小笠原諸島世界自然遺産登録から10年の軌跡

小笠原は多くの島々

から成り立っており、
そのほとんどが無人島で
す。
そこでは、
ここにしかい
ない生き物たちが進化と
分化をしながら暮らしてい
ます。
もちろん人が暮らす
父島と母島のまちの近く
にもすんでいます。
この

独自の生態系

が、小さな海洋島における
生物進化を示す普遍的な
価値＝

変わらないモノ
変わらないモノ

として世 界 に 認められ 、
2011年に

世界自然遺産

に登録されました。

人の暮らしに影響を受けて

変わったコト は、
変わったコト

島の生態系と、その急激
な変化に耐えられず数を
減らす生き物たちです。
そんな生き物たちが再び
安心して暮らせるような対
策を人の手で進めている
ところです。

ここには、世界に誇れる
自然にすむ生き物たちと、
それらを “未来へ” と
“暮らしに” と、

紡ぐヒトビトが

います。

進化と変化を続ける島々の
自然と暮らしを紡ぐヒトビト
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独自の進化も
ちゃくちゃくと進行
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漁業
クジラ、
サンゴ、
マグロなど

ガイド

農業
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坂下 智宏 さん

2009〜13年

東京都

2011
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焼酎の島レモン割. イカ釣り.
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小 笠 原が世 界 遺 産に登 録された

おめでとう !
ここがゴール
ではなくて、
スタートだね !

小笠原諸島が世界自然遺産

に登録.

遺産登録されたことで小笠原が全国に知れ渡る.
来島者の急増に伴い、外来種の侵入・拡散リスクが増加.

佐藤 博志 さん
ガイド
旅行手配業

父島に移住
(株)小笠原ツーリスト
小笠原の好きなコト

マジックアワー
(写真用語で日没前後の30分から
夜までの風景の移り変わり).
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教えてください。
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印象に残っている取組は

時、何をしていましたか。

ありますか。
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遺産に関わる取組は、
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どんなことをしましたか。
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坂下さんは、
「保全の取組を続けるためには島の多くの人に
関わってもらうことが大事」
と話していました。島の人との関わり
合いを大切にうまく活かして仕事に臨んでいたことがうかがえます。

濱﨑 泰宏 さん
農業者

小笠原に来たきっかけを

2004年

母島に移住

小笠原の好きなコト
のんびりゆったりした風土や気候.
海も人も好き.
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遺産に関わることはありますか。
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教えてください。

遺産登録された当時のことを
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農業の他に、遺産になってから、
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どんな印象がありますか。
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2006年
い ま

仕事で赴任

小笠原の好きなコト

紡ぐ

鱉鲃鱞ɻ
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遺産登録されて農業関係で
変わったコトはありますか。

鱑૿鱍鱤ҹ鱑鱇鲏鲃鱞ɻ

佐藤さんは、鯨類の他に、鳥や虫、花などの色々な小笠原の

濱﨑さんは、
「アルバイトはしない！」
と決意し、

生き物を撮っています。その写真を通して、佐藤さんの目に

農業に向き合っています。 どんな大変なことで

小笠原の自然はどのように映っているのでしょうか。

も
「おもしろい！」
と取り組む姿が印象的でした。

星野 良二 さん
元林野庁
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2011〜13年 仕事で赴任
い ま
(一財)日本森林林業
振興会
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小笠原の好きなコト
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中山峠からの景色.
ぐるりと全部見える.
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小笠原にいた時の話を
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遺産に関わる取組で、印象に
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鲬鱅鲉鳉鲻鲯鳟鳫鲇ຖจ鱜鲃鱞ɻ

ۦআରࡦ鲗ਐ鲆鲃鱜鱤鱑ɺखڧ鱉

ౡ鱐鲎鲑鱤ޙ鲇ɺػձ鱑鱇鲑鱵ౡ

父島東平に
対策により

鱰ؔ鲔鱨鱫鱉鱒鱤鱉鱬鱞鱲ɻ

最後に星野さんは、
「皆さんが小笠原の生態系
（指定ルート等）
を守り続けていることに
感謝したい。」
と話されました。

おがわ

せっしゃ︑

尾河くざ右衛門
と申す︒

オガニマルズ

Oganimals

ぼくは
モリー

おいし
そう

え も ん

母島ハスベイのハトの群れ
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侵入防止柵が完成.

オガサワラオオコウモリ

©井上正隆

かつては幻の鳥とも言われ 小笠原で唯一の固有哺乳類
ていたアカガシラカラスバ オガサワラオオコウモリは、
トは、様々な保全対策や皆 タコノキの実や樹木の花蜜な
どを好み、大型種子の散布者
さんのご協力により、
や植物の受粉を助ける送粉
近年では山域に限らず
者の
役割を果たしている生き
集落でもよく見られる
物で
す。
ようになっています。

の目撃数が増加.

と人の暮らしに接点が増えてトラブル発生.
陸域ガイド登録制度を運用し人材育成を強化.
は、13ページを参照のこと.

井ノ口 知江 さん

1986年
い ま

ビジターセンター解説員

鱬鱞鱲ɻ
↗

この柵で
ハトや
植物たちが
守られるね

小笠原に来たきっかけを

父島に移住
BIO代表
小笠原の好きなコト

すぐ近くに海と山がある
(気分転換がすぐにできる).
ゆっくりとした暮らしや
自分の時間を持てる.
子育てに最適な場所.
濃い人間関係.

紡ぐ

ヒ

ト

鲗鱐鱖鲎鲑鱤ཧ༝鱴࣌鱳ද
鱉鲔鱔
ʮۙॴ鱥鱐鲎ʯ鱬鱜鱤ɻݩʑຊ

教えてください。

鱬鱴ɺ
鲱鲣鱅鳍鱳ֆฑ鲗ඳ鱉鱫鱏
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鱜鱐鱜࢝鲆鱫鲄鲐鱭ɺ
鱘鲘鱯鱘鱭鲇鱬
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ଘ鱜ɺԣ鱳ถج܉鱳鲍鱋鱯ง

遺産の取組について、

ғؾ鱰ೃછ鲄鲉鱞鱚鲇ײ鱝鱤鲇鱳

どんな風に思っていますか。

鱬鱞ɻ

鱭鱸鱋鱏ࢅڮ鱳ۙ鱔鱰鱲鱘鲃鱦
ʢࢁ

鱢鱳ޙ鱰鱴Ҡॅ鱜鱫鱉鲃鱜鱤ɻ

Ҭ鱬ั֫鱚鲑鱤鳅鲫鱳Ұ࣌ࣂཆ

ビジターセンターの解説を

ॴʣ
鱑鱬鱒ɺ
鳅鲫ରࡦ鱑ฏ鱰ਐ鲄ɺ

始めた経緯を教えてください。

鲚鲣鲤鲯鳡鲣鳡鲱鳈鳀鱑૿鱍鱤鱘鱭

鱰ɺখּݪ鱳ࣗવ鱳ັྗ鲗

鱑鲍鱐鱨鱤鱬鱞ɻҰਓ鱑ຊؾ鱰鱯鲐

鱍鲐ஂମ ʮ #POJO*OUFSQSFUFS

鱭࣮ݱ鱬鱒鲐鱘鱭鱑鱇鲐鱭ײ鱝鲃鱜

0SHBOJ[BUJPOʢ#*0ʣʯ
鱑ཱ鱦্鱑鲐

鱤ɻ鱢鱳鲍鱋鱯খּݪ鱬鱇鱨鱫鲀鱜

ࡍ鱰鲗鱐鱖鱫鱉鱤鱥鱒ɺؔ鲔鲐鲍

鱋鱰鱯鲏鲃鱜鱤ɻ↗

鱉鱬鱞鱲ɻ
鱘鲑鱐鲎鲇鱬鱒鲐鱘鱭鱑鱇
鲐鱴鱟鱥鱭ࢥ鱨鱫鱉鲃鱞ɻ

井ノ口さんは、
「ここは“恋”がしたくなる島」
と言っていました。
そんなロマンチックな雰囲気がビジターセンターのイベントの
ポスターデザインに出ているのかもしれません。
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兄島では、
こうやって
アノールから昆虫たちを
守ってるんだー

横山 浩一 さん

2007年
い ま

地元事業者

2013

มΘͬͨίτ

小笠原の好きなコト
本土より心豊かに生活できる.
家族や仲間と一緒にいられる.

紡

ぐ

ヒ

ト

小笠原に来たきっかけを

2018年の様子

兄島への

侵入を確認.

兄島の昆虫

保護のために緊急で

対策を実施.

村民と取組等の情報共有をするために現地視察会を開始.
西之島の南東沖が噴火. 西之島と一体化し面積拡大.
は、13ページを参照のこと.

山下 淳一 さん
環境省

2012〜16年 仕事で赴任
三つ子のお父さん
小笠原の好きなコト
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小笠原に来た時の話を

兄島(計200回くらい行っているので
愛着がある). 背景の違ういろんな
人たちとつながり、飲みにいける.

