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1 2

1すばらしい小笠原の自然

出港するおがさわら丸 エコツーリズムの風景 エコツーリズムの風景

1  小笠原とは 2  小笠原を形づくる地形・地質と景観

　小笠原群島は、約4,800～4,400万年前に太平洋プレートが沈み
込みを開始したことによって形成された海洋性島弧です。小笠原
は、海洋プレートの沈み込みに伴う島弧の誕生から島弧の成長する
姿を観察できる場所であり、大陸が成長する進化の道のりを記憶す
る地球史の顕著な見本といえます。

　「ボニナイト」とは、海洋プレートの沈み込みが始まって間もない
時期（島弧の誕生期）にのみ発生する特殊な安山岩の一種です。この
ボニナイトには、「単斜エンスタタイト」という輝石類が含まれます。
この鉱物は、隕石にはよく含まれるものの、地球上の鉱物においては
ボニナイトのみに含まれる珍しいものです。
　小笠原は、海底火山の衝突による隆起・陸化により、このボニナ
イトが世界で最も大規模に露出し、良い保存状態で残され観察でき
る地球上で唯一の場所です。

ボニナイト

　小笠原の南島一帯及び母島の石門一帯では、石灰岩が侵食や風化
を受けてできた「カルスト地形」が見られます。特に南島では、ラ
ピエと呼ばれる鋭く尖った岩や、ドリーネと呼ばれるすり鉢状の窪
地（扇池、鮫池等）が顕著に見られます。また、南島周辺はカルス
ト地形が海中に沈降した沈水カルスト地形が見られる国内でも珍し
い場所です。
　このようなカルスト地形は、小笠原の魅力的な景観を形づくって
います。

カルスト地形

　隆起を続ける小笠原では、
高さ200mにも及ぶ「海食
崖」が見られるほか、海底火
山の噴火で生じた「枕状溶
岩」、大型有孔虫の化石「貨
幣石」などの特徴的な地形・
地質からなる景観が見られま
す。

その他特徴的な地形と景観

海洋性島弧の様子が
見られる海底地形

地上で観察できるボニナイトの露頭（枕状溶岩）
（父島釣浜）

沈水カルスト地形（南島周辺）

海食崖（父島千尋岩） 大型有孔虫の化石である貨幣石

島弧
Island arc

　小笠原諸島は、日本列島南方の北西太平洋上に位置し、南北約400kmに渡って散在する島々の総称で、
父島、母島、聟島の３列島からなる小笠原群島、火山（硫黄）列島及び周辺孤立島からなります。日本列島
から約1,000km、マリアナ諸島から約550km離れており、どの島も成立以来大陸と陸続きになったこと
がない海洋島です。
　小笠原は、1593年に小笠原貞頼により発見されたと伝えられています。その後、1830年まで定住者は
おらず、「無人島（ボニン・アイランド）」と呼ばれていました。現在では、父島、母島の２島に、約
2,300人が生活しており、それ以外の島々は無人島となっています。

日本列島から約1,000km離れた海洋島の小笠原 ３列島からなる小笠原群島の島々

　小笠原には空港がなく、定期船「おがさわら丸」で、東京竹芝桟橋から父島まで片道およそ25.5時間を
要します。それにも関わらず、ホエールウォッチングやダイビングをはじめ、小笠原の美しい海や特異な生
態系に魅せられて、年間約17,000人もの観光客が訪れ、エコツーリズムが進められています。
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固有種

41％

59％

2 世界自然遺産登録に向けて

　固有種の中には、陸産貝類をはじめとして、現在でも進行中の進化の過程が
見られ、小笠原は、種分化の過程を良好に保存している「進化の実験場」とい
えます。
　さらに、小笠原は、アホウドリ類など世界的に重要な絶滅のおそれのあ
る種の生息・生育地であり、太平洋中央海洋域における生物多様性の保全
のために欠かせない地域です。

　1993年の屋久島と白神山地の世界自然遺産登録後10年以
上が経過し、世界自然遺産への関心が高まってきたことから、
2003年に環境省と林野庁は「世界自然遺産候補地に関する検
討会」を開催しました。検討会においては、登録基準と必要条
件を満たす可能性が高い地域として、「知床」「小笠原諸島」「琉
球諸島」の3地域が選定され、この中で2005年に知床が世界
自然遺産登録されました。

　「世界自然遺産候補地に関する検討会」では、「小笠原諸島」の推薦・登録にあたっては、以下の２点の
解決が喫緊の課題であると指摘されました。

　　課題①　外来種対策を早急に講じる必要がある。
　　課題②　重要な地区について十分な保護担保措置をとる必要がある。

世界自然遺産登録に向けた小笠原が抱える課題

　環境省では、2002年から「小笠原地域自然再生推進計画調
査」を開始し、主に外来種により影響を受けた小笠原の自然を再
生するための対策の方針及び技術手法の検討を行ってきました。
　そして、小笠原に関わりの深い各分野の専門家や地元関係団体、
林野庁、都、村の参加を得て「小笠原自然再生推進検討会（次頁
参照）」を設置し、小笠原における自然環境の保全と再生、とり
わけ外来種対策についての方針等をとりまとめ、2007年3月、
「小笠原の自然環境の保全と再生に関する基本計画」を策定しま
した。

