
聟島列島における対策・取り組み 

無人島の島々で構成される聟島列島でも、遺産価値を守るための対策・取り組みを行っています。 

聟島列島における固有種の保全とそのための外来種対策では、「在来植生を中心とした生態系の保全」や

「海鳥類の繁殖地の保全」が、重要なポイントとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局からみなさまへお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◆お問い合わせ先◆◇ 

本チラシに関するお問い合わせは、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。 

環境省小笠原自然保護官事務所 
Tel/Fax：04998-2-7174/7175 
E-Mail： RO-OGASAWARA@env.go.jp 
 

林野庁小笠原諸島森林生態系保全センター 
Tel/Fax：04998-2-3403/2650 

東京都小笠原支庁 
Tel/Fax：04998-2-2167/2302 
 
小笠原村環境課 
Tel/Fax：04998-2-3111/3222 

詳しい情報は下記のホームページをご覧下さい。 

小笠原自然情報センターＨＰ：http://ogasawara-info.jp/ 

           

小笠原自然情報センターだより 第 19号 2018年 3月発行 

小笠原諸島世界自然遺産地域連絡会議 事務局 

父島列島、母島列島における対策・取り組み 

小笠原諸島世界自然遺産地域連絡会議事務局では、世界自然遺産の価値を守るため、各種対策・取り

組みを行っています。有人島を含む父島列島、母島列島における固有種の保全とそのための外来種対策

では、特に「人の暮らしと自然との調和」が、重要なポイントとなります。 

 

 

 

 

 

陸産貝類の生息状況と今後の対策 

◆ 父島では、侵入した外来プラナリアのﾆｭｰｷﾞ

ﾆｱﾔﾘｶﾞﾀﾘｸｳｽﾞﾑｼによって、固有の陸産貝類

（カタツムリ）が激減しています。鳥山の

半島部では昨年６月にウズムシの侵入が確

認され、11 月には生きている個体がほとん

ど見られなくなってしまいました。 

◆ 父島に残された陸産貝類の生息地はわずか

ですが、野生個体を飼育下で保護しており、

生息地へ戻すための取り組み（補強、再導

入）の検討を開始しています。 

◆ 母島は特に固有の陸産貝類が多く、外来種

の侵入防止対策や侵入した際の対処法の検

討が進められています。 

 兄島におけるグリーンアノールの対策状況 

◆ 平成 25 年３月、兄島においてグリーンアノールが確認され、関係機関や関係団体で様々な対策が

行われてきました。環境省では主にグリーンアノールの探索と捕獲の作業、拡散を防止するための

柵の設置を行っており、一部のエリアでは昆虫に影響のないレベルまで低密度化することに成功し

ています。（図中の青丸内。） 

◆ 一方で、これまで確認され

ていなかったエリア（図中

の赤丸内）において、グリ

ーンアノールの生息密度

の高い地域が確認されま

した。今後、さらに北上し

ないよう、対策を行ってい

く予定です。 

 

聟島列島（媒島・嫁島）におけるネズミ対策 

◆ 既にノヤギとネズミが根絶された聟島（小笠原でネズミ根絶に成功した最大面積の島）では、外

来植物駆除事業の効果もあり、順調に在来生態系が回復しつつあります。一方、ノヤギは根絶さ

れたものの、ネズミの駆除が終わっていない媒島と嫁島では回復のスピードは非常に緩やかです。 

◆ これは、ネズミが植物の種子や稚樹を食害することで、在来植生の天然更

新を阻害することに加え、海鳥類の卵や雛を食害することで繁殖を妨げ、

その糞などで海から陸に栄養分を供給する物質循環も阻害するためです。 

◆ そこで、東京都は聟島の状況を目指し、媒島、嫁島でも在来植生を中心と

した生態系の回復を進めるため、平成 30 年度にネズミ駆除事業を実施し

ます。 

◆ 駆除はヘリコプターによる殺鼠剤の空中散布を主として、海岸部や樹林帯

での人力散布、ベイトステーション（餌箱）の設置、ドローンによる散布

を併用して実施します。ヘリコプターを使用する際は、殺鼠剤が海上流出

しないよう海岸部での散布を避けるとともに、流出した場合に備えて殺鼠

剤回収船を待機させます。また、バードストライク（鳥が巻き込まれる事

故）の回避やアホウドリ類の繁殖時期に配慮するため、空中散布は 4 月

中旬から 5 月上旬までに完了する予定です。 

◆ 駆除実施後は、ネズミの残存や生態系の回復状況についてモニタリングを

行い、結果は皆様にお伝えしていきます。 

有人島のネズミ対策～官公有地内でネズミの一斉防除を試行しました 

◆ 2 月 5 日～9 日に父島で、2 月 12 日～16 日に母島で、カゴワナ

による捕獲を試行しました。 

◆ 総捕獲数は、父島で 201 匹（設置罠数 729 基）、母島では 80 匹

（設置罠数 238 基）でした。 

 

 

 

