謙 北海学園大教授 札幌市厚別区厚別東２条５丁目17-22

4 常任委員 鮫島惇一郎 自然環境研究室主宰 札幌市豊平区豊平４条12丁目3-13-306

5 常任委員 高橋英樹 北海道大学教授 札幌市北区北10条西８丁目北大総合博物館研究室

6 常任委員 山本行雄 弁護士 札幌市中央区大通西15丁目1-12マンション大通401

7 常任委員 大原　雅 北海道大学教授 札幌市北区北10条西5丁目北大地球環境科学研究院

8 常任委員 工藤　岳 北海道大学准教授 札幌市北区北10条西5丁目北大地球環境科学研究院

9 常任委員 愛甲哲也 北海道大学准教授 札幌市北区北9条西9丁目北大農学研究院

10 常任委員 渡辺悌二 北海道大学准教授 札幌市北区北10条西5丁目北大地球環境科学研究院

事務局

No 区分 氏名 所属等 住所

11 事務局長 水野洋一 アポイ岳フアンクラブ 様似郡様似町 様似町役場ジオパーク推進係

12 事務局次長 田中正人 アポイ岳フアンクラブ 様似郡様似町 様似町郷土館

13 事務局 樋口みな子 日本山岳会北海道支部 江別市野幌若葉町４０－７

14 事務局 長谷川雄助 日本山岳会北海道支部 札幌市厚別区厚別東4条4丁目4-13

15 事務局 藤井純一 ユウパリコザクラの会 札幌市東区東苗穂１４条１丁目10-12

16 事務局 渡辺　修 さっぽろ自然調査館 札幌市厚別区厚別中央１条７丁目1-45

17 事務局 丹羽真一 さっぽろ自然調査館 札幌市厚別区厚別中央１条７丁目1-45

加盟団体

No 区分 団体名 担当者 住所

1 加盟団体 アポイ岳フアンクラブ 水野洋一 様似郡様似町大通１丁目

2 加盟団体 雨竜沼湿原を愛する会 高島光雄 雨竜郡雨竜町11区

3 加盟団体 エコ島牧 吉沢　隆 島牧郡島牧村千走21

4 加盟団体 えりも花フアンクラブ 小川とく子 幌泉郡えりも町大和243-100

5 加盟団体 オロフレ自然研究室 石崎黄太 有珠郡壮瞥町 弁景199-3

6 加盟団体 北の森自然伝習所 三木　昇 江別市野幌東町3-27

7 加盟団体 さっぽろ自然調査館 渡辺修 札幌市厚別区厚別中央１条７丁目1-45

8 加盟団体 札幌登攀倶楽部 吉野裕宣 当別町太美スターライト1509-48

9 加盟団体 山歩集団　青い山脈 清水和男 松前郡福島町福島863-12

10 加盟団体 然別湖の自然を考える会 石川昇司 河東郡鹿追町然別湖畔

11 加盟団体 自然ウオッチングセンター 島田明英 札幌市豊平区中の島２条３丁目6-9

12 加盟団体 標茶山岳会 田代和男 川上郡標茶町川上４丁目２番地標茶町役場内

13 加盟団体 しほろ自然環境に親しむ会 佐藤庄一郎 河東郡士幌町士幌225士幌町役場内

14 加盟団体
大雪山国立公園パーク
ボランティア連絡会

岡花博文 旭川市東光21条６丁目86

15 加盟団体 大雪と石狩の自然を守る会 寺島一男 旭川市緑が丘２条１丁目1-23

16 加盟団体 十勝山草会 森野幸作 中川郡幕別町南町48

17 加盟団体 十勝自然保護協会 安藤御史 河東郡音更町大通10丁目5

18 加盟団体 日本山岳会北海道支部 西山泰正 江別市文京台東町30-20

19 加盟団体
日本野鳥の会ウトナイ湖
サンクチュアリ

葉山政治 苫小牧市植苗150-3

20 加盟団体 日本野鳥の会函館支部 有馬健二 函館市日吉町2-20-3

21 加盟団体 函館あすなろ山岳会 佐野四郎 函館市昭和3-20-17

22 加盟団体 函館山楽クラブ 若生三基男 函館市鍛治2-23-19

23 加盟団体 日高山脈フアンクラブ 高橋　健 沙流郡日高町栄町東2

24 加盟団体 北斗市自然に親しむ会 丸岡進一 北斗市清水川6-2

25 加盟団体 北海道勤労者山岳連盟 安田　治 札幌市豊平区西岡1条11丁目5-17

26 加盟団体 道央地区勤労者山岳連盟 尾谷　賢 札幌市北区北10条西１丁目和光荘内



No 区分 氏名 所属等 住所

27 加盟団体 旭川勤労者山岳会 沢田修一 旭川市６条通10丁目アネックスビル102

28 加盟団体 北海道山岳連盟 石丸芳子 札幌市南区真駒内南町１丁目1-15

29 加盟団体 北海道山草会 足立興紀 江別市大麻高町１６－８

30 加盟団体 北海道自然観察協議会 桑原　修 札幌市手稲区曙2条2丁目4-7-210

31 加盟団体 北海道自然保護協会 佐藤　謙 札幌市中央区北３条西11丁目加森ビル５階

32 加盟団体 北海道自然保護連合 反橋一夫 札幌市東区北８条東17丁目1-7

33 加盟団体 北方山草会 五十嵐　博 千歳市新富１丁目７番５号　平和ビル１Ｆ

34 加盟団体 函館自然観察会 鎌鹿隆美 函館市駒場町9-10自然倶楽部内

35 加盟団体 南北海道自然保護協会 宗像和彦 函館市高丘2-14

36 加盟団体 森遊びサポートセンター 小林文男 札幌市南区藤野4条2丁目5-8

37 加盟団体 ユウパリコザクラの会 水尾君尾 夕張市鹿ノ谷東丘3

38 加盟団体 利尻島自然情報センター 小杉和樹 利尻町沓型富士見町

39 加盟団体 レブンクル自然館 宮本誠一郎 礼文町香深入船

40 加盟団体 礼文島自然情報センター 村上賢治 礼文町香深村ヘウケトンナイ津軽町団地58号室


