
来島者向け
村民向け

ネコ・イヌに限らず、モルモットやカメ、鳥、熱帯魚、昆虫など
のペットは私たちの良きパートナーですが、野生に放されてしまえば、
野生の生きものに影響を与える外来種となってしまいます。

離島という特殊な環境を考慮し、ペットを命あるものとして大切にする
とともに、人とともに生活する存在として受け入れられるよう、飼い主の
みなさまには以下のことに、ご理解・ご協力をお願いします。

ネコ・イヌ以外
の新しいルール

「愛玩動物等の適正な管理に関する条例」
づくりを進めています。

◆移動や散歩の際は、
リード・ケージを
忘れずに

◆捨てない、逃がさない

◆ペットの健康と安全に
気を配る

◆ルールやマナーを守る

◆役場に登録する
ネコ：小笠原村飼いネコ

適正飼養条例
イヌ：狂犬病予防法

◆さいごまで大切に飼う

◆むやみに繁殖させない

◆放し飼いはせず、
室内等で飼う

来島者のみなさまへ
村民のみなさまへ

ネコ対策の経験
を活かしつつ、
ネコ条例を発展

条例ができたら、「お願い」から「義務」になること

◆イヌ・ネコ以外の
ペットも役場に登録

◆適正な頭数で、
さいごまで大切に飼う

◆むやみに繁殖させない

◆放し飼いはせず、
室内等で飼う

◆移動や散歩の際は、
必ずリード・ケージ

◆捨てない、逃がさない

ゆくゆくは、
島内へ動物を持ち込む際には、

申告が必要となる予定です。
また、持ち込み・飼養できる種類
は許可制にする予定です。

地域のみなさんと取り組む世界自然遺産の保全管理 

ここでは、村内外のみなさんにご参加いただいた各種プロジェクト・イベント等のご報告と、

4 月以降に予定されているイベントのお知らせをします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◆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（世界遺産センター） 
Tel/Fax：04998-2-7174/7175 
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 

世界遺産に関する情報は、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 23号 2019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 

世界自然遺産の保全に係る各種対策・取り組み① 

 小笠原でのペットとの過ごし方のお願い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月には、父島、母島で村民説明会を開催しました。説明会資料は、村役場環境課及び母島支所

の窓口においています。 

同条例の詳細な内容については、村役場環境課までお問い合わせください。

 

南島外来植物駆除ボランティア 

～南島の“今”を知りたい方 募集！～ 
【南島の特徴】 

・父島の南西沖の無人島で観光スポット 

・沈水カルスト地形と植生が織り成す美しい景色 

・カツオドリなどの海鳥の繁殖地 

【南島で行われている取組】 

・適正な利用ルールの徹底 

・在来植物の回復のための外来植物駆除 

・在来の動植物保全のためのネズミ対策 など 

【開催日】 

４月１４日（日） 
※参加を希望される方は、村役場環境課までお問い

合わせください。 

おがにゃんプロジェクトの今 

～ノネコ引っ越し大作戦～ 

◆ 世界遺産センターでは、小笠原ネコプロジェク

ト企画展「おがにゃんプロジェクトの今～ノ

ネコ引っ越し大作戦～」を開催中です！ 

◆ 山で捕獲されたネコ達は、おが丸に乗って 

お江戸へ向かいます。 

◆ 野生化したネコから小笠原の野生動物を守る

ために始動した、小笠原ネコプロジェクト。 

島ならではの取組を詳しくご紹介します。 

 

