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◇◆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：04998-2-2270/2271

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/
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各種イベント、ボランティア活動等を行いました！

マイマイ里帰り大作戦
－カタマイマイ属2種の巽島への移殖を実施しました－（環境省）

オガサワラハンミョウの移殖について（環境省）

◆ 9月中旬から11月上旬にかけて、世界遺産センター内の保護増殖室で飼育し

たオガサワラハンミョウを兄島へ移殖（野生復帰）しました。

◆ 移殖は2015年度に開始し、今年で６年目になります。

◆ オガサワラハンミョウは小笠原諸島の固有種で、かつては父島にも分布して

いましたが、現在は兄島にしか生息していません。主な減少要因は、モクマ

オウなどの外来樹の侵入や外来生物グリーンアノールによる捕食の影響等

が 考えられています。

◆ ハンミョウは植物の生えていない裸地に生息しています。成虫は裸地の土の

中に産卵し、幼虫はそこで巣穴を作りますが、外来樹の落ち葉で地表が覆わ

れたりすることで生息地の裸地がなくなってしまっているのです。

◆ そのため、外来植物を除去するなどして兄島の裸地を整備し、遺産センター

で飼育した個体の一部を放して、生息数を増やすことを試みています。

◆ 遺産センターでは引き続きハンミョウの飼育を行うとともに、関係機関・団

体・島民の皆さまと連携しながら事業を続けていきます。

ハロウィンイベント 環境省

10月28日～30日のおが丸出港中、村の子どもたち

を対象として、ハロウィンイベントを実施しました。

小笠原の自然に興味を持ってもらうべく、遺産セン

ターの展示に関係のある内容からクイズを用意しました。

「知ってる!!」とすぐ答える子や遺産センター内で答え

を見つける子、参加した子ども達

からはたくさんの笑顔が見られ、

とても楽しんでいる様子が感じら

れました。

たくさんのご参加ありがとうございました。

ハンミョウ・マイマイ授業 環境省

１１月４日に、世界遺産センターで小笠原小

学校３年生にハンミョウ授業を行いました。ハ

ンミョウとはどんな生きものなのか、なぜ守ら

なければならないのかを学び、実際の飼育の様

子を見学しました。

１１月後半から計３回、小笠原小学校１年生

を対象にマイマイ授業を行いました。出前授業

では、マイマイを使った試験をしたり、一人一

匹マイマイを育てたり、どの子も積極的に取り

組んでくれました。世界遺産センターでは、固

有のマイマイについても学びました。

2021年６月、小笠原諸島世界自然遺産は登録10周年を迎えます！

昨年は、新型コロナウイルス感染症対策に配慮しながらの村民生活、遺産管理となりました。一日

も早く平穏な日々が戻ることを祈りながら、今年も着実に世界遺産の保全を進めてまいります。どう

ぞ今年もよろしくお願いします。

さて、今年2021年は「小笠原諸島世界自然遺産登録10周年」のメモリアルイヤーです。事務局

では10周年を記念して、様々なイベント等を企画しています。ぜひ楽しみにしていてください！

高病原性鳥インフルエンザに感染した野鳥にご注意ください
10月末以降、内地では高病原性鳥インフルエンザに感染した家禽や野鳥が確認されています。10月～4

月までの間は、飛来する渡り鳥が感染している可能性があります。通常人には感染しませんが、家禽や希
少鳥類への影響が考えられますので、弱っている個体や死亡個体を発見された場合は、むやみに近づいた
り、触ったりせずに下記連絡先までご連絡ください。

（お問合せ先：小笠原自然保護官事務所 父島：☎2-7174 母島：☎3-2577）

ミズナギドリ類と感染の疑いがない個体については、引き続き通常の救護体制で対応しますので、うず
くまっているところを見つけましたら下記連絡先までご連絡ください。

（お問い合わせ先：NPO法人小笠原自然文化研究所（6時〜22時）父島：☎080-2035-8078 母島
：☎080-8497-3764、東京都小笠原支庁：☎2-2125）