教えてください。
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鱭ߟ鱍鱚鱠鲎鲑鲐鲷鱅鳃鳫鲨鳕鲜鳫鳀

遺産に関わる取組で

鱬鱇鱨鱤鱭鱉鱋ҙຯ鱬鲇ɺҹਂ鱉

印象に残ったことはなんですか。

ग़དྷࣄ鱬鱜鱤ɻ

݄鱰ܑౡ鱬鲨鳢鱅鳫鲚鳆鱅

仕事以外では

鳣鱑ॳ鲆鱫֬ೝ鱚鲑鲃鱜鱤ɻൃݟ

どんなことがありましたか。
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࠺鱭ग़ձ鱉݁ࠗ鱜鲃鱜鱤ʂ

山下さんは、島を離れる時に
夫妻で盛大に見送ってもらったそうです。
それは山下夫妻の4年間の頑張りと絆の証ですね。
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鱐鲎ݟ鱤鲎ɺҨ࢈Ձ鲗क鲐鱤鲆
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教えてください。
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遺産に関わる取組は、

これからは、

どんなことをしていますか。

どんなことに取り組みたいですか。
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印象に残っている取組はありますか。

鱞ɻ

ొલޙ鱴֎དྷ২鱳ۦআ࡞ۀ鱑
૿鱍鲃鱜鱤ɻ
↗

横山さんは、SDGs（持続可能な開発目標）
や
ESD（持続可能な開発のための教育）
など、
自然から教育へ、小笠原から世界へと目を向けています。

爬虫類で
ござる︒

鱰ࣗવอޢ鱭鱜鱫ෝ鱜
鲃鱜鱤ɻ
鱢鱳鱰ిઢ鲉େਆࢁެԂ

父島に移住
小笠原グリーン(株)

オガニマルズ

Oganimals

オガサワラトカゲ

グリーンアノール

かっこ
いい

ナガレフナムシ

©小笠原自然文化研究

所

他の場所から海を泳いでた
ど
り着き、進化した陸水棲動
物
がいます。
れよりもよく見かける外来 オガサワラヨシノボリは故郷
ナガレフナ
種のグリーンアノールは父 との交流をやめ、
ムシ
は海
域か
壊滅
ら淡
虫類に
水域へと
島の昆
島と母
進出
した
特異な固有種です。
的な影響を与えています。

小笠原固有の爬虫類オガ
サワラトカゲは日中、道の
そ
脇や樹上で見かけます。

父島に移住

ライフワーク

吉井 嘉子 さん
国分 有希 さん

野生研

1990年頃

小笠原の自然を微力
ながら守っていく事.

1998年

父島に移住
1996年

小笠原の好きなコト

父島に移住
好きなコト

小笠原には不思議なことが
たくさんあり、それを 初めて
体験するとワクワクします.

自然とその力. 人.
オガサワラグワ.

地元のNPO団体である小笠原

Շౡɺೆౡ鱰ߦ鱨鱫鱴ɺछ鲗২鱍鱤鲏

野生生物研究会（野生研）
に入った

֎དྷ২鲗ۦআ鱜鱤鲏鱭ɺ
鳔鳡鳫鲾鲛

きっかけを教えてください。

鲚׆ಈ鱰ࢀՃ鱜鱫鱉鲃鱜鱤ɻࠓ鱴ओ

ɹౡ鱰དྷ鱤鱭鱒鱴鲸鲜鳋鳫鲨鱳ࣄ
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鱬ɺ
ࠓ鱳׆ಈ鱰গ鱜׆鱐鱠鱫鱉鲃鱞ɻ

鲆鲎鲑鲐ࢁ鱳鲤鲜鳁த৺鱬鱜鱤鱲ɻ

小笠原の自然や遺産について、

ࢁ鲗Ҋ鱞鲐鱤鲆鱰২鲗ௐ鱾鲐

どんな風に思っていますか。

鲍鱋鱰鱯鲏ɺ২鱰ৄ鱜鱉ਓ鱤鱦鱑

ɹҨ࢈鱰鱯鲐લ鱐鲎ॅ鲘鱬鱉鲐ਓ鱐

鱉鲐ੜݚ鱰ؔ鲔鲐鲍鱋鱰鱯鲏鲃鱜

鲎鱞鲐鱭ɺ੍ن鱑ग़དྷ鱫ෆศ鱭鱳

鱤ɻੜݚ鱬鱴ɺখּݪ鱳ࣗવ鲉อ

鲇鱇鱨鱤鱖鱮ɺ鱢鲑鱥鱖رগ鱯ॴ
鱥鱭鱉鱋ҙࣝ鲗࣋鱨鱫鱍鱤鲎ɻ
鱢鱜
鱫ɺౡ鱳ҝ鱰ग़དྷ鲐ࣄ鲗鱜鱫鱉鱨鱫ɺ

野生研は、
どんな活動をしていますか。

օ鱑৺鲍鱔鲎鱜鱫鱉鱖鱤鲎خ鱜
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鱘鲘鱯
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鱬鱉鱤鱉鱬鱞ɻࢲ鱴ࢠҭ鱫鱑ऴ鲔

鳙鳫鳈鱅鱑鲄鲘鱯ए鱔鱫ɺࢲ鲇鳉鳧鱅

鲏ɺ
鱘鱘鲗গ鱜鱬鲇鲍鱔鱜鱤鱉鱭鱉鱋

鱑鱇鱨鱤鱳鱬ɺ
ຖि鱳鲍鱋鱰ᡊౡ鲉↗

࣋ؾ鱦鱑ڧ鱔鱯鱨鱫鱒鲃鱜鱤ɻ

３人とも、小笠原の自然を守る活動をとにかく楽しんで取
り組んでいます。大変な作業もあるはずですが、明るく向
き合うその姿に、他の人たちも励まされるはずです。
神秘的
なり︒

オガニマルズ

Oganimals

乳房山の湿性高木林

小笠原ならではの森

ア 小笠原はシダ植物の割合が
ウドノキ、
湿性高木林は、
マルハチのように木み
オガサワラグワなど 多く、
カテツ、
たい
なシ
ダもあります。
の高木で形成されています。
加え
て、
オガ
サワラビロウや
特に母島の標高が高い山
ノヤ
シ、
ヤシ
キ
に似
れ、
形成さ
たタコノキ
には雲霧帯が
が小
笠原
なら
ど
ノキな
では
ダン
の森の景
木本ワ
ク科の
色を
つく
りだしています。
がみられます。

©小笠原自然文化研究所

母島新夕日ヶ丘の 侵入防止柵内の昆虫類の生息が回復傾向.
母島島内施設で飼育した
順調に進む

を野生下へ放チョウ.

対策だが、 の生息数がリバウンド傾向.

による食害を

にも安全に防止する事業を開始.

伊豆鳥島から聟島に移送したアホウドリの初繁殖確認.
は、13ページを参照のこと.

梅野 ひろみ さん

1995年頃 母島に移住
い ま
フィールドエスコートhilolo

ガイド

શ鱳औ鱑ଞ鱳Ҭ鱭ൺ鱾鱫ಠಛ
鱯鲘鱥鱯鱭鲐鱘鱭鱑ग़དྷ鲃鱜鱤ɻ

©佐藤博志

われらネコ隊。
ネコかご仕掛けに、
いざ山へ !

横谷 みどり さん

紡ぐヒトタチ

2014

มΘͬͨίτ

小笠原の好きなコト
海(海の様子を眺める、
なんでもない日常が好き).
山(自然の中に自分だけだと満足・
幸せに感じる).
小笠原に来たきっかけを
教えてください。

紡

ぐ

ヒ

ト
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ۄ鱳ௐࠪ鲗鱜鱫鱉鱤鱘鱭鱑鱇

શؔ鱳ࣄ鲗鱜鱫鱉鲃鱞ɻ

鲏ɺখּݪ鱰鱴鲎鱯鱉২鱑鱉鱨

ガイド業で印象に残っていることは

鱶鱉鱥鱯鱭ڵຯ鱑鲔鱉鱤鱐鲎鱬鱞ɻ

ありますか。
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ガイドを始めたきっかけを

鱒鲃鱜鱤鱑ɺࠓ鱴མ鱦ண鱒鲃鱜鱤鱲ɻ

教えてください。
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鱢鱳ࠒɺখּ

ܦ鱨鱫鲇լঢ়鱑ଓ鱉鱫鱉鲐ਓ鲇鱉

ݪ鱬鲠鲫鲼鱅鳢鲲鳘鱑࢝鲃鲏ɺޫ؍

鲃鱞ɻ鲄鱯鱚鲘鱑ౡ鱰ؔ৺鲗࣋鱨

ࢿݯ鱭鱜鱫ࣗવ鲗ར༻鱞鲐鱯鲎ɺ鲤

鱫鱔鲑鲐鱳鱑鱋鲑鱜鱉鱬鱞鱲ɻ

鲜鳁鱑鱔鱳鱑Ұൠత鱰鱯鲐↗
梅野さんは、25年前の携帯電話やインターネットの
ない不便だけどのんびりしていた頃を懐かしんでい
ました。便利で忙しい時代になったとはいえ、
のんびりした雰囲気は今も母島の魅力の一つです。
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武田 俊介 さん

2010年 父島に移住
い ま ST Tour(外国人専門ガイド)
(元BOISS)
小笠原の好きなコト

ガイド

2015

มΘͬͨίτ

貞頼神社の例大祭(7月26日)で、

紡
こ、
これは、
謎の海鳥では
ないで
しょうか !?