今年度も遺産管理にご理解、ご協力いただきありがとうございました！ 

ははじまっこの新夕日ヶ丘紹介 MAP 

◆ 環境省は、島の子どもたちに自然遺産の価値にふ

れ合ってもらうため、本年度、母島の新夕日ヶ丘で

こどもパークレンジャーin 母島を開催しました。 

◆ 虫とそのすみかである樹木の特徴や関係性をスケ

ッチやゲームで学んだあと、それを人に伝えるた

め、新夕日ヶ丘に手作りの樹名板を設置しました。 

◆ それらの素材をもとに作った「ははじまっこの新

夕日ヶ丘紹介 MAP」は、母島観光協会で配布中！ 

暖かくなってくるこの季節、是非 MAP を持って 

新夕日ヶ丘での自然散策を楽しみましょう！ 

東京農大ボランティア部の活動 

◆ 平成 17 年度から毎年小笠原に来島し、外来種駆

除等を行っている東京農業大学ボランティア部が

今年度も夏に４４名、冬に１９名来島しました。 

◆ 今年度は、父島饅頭岬や電信山遊歩道、兄島滝之

浦、母島南崎や御幸之浜など小笠原の各地で外来

植物の駆除作業を行い、 

在来植生の 

生育環境改善や 

景観保全等を行い 

ました。 

饅頭岬での作業風景 

http://ogasawara-info.jp/


 

世界自然遺産の保全に係る各種対策・取り組み② 

地域連絡会議事務局及び地域連絡会議参画団体では、世界遺産の保全に係る各種対策・取り組みを行っています。ここでは特に地域のみなさんに関わりの深い事業について、ご紹介します。 

 科学委員会（12/18）、地域連絡会議（1/28）を開催しました 
 

◆ 地域連絡会議では管理機関の取組みについての情報共有や地域課題について意見交換等を行いました。 

◆ 科学委員会では、以下のような助言等がありました。 

・カタマイマイ類の南島と巽島への移植は、科学的知見に基づき検討、慎重に実施すること。 

・兄島のグリーンアノール対策で B 柵は効果を発揮している。B ラインの防衛に集中すること。 

・昨年 6 月から確認されていないオガサワラシジミについて、多摩動物公園が域外保全していることを

高く評価。一方、外来種対策などの取組みや母島等への移植の検討を進めること。 

・オガサワラカワラヒワ保全のため、母島属島でのネズミ対策を検討し進めること。 など 

 

 

 

 

 父島南崎の外来植物駆除を行いました 
 

昨年９月に開催した父島生きものミーティングでご

意見をいただいた、父島南崎のモクマオウの伐採作業

を行いました。 

◆ ジョンビーチやジニービーチ、南島への移動途

中で父島南崎の稜線部に見られる景観上支障と

なっていたモクマオウの伐採作業を行いまし

た。 

◆ 付近の海域を航行時には、ぜひご覧ください。 

◆ 今後も引き続き数年程度の対策とモニタリング

を実施していく予定です。 
 

 アカガシラカラスバトの目撃情報をお寄せください！！（父島・母島） 
◆ アカガシラカラスバト（小笠原諸島の固有亜種）は、すみかや餌場となる森林の減少や人との接触機会

の増加、天敵であるペット由来のノネコや餌資源を競合する外来動物の山野への拡散などが原因で激減

し、絶滅が危ぶまれる状況だったことから、ノネコの捕獲や飼いネコの適正飼養の推進をはじめ、集落

での交通事故防止対策や森林管理など、関係者が協力し、様々な保全対策を展開してきました。 

◆ 数年前から少しずつ対策の効果が見えはじめ、個体数は回復してきていますが、ノネコなどの減少要因

の完全排除には至っていないことから、今後も注意して見守っていく必要があります。 

◆ 保全対策を進める上では、基本となる個体数の変化を正確に追っていくことが大切です。そのために、

できるだけ多くの脚環（あしわ）情報を集める必要があり、島民や観光客の皆さまから寄せられる「目

撃情報」が大事な情報源となっています。 

 

アカガシラカラスバトを見かけたら・・・ 
目撃地点と日時、わかれば「脚環の有無」をチェックして、下記までご連絡お願いします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