「小笠原自然再生推進計画調査」の実施

　小笠原は一度も大陸と陸続きになったことがない海洋島であり、特異な生態系を持つことから、「東洋の
ガラパゴス」と呼ばれています。小笠原には、偶然、島にたどり着き定着した生物たちが孤立した島の中で
独自の進化を遂げたために、ここでしか見られない固有の生物が多く生息・生育しています。

小笠原の主要５島における植物の固有種率

3  小笠原に生きる植物と動物 1  これまでの経緯と小笠原が抱える課題

　世界自然遺産の推薦・登録にあたっては、将来、推薦を予定している物件名等について、推薦の１年以上
前に「暫定リスト（世界遺産暫定一覧表）」へ記載をする必要があります。
　そこで、政府は、2007年1月29日（月）、我が国の暫定リストに、自然遺産として「小笠原諸島」を記
載することを決定しました。暫定リストにおいては、小笠原諸島の世界自然遺産としての価値は、ボニナイ
トに代表される地形・地質と海洋島の生態系・生物多様性と整理しました。
　今後、外来種対策などの課題に3年程度の時間をかけて取り組み、それを踏まえて本推薦を行う方針です。

2  2007年1月「暫定リスト」への記載

小笠原自然再生推進検討会での検討

固有種 固有種固有種

29％

71％

聟島 弟島 兄島 父島 母島
32％

68％

固有種

21％

79％

27％

73％

特異な生態系を形成する兄島の乾性低木林

シマホルトノキ（固有種） ワダンノキ（固有種） アナカタマイマイ（固有種）

カタマイマイ属の貝類の多様性

オガサワラオオコウモリ（固有種）

オガサワラノスリ（固有亜種） コアホウドリ

メグロ（固有種）

2005年に世界自然遺産登録された知床を特徴づける流氷
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オガサワラノスリ（固有亜種） コアホウドリ

メグロ（固有種）

2005年に世界自然遺産登録された知床を特徴づける流氷
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3 課題の解決を目指して

小笠原では約180年ほど前から現在に至るまで、人間の入植を契機とする様々な動植物の侵
入による生物多様性への影響が続いており、本来の小笠原の種や生態系、景観を後世に引き
継ぐうえで重大な危機に直面しています。

海洋島における独自の進化を遂げた生物種によって構成された、小笠原の特殊で
脆弱な自然環境について、島の自然と人間が共生していくための持続可能な仕組
みを築くとともに、外来種の侵入をはじめとした人間の活動に起因する負のイン
パクトを最小化し、自然の再生の手助けを行うことにより、自然の進化や変化が
できる限り健全な状態で進行することを目標とします。

① 海洋島に残された「固有種・希少種」、「独特の生態系」の保全
②「外来種に撹乱された生態系」の健全化
③ 自然と共生した「島づくり」
④ 小笠原の自然を保全・再生するための「仕組みづくり」

基本的考え方

背
　

景

目
　

標

島ごとの目標と対策の方向性

・学識経験者　９名　　・小笠原村観光協会、小笠原母島観光協会　　・小笠原自然文化研究所
・小笠原村助役　　　　・東京都環境局自然環境部長　　　　　　　　・林野庁関東森林管理局計画部長
・環境省関東地方環境事務所長

「小笠原自然再生推進検討会」名簿「小笠原自然再生推進検討会」名簿

　小笠原における、大きな２つの課題「外来種対策」「保護担保措置」の解決を目指して、「小笠原の自然
環境の保全と再生に関する基本計画」の検討・策定及びそれに基づく取組の展開、そして関係行政機関によ
る「保護担保措置」をはじめとするその後の検討・手続が進められています。

1  「小笠原の自然環境の保全と再生に関する基本計画」

　2007年、小笠原における外来種対策についての基本的な考え方と具体的取組に対する技術手法及び対策
の方針をとりまとめた「小笠原の自然環境の保全と再生に関する基本計画」が策定されました。
　小笠原では、この基本計画の策定以前も、外来種等の問題に対して、関係各省庁、地方自治体、研究者・
研究機関、地元のNPOなど様々な主体が、それぞれの立場から調査、研究、対策事業を実施してきました。
しかし、本計画のように、外来種対策を中心とした小笠原全体の自然環境の保全と再生のための総合的な指
針はありませんでした。今後はこの計画に基づき、環境省をはじめとする各主体が適切な役割分担と緊密な
連携を図りながら、積極的な取組を展開していくことが必要です。