見つかっちゃいましたか。
オガサワラ
ヒメミズナギドリです !
©小笠原自然文化研究所

村に遺産や自然環境を担う環境課が新設.
域外保全していた

を兄島へ野生復帰開始.

を保全するために父島鳥山に

侵入防止柵を設置.

東島で謎の鳥オガサワラヒメミズナギドリを発見.
母島南崎の

対策によって

の繁殖地が回復傾向.
は、13ページを参照のこと.

渋谷 正昭 さん
副村長

1983年

父島に移住

小笠原の好きなコト
穏やかな気候と人柄.
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ヒ
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ト

小笠原に来たきっかけを

࣌鱴鳀鳫鳔鱰鱴ݻ༗छ鱑鱉鲐鱭鱉

教えてください。
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印象に残っている取組は

遺産に関わる取組は、

ありますか。

どんなことをしていますか。
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鲃鱞ɻ

武田さんの話から、

保全に関わっている生き物への愛情を感じました。
また、行政が行っている保全の取組に対しては、
「報告だけでなくしっかりとした評価もして

ト
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遺産に関わる取組は、

印象に残っている取組は

どんなことをしていますか。

ありますか。
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渋谷さんは、約40年間、
小笠原の自然の変遷と行政の移り変わり、
そして遺産登録という転換期をみてきました。
今後の小笠原の姿をどんな風にみているのでしょうね。

ほしい。」
と話していました。

甲虫で
ござる︒

小笠原に来た経緯を教えてください。

鱫鱉鲃鱞ɻ↗

7

ぐ

神輿を担いだまま海に入って
引き上げる.
毎年やらないと落ち着かない.

オガニマルズ

Oganimals

オガサワラハンミョウ

色が
きれい

シマアカネ

©環境省

小笠原固有のトンボ類は
兄島にしかいない甲虫
５種
おり、父島では絶滅して
日
オガサワラハンミョウは、
しま
いま
したが、
いくつかの
当たりのよい裸地を好む、
無人
島や
。
母島
に生息してい
虫を餌とするハンターです
ます
。
弟島
など
の竪
には安定して
円筒形
幼虫は砂地の
繁殖
できるよう人工池が設
穴におり、成虫になると地
置さ
れて
います。
上に出てきます。

トタチ

2011年
当時

西海岸で釣り(釣りのこと
ばかり考えて宿題が手に
つかないくらい).

2009年 母島に移住
2015年 父島に引っ越し
小笠原のおススメ
空がきれい. 緑もきれい.
みんなで空を見上げてみよう.
植物は外来種でも平等に美しい.

小笠原に来た時のことを

鲃鱜鱤鱲ɻ鱢鲑鱐鲎ؒɺਓ鱳

教えてください。
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新太くんは、普段どんなことをして

鱭鱘鲒鱰དྷ鱤鱯鱭ࢥ鱉鲃鱜鱤鱑ɺౡ

遊んでいますか。
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新太くんが生まれる頃のことを
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覚えていますか。
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鱨ࢠ鱳৽ଠ鲗ੜ鲘鱬ɺ
݄鱰鱨鱤

鳘鲨鳢鱭鱉鱋鲗鲍鱔୳鱜鱫鱉鲃鱜
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鱤ɻ
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子どもたちは、10年後には大人になって本土に旅立つことにな
るかもしれません。匡世さんは、
「それまでは島の自然と人の中
で楽しんで感謝して過ごしてほしい。」
と言っていました。

オガニマルズ

Oganimals
ヘタナリエンザガイ

オガサワラオカモノアラガイ

©森英章

©森英章

小笠原固有の陸産貝類は100種類以上！
特にカタマイマイの仲間は30種近くに分かれる“適応放散”
ほかにも、落葉に張り付きやすいコンタクト
が見られます。
レンズのような殻のヘタナリエンザガイ、湿潤な森で体を隠
せないほどに殻が小さくなったオガサワラオカモノアラガ
イなど、彼らの姿は、小笠原が“進化の実験場”であることを
教えてくれます。

はい、
ギレスピー
先生 !

遺産登録５周年
母島の

. 進化生物学の専門家ギレスピー教授来島.

を保全するために

対策を開始.

を保全するために兄島等で殺鼠剤の空中散布

を実施.

父島宮之浜で の林→在来の海岸林に転換する取組を本格始動.
おがさわら人とペットと野生動物が共存する島づくり協議会を設立.
は、13ページを参照のこと.

森 英章 さん
本土事業者

鲏鱬ɺ
鳧鲧鳧鲧鱭ಉ࣌鱰ෆ҆鲇鱇鲏鲃

クモを探す
調査を
しましょう

ト

2011年5月生まれ
小笠原の好きなコト

2016

2010〜16年 仕事で赴任
い ま (一財)自然環境研究センター
小笠原の宝物
島っ子(子どもたち).

ヒ

川口 匡世 さん
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登録年生まれ

川口 新太 くん

紡
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อ૿ޢ৩ࣨ鲗ߟ鱍鲃鱜鱤ɻౡ鱬鱳鳖
鲜鳖鲜鱳૿৩鳏鳥鲰鲟鲧鳀鱴鱐

小笠原に関わることになった

鱐鲏鲃鱜鱤鱑ɺ鱤鱔鱚鲘鱳ਓ鱳ྗڠ

きっかけを教えてください。

鱬ੜ෮ؼ鱑࢝鲆鲎鲑鱫鱉鲃鱞ɻ

େֶ࣌ɺ࢈ྨ鲗ڀݚ鱞鲐ઍ

印象に残っている取組はありますか。
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鱤ɻ
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ு鱬ɺ鱐鲎鱴ؒෝ鱜鲃

鱻鱘鱭鱑ଟ鱔鱇鲏鲃鱜鱤ɻ
ʮ ࠓ鱳ࣗવ

鱜鱤ɻҾ鱒༲鱗ޙ鲇鱰鳮݄ఔ鱴
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鱉ɻʯ
鱭ݴ鲔鲑鱤鱘鱭鱴鲑鲎鲑鲃鱠

遺産に関わる取組は、
どんなことを

鲘ɻຊདྷ鱳ࣗવ鱰鱞鱘鱭鱥鱖鱑ਖ਼

していますか。

ղ鱬鱴鱯鱉鱘鱭鲗ڭ鱍鲎鲑鲃鱜鱤ɻ
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鱳ਓ鱤鱦鱭Ұॹ鱰ɺ
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鲗
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鱩鱐鱋ʯ
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鱳ઃܭ鱬鱴ɺੜ鱬鱴ݟ鲎鲑鱯鱉ઈ
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໓ةዧ鱳ݻ༗छɺ
鱢鱜鱫鱢鲑鲗อશ

鱯鱔鱯鱨鱫ɺࢹୂ鱭鲇ت鱸鲗鱐鱦

鱞鲐ౡ鱳ਓ鱳࢟鲗ɺདྷऀؗ鲉ౡ鱳ਓ
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鲤鳡鲱ு鲏鱳↗

ࢥ鱉ग़鱬鱞ɻ

森さんは、島の人が保全の取組にどう関われるかをいつも
考えています。
そして、
島の子どもたちがいつか島に戻った
時に、小笠原の自然に関わることができるよう、
島の自然を残しておくことを目指しています。
8
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この部屋で
ハンミョウや
マイマイを育て
てるんだね

世界遺産って
何だろう ?

©環境省

小笠原世界遺産センターが開館.
南硫黄島総合学術調査
有人島の

によって新たな発見続々.

対策の要望を受け、集落の

防除を開始.

地元の団体と林野庁との協定による森林づくりが進行.
小笠原諸島森林生態系保護地域修復計画を改定.
は、13ページを参照のこと.

黒江 隆太 さん
環境省
紡

ぐ

ヒ

2017〜21年 仕事で赴任
小笠原の好きなコト
暮らしが楽しい.
盆踊りや秋のお祭り、節分など
地域を挙げて盛り上げているから.
職場の結束力が高まるアウト
リガーカヌー大会が一番好き.

