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関東7都県内の選定地（141 カ所）に生息する絶減危恨動物種数（延べ種数）
（既存文献調査結果と地域有識者ヒアリング調査結果の比較）
図2
生息確度からみた絶滅危倶種のデータ数（延べ種数）
～試行調査で確認された計4,496種について～
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