「小笠原の自然環境の保全と再生に関する基本計画」の構成

基本的考え方

島づくり、仕組みづくり

島ごとの目標と対策の方向性

聟島列島 父島列島 母島列島

目　標

暮らし 観　光 研　究 行　政

外来種ごとの対応方針
アカギ、モクマオウ、ノヤギ、ウシガエル、ノブタ、グリーンアノール、オオヒキガエル、その他

背　景 基本方針 取組にあたっての基本的考え方

父島〔東部〕

父島〔南部〕

弟島

兄島

聟島 北ノ島・嫁島

媒島

父島〔北西部〕

南島・西島・東島
の島は本パンフレットでも紹介

母島〔中北部〕

母島〔南部〕 平島

母島〔沖港周辺〕

向島・姉島・妹島・姪島

基
本
方
針

取組にあたっての基本的考え方

弟　島
●固有動物種の生息環境の保全と回復
ウシガエルやノブタなどの外来種の影響を排除することや、繁殖地となる水辺の干ばつ対策を講
じます。これによって、唯一固有５種がまとまって見られるトンボ類をはじめとした固有昆虫類
や弟島固有の陸産貝類など、固有動物種の生息環境の保全と回復を目指します。

●自然林への正常な遷移、固有種とその生息・生育環境の回復
島の中央部に広く分布する自然性の高いムニンヒメツバキ二次林について、阻害要因を排除し
ます。これによって、自然林への遷移を手助けします。

兄　島
●乾性低木林を中心とした小笠原固有の生態系の保全と回復
人為改変や外来種の侵入による攪乱があまり見られない、乾性低木林を中心とする生態系が比
較的良好なかたちで残されてきた島です。そのため、新たな外来種の侵入を防止するととも
に、現存する攪乱要因を排除して生態系の保全と回復を図ります。

聟　島
●モクタチバナ林など元来の植生の回復
ノヤギの排除後の植生変化を監視、誘導し、在来種による本来の植生回復を手助けします。
特に、ごく一部に残されたモクタチバナ自然林とその周辺においては、聟島本来の森林植生
を維持・回復します。

●アホウドリ類の保護と安定した繁殖環境の維持
聟島列島においてアホウドリ類の保護増殖を図るとともに、安定した繁殖環境を維持します。
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3 課題の解決を目指して

小笠原では約180年ほど前から現在に至るまで、人間の入植を契機とする様々な動植物の侵
入による生物多様性への影響が続いており、本来の小笠原の種や生態系、景観を後世に引き
継ぐうえで重大な危機に直面しています。

海洋島における独自の進化を遂げた生物種によって構成された、小笠原の特殊で
脆弱な自然環境について、島の自然と人間が共生していくための持続可能な仕組
みを築くとともに、外来種の侵入をはじめとした人間の活動に起因する負のイン
パクトを最小化し、自然の再生の手助けを行うことにより、自然の進化や変化が
できる限り健全な状態で進行することを目標とします。

① 海洋島に残された「固有種・希少種」、「独特の生態系」の保全
②「外来種に撹乱された生態系」の健全化
③ 自然と共生した「島づくり」
④ 小笠原の自然を保全・再生するための「仕組みづくり」

基本的考え方

背
　

景

目
　

標

島ごとの目標と対策の方向性

・学識経験者　９名　　・小笠原村観光協会、小笠原母島観光協会　　・小笠原自然文化研究所
・小笠原村助役　　　　・東京都環境局自然環境部長　　　　　　　　・林野庁関東森林管理局計画部長
・環境省関東地方環境事務所長

「小笠原自然再生推進検討会」名簿「小笠原自然再生推進検討会」名簿

　小笠原における、大きな２つの課題「外来種対策」「保護担保措置」の解決を目指して、「小笠原の自然
環境の保全と再生に関する基本計画」の検討・策定及びそれに基づく取組の展開、そして関係行政機関によ
る「保護担保措置」をはじめとするその後の検討・手続が進められています。

1  「小笠原の自然環境の保全と再生に関する基本計画」

　2007年、小笠原における外来種対策についての基本的な考え方と具体的取組に対する技術手法及び対策
の方針をとりまとめた「小笠原の自然環境の保全と再生に関する基本計画」が策定されました。
　小笠原では、この基本計画の策定以前も、外来種等の問題に対して、関係各省庁、地方自治体、研究者・
研究機関、地元のNPOなど様々な主体が、それぞれの立場から調査、研究、対策事業を実施してきました。
しかし、本計画のように、外来種対策を中心とした小笠原全体の自然環境の保全と再生のための総合的な指
針はありませんでした。今後はこの計画に基づき、環境省をはじめとする各主体が適切な役割分担と緊密な
連携を図りながら、積極的な取組を展開していくことが必要です。