ト
֬ೝ鱚鲑鱯鱔鱯鱨鱤࣌鱴ɺ֎དྷछ鱳

何をしていましたか。
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鱐鱨鱤鱬鱞ɻ

鱤ࡍɺ
鱘鱳Ҭ鱳ࣗવ鱳ಠࣗੑ鲗ߟ

小笠原での家族との思い出を

鱍鱤鱘鱭鱑鱇鲏ɺ鱢鱳࣌鱰ʮੈքҨ

教えてください。

࢈ʯ
鲗ҙࣝ鱜鲃鱜鱤ɻ

ࢠ鱮鲇鱴Ҿ鱨ӽ鱜鱫鱒鱫鱐鲎খּݪ

遺産に関わる取組で

鱳ࣗવ鱰鱭鱫鲇ৄ鱜鱔鱯鲏鲃鱜鱤ɻՈ

印象に残ったことはなんですか。

鱬ౡཱྀߦ鲗鱜鱤鲏ɺࢠ鱮鲇鱳ࣗ
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鱳鲧鲜鲲鲗ग़鱞鱳鱑߃ྫ鱬鱜鱤鱲ɻ

鱳։ॴࣜ鱭ɺ
߄鱤鱥鱜鱉Ұिؒ鱬鱜鱤ɻ

࠺鱴ɺ
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鱑鱯鱉鱭鱘鲒鱰ߦ鱔鱳鱑ָ鱜鱐鱨鱤

ഁ鱚鲑ɺ݄鱰鱴࢈ྨ鱑↗

鲍鱋鱬鱞ɻ

釣りや南洋踊りをしたりと、家族と小笠原生活を満喫したようですね。

2017〜19年 仕事で赴任
小笠原のおススメ
そこにしかない生態系と独自に
進化した生き物などの自然全般.
南洋踊り.

ぐ

ヒ

ト

Ұํ鱬ɺখּݪ鱴ੈքࣗવҨ࢈鱰
ొ鱚鲑鱫鱏鲏ɺࢲ鱑ۈ鱜鱫鱉鱤

小笠原に来た時の印象を

อશ鲳鳫鲷鱅鱬鱴֎དྷछۦআ鱯鱮

教えてください。
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鱢鱜鱫

鲃鱜鱤ɻ

ւ鱑鱒鲑鱉鱭鱉鱋ҹ鱬鱞ɻ

小笠原ではどんな島に行きましたか。
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鲐ػձ鱑鱇鲏ɺڵຯਂ鱐鱨鱤鱬鱞鱲ɻ

ܑౡ鱴鱭鱰鱐鱔ॵ鱐鱨鱤鱬鱞ɻᡊౡ

遺産に関わる取組は、

鱰鱴ധ鲃鲏鱬ߦ鱨鱤鱳鱬鱞鱑ɺଞ鱬

どんなことをしましたか。
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髙橋さんは、
お酒を飲むのが好きで、一人で居酒屋に
行くことも多かったそうです。
「そこで人と気軽に知り
合あえるコミュニティの狭さが魅力」
と言っていました。

兄島で
ござる︒

小笠原が遺産登録された時、

黒江さんは、普段は仕事で忙しそうですが、磯の波打ち際を見たり、
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髙橋 健 さん
林野庁

2017
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みどりが
いろとりどり

©環境省

乾性低木林

岩上荒原植生

兄島の台地上の露岩地は
何もない裸地に見えます
シマムロなどで
が、非常に希少なウラジロ
の固有の針葉樹
それらの植物は乾燥 コムラサキやコヘラナレン
構成され、
に耐えられるよう葉が小さく厚 などによる岩上荒原植生

シマイスノキ、
乾性低木林は、
ヒメツバキ、唯一
ヒメフトモモ、

いものが多くなっています。

が点在しています。

おが高

新行内 博 さん
2014年 仕事で赴任
い ま 小笠原高校教員
小笠原の好きなコト
晴れた日の海のきれいさ.

森岡 未紗さん

ウェザーステーション
(夕日、クジラ、たまたま
来た人とのおしゃべり).

2021年3月小笠原高校を卒業
小笠原の好きなコト
この環境
(どこに行っても景色が良い、
島の人が好き).

紡ぐヒトタチ

小笠原高校の自然保護研究会の
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鱫鲇鲎鱨鱫ଜຽ鱖鱳ւ鱳؍ձ鲗

ຖ֎鱬༡鲘鱬鱉鲃鱜鱤ɻಉձ鱰ೖ

اը鱜鱤鲏ɺԞଜ鱳ׁׯ鱳ੜ鱒

鲐લ鱴ಈ鱰ಛ鱰ڵຯ鲗࣋鱨鱫鱴鱉

ௐࠪɺ
鲢鲤鲭鳧鳡鲣鳧鳃鳂鱳ڀݚ鱯

鲃鱠鲘鱬鱜鱤鱑ɺಓ鱯ௐࠪ鲗ख

鱮鲗ߦ鱨鱫鱉鲃鱞ɻௐࠪ鳍鲛鱅鳣鳁鱰

鱋鱘鱭鱬ɺ
鲣鳧鳃鳂鱰鲇Ѫண鱑鲔鱒ɺ

鱜鱫鱉鲐ਗ਼鱴ɺ֗鲗ྲྀ鲑鱫鱉鲐

ັྗ鱑鲔鱐鱨鱫鱒鱦鲈鱉鲃鱜鱤鱲ɻ

鱳鱰鱭鱫鲇鱒鲑鱉鱬ɺੜ鱒鲇݈શ

世界自然遺産小笠原諸島管理計画を改定.
父島と母島で村民参加の森づくり
兄島の

を開始.

侵入防止柵の3ライン目が完成.

植生回復と

で
保全のために媒島（翌年は嫁島）

南島での

は、13ページを参照のこと.

鲃鱬鱴ɺখּݪ鱳ੜ鱒鲗鲏鲃鱠

ɹɹɹ鲤鳡鳉鲬鲱鱳ߴߍੜ鱴ɺ

鲘鱬鱜鱤鱑ɺຊ 鱳ੜ鱒鱭શ વ

l鱭鱰鱐鱔ࣗવୈҰɺࣗવ鱇鲏鱒鱬ਓ

ҧ鱨鱤鲏ಛघ鱯໘鱑鱇鱨鱤鲏鱜鲃鱞鱲ɻ

鱑鱉鲐z鱭鱉鱋ߟ鱍鲗࣋鱨鱫鱉鲃鱜

同会に入ったきっかけと

鱤ɻ
鲃鱤ɺ鲄鲘鱯ࣗ鱳ઌ鲗鱦鲈鲘

印象に残った活動はなんですか。

鱭鱨鱫鱉鱫ɺ
ࣗ鱳ҙݟ鱑鱜鱨鱐鲏

ɹখ鱚鱯ࠒ鱐鲎ɺ鱭鲍鱔ࢁ鲗า鱉

鱇鲏鲃鱜鱤ɻ֗鱰鲬鳗鱑མ鱦鱫鱉鱤

鱫鱉鱤鱳鱬ࣗવ鱰ڵຯ鲗࣋鱦ɺಉձ

鲎ɺ鱤鲏લ鱳鲍鱋鱰र鱨鱫鱉鲐࢟鲇

鱰ೖ鲏鲃鱜鱤ɻੜ鱒鱬鱴ௗ鱑鱒

ҹత鱬鱜鱤ɻ

鱬鱞鱑ɺௐࠪ鲗௨鱜鱫鲣鳧鳃鳂鲇↗
森岡さんと高野さんは、小学生の頃からガジュマル鬼ごっこやかくれんぼ、
裏山探検など、毎日のように外で遊んでいたそうです。高校を卒業した2人
が、
これからの小笠原にどんなふうに関わってくれるか、楽しみですね。

オガニマルズ

Oganimals

©東京都小笠原支庁

アホウドリ類３種

カツオドリに代表される海鳥は、
これまでに21種の繁殖が
小笠原で確認されています。
ミズナギドリ類は11〜12月頃
の巣立ちの時期になると、夜間に若鳥が母島や父島の集落
の明かりをめがけて不時着します。不時着した若鳥は保護
され、翌朝放鳥されます。聟島列島では、
３種のアホウドリ
類の繁殖が確認されています。

加賀 芳恵 さん

2016年 父島に移住
小笠原の好きなコト

IBO

ゴスへ行ったそうですね。

対策を開始.

対策の継続により、自然環境が改善.

高校生の2人は、2018年にガラパ

鱯ܗ鱬鱨鱫鱉鲃鱞鲍ɻෝ鱜鱫鱔鲐

カツオドリ

森づくりは
これからだ

植樹後に100人で
ハイ、
チーズ !

2021年3月小笠原高校を卒業
小笠原の好きなコト

活動について教えてください。

2018

มΘͬͨίτ

高野 一海 さん

まだまだ生き物に謎が多い
未解明さが魅力.