◆ 試行やアンケートの結果に基づき、関係行政機関と今後の対応を相

談することにしています。有人島ネズミ対策は各人による自主防衛

も重要です。引き続きご理解ご協力をお願いします。 

 

 

一斉防除にあわせ、ネズミの生息状況や被害発生状況を把握するため、全

戸配布のアンケート調査を実施しました。 

被害実態の情報とともに、防除の必要性等への提案・意見も多くいただき

ました。ご協力ありがとうございました。 

ネコの飼い主さんへ改めてのお願い 

近年、私たちが暮らすすぐそばにアカガシラカラスバトがやってきています。 

今年は、まちなかでもハトの営巣が確認されており、外出を自由にしている

ネコが巣や餌木のそばでハトと対面してしまう可能性があります。 

そのようなことが起こらないよう、ネコの飼い主のみなさまには、ネコをで

きるだけ室内で飼養するよう、ご協力をお願いします。 

「南硫黄島自然環境調査報告書」完成間近です 

平成２９年６月に実施しました、南硫黄島自然環境調査の報告書がまもなく出来上がります。 

4 月以降に支庁にて閲覧できますので、ご興味がある方はぜひご来庁くださいませ。 

 
＜今後の対策＞ 

・ﾁﾁｼﾞﾏｶﾀﾏｲﾏｲ、ｱﾅｶﾀﾏｲﾏｲについて、巽島への補強、南島

への再導入に向けた調査と計画策定 

・母島におけるプラナリアの侵入防止対策や侵入後対応の

確認 

・プラナリア対策の技術開発 

平成 29 年春・夏の捕獲密度 平成 26 年春・夏の捕獲密度 

濃い赤や紫の色

は、個体数が多

いエリアです 

ﾆｭｰｷﾞﾆｱﾔﾘｶﾞﾀﾘｸｳｽﾞﾑ

ｼに捕食されるﾁﾁｼﾞﾏ

ｶﾀﾏｲﾏｲ(鳥山地域) 父島・鳥山地域における陸産貝類の生息状況 

ヘリコプターによる 

空中散布のイメージ 

ネズミ食害されたと 

考えられるｸﾛｱｼﾞｻｼの卵 

よろしく 

お願いします！ 

http://ogasawara-info.jp/


普及啓発プロジェクト・イベントの報告 

父島、母島では、事務局が実施する対策・取り組みのほか、村民のみなさんや一般のみなさんにも遺産価値の保全に参加いただいたり、最新の取り組みや他地域の取り組みを学んでいただいたりする、各種プロジェクト・

イベントを実施、開催しています。ここでは 4 つご紹介しますが、今年度はこれ以外にもボランティアによる外来種駆除活動、マイマイイベント、ハンミョウイベントなどを行いました。 

来年度も各種プロジェクト、イベントを実施、開催していきますので、ぜひご参加ください。（最新の情報は、村民だより、掲示板、情報センターだより、情報センターHP などで随時お知らせいたします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村民参加の森づくりプロジェクト 

◆ 小笠原の世界自然遺産に認められた自然の価値を守るため、様々に希少種保全や外来種対策が行われ、課題もありながら成果も出ています。 

◆ 一方で、それらの取り組みに距離を感じるとの意見もあり、村民の皆さんに自然をより身近に感じてもらう場と機会をつくる必要があると考えました。 

◆ そこで、父島と母島のそれぞれの村有地で、村政の基本理念「人と自然と共生する村づくり」のもと、村民の皆さんと一緒に小笠原の森づくりをはじめました。 

 

ネコ対策イベント「おがニャン DAY2018」 

◆ 小笠原では、過去に人が持ち込んだネコが野生化し父島や母島の山域でノネコ

となって暮らしています。こうしたノネコは、ネズミだけでなくアカガシラカ

ラスバトや海鳥などを襲ってしまう強力な捕食者となります。 

◆ 小笠原の貴重な野生動物を保護するため、山域のノネコを捕獲し、東京都獣医

師会加盟の動物病院へ搬送し、新たな飼い主を探してもらっています。 

◆ 一方街のネコは、村の条例により、マイクロチップによる飼いネコ登録やむや

みな繁殖防止、室内飼養をお願いしています。 

◆ これらの小笠原のネコのことを、村民の皆様に広く知ってもらうため、2 月 2

日に世界遺産センターにて「おがニャンＤＡＹ２０１８」を開催しました。 

◆ 同イベントでは 160 名の皆さんに来館いただき、ノネコの取り組みや鳥類の

現状、動物対処室の活動を紹介しました。 

ダーウィン研究所所長来島 

◆ 3 月 5 日～8 日にガラパゴス諸島チャールズ・ダーウィン研

究所のアルトゥロ・イスリエッタ所長が来島されました。 

◆ 3 月 7 日には、小笠原返還 50 周年と日本エクアドルの外交

樹立から 100 周年を記念して、父島の世界遺産センターと

母島支所をつないでの交流会を開催しました。 

◆ イスリエッタ所長からは同じ

海洋島で世界自然遺産でもあ

るガラパゴス諸島における持

続可能な社会実現に向けた取

組をお話しいただいたほか、同

じく 50 周年記念事業で来島

中のガラパゴスの中高生 4 人

から現地の紹介がありました。 

 