「小笠原の自然環境の保全と再生に関する基本計画」の構成

基本的考え方

島づくり、仕組みづくり

島ごとの目標と対策の方向性

聟島列島 父島列島 母島列島

目　標

暮らし 観　光 研　究 行　政

外来種ごとの対応方針
アカギ、モクマオウ、ノヤギ、ウシガエル、ノブタ、グリーンアノール、オオヒキガエル、その他

背　景 基本方針 取組にあたっての基本的考え方

父島〔東部〕

父島〔南部〕

弟島

兄島

聟島 北ノ島・嫁島

媒島

父島〔北西部〕

南島・西島・東島
の島は本パンフレットでも紹介

母島〔中北部〕

母島〔南部〕 平島

母島〔沖港周辺〕

向島・姉島・妹島・姪島

基
本
方
針

取組にあたっての基本的考え方

弟　島
●固有動物種の生息環境の保全と回復
ウシガエルやノブタなどの外来種の影響を排除することや、繁殖地となる水辺の干ばつ対策を講
じます。これによって、唯一固有５種がまとまって見られるトンボ類をはじめとした固有昆虫類
や弟島固有の陸産貝類など、固有動物種の生息環境の保全と回復を目指します。

●自然林への正常な遷移、固有種とその生息・生育環境の回復
島の中央部に広く分布する自然性の高いムニンヒメツバキ二次林について、阻害要因を排除し
ます。これによって、自然林への遷移を手助けします。

兄　島
●乾性低木林を中心とした小笠原固有の生態系の保全と回復
人為改変や外来種の侵入による攪乱があまり見られない、乾性低木林を中心とする生態系が比
較的良好なかたちで残されてきた島です。そのため、新たな外来種の侵入を防止するととも
に、現存する攪乱要因を排除して生態系の保全と回復を図ります。

聟　島
●モクタチバナ林など元来の植生の回復
ノヤギの排除後の植生変化を監視、誘導し、在来種による本来の植生回復を手助けします。
特に、ごく一部に残されたモクタチバナ自然林とその周辺においては、聟島本来の森林植生
を維持・回復します。

●アホウドリ類の保護と安定した繁殖環境の維持
聟島列島においてアホウドリ類の保護増殖を図るとともに、安定した繁殖環境を維持します。
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4 私たちが取り組むこと

父島〔東部〕
●乾性低木林を中心とした小笠原固有の生態系の保全と回復
父島の生物多様性の保全上最も重要な旭山～東平の乾性低木林について、外来種の集中的排除を
範囲を定めて継続的に実施します。また、固有種の一部については保護増殖を行うとともに、周
辺の森林についても自然林への正常な遷移を回復します。これによって、乾性低木林を中心とし
た本来の生態系の回復を目指します。

父島〔南部〕
●固有種とその生息・生育環境の回復
外来種による固有種への影響が顕著に見られることから、これら固有種の生息・生育地として特
に重要な地域において、外来種の集中的排除を範囲を定めて継続的に実施します。また、当該地
の二次林について自然林への遷移を手助けします。これによって、固有種とその生息・生育地と
しての環境の回復を目指します。

父島〔北西部〕
●新たな外来種の侵入と属島への拡散の防止
二見港は父島における外来種の出入口となることから、既に父島に定着している外来種が属島へ
拡散しないよう防止するとともに、本土などからの新たな外来種の侵入を防止します。

●島の暮らしと生態系の共生
父島における自然の保全、再生、活用、特にエコツーリズムの拠点としてふさわしい整備や、農
業振興と自然環境保全や野生生物保護の両立を図り、父島の自然と人の共生を実現します。

母島〔中北部〕
●母島固有の森林、固有種とその生息・生育環境の保全と回復
アカギ林拡大を抑制し、母島の湿潤～適潤立地を本来占める湿性高木林やモクタチバナ自然林等
の在来種植生の保全と回復を目指します。また、外来種の集中的排除を範囲を定めて継続的に実
施することで、絶滅が危惧されているアカガシラカラスバトなど、そこに本来生息・生育する固
有種とその生息・生育地としての環境の回復を目指します。

母島〔南部〕
●固有の生態系の維持・回復
乾燥化やモクマオウ等の外来種の侵入等により劣化が目立つ固有の生態系の保全と回復、固有種
や海鳥類等の保全とその生息・生育地の維持・回復を図ります。

森林生態系保護地域

4-1固有種、生態系保全の取組

　林野庁は、小笠原の国有林について、「小笠原諸島森林生態系保護地域設定委員会」を設置し、小笠原の
有する特異的・原生的な自然環境を後世にわたって健全な状態で保全・管理するために、国有林の約８割を
「森林生態系保護地域」として指定することとし、2007年4月に保護林の再編・拡充を行いました。

　今後は固有種、生態系保全について、基本計画をふまえつつ、外来種対策と連携して重点的・体系的に取
組を進めていく必要があります。

●アカガシラカラスバトは、小笠原の固有亜種であり、小笠原全域
に生息しています。

●東京都が中心となって平成13年度から上野動物園での人工繁殖に
取り組み、18羽の繁殖に成功し、現在19羽を飼育しています。

●林野庁では、父島の東平の国有林に「アカガシラカラスバトサン
クチュアリー」を設定し、生息環境に適した森林の保全・整備、
生息域への立ち入りルールの確立を進めています。