紡
小笠原に来たきっかけを

ぐ

ヒ

ト

教えてください。
ࢠ鱮鲇鱳ࠒ鱐鲎鱑鱒鱬ɺՈ鱳ۙ

印象に残っている取組はありますか。

鱔鱰鱇鱨鱤ਆಸཱݝੜ໋鱳ɾ

鱳ೆེԫౡɺ鱳

ٿതؗ鱬ࠛ鱳ઐՈ鱳ן෦࣏

ེԫౡ鱳ࣗવڥௐࠪ鱳ࡍɺݕӸ

لઌੜ鱳খதֶੜ鱖鱳ࠛߨ࠲

୲鱭鱜鱫ؔ鲔鲏鲃鱜鱤ɻੜ鱒鲗鱢

鲗ड鱖ɺ鲗࠾鱨鱫ඪຊ鱰鱜鱤鲏鱜鱫

鲑鲎鱳ౡ鱰࣋鱦ࠐ鲃鱯鱉鱘鱭鲗పఈ

鱉鲃鱜鱤ɻ

鱞鲐鱤鲆ɺ࣋鱨鱫鱉鱔ՙ鱳த鲗

鱢鱳ԑ鱬ɺ݄鱰ן෦ઌੜ

鱬֬ೝ鱜ɺྫྷౚ鱜ɺༀࡎᗉৠॲཧ

鱰༠鲔鲑鱫ܑౡ鱳ௐࠪ鱰ಉߦ鱜鱤

鲗鱜鱤鲏鱜鲃鱜鱤ɻීஈ鱴鱑鱰

鱳鱑ॳ དྷ ౡ鱬鱞ɻ鱢鱳ࡍ ɺ ݩ鱳

ೖ鱨鱫鲇શ鱔ݏ鱬鱴鱯鱉鱳鱬ɺࠓ鲃

/10ஂମ鱬鱇鲐খּࣗݪવจԽݚ

鱬鱭ҧ鱋಄鱳鱉ํ鲗鱜鲃鱜鱤鱲ɻ

ॴڀʢ*#0ʣ鱳ํ鱰鲗鱐鱖鱫鲇鲎

鳣鱅鳀࡞൝鱳ՙ鱰େྔ鱳鳏鳥

鱉ɺ
݄鱰鱴ब৬ɾҠॅ鱜鱫鱉鲃鱜鱤ɻ

鲾鲜鳫鱑ೖ鱨鱫鱉鱤鲏ɺଞਓ鱳ՙ

遺産に関わる取組は、

鲗ݟ鲐鱘鱭鱴鱯鱐鱯鱐鱯鱉ݧܦ鱬鱜鱤ɻ

どんなことをしていますか。

仕事以外では、

ೆౡ鲉ᡊౡྻౡ鱳ࠛௐࠪ鱯鱮鲗

どんなことに興味がありますか。

鱜鱫鱉鲃鱞ɻೆౡ鱰鱴ݻ༗鱳鳇鳂鳈

鲤鱳ؒ鱳鳓鳡鲲鳗鲧鲹鳈鱰鱴鲃鱨

鲹ྨ鱑鱏鲏ɺ
鱮鱳قઅ鱰鱮鲘鱯Ֆ鲗

鱫鱉鲃鱞ɻઓ鱳ߺ鲉ಎ݀鱰鱏鲏ɺ

ར༻鱜鱫鱉鲐鱐鱯鱮ɺ鱙鱭鱳มԽ

㕒鱴鲔鱐鱨鱫鱒鱤鱳鱬鱞鱑ɺ
鱤鱔鱚鲘

鲗ݟ鱩鱖鲐鱭鱏鲇鱜鲒鱉鱬鱞鱲ɻݻ

鱉鲐࣌鱭શ鱔鱉鱯鱉࣌鱑鱇鲏ɺ鱢鱳

༗鱳鳇鳂鳈鲹ྨ鱴ೆౡҎ֎鱰鲇鱉

ݪҼ鲗鲏鱤鱉鱬鱞ɻ

鲐鱳鱬ɺଞ鱳ແਓౡ鱰鲇ߦ鱨鱫ௐ鱾
鱫鲄鱤鱉鱬鱞鱲ɻ↗
小笠原には、
未調査・未発見の虫がたくさんいるはずです。
加賀さんの探求は終わりませんね。
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東京都レンジャー

西之島総合学術調査

によって新たな発見続々.

をテーマにした講演会「オガグワの集い」
を開催.
台風が小笠原に襲来. 生態系への影響と遺産関連施設に被害.
の目撃数が母島でも増加.

と農業の共生へ.
は、13ページを参照のこと.

小笠原の好きなコト

紡ぐ

タ

2015年 父島に移住
い ま (有)フローラ

ɹࣗવܥڥ鱳ઐֶߍ鱰௨鱨鱫
鱉鱤࣌ɺतۀ鱬খּݪ鱑հ鱚鲑ɺ
ߦ鲉ઐՈ鱥鱖鱬鱯鱔ౡຽ鲇ੵ
ۃత鱰֎དྷछ鱰औ鲏鲘鱬鱉

小笠原の好きなコト
兄島(小笠原に来た原点).
仕事(いい人に囲まれている).

鲐鱭鲏鲃鱜鱤ɻࣗ鲇鱢鱋鱉鱨鱤औ

印象に残っている取組はありますか。

鱰ؔ鲔鲏鱤鱉鱭ࢥ鱉ɺ鱰

ɹձࣾ鱰鱴༷ʑ鱯ਓ鱤鱦鱑鱉鲃鱞ɻ

ࠓ鱳ձࣾ鱰ब৬ɾҠॅ鱜鲃鱜鱤ɻ

ト
ヒ

鱬্鱜鱯鱖鲑鱵鱉鱖鱯鱉࣌鲇鱇
ௗౡ鲉ຓౡ鱳ௗౡ鱳鲚鳓鲞鳁鳢ྨ

େֶ࣌ɺԭೄ鱳鲣鲠鳣鱳ڀݚ鲗鱜

鱳ௐࠪ鱳࣌鱴ɺౙ鱰ӭ鱉鱬্鱞

鱫鱉鲃鱜鱤ɻ鱢鱳ԑ鱬ੴ֞ౡ鱭Ԟଟ

鲐鱳鱬פ鱔鱫େม鱬鱜鱤ɻ

ຎ鱬ڥল鱳鲚鲧鲾鲛鳎鳤鳫鲰鳛鱅

鱰෩߸鱑ౡ鲗ܸ鱜鱤࣌

鲗鱜鱫鱉鱤鱘鱭鱑鱇鲏鲃鱞ɻ鱢鱳ࠒɺ

鱴ɺ༡าಓ鱳鳣鱅鳀鱑શ鱔鱐鲎鱯

খּݪ鱑ੈքҨ࢈鱰ొ鱚鲑鱤鱭

鱔鱯鲐鱔鲎鱉鱯鱮鱑鱷鱮鱔ɺ࠶鱸

ฉ鱒ɺߦ鱨鱫鲄鱤鱉鱭ࢥ鱨鱫鱏鲏ɺ

։௨鱚鱠鲐鱤鲆鱰鲹鲟鱅鳫鲵鱅࡞ۀ

݄鱰ࠓ鱳ࣄ鱰࠾༻鱚鲑

鱑鳮݄ଓ鱒鲃鱜鱤ɻ鱢鲑鱴鲥鲼鱐鱨

鱤鱘鱭鱬࣮ݱ鱜鱫鱉鲃鱜鱤鱲ɻ

鱤鱬鱞鱲ɻ

ෝ鱞鲐࣌鱴ޫ؍٬鱑鱞鱙鱉ଟ鱉

休日はどんな風に過ごしていますか。

ࠒ鱥鱨鱤鱳鱬ɺ
鱏鱑ؙ鱳鲹鲩鲻鳀鲗औ

鳋鱅鳣鱭鲞鲧鳤鳤鱭鳇鳫鳚鲻鲧鲗࣋鱨

鲐鱳鱑େม鱬ɺ
鱴鱴ؙ鲇ຬһ鱬鲑

鱫鱰ߦ鱒ɺ鲁鱅鱨鱭鱜鱫鱉鲐鱘鱭鱑

鱯鱉鱐鲇鱜鲑鱯鱉鱭ݴ鲔鲑鱤鱳鲗֮

鱒鱬鱞ɻ
鱢鱳Կ鲇鱜鱯鱉࣌ؒ鱑؆

鱍鱫鱉鲃鱞ɻ

୯鱰ख鱰ೖ鲐鱘鱭鱑࠷ߴ鱬鱞鱲ɻຊ

遺産に関わる取組で

鱳ਓ鱤鱦鱑Կສԁ鲇鱐鱖鱫ݟ鱰

印象に残ったことはなんですか。
↗

དྷ鲐ܠ৭鱑ɺ
鱞鱕鱢鱵鱰鱉鱩鱬鲇鱇
鲐鱘鱭鱴ɺ
鱉鱉鱬鱞鱲ɻ

宮川さんは、
「森にいると世界の正しいバランスの中にいる
気がする。」
と言いながら、仕事では山や無人島に行くハード
な時間、休日は海でゆっくりとした時間を過ごしています。

田澤 誠治 さん

1985年頃 母島に移住
い ま
母島ユースホステル
小笠原のおススメ
海や山ががすぐそばにあって、
どちらも気軽に行ける.