兄島視察会（２/１１）
兄島の自然環境の現状や取組を、保全対策の現場を

直接見たり、保全対象の生き物を観察したりすること

で、自然環境を保全することや新たな外来種を生み出

さないことの意義を理解していただくための視察会を

開催します。

詳しくは、村民だより1月号をご覧ください。

国立公園めぐりスタンプラリー
環境省では『日本の国立公園めぐりスタンプ

ラリー』アプリの提供を開始しました。小笠原

にもスタンプスポットが10か所

あります。アプリをダウンロード

してぜひご参加ください！

◆ 父島ではニューギニアヤリガタリクウズムシの影響により、チチジマカタマ

イマイ及びアナカタマイマイの生息地は減少し、個体数が激減しています。

◆ これらの種の絶滅を回避し、安定的に維持していくために飼育個体を野生下

に移殖する「個体群再生」が求められています。

◆ 残された数少ない生息地である巽島では、ネズミ類の食害や異常気象による

林内環境の変化等により、野生個体群が脆弱な状態となっています。

◆ 殺鼠剤散布によりネズミ類の根絶状態が維持できていることから、遺産セン

ターで増殖した巽島産カタマイマイ属2種の移殖を実施することになりました。

◆ 11月28日に日本では初となるマイマイの移殖を実施し、チチジマカタマイ

マイ27卵、アナカタマイマイ152卵を巽島の林内に移殖しました！

◆ 12月末に孵化状況のモニタリングと、再度卵の移殖を行った後、1月にはよ

り定着率が高いと考えられる孵化個体の移殖も予定しています。

◆ 域外保全を開始した2011年から10年近くかかりましたが、ようやく生まれ

故郷に返してあげられるようになったことは大きな一歩です。

識別用にマーキングを
したハンミョウ

移殖を行った裸地

移殖の様子

オガグワの森冬の植樹会 小笠原村

12月13日（日）に、スタッフ含め46名に参加いただ

き、オガサワラグワの植樹を行いました。植栽した苗は、

昨年1月以降、茨城県の林木育種センターから届いた父島

産クローン苗を野生研の皆さんが大切に育てたものです。

当日は、小学生になった、子どもが産まれた、小笠原

に住んだ、成人を迎える…といった記念に、良い森に

なってほしいと願いながら、植える作業が楽しいなどな

ど、皆さんいろいろな思いを胸に植えていました。

成人を迎えた
記念に植樹

最後に集合写真



ベイトステーションに殺鼠剤を封入
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兄島における陸産貝類保全のためのクマネズミ対策について
（殺鼠剤の空中散布）（環境省）