●林野庁、環境省と小笠原自然文化研究所は、餌資源の把握、標
識の装着、生息状況調査を行っています。

●関係機関が協力して、ハトの繁殖地におけるネコの捕獲を行っています。

国立公園、鳥獣保護区
　環境省は、現在、国立公園の公園区域及び公園計画の見直しや、鳥獣保護区の新規指定も含めて、法的な
保護担保措置の拡充について検討を行っているところです。

2  保護担保措置

1  アカガシラカラスバトの保護等

●聟島列島は、かつてアホウドリが生息し、またクロアシアホウドリの大繁殖地となっていましたが、
1930年代に乱獲により一度繁殖地が消滅した経緯があります。しかし、1970年代になりクロアシアホウ
ドリとコアホウドリの繁殖が確認され、2000年からはアホウドリの飛来も確認されるようになりました。
●東京都では、1978年から、これらアホウドリ類の生息状況（生息数、雛数、生息分布など）の調査や生
息環境の改善（草刈り）を継続して実施しています。
●米国魚類野生生物局の支援を受けた（財）山階鳥類研究所と環境省は、聟島列島を、伊豆鳥島、尖閣諸島に次ぐ
アホウドリの第3繁殖地とするため、ヒナの人工飼育やデコイと音声装置の設置など、新たな取組を始めたと
ころです。

2  アホウドリ類の調査・保護

アカガシラカラスバト（固有亜種）

クロアシアホウドリ

コアホウドリ 聟島列島ではアホウドリの人工飼育の取組を開始
（写真は予備試験のためのクロアシアホウドリのヒナ）

設置したデコイ（模型）と飼育中のヒナ（中央）
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4 私たちが取り組むこと

父島〔東部〕
●乾性低木林を中心とした小笠原固有の生態系の保全と回復
父島の生物多様性の保全上最も重要な旭山～東平の乾性低木林について、外来種の集中的排除を
範囲を定めて継続的に実施します。また、固有種の一部については保護増殖を行うとともに、周
辺の森林についても自然林への正常な遷移を回復します。これによって、乾性低木林を中心とし
た本来の生態系の回復を目指します。

父島〔南部〕
●固有種とその生息・生育環境の回復
外来種による固有種への影響が顕著に見られることから、これら固有種の生息・生育地として特
に重要な地域において、外来種の集中的排除を範囲を定めて継続的に実施します。また、当該地
の二次林について自然林への遷移を手助けします。これによって、固有種とその生息・生育地と
しての環境の回復を目指します。

父島〔北西部〕
●新たな外来種の侵入と属島への拡散の防止
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や海鳥類等の保全とその生息・生育地の維持・回復を図ります。
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4-1固有種、生態系保全の取組
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●東京都が中心となって平成13年度から上野動物園での人工繁殖に
取り組み、18羽の繁殖に成功し、現在19羽を飼育しています。
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ドリとコアホウドリの繁殖が確認され、2000年からはアホウドリの飛来も確認されるようになりました。
●東京都では、1978年から、これらアホウドリ類の生息状況（生息数、雛数、生息分布など）の調査や生
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●米国魚類野生生物局の支援を受けた（財）山階鳥類研究所と環境省は、聟島列島を、伊豆鳥島、尖閣諸島に次ぐ
アホウドリの第3繁殖地とするため、ヒナの人工飼育やデコイと音声装置の設置など、新たな取組を始めたと
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クロアシアホウドリ

コアホウドリ 聟島列島ではアホウドリの人工飼育の取組を開始
（写真は予備試験のためのクロアシアホウドリのヒナ）

設置したデコイ（模型）と飼育中のヒナ（中央）
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4-2 外来種対策の取組
　小笠原には、外来植物種（維管束植物）が、既に300種以上侵入していると言われています。外来植物種
の比率は、父島では43％、母島では38％と極めて高い数値となっています。
 一方、外来動物種については、定着している主なものとして、哺乳類６種、鳥類１種、両生爬虫類３種、
魚類４種、昆虫類４種、陸産貝類３種などが挙げられます。
　このような外来種のうち、特に固有種や生態系に大きな影響を及ぼしている主要な外来種の生息・生育状
況は以下のとおりです。

●ムニンツツジ、ムニンノボタン、アサヒエビネなどの固有の希少植物については、環境省の委託を受けた
東京都と東京大学小石川植物園などにより、さまざまな保護増殖事業が進められてきました。
●検討組織として、「小笠原希少植物保護増殖事業検討会」を設置し、生育状況や生育特性の把握、生育適
地への植え戻し、外来種からの食害防止等、希少植物種の保護増殖に取り組んでいます。