○父島列島での目撃情報は・・・小笠原自然文化研究所（２－３７７９） 

○母島列島での目撃情報は・・・環境省 母島事務室（３－2577） 
 

◆ ２月 6 日から 10 日に新夕日ヶ丘で、北海道山岳整備の岡崎代表を招いて、「近自然工法」による

散策路の改修・整備を行いました。 

◆ ５日間で、のべ 37 名のボランティアの方に参加頂きました。ありがとうございます。 

◆ 今回、階段や斜面上のルートを整備。また、母島の子ども達が作成し

た樹名板も設置しています。その他、観光協会には、新夕日ヶ丘紹介

マップも置いていますので、ご利用ください。 

◆ 今後、入口への外来種除去装置の設置、外来樹の伐採による眺望の

改善、解説標識の設置などを行い、観光客の方にも利用してもらい、

満足してもらえるようにしていきたいと思います。 

◆ 島民の皆さんへ。外来種の持ち込み対策や安全に留意（一部、未整

備）して、ご利用、お楽しみください。 

 村民参加の森づくりが父島と母島で進んでいます 
 

返還 50 周年を契機とした「村民参加の森づ

くりプロジェクト」では、プロジェクトの集大

成として、昨年末に「植樹会」を開催しました。 

野生研、林木育種センター、都レンジャー、

環境省、林野庁、村内の有識者など、様々な方

にスタッフとして協力いただき、延べ 130 名

近くの参加者への説明や作業指導などのサポ

ートをしていただきました。 

秋以降の少雨の影響で、どちらの森も乾燥気

味です。一部枯れてしまった苗もありますが、

懸命に育っている苗もあります。それらの苗や

森を手入れする維持管理イベントを 3 月に実

施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 新夕日ヶ丘に散策路を再整備 ～リニューアルオープン（一部）～ 

（一社）小笠原ホエールウォッチング協会 ザトウクジラの生態調査 

◆ 小笠原ホエールウォッチング協会では、ホエールウォッチングの振興、

エコツーリズムの推進を目的とした活動をおこなっています。 

◆ 日本初のホエールウォッチングが行われた小笠原。その代表格でもあ

るザトウクジラをはじめとした鯨類の生息環境を守るため、ウォッチ

ング自主ルールの制定や生態調査などをおこなっています。 

◆ 近年、日本でもザトウクジラを水中で観察するホエールスイムをおこ

なう場所が増えてきましたが、協会では小笠原でのホエールスイムを

認めていません。これは「遊泳者の安全管理策が確立できていないこ

と」や「クジラへの影響」を考えてのことです。 

◆ ザトウクジラの来遊期間中、毎朝 30 分間、職員がウェザーステーシ

ョンから頭数や発見位置を記録しています。 

◆ その他にもザトウクジラの回遊ルート解明のため、現在、東京海洋大

学の鯨類学研究室との共同研究として、八丈島と小笠原で見られるザ

トウクジラの尾ビレ写真を使用した照合作業を行っている最中です。 

作業区域 

作業前 

作業後 

↓ 

❤豆知識❤ 

色や素材が違う脚環を

複数つけて、組合せで

個体識別しているよ。 

 

脚下をチェック！ 

こんな脚環がついてるかも 

 

オガグワの森 

（平成 30 年 12 月 9 日） 

【内容】    参加者：94 名 

・オガサワラグワの苗の植栽 

・苗の囲いを設置 

・森の看板の裏に記念サイン 

母島の森 

（平成 30 年 11 月 11 日） 

【内容】    参加者：30 名 

・オガサワラグワ、テリハボク、

ヒメツバキの苗の植栽 

・苗の囲いを設置 親子仲良く植栽 

大人も懸命に穴掘り 

母島の森 植樹会 記念撮影 オガグワの森 植樹会 記念撮影 

オガサワラシジミについては昨年６月から確認されておらず、専門家より野生下での絶滅の可能性や生息し
ていてもごくわずかな程度との意見がありました。また、オガサワラカワラヒワについても目撃数が減少し、
ノネコやネズミによる繁殖阻害が継続すると、絶滅リスクが増加する状況と評価されています。 