紡

ガイドと宿を始めた経緯を

ܠ৭鲉ੈքҨ࢈鱭鱉鱋ף鱬બ鲘鱬

ࢲ鱴ڥอશ鱳ࣄ鱑鱜鱤鱔鱫ೖ

教えてください。

དྷ鱫鲐鱳鱬鱜鲌鱋鱲ɻ
鱤鱥ɺখּݪ鱳

遺産に関する取組に関わるように

ࣾ鱜鱤鱳鱬ɺ࠷ॳ鱴ଞ鱳鲱鲷鲻鳍鱭

ࠒɺੴ鱰鱇鲐ೕಎ鱰࿈

ັྗ鱑鱨鱫鲇鲎鱍鲐鱯鲎ɺདྷ鲐鱒鱨

なった経緯を教えてください。

鱳Թࠩ鲗উख鱰ײ鱝鱫鱉鲃鱜鱤ɻ

鲑鱫ߦ鱨鱫鱜鱫鲀鱜鱉鱭ݴ鲔鲑ɺҊ

鱐鱖鱴鱯鲘鱬鲇鱉鱉鱬鱞鱐鲎鱲ɻ

ɹຊ鱳Ֆ鱰ۈ鲆鱫鱉鱤鱳鱬鱞

ࠓ鱴ɺࣗવ鱰ڵຯ鱑鱯鱔鱫鲇աࠅ鱯

鱜鱤鱘鱭鱑鱒鱨鱐鱖鱬鱞ɻ
鱢鱳ࠒ鱴ɺ

鱢鲑鱐鲎ɺ౦ژ鳤鳫鲰鳛鱅鲉ڥ

鱑ɺ鱰ౡ鱰鲏ɺࠓ鱳ձࣾ

࡞ۀ鱰ܞ鲔鱨鱫鱔鲑鱫鱉鲐ਓ鱤鱦鱳

ۀ鲉鲤鲱ૹ鲇鲉鱨鱫鱉鲃鱜鱤ɻ

ল鱳鲚鲧鲾鲛鳎鳤鳫鲰鳛鱅鱯鱮ɺࣗવ

鱰ೖ鲏鲃鱜鱤ɻ࣌鱴מ鲏鱯鱮鱳

༗鲄鲗ײ鱝鱫鱉鲃鱞ɻࣄ鱳த鱬

鱢鱳ޙɺ鱰鲚鳫鳂鳋鱅鲹

鲗क鲒鱋鱭ࢥ鱨鱫ࣄ鱰ब鱔ਓ鱑ଟ

ۀ鱑த৺鱬ɺҨ࢈鱰鱯鱨鱤鱭

ࣗࣗ鱳ਓؒੑ鲇鱬鱒鱤鲍

ౡ 鳞鱅鲱鳓鲱鲾鳣鲗鲢鱅鳏鳫鱜ɺ

鱔鱯鲏鲃鱜鱤ɻ
鱢鲑鱑ଓ鱉鱫鱉鱔鱭鱉

ฉ鱉鱫鲇Կ鱳鱘鱭鱐鲍鱔鲔鱐鲏鲃鱠

鱋鱯ؾ鱑鱜鱫鱉鲃鱞ɻ

鱬प鲗ܴ鱍鲃鱜鱤ɻ

鱉鱬鱞鱲ɻ

鲘鱬鱜鱤ɻ

ɹ֮鱍鲐鱘鱭鱑ଟ鱔େม鱬鱜鱤鱑ɺ

遺産登録されてから、

普段の暮らしで遺産に関わって

どんな印象がありますか。

いると思うことはありますか。

࣋鱫鲃鱜鱤ɻਓһ鲗૿鲉鱞鱤鲆鱳෦

ొલ鱴鳢鳌鱅鲷鱅鱳ޫ؍٬鱑ଟ

ؔ鲔鲏鱴ബ鱉鱬鱞鱲ɻॅ鲘鱬鱉鲐

୳鱜鱰鲇ۤ࿑鱜鲃鱜鱤ɻɺ

鱐鱨鱤鱳鱑ɺొޙ鱴鲼鲚鱅٬鱳ׂ

ॴ鱳鲃鲔鲏鱴Ҩ࢈Ҭ鱯鱳鱬ɺ֎鱐

鱰ܑౡ鱬鱳鲚鳆鱅鳣আର

ؔ鲔鱨鱫鱉鱔鱋鱦鱰ࣗવ鱽鱳ڵຯ鱑

ࡦ鲗ߦ鱋鱘鱭鱰鱯鱨鱤࣌ɺౡ鱳ࣄ
ऀۀ鱭鱜鱫鲚鳆鱅鳣ั֫ۀ鱰ܞ鲔

ʮࣗવ鲗क鲒鱋鱭Ҡॅ鱞鲐एऀ鱰ಇ

߹鱑૿鱍鱤ҹ鱬鱞ɻҨ࢈Ձ鱳த

鲎ݟ鱤鲎鱋鲎鲉鲃鱜鱑鲎鲑鲐鱐鲇鱜

鱬鱜鱤鱑ɺࡏݱ鱴鳅鲲鳗আ鲉อޢ

鱖鲐ॴ鲗࡞鲏ɺౡ鱬鱳ఆॅ鲗ޙԡ

৺鱴鲣鲷鲼鳘鳢鱬鱞鱑ɺ鱢鲑鲗త

鲑鲃鱠鲘鱑ɺಛผ鱯鱘鱭鱴鱇鲏鲃鱠

૿৩ࣨ鱳ӡӦ鱯鱮鱳ۀ鲇૿鱍ɺ

鱜鱜鱫鱉鲐ձࣾʯ
鱭鲾鳤鳋鱬औ鲏্鱗

ਓ鱔鲎鱉鱳鲱鲷鲻鳍鱑ࣗવڥอ

鲎鲑鱤࣌ɺ
鱘鲑鱑鲉鱨鱫鱒鱤ࣄ鱳

鲐鲍鱋鱰鱯鲏鲃鱜鱤ɻॳ鱴ਓମ੍

શ鱰ؔ鲔鱨鱫鱉鲃鱞ɻ
↗

鱥鱭ײ鱝鲃鱜鱤ɻ

2人とも今の仕事が好きなのだそうです。
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鱔鱳鱴鱏鲇鱜鲒鱉鱬鱞鱲ɻ
鱤鱥ɺӭ鱉

ぐ

教えてください。

宿・ガイド

チ

教えてください。

紡

鲏ɺ݁ߏ鳇鱅鳁鱬鱞ɻಛ鱰࢞ౡ鱳ೆ

ト

川島 麗央奈 さん

小笠原に来たきっかけを

鱑ଟ鱔ɺීஈ鱴ߦ鱖鱯鱉鱭鱘鲒鱰ߦ

小笠原に来たきっかけを

ヒ

海遊び(サップ、BBQ).
仕事(毎日新しい事がある).

地元事業者

池田 涼平 さん

父島出身
い ま (有)フローラ

ۀ鱬ౡྻౡ鱳ଐౡ鱰ߦ鱔ػձ

ト

©環境省

御幸之浜園地.

ヒ

噴火後の
西之島には
どんな生き物が
いるんだろう ?

2012年 母島に移住
小笠原のおススメ

ぐ

2019

宮川 五葉 さん

มΘͬͨίτ

こんな人たちが島に増えていくことを願うばかりです。

鱰དྷ鲐ਓ鱴গ鱯鱉鱬鱞鱲ɻ↗

鲘ɻ
Ҩ࢈鱬鱇鲐鱘鱭鱴ࣗຫ鱰ࢥ鱉鲃鱞ɻ

田澤さんは、青森の雪国出身です。
年中温暖なこの島は、
「雪かきの苦労がないのがイイね。」
と言っていました。寒い地域からみたら、
暖かい南国はあこがれの地なのでしょうね。

佐々木 メグミ さん
佐々木 隆幸 さん

มΘͬͨίτ

漁業者

1999年 母島に移住
い ま 国設鳥獣保護区管理員
小笠原の好きなコト
海、それしかない.
海があるからいる.