3  希少植物種の保護等

●弟島は、固有トンボ５種がまとまって生息する唯一の島として重要ですが、現在、神奈川県立博物館等によ
り、渇水の際にもトンボが繁殖できるようにトンボ池を設置する取組が行われています。
●オガサワラシジミは、小笠原固有のチョウ類で、かつては父島、母島で普通に見ることができました。し
かし、グリーンアノールの捕食の影響などにより、現在では父島で姿を消し、母島でわずかに見られる程
度に激減してしまいました。
●そのため、平成17年度より関係行政機関、研究者及び地元NPOが共同で「オガサワラシジミ保全連絡会
議」を設置し、また、母島では、住民有志により「オガサワラシジミの会」がつくられ、生息地の保全や
動物園での域外増殖等の取組を進めています。
●また、環境省は平成19年度中には、グリーンアノール対策と連携して、オガサワラシジミの重要な生息
地の一つである母島において、自然再生区（アノール排除区）を設置する予定です。

4  トンボ類やオガサワラシジミなど固有動物種の保護等

主要な外来種の生息・生育状況と対策の目標

ムニンツツジ（固有種） ムニンノボタン（固有種） アサヒエビネ（固有種）

オガサワラアオイトトンボ（固有種） 弟島では渇水対策としてトンボ池を設置しています。オガサワラシジミ（固有種）

※×：固有種への被害は深刻、□：固有種への被害は深刻だが対策着手済み（平成18年度末時点）、△：固有種への被害は不明または軽微（現状把握不
足、外来種衰退、など）、－：当該の外来種は分布していない、◎：ほぼ駆除が完了（分布していない）

種名
父島列島

父

ノヤギ ・各島での根絶を目指す。

・根絶を目指す。

・根絶を目指す。

・各島での根絶を目指す。

・各島での根絶を目指す。

□　□　×　◎　◎　◎　－　◎　－　－　－　－　◎　－　◎　◎

ネコ □　△　△　－　－　－　□　－　－　－　－　－　－　－　－　－

ノブタ ◎　－　□　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－

クマネズミ □　×　×　◎　×　×　□　×　×　×　×　△　×　－　×　×　

グリーン
アノール □　－　－　－　－　－　□　－　－　－　－　－　－　－　－　－　

オオヒキ
ガエル ×　－　－　－　－　－　×　－　－　－　－　－　－　－　－　－　

ウシガエル －　－　□　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－

ニューギニア
ヤリガタ
リクウズムシ

×　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　

アカギ ×　－　◎　－　－　－　□　－　－　－　－　－　－　－　－　－　

モクマオウ □　□　×　×　×　△　×　×　×　×　－　－　－　－　－　－

ギンネム、
ヤダケ
他

外来植物
×　×　×　×　×　□　×　×　×　×　×　×　□　×　□　×　

兄 弟 西 東 南

母島列島

母 平 向 姉 妹 姪

聟島列島
対策の目標

聟 北 媒 嫁

・各島での根絶を目指す。
（当面は、保全上重要な地域からの　
　部分的な完全排除を目指す。）

・各島での根絶を目指す。
（父島・母島については、当面、保全
上重要な地域からの部分的な完全排除
を目指す。）

・各島での根絶を目指す。
（当面は、父島・母島での、保全上重
要な地域からの部分的な完全排除を目
指す。）
・父島・母島から属島への拡散を防
止する。

・父島・母島から属島への拡散を防
止する。
・父島・母島での、保全上重要な
地域からの部分的な完全排除を
目指す。

・父島から、母島及び属島への拡散
を防止する。
・父島の未侵入地区で、保全上重要
な地域のエリア防衛を行う。

・影響の大きな外来種に対して
は、目標を定めて、各島での根
絶を目指す。
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■ノヤギが及ぼす影響とは
　ノヤギとは、かつて家畜として小笠原に持ち込まれたヤギが、その後野生化したものです。
　ノヤギは、オガサワラアザミ、オガサワラグワ、ウチダシクロキなどの固有・希少植物を食べ、これらの生
育に多大な被害を与え、小笠原特有の在来植生や生態系に大きな影響を及ぼしています。
　また、媒島では、ノヤギがもともとの植生を食べ尽くしたため、大量の土壌が周辺海域へ流出し、サンゴ礁な
どの海洋生態系への影響がみられます。
　現在、ノヤギの分布が確認されているのは、父島、兄
島、弟島です。かつては、媒島や、聟島、嫁島、西島
（１頭残り）にも生息していましたが、駆除がほぼ完了
しています。

■私たちが取り組むこと

兄島、弟島、父島での「根絶」を目指して、取組を進めていきます。

●島全域からの根絶を、兄島→弟島の順番で進めます。
●兄島では、東京都が平成16年度からノヤギの駆除事業を進めて
います。平成18年度には87頭を駆除し、これまでの累計で計
326頭のノヤギを駆除しました。今後も根絶を目指して、事業
を継続します。
●弟島でも、兄島に引き続き、島全域からの根絶を目指して駆除を
始めます。当面は影響を減らすために個体数を半減することを目
標とします。
●一方、父島では当面、防護柵などにより固有種・希少種などの保
全を図ります。その上で、兄島、弟島の対策を図りつつ、農業関
連の他事業などと連携し、島全域からの根絶に取り組みます。

