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里山のシンボル＝オオタカ
• 里山の自然生態系の最上位に位置する

(里山の生物多様性の象徴種）

• 種の保存法 (1993年)で国内希少種指定

• 環境省は9月21日付で希少種指定解除



「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関す
る法律」（種の保存法）1993年(平成５年)４月

＜日本における希少種の保護＞ ＜外国産の希少種の保護＞

レッドリストの作成 レッドデータブックの作成

◆環境省レッドリスト2017 ◆神奈川県レッドデータブック2006

◆国内希少野生動物種の指定 ◆生息地等の保護規制

第三章 生息地等の保護に関する規制
第一節 土地の所有者の義務等
（土地の所有者等の義務）
第三十四条 土地の所有者又は占有者は、その土地の利用に当たっては、国内希少野生動
植物種の保存に留意しなければならない。
（助言又は指導）
第三十五条 環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、
土地の所有者又は占有者に対し、その土地の利用の方法その他の事項に関し必要な助言又
は指導をすることができる。



＜絶滅のおそれのある種のカテゴリー＞ 環境省レッドリスト2017 第4次神奈川県鳥獣保
護計画(希少鳥獣）

１.絶滅 (EX) 例：ダイトウノスリ (鳥類13種) (第４次：２０１７～２０２１年）

２.野生絶滅 (EW) 例：トキ※ (鳥類1種)

３.絶滅危惧 I 類
(CR+EN)

絶滅の危機に瀕している種
サシバ◇、ハチクマ◇、
ハヤブサ◇ (鳥類24種）

絶滅危惧 IA類
(CR)

ごく近い将来における野生での
絶滅の危険性が極めて高いも
の

例：コウノトリ※、カンムリワシ※、ヤ
ンバルクイナ※、ノグチゲラ※、シマ
アオジ※ (鳥類23種)

絶滅危惧 IB類
(EN)

ＩA類ほどではないが、近い将来
における野生での絶滅の危険
性が高いもの

例：イヌワシ※○、チョウヒ※○、ク
マタカ※○、ライチョウ※、ヤイロ
チョウ※ (鳥類31種)

４.絶滅危惧 II 類
(VU)

絶滅の危険が増大している種
例：オジロワシ※、オオワシ※、サシ
バ○、ハヤブサ※、ミゾゴイ○
(鳥類43種)

オオタカ◇、クマタカ◇、
チュウヒ▽、ツミ◇、ノスリ
◇、ミサゴ◇ (鳥類４１種）

５.準絶滅危惧 (NT)

現時点での絶滅危険度は小さ
いが、生息条件の変化によって
は「絶滅危惧」に移行する可能
性のある種

例：オオタカ○、ミサゴ、ハチクマ、
ハイタカ、ヨタカ、オオジシギ(鳥類
21種)

神奈川RDB2006
◇繁殖期

▽非繁殖期(冬鳥)

※国内希少野生動物種 ○当該種の保護の進め方



＜環境省パブコメ回答＞
意見：生息数が少ない県もある。
環境省：国内全体で2000羽と多い。

平成18(2006)年で[ＶＵ→ＮＴ] 平成24(2012)年で[ＮＴ→ＮＴ]



推定営巣中心域
半径４００ｍ※

推定高利用域
半径1.5ｋｍ※

※神奈川県オオタカ保護指導指針

＜環境省パブコメ回答＞
意見：生息環境の里山の保全がなされていない。
環境省：解除後も保護のガイドラインとして活
用するよう周知する。
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神奈川県内オオタカ繁殖活動地数推移
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（県アンケート調査回答を集計）
※
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支部オオタカ調査グループ集計
注記：県東部は全域でない。
アンケート調査に応じた営巣地にのみを集計



オオタカの年間繁殖ステージ 神奈川県オオタカ保護指導指針より

１月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

非繁
殖期 繁殖期 非繁殖期

中 大
敏感度
極大

大 中 敏感度小 中

求愛期 造巣期 抱卵期
巣 内
育雛期

巣 外
育雛期

非繁殖期

繁殖期(2月～8月）におけるオオタカ保護
(阻害要因）営巣地への立ち入り、

長時間の観察、至近距離や追いかけ撮影



＜県内のオオタカ生息環境の様子＞

●県西部は道路工事が続く
●県東部の生息地は分断･孤立※

※：はばたき2016年5月号(夏川･森）



希少種指定解除後のオオタカの保護活動

環境省猛禽類保護の進め方(1996年）

↓

神奈川県オオタカ保護指導指針

種の保存法 希少種指定
↓

法による生息地の保全努力義務

種の保存法 希少種指定解除
↓

法による生息地の保全努力義務

環境省猛禽類保護の進め方(2012年)

（保護のガイドラインとして活用）

↓

神奈川県オオタカ保護指導指針
(改定：2017年11月）

県内のオオタカ保護 県アンケート調査
への協力

営巣地の保護
への支援

県レッドデータブック2006の見直し始まる

神奈川支部としての位置づけ

環境庁レッドリスト：準絶滅危惧
神奈川県ＲＤＢ：絶滅危惧Ⅱ類

(施行：2005年9月）



2017年11月26日開催

日本オオタカネットワークワークショップからの報告

日本オオタカネットワーク 代表 遠藤孝一
設立：1995年(H7年) 会員数（2016年2月現在)：81名

＜種の保存法でのオオタカ希少種指定解除後について議論＞

今後は各自治体対応で対策するとしても、日本オオタカネットワーク会員が独自に出
来る事をやるべきとして：

• 環境省のモニタリング調査とは別に各地、各人が持っている経年変化の情報のデー
タベース化

• 各地の保護団体に、オオタカ希少種解除問題の認識徹底と調査のお願い
（野鳥の会遠藤理事長、自然保護室葉山室長も同席。アクションを期待したい）

• 「神奈川県オオタカ保護指導指針」の最新版（2017/11）が紹介された。全国でも
先端的な仕組みで、今後、全国で自治体対応での対策のよい指針と認識された。

• 神奈川県でおこなっているように調査団体と行政が情報、問題点を共有するよう、
自ら動くべきとの認識がなされたようです。