2020

紡

ぐ
ヒ

ɹ鱳鱐鲎ౡ鱬ࢣړ鲗鱜鱫鱉
鱫ɺࡏݱ鱴鳙鲣鲰鲥鱭ఈ鲏鱰鲍鲐鲢

チ

母島出身
い ま 母島漁協組合長
小笠原の好きなモノ

鳂鲤鲸鲜ɺ
鲚鲣鳇鲷鲗ओ鱰ѻ鱨鱫鱉鲃
鱞ɻҨ࢈ొ鱚鲑鱤࣌ɺۀړ鱰มԽ

֮鱍鲃鱜鱤ɻɺࢠҭ鱫鱑མ鱦

ั鲑鱤ڕ鱳鲀鱭鲘鱮鲗ຊ鱰ग़ՙ

ண鱉鱤ࠒɺଉൈ鱒鱭֎ग़鱞鲐鱒鱨鱐

鱞鲐鱳鱬鱞鱑ɺҰिؒ鱐鱐鲐鱳鱬

鱖鱰鱭࢝鲆鲃鱜鱤ɻ

鲗อ鱩鱘鱭鱰ۤ৺鱜鱫鱉鲃鱞ɻ

母島ではどんな鳥が見られますか。

ʙ݄鱴鲚鲢鲞鳗鲤鳙ړ鱑ղې鱰

ɹ鲜鲵鳊鳠鳁鳢鲉鳙鲨鳥鱳ଞ鱰鲢鲢

鱯鲏鲃鱞ɻҰ෦鱴৯༻鱰鱜ɺҰ෦鱴

鳈鳫鲉鳗鲭鲬ɺ
鳜鲼鲤鲯鳡鱯鱮鲗ݟ鲐

鱬࢈ཛ鱚鱠鱫ւ鱰ฦ鱜鱫鱉鲃鱞ɻ

鱘鱭鲇鱇鲏鲃鱞ɻेલ鱰鳇鲧鲹鳟

鲣鳙鲗৯鱾鲐श׳鱴খּݪ鱳وॏ

鲞鱑དྷ鱤鱘鱭鲇鱇鲏鲃鱞ɻ鱜鱉छྨ

鱯จԽ鱯鱳鱬ɺ
鱘鱳จԽ鲗ܧঝ鱜鱫

鱳ௗ鲗ݟ鲐鱭鳁鲥鳁鲥鱜鲃鱞鱲ɻ

鱉鱔鱤鲆ɺ
鲣鳙鱭鱳ڞੜɺࣗવอશ鱭

Ұํ鱬ɺूམ鱰鱉鲐鳅鲫鱳໘鲗

鱳ཱ྆鲇ਐ鲆鱫鱉鲃鱞ɻ

ࠤʑՈ鱑鲄鱫鱉鱫ɺଟ鱉࣌鱰鱴

国 設 鳥 獣 保 護 区 管 理員になった

಄鱉鲃鱜鱤ɻ
鱘鲑Ҏ্૿鱍鲐鱭໘

きっかけを教えてください。

鲄鱒鲑鱯鱔鱯鲏鲃鱞鱜ɺௗ鱽鱳Ө

ɹࢠ鱮鲇鱳ࠒ鱐鲎ಈ鱑鱒鱬ɺՈ

ڹ鲇৺鱬鱞鱳鱬ɺଜ鱳鳅鲫ରࡦ

鱬鲞鲭鲦鲉鲜鳫鲫鲗ࣂ鱨鱫鲃鱜鱤ɻ
鳁

鱰ྗڠ鱜ɺશ鱫鱳鳅鲫鱳ආڈख
ज़鱭鳖鲜鲧鳥鲹鲻鳏鱳ண鲗ࡁ鲃鱠

ੜ鱳࣌鱰ௗ्อޢһମݧ鲄鱤

鲃鱜鱤ɻ
鱢鱳ޙɺण໋鲗ܴ鱍鲐鳅鲫鱑

鱉鱯鱘鱭鲗Ұؒ鲉鱨鱤鱳鱬鱞鱑ɺ

ग़鱫鱒鱫ɺࠓ鱴鲏Ұ಄鱬鱞ɻ

鱢鲑鱑ָ鱜鱔鱫ௗ鱳छྨ鲗鱤鱔鱚鲘↗
佐々木夫妻は、小笠原の生き物たちをただ守る
だけではなく、命と向き合い、
うまく付き合っています。
この方︑
せっしゃの
知り合いなり︒

オガニマルズ

Oganimals

まるで
妖精

オガサワラシジミ

©アイランズケア

オオバシマムラサキ
オガサワラカワラヒワは種
オガ
サワラシジミは、
オオバ
子を餌にし、南硫黄島と母
シマ
ムラ
サキのつぼみなどの
島列島に生息しています。
小笠
原固
有の樹木を餌にし
カワラヒワの亜種で
近年、
ここ数年で、母島で
はなく、進化の結果、独自 ています。
いく
つかの目撃情報があるの
の特徴を持っていることが
みに
なってしまいました。
分かってきています。

©森英章

を保全するために向島で

対策を開始.

小笠原村愛玩動物の適正な飼養及び管理に関する条例を制定.
聟島列島初の固有植物ムコジママンネングサを発見.
の生息域外での繁殖個体が途絶.
域外保全していた

を巽島へ野生復帰開始.
は、13ページを参照のこと.

伊藤
元本土事業者

鳈鳀鲗อޢ鱜鱤鱘鱭鲇鱇鲏鲃鱞ɻখֶ

オガサワラカワラヒワ

父島に近接する
巽島には、
マイマイが
生息できる環境が
残っているんだ !

島魚を使った料理.

鱴鱇鲏鲃鱠鲘鱬鱜鱤ɻখּۙݪւ鱭
鱉鱨鱫鲇ւ鱴鱩鱯鱑鱨鱫鲃鱞鱐鲎鱲ɻ

タ

ト

母島の漁業の様子を教えてください。

敦基 さん

本土在住
い ま 環境省
(元(株)プレック研究所)
小笠原の好きなコト

紡

ぐ

ヒ

ト

人の雰囲気(いい意味でざっくば
らん、正直ベースで付き合える).

小笠原に関わることになった

ཧ鱞鲐鱤鲆鱳ܭը鱪鱔鲏鱰ؔ鲔鲏

きっかけを教えてください。

鲃鱜鱤ɻؔߦؔػ鱑ձٞࣨ鱰ू

ڥ鲫鳫鲭鳣鲷鳫鳀鲗ߦ鱋ձࣾ鱰ۈ

鲃鱨鱫ɺҰݴҰ۟鱰ྗ鲗ೖ鲑鱫ɺ鲄鲘

鲆鱫鲃鱜鱫ɺ鱰খּݪ鱳ੜ

鱯鱬ே鱐鲎൩鲃鱬鱜߹鱨鱫鲃鱜鱤ɻ

ଶܥอશ鱰ؔ鱞鲐ݕ౼ۀ鱬ओ୲

鱢鱳ޙ鱴ɺ
鱢鱳ܭը鱰ج鱪鱒Ҩ࢈鲗

鱰鱯鲏鲃鱜鱤ɻେࡕ鱐鲎౦ژ鱰స

ཧ鱞鲐औ鱰ؔ鲔鲏鲃鱜鱤ɻ۩ମ

ۈ鱜鱫鱞鱕鱳鱘鱭鱬ɺখּݪ鱳鱘鱭鲗

త鱰鱴ɺؔߦؔػ鱰鲍鲐Ҩ࢈

Կ鲇鲎鱯鱉鲃鲃ɺௐࠪ鱳鱤鲆鱰ॳ

ཧ鲗ݕ౼鱞鲐ձٞ鲉༗ࣝऀ鱰鲍

དྷౡ鱜鲃鱜鱤ɻߦ鱔લ鱴ԭೄ鱳ീॏ

鲐Պֶҕһձɺݩ鱳ਓ鱤鱦鱰鲍鲐

ࢁॾౡ鱳ౡ鱳鲍鱋鱯鲜鳙鱅鲰鲗๊

Ҭ࿈བྷձٞ鱳ӡӦ鲭鳕鱅鳀鱬鱞ɻ

鱉鱫鱉鲃鱜鱤鱑ɺౡ鱴ࢥ鱨鱫鱉鱤

印象に残っている取組はありますか。

鲍鲏鲇ձ鱬鱜鱤鱲ɻ
鱢鲑鱐鲎鱰̍

Ն鱳ௐࠪ鱬ܑౡ鱰ߦ鱔鱭ɺਫ鲗̒Ὑ

ʙ̏ճɺຖདྷ鱫鱉鲃鱞ɻՆ鱳ௐࠪ

࣋鱨鱫ߦ鱨鱫鲇鱑ׇ鱔鱔鲎鱉鳐鳥鳐

鱬ग़ு鱜鱤࣌鱴ɺ
鱦鲌鱋鱮ൟظ鱭

鳥鱰鱯鲏鲃鱜鱤ɻ
鱤鱥ɺຊ鱬鱴ݟ鲑

ॏ鱯鱨鱫ɺઌ鱏鱑ؙ鱳ધ鱳ີ

鱯鱉ܠ৭鲗ݟ鲐鱘鱭鱑鱬鱒ɺձ鱐

鱑鱞鱙鱐鱨鱤鱘鱭鲗֮鱍鱫鱉鲃鱞ɻ

鲎௨鱨鱫鱉鱤鱳鱬ɺߦ鱔鱰৺鱑ચ

遺産に関わる取組は、

鲔鲑鲃鱜鱤ɻ
ແਓౡ鱰ߦ鱔࣌鱴ɺ
鱐

どんなことをしていますか。

鲎খܕધ鱰鲏߱鲏鱞鲐鱳鱬鱞

Ҩ࢈ొ鲗ࢦ鱜鱫鱉鱤ࠒɺ
Ҩ࢈鲗↗

鱑ɺ
鱢鲑鱥鱖鱬鲇ಛผײ鱑鱇鲏鲃鱞ɻ

伊藤さんは、小笠原に来ると島の人にすぐに見つかるくらい、
とても背が高い方です。
そして、小笠原の景色の美しさや
お土産の質の高さに感動する物腰柔らかな心優しい方です。
12