2  ノヤギ

■アカギが及ぼす影響とは
　アカギは、小笠原における外来植物の中でも特に侵
略性が強い常緑樹で、生長すると高さ20m以上に達し
ます。かつて薪や木炭の原料とするために小笠原に持
ち込まれました。
　アカギは、非常に強い生命力を持ち、生長も早く、
他の植物が嫌う化学物質を分泌することで、他の植物
の発芽・生育を抑制し、小笠原固有の樹木にとって代
わって生育地を拡大し、生態系に非常に大きな影響を
及ぼしています。
　これまでにアカギが確認されている島は、父島、母
島、弟島です。なかでも、母島の被害は最も深刻で、
アカギ林の面積は拡大しています。一方、侵入の初期
段階だった弟島では、平成17年度に薬剤を用いて駆除
に取り組み、現在では駆除がほぼ完了しています。

■私たちが取り組むこと

母島、父島での「根絶」を目指して、取組を進めていきます。

●弟島ではすでにアカギをほぼ根絶しており、今後は実生の処理を進めます。
●母島で、緊急的かつ重点的な対策を実施します。現在、重要地域や侵入初
期段階の地域など、対策の効果が高い場所から優先的に駆除に取り組んで
います。

●林野庁は、平成14年度から対策事業を進めています。環境省は、平成18年
度に東台及び南崎南端部において薬剤注入による駆除をおおむね完了してお
り、今後は西台・衣舘で駆除に取り組みます。なお、薬剤は島内で一般的に
使われている安全性が確認されている除草剤を、モニタリングしながら使っ
ています。

●駆除を進める一方で、駆除を効率的に行うため、アカギの分布量の把握や
駆除の進め方の検討も行っています。

1  アカギ

ノヤギ

追い込みにより捕獲オリに入ったノヤギ（兄島）

兄島でノヤギを捕獲するための誘導柵を設置して
います。

ノヤギによるウチダシクロキ（固有種）
への食害

ノヤギの食害により土壌流出が生じている媒島

固有樹林を駆逐して成立したアカギ純林（母島）

アカギの実生のみが繁茂する林床

母島東台でアカギの駆除作業を行っています。 根元に薬剤を注入し、コルクでフタをします。 薬剤によりアカギが枯死しています（右手中央）。

伐っても萌芽し再生するアカギ
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■ノヤギが及ぼす影響とは
　ノヤギとは、かつて家畜として小笠原に持ち込まれたヤギが、その後野生化したものです。
　ノヤギは、オガサワラアザミ、オガサワラグワ、ウチダシクロキなどの固有・希少植物を食べ、これらの生
育に多大な被害を与え、小笠原特有の在来植生や生態系に大きな影響を及ぼしています。
　また、媒島では、ノヤギがもともとの植生を食べ尽くしたため、大量の土壌が周辺海域へ流出し、サンゴ礁な
どの海洋生態系への影響がみられます。
　現在、ノヤギの分布が確認されているのは、父島、兄
島、弟島です。かつては、媒島や、聟島、嫁島、西島
（１頭残り）にも生息していましたが、駆除がほぼ完了
しています。

■私たちが取り組むこと

兄島、弟島、父島での「根絶」を目指して、取組を進めていきます。

●島全域からの根絶を、兄島→弟島の順番で進めます。
●兄島では、東京都が平成16年度からノヤギの駆除事業を進めて
います。平成18年度には87頭を駆除し、これまでの累計で計
326頭のノヤギを駆除しました。今後も根絶を目指して、事業
を継続します。
●弟島でも、兄島に引き続き、島全域からの根絶を目指して駆除を
始めます。当面は影響を減らすために個体数を半減することを目
標とします。
●一方、父島では当面、防護柵などにより固有種・希少種などの保
全を図ります。その上で、兄島、弟島の対策を図りつつ、農業関
連の他事業などと連携し、島全域からの根絶に取り組みます。

2  ノヤギ

■アカギが及ぼす影響とは
　アカギは、小笠原における外来植物の中でも特に侵
略性が強い常緑樹で、生長すると高さ20m以上に達し
ます。かつて薪や木炭の原料とするために小笠原に持
ち込まれました。
　アカギは、非常に強い生命力を持ち、生長も早く、
他の植物が嫌う化学物質を分泌することで、他の植物
の発芽・生育を抑制し、小笠原固有の樹木にとって代
わって生育地を拡大し、生態系に非常に大きな影響を
及ぼしています。
　これまでにアカギが確認されている島は、父島、母
島、弟島です。なかでも、母島の被害は最も深刻で、
アカギ林の面積は拡大しています。一方、侵入の初期
段階だった弟島では、平成17年度に薬剤を用いて駆除
に取り組み、現在では駆除がほぼ完了しています。