 

◆ 父島会場 130 名、母島会

場 20 名程の村民のみな

さんが集まり、意見交換

の時間では、和やかなが

らも熱の入った議論が交

わされました。 

 

東京農大ボランティア部が来島しました！ 

◆ 平成 17 年度から毎年小笠原に来島し、外来種駆除等を行っ

てくれている東京農業大学ボランティア部が今年度も夏に

37 名、冬に 33 名来島しました。この活動は、各自がアル

バイトなどにより旅費を賄い、これまで延べ 900 名以上の

学生が参加しています。 

◆ 今年度は、千尋岩への指定ルート沿いの外来草本の抜取りや

電信山遊歩道沿いの外来木本伐採による在来植生の環境改

善や景観回復等を行いました。 

◆ 参加した学生からは「小

笠原でしか見られない植

物や動物を実際に見て学

ぶこと、またそれら固有

種や自然を守るための活

動に携われることが貴重

な体験でありがたいなと

感じています」などの声

が聞かれ、リピーターの

多い長年続く活動となっ

ています。 

◆ 小笠原諸島森林生態系保全センターでは、関係機関と連携

しながら、こうしたボランティア活動を支援していきます。 

滞在中は、兄島で外来種対策の

最前線も視察されました。 

 

 

お絵かきコーナー：思い思いに描いても

らったネコの作品をタイル風にペタペ

タ貼り付けてネコシルエット完成！！  

おがにゃん写真展：島内でペットを飼わ

れている方を対象にペットの写真や内

地に譲渡されたネコ達の写真を掲載 

ペット無料相談：小笠原世界遺産センタ

ー動物対処室に常駐している獣医師と

の無料相談を実施 
お絵かきコーナーの様子  

みなさんの作品で

ネコシルエットを

作りました！ 

作業を終えての記念撮影（電信山遊歩道） 

今年度で 13 年目

の取り組みです！ 

「オガグワの森プロジェクト」、「ハハジマ

森の道プロジェクト」は、返還 50 周年を

記念してスタートする村の事業です！ 

＜父島＞オガグワの森プロジェクト 

・予定地は、父島の長谷ダム上流の 2 つの

沢に挟まれた約１ha の在来種と外来種

が混成した二次林 

・平成 28～29 年度に、予定地の植生・現

況調査を実施 

＜母島＞ハハジマ森の道プロジェクト 

・予定地は、母島の静沢集落北側のギンネ

ムが繁茂する避難路を兼ねた散策路沿い 

・科学委員の東京農大田中信行教授をアド

バイザーに、森づくりを実施 

生き物観察&森づくり体験会（平成29年8月27日） 

道づくり体験会（平成 30 年 1 月 21 日） 

備 

森の地図づくり（平成 30 年 1 月 20 日） 道づくり体験会（平成 30 年 2 月 4 日） 

予定地見学等の様子 
予定地見学の様子 

完成間近の道  
アイディア出しの結果 

道づくりの様子 

オガサワラグワとは？ 
・小笠原諸島のみに分布するクワ科の落葉高木 

・かつては湿性高木林の代表樹種だった 

・現在は弟島、父島、母島の限られた地域に生育 

石門のオガサワラグワ 

道づくりの様子 

【参加者】19 名 

【内容】 

・父島同様、講師の岡崎氏の指導のもと、老朽

化した木製の階段を撤去し、木や石を使った

歩きやすく自然になじむ階段に再整備 

【参加者】34 名 

【内容】 

・沢の水生生物や林内の植物を観察 

・キバンジロウの伐採やアカギの根

を除去し、ルートを開拓 

第 1 弾のテーマは「知る」 

【参加者】40 名 

【内容】 

・予定地の見学と森の活

用方法などに関する

アイディア出し 

・森の名称について投票

を行い、「オガグワの

森」に決定！ 

【参加者】51 名 

【内容】 

・講師に岡崎氏（北海

道山岳整備）をお招

きし、木や石を使っ

た“近自然工法”に

よる遊歩道づくり

を体験 

【今後の予定】 

◆ 平成 30 年 11 月の

植栽に向けて、予定

地の地ならしや苗の

育成を進めるととも

に、村民参加の準備

イベントを企画中 

◆ 森林総合研究所林木

育種センターから提

供を受けた父島・母

島由来のオガサワラ

グワの苗を植栽予定 

◆ 母島ではその他の在

来樹も植栽予定 

◆ 植栽後は、村民参加

による維持管理を計

画中 

第 3 弾のテーマは「つくる」 

講演会「母島の植物とハハジマの森づくり」（平成 30 年 3 月 6 日） 

備 【参加者】25 名 

【内容】 

・田中アドバイザーによる講演会 

・同プロジェクトの紹介と、どんな在来樹

を植えたらよいかなどの意見交換 

伐採作業の様子 

 

第 2 弾のテーマは「親しむ」 

講演会の様子 

ガラパゴス交流会の様子  

兄島視察の様子  