向島におけるオガサワラカワラヒワ保全のための
外来ネズミ対策について（環境省）

みなさんも、世界遺産の保全活動にご協力をお願いいたします！

新夕日ヶ丘自然散策路 外来種除去装置

オガサワラカワラヒワ

約２km

母島

向島

殺鼠剤散布範囲（赤枠）

母島の新夕日ヶ丘では、グリーンアノール侵入防止柵を設置して自然再生事

業を実施しており、柵内の一部の区画を散策路として開放しています。

この度、散策路の入口に外来種除去装置を新設しました。

今後とも自然再生区の適正利用にご協力をお願いいたします。

◆ 小笠原固有の鳥であるオガサワラカワラヒワは、近年個体数が減少し

絶滅の危機にあるとされています。

◆ その要因のひとつが、ネズミ類に巣が襲われて繁殖がうまくいかない

ためだと考えられています。

◆ 環境省では、オガサワラカワラヒワの主要な繁殖地である向島におい

て、12月上旬より殺鼠剤による外来ネズミ対策を開始しました。

◆ 使用する殺鼠剤は父島列島や聟島列島でも実績のあ

るヤソヂオン（ダイファシノン製剤）で、環境への

流出を防止するためベイトステーションという箱形

の容器に粒状の薬剤を封入して設置しています。

（向島に240基設置）

◆ ドブネズミ駆除の効果を把握するため、センサーカ

メラ20基を設置したモニタリングも開始しました。

◆ 貴重な小笠原固有生物を保全するため、島民の皆様

のご理解をいただけますようお願いします。

兄島における陸産貝類の生息密度・食害密度

兄島におけるセンサーカメラのネズミ撮影率の経年変化（2012年6月～2020年9月）

◆ 兄島ではクマネズミによる食害により、陸産貝類（マイマイ）が

絶滅の危機にありましたが、2016年８月の殺鼠剤の空中散布か

ら４年が経過し、当面の回復目標としていた生息密度（3頭/
㎡）を達成しました。

◆ しかし、一昨年春頃からセンサーカメラのネズミ撮影率が上昇し

始め、現在、2016年の殺鼠剤の空中散布以前と同じ程度
まで、ネズミの生息密度が上昇しています。

◆ まだ、陸産貝類への食害はほとんど確認されていませんが、専
門家の会合では、いつ陸産貝類への食害が急増してもおか
しくない状態で、非常に危険性が高いと評価されています。

◆ そのため、環境省では、兄島での全島的なネズミ対策として、

ヘリコプターによる殺鼠剤の空中散布を計画しています。

◆ 空中散布は2021年３月頃に実施することを目処として、計画案

をとりまとめているところです。

◆ 次号の本誌や村民だよりの他、住民説明会の開催などにより、情

報を発信していきます。

3.00

有人島における集落ネズミ一斉防除
1/25～29：母、2/1～5：父

生活環境や農作物、集落周辺の山域の生態系を

ネズミ被害から守るため、今年度2回目のカゴ罠に

よる集落域のネズミ一斉防除を実施します。

また、各家庭での被害防止には、ネズミが棲み

にくい環境作りやカゴ罠の設置等が有効です。

村役場でカゴ罠の無料貸し出しを行っています。

ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

ペットの飼養状況調査 結果報告（小笠原村）

◆ 「小笠原村愛玩動物の適正な飼養及び管理に関する条例」

（ペット条例）のうち、令和３年４月からペットの飼養登録

が開始予定です。その準備のために７月から行った「ペット

の飼養状況調査」の結果をご報告いたします（令和2年11月

末時点）。

西島外来植物駆除ボランティア 1/30

西島の自然環境の現状や取組を、生き物観察や

外来植物の駆除作業を通して、村民の皆さんによ

り深く知っていただくため、ボランティアを募集

します。

〖日時〗１月30日（土）午前8時～午後3時頃
〖集合・解散場所〗宮之浜
〖募集期間〗 1月22日まで（事前申込制）
詳しくは、村民だより1月号をご覧ください。

回答率 93.6％ 父島 母島 全体

世帯数 R2.6.16時点 1259 285 1544

回答世帯 1171 274 1445

飼養世帯 163 22 185

種類 個体数 世帯数

犬 登録数 60 50

猫 登録数 80 55

小型哺乳類
ハムスター、ウサギ、

モルモット

9 9

鳥類 インコのみ 9 3

は虫類 カメのみ 25 23

両生類カエルのみ 6 4

水生生物
魚、貝、エビなど

多数 38

昆虫類 多数 5

飼養されているペット一覧

※1世帯で異なる種類や複数個体を飼養して
いる場合がある

回答にご協力いただいた皆さん、ありがとうございます。

◆ ペット条例の施行開始に向け、引き続き、準備を進めてまい

ります。ペットを飼う人もそうでない人も、同条例にご理解

ご協力をお願いします。

南島自然観察路の修繕に協力しました（東京都）

◆ 東京都では南島において自然観察路の整備や利用状況の確認を

定期的に行っています。これまでの調査で植生・地形の変化等

による歩行ルートのずれが確認されていました。

◆ これを受けて小笠原村観光協会が企画した自然観察路の修繕に

協力しました。11/6と12/9に観光協会ガイド部会員や林野庁、

村役場の方々と共に転石の据え直し、増設作業を実施しました。

◆ 南島入島の際は、踏圧による植生攪乱を防ぐため、転石の上を

歩行していただくよう、今後ともご協力をお願いいたします。