■私たちが取り組むこと

母島、父島での「根絶」を目指して、取組を進めていきます。

●弟島ではすでにアカギをほぼ根絶しており、今後は実生の処理を進めます。
●母島で、緊急的かつ重点的な対策を実施します。現在、重要地域や侵入初
期段階の地域など、対策の効果が高い場所から優先的に駆除に取り組んで
います。

●林野庁は、平成14年度から対策事業を進めています。環境省は、平成18年
度に東台及び南崎南端部において薬剤注入による駆除をおおむね完了してお
り、今後は西台・衣舘で駆除に取り組みます。なお、薬剤は島内で一般的に
使われている安全性が確認されている除草剤を、モニタリングしながら使っ
ています。

●駆除を進める一方で、駆除を効率的に行うため、アカギの分布量の把握や
駆除の進め方の検討も行っています。

1  アカギ

ノヤギ

追い込みにより捕獲オリに入ったノヤギ（兄島）

兄島でノヤギを捕獲するための誘導柵を設置して
います。

ノヤギによるウチダシクロキ（固有種）
への食害

ノヤギの食害により土壌流出が生じている媒島

固有樹林を駆逐して成立したアカギ純林（母島）

アカギの実生のみが繁茂する林床

母島東台でアカギの駆除作業を行っています。 根元に薬剤を注入し、コルクでフタをします。 薬剤によりアカギが枯死しています（右手中央）。

伐っても萌芽し再生するアカギ
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■グリーンアノールが及ぼす影響とは

■私たちが取り組むこと

父島、母島から、属島へのグリーンアノールの拡散を防止します。
父島、母島での「根絶」を目指して、取組を進めていきます。

●父島、母島以外の全属島、特に兄島、弟島、南島へ
のグリーンアノールの拡散の防止のために、港周辺
での駆除、監視、普及啓発を開始しました。
●父島では、平成18年度から二見港周辺で、粘着式の
トラップを用いた重点駆除を進めています。
●拡散防止を進める一方で、父島、母島では、重要地
域の一部をアノール侵入防止柵で囲い「自然再生
区」とし、アノールの侵入抑制や排除、保全対象の
昆虫類等の保護対策を行います。

3  グリーンアノール

■ネコが及ぼす影響とは
　ペット用やネズミ対策用に持ちこまれたネコが野生化
し、生態系への影響が生じています。
　ネコが食べるものの大半は外来種のクマネズミと思われ
ますが、メグロなどの陸鳥類やミズナギドリ類などの海鳥
類を捕食したり、繁殖中のアカガシラカラスバトを襲おう
とする様子も見られていて、鳥類の保全上大きな問題とな
りつつあります。

■私たちが取り組むこと

各島での「根絶」を目指して、取組を進めていきます。

●平成17年度から「小笠原ネコに関する連絡会議（環境省、国有林、都、村、村教育委員会、自然文化研究
所）」が、島民ボランティアの協力を得ながら、母島南崎、父島東平・中央山においてネコの捕獲を行っ
ています。
●捕獲されたネコは、（社）東京都獣医師会の協力により、島外に生体搬出し、内地で飼養されています。
●鳥類の繁殖地など保全上重要な地域（母島南崎、父島東平など）に、ネコの侵入防止柵を設置して、鳥類を
保護していきます。母島南崎には、既に小笠原自然文化研究所によって侵入防止柵が設置されています。
●ネコの増加、野生化には、人の心ない行動（捨てネコやエ
サやり等）が関係しています。そこで、（社）東京都獣医
師会の協力を得て、飼いネコの適正飼養の普及と村条例に
よる登録の推進、さらにノラネコの抑制対策を継続的に進
めていきます。将来的には、クマネズミ駆除とも連携して、
広域での生体搬出を検討していきます。

4  ネコ

セミを捕食するグリーンアノール

二見港周辺には、グリーンアノールを捕獲する粘着式のトラップを
設置しています。

捕食対象となっているオガサワラゼミ（固有種）父・母両島では絶滅したオガサワラトンボ（固有種） 捕食圧で父・母両島ではほぼ絶滅状態にある
オガサワライカリモントラカミキリ（固有種）

カツオドリを捕食する野生化ネコ（母島南崎）

捕獲されたネコ

母島南崎ではネコの侵入防止柵を設置しています。

東京都獣医師会により馴化され、現在は一般家庭で生活している元・野生化ネコ

　グリーンアノールは、体長15cmほどの鮮やかな緑
色をした北米原産のトカゲです。小笠原へは、米軍統
治下に物資に混入してもたらされたといわれていま
す。
　グリーンアノールは、固有のトンボ類、オガサワラ
シジミ、オガサワラゼミ、カミキリムシなどの希少種
をはじめとした昆虫類やオガサワラトカゲ等を食べる
ため、グリーンアノールが生息する父島や母島では、
これらが大きく減少しています。
　昆虫類の減少により、受粉を虫に頼っていた植物等、
固有の生態系全体にも大きな被害を及ぼしています