ੜ͖͕ͨͪ҆৺ͯ͠ΒͤΔౡʑ
遺産マップ

֎དྷछɾࡏདྷछ鱮鱦鲎鱳໋鲇େ鱬鱞ɻ
鱢鲑鱬鲇খּݪ鱬鱜鱐ੜ鱒鱫鱉鱖鱯鱉ੜ鱒

聟島列島

鲗क鲐鱤鲆ɺੜଶܥશମ鱳鳈鳡鳫鲱鱰ྀ鱜鱯鱑

ᡊౡ

鲎ɺرগ鱯ੜ鱒鱳อޢ鲉ࣗવڥௐࠪɾ鳚鳃鲷鳢鳫鲨ɺ
֎དྷछରࡦ鱑ਐ鲆鲎鲑鱫鱉鲃鱞ɻ

ഔౡ

オガニマルズ

Oganimals
湿性高木林

ハハジマメグロ

乾性低木林

海鳥

オガサワラグワ

オガサワラオオコウモリ

固有陸産貝類

オガサワラハンミョウ

オガサワラカワラヒワ

固有トンボ類

アカガシラカラスバト

オガサワラシジミ

Շౡ

父島列島

ఋౡ

取組
在来の生き物を守るための外来種の侵入防止柵
希少な生き物の栽培・飼育・繁殖・野生復帰

ܑౡ

ౡ

自然環境調査、生息生育状況モニタリング

౦ౡ

外来種対策

ౡ

外来種

守りたい生き物

方法

ネズミ

植物、陸産貝類、
鳥類

殺鼠剤、
カゴわな

外来植物

植物・植生

伐採、薬剤

ノヤギ

植物・植生

銃器、
わな

ノネコ

鳥類、哺乳類

カゴわな
（捕獲後は譲渡先へ）

昆虫類

粘着トラップ

グリーン
アノール
外来
プラナリア類

陸産貝類

外来アリ類

陸産貝類

ೆౡ
ౡ

母島列島

靴底洗浄、
土付き苗の温浴
殺虫剤、
土付き苗の温浴

ౡ

ౡ

火山列島

໑ౡ

ฏౡ

೭ౡ
1313

ེԫౡ

ೆེԫౡ

࢞ౡ

ຓౡ

͙ώτ
ɹੲ鱳খּݪ鱳༷ࢠ鲗ڭ鱍鱫鱔鱥鱚鱉ɻ

ɹҨ࢈鱰ొ鱚鲑鲐鲃鱬鱰ɺଜ鱳த鱬

ࠃ鱭౦ژ鱭鱋鲃鱔࿈ܞ鱜鱯鱑鲎ਐ鲘鱥

ɹ鱰খּݪ鱑ຊ鱰ฦؐ鱚鲑

鱴鱮鱳鲍鱋鱯ಈ鱒鱑鱇鲏鲃鱜鱤鱐ɻ

鱳鱬鱴鱯鱉鱬鱜鲌鱋鱐ɻ

鲃鱜鱤ɻ鱢鲑鲃鱬鱰ؒ鱳ۭന鱑鱇

ɹখּݪ鱴ຊ鱐鲎LN鲇鲑鱫

ɹࣗવ鲗क鲐鱳鲇յ鱞鱳鲇ਓ鱬鱞ɻ
鱢鱳

鲏ɺౡ鱽鱳ࢥ鱉鱑ࣺ鱫鱒鲑鱯鱉ਓ鱤鱦

鱉鲐鱳鱰ւ࿏鱜鱐鱇鲏鲃鱠鲘ɻ

鳈鳡鳫鲱鱑鱭鱫鲇鱜鱉鱭ߟ鱍鱫鱉鲃鱞ɻ

鱑鱨鱫鱒鲃鱜鱤ɻ鱰ఆظધ鱳

鱐鲎ߤۭ࿏鱳ܭը鱑鱇鲏ɺ࣌鱴ܑ

খּݪ鱳ࣗવ鱬ތ鲑鲐鱭鱘鲒鱴ɺւ༸

௴ؙ鱑बߤ鱜ɺདྷ鱤鱉ਓ鱴୭鱬鲇དྷ鲑

ౡ鱑࿏鱳༧ఆ鱰鱯鱨鱫鱉鲃鱜鱤ɻ ౡ鱰鱏鱖鲐ੜਐԽ鱳ݟຊ鱥鱭ഽ鱬ײ

鲐鲍鱋鱰鱯鲏鲃鱜鱤ɻࢲ鱴鱑ེԫౡग़

鱜鱐鱜ɺҰؠݟ鱵鱐鲏鱰ݟ鱍鲐ܑౡ鱰

鱝鲃鱜鱤ɻҰํ鱬ɺ֎དྷछ鱳Өڹ鱬ઈ໓

ɺ鱑ౡଜग़鱬鱞ɻઓલ鱳খ

鲇࣮鱴وॏ鱯ಈ২鱑鱉鲐鱘鱭鱑鲔鱐

鱳ػة鱰ṫ鱜ɺݩʑ鱉鱤ॴ鱬鱴鱯鱔

ּݪ鱴鲏鲃鱠鲘鱑ɺౡ鱰དྷ鱤࣌鱴ɺւ

鲏ɺܭը鱴ݟ鱚鲑鲃鱜鱤ɻࠓ鲇ଓ鱔ߤ

ຊ鲉ࢪઃ鱬ࣂҭɾഓ鱚鲑鱫鱉鲐

鲇ۭ鲇ૉ鲎鱜鱔ɺݹ鱒ྑ鱒鲚鳙鳢鲣

ۭ࿏鱳ٞ鱳த鱬ɺࣗવ鱭鱳鱒߹鱉

ಈ২鱑鱉鲐鱘鱭鱴鱐鱯鱜鱔ࢥ鱉鲃鱞ɻ

鱳鲍鱋鱯෩ܠ鱑鱨鱫鱏鲏ɺ
鳆鲱鲷鳣鲰鲻

ํ鲗ߟ鱍鱚鱠鲎鲑ɺ鱬鱒鱤鱭ࢥ鱨鱫

খּݪ鱳ཧ鱳࢟鲗ࢥ鱉ු鱐鱾鲐鱭ɺ

鲧鱬鳥鳖鳫鲹鲻鲧鱯งғؾ鱑鱇鲏鲃鱜鱤ɻ

鱉鲃鱞ɻ

鱢鲑鲎鱑࠶鱸ɺݩ鱳ॴ鱬ݟ鲎鲑鲐鲍鱋
鱰鱯鲐鱭鱉鱉鱯鱭ࢥ鱉鲃鱞ɻ

ɹࢲ鱴େֶ࣌鱰ɺڕ鲗ڀݚ鱜鱫鱉鱤
鱘鱭鲇鱇鲏ɺւ鱳鱘鱭鱰鱯鲐鱭ಛ鱰ڵຯ

1972年

鱑鲔鱒鲃鱞ɻখּݪ鱳ւ鱴ࠓ鱭ੲ鱭ม

星空. 天の川.

ɹੲ鱐鲎ౡ鱳ਓ鱴鲏鱰ߦ鱨鱤鲏ɺ
鲸鲜

ݯࢿޫ؍鱰༻׆鱜鱫鱉鲃鱞ɻัܵ鱐鲎鳓

村長

ܵ鱳จԽ鲇鱇鲏鲃鱜鱤ɻ࠷ۙ鱴ɺ鱢鲑鲗

談
対

鲠鱅鳣鲞鲡鲻鲹鳫鲨鱽鱳స鱴ɺ৽鱜鱉
Ҡ ॅ ऀ 鱯鲎鱬 鱴 鱳 ൃ  鱬 鱴鱯鱉 鱬
鱜鲌鱋鱐ɻ
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小笠原の好きなコト
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父島に移住
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2020年

父島に移住

小笠原の好きなコト
ボニンブルーの海.
ダイナミックな海の生き物たち.
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わたしたちにもできる小笠原の自然を守るための約束

土には植物
の種や小さ
な虫などが
ひそんでい

ることが多

山の中や他の島に
行くときは、靴底や
服、荷物、船（カヤッ
ク）
に、種や小さな
生き物がくっついた
り、
まぎれ込んだり
していないかチェッ
クしよう。

靴底はブラシで泥を

きれいに落としてから

出かけるようにしよう。
虫

小動物

種

いのです。

在来の生き物たちの
すみかをそっとしておく
山の中に行くとき
には、決められた
ルールを守り、
遊歩道やルート
から踏み出さない
ようにしよう。

土

生き物も人も幸せに暮らす

森は

生き物たちの
生活の場所

http://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/
イラスト・デザイン: 羽馬有紗

人もペットも野生の
生き物も穏やかに
暮らせるようにしよう。
ペットは登録、特に
ネコは避妊去勢手術
やマイクロチップを
入れる、室内で飼う
ようにしよう。
山にいるネコの多くは、
捨てネコや飼いネコが

産んだ仔ネコが野生化
してしまったのです。

小笠原への行き方

小笠原諸島
二見港

おがさわら丸

東京 竹芝

丸１日かけて到着
便
から
に1
約1,0
00km 船はおよそ週

小笠原諸島は、東京から
約1,000km南にある
30余りの島々の総称です。

母島
これらの島のうち、
一般の人が住んでいるのは
父島と母島のみです。

父島

約50km

東京

小笠原村環境課
04998-2-2270
100-2101 東京都小笠原村父島字西町

日本の本土や沖縄
などの小笠原以外
の地域から、小笠原
に広がるおそれの
ある、植物や動物、
土、土の付いた苗
などを持ち込まな
て!
いようにしよう。
まっ

制作・発行:

外来種を広げない

新たな外来種を
侵入させない

ははじま丸
約２時間で到着

沖港

令和3年6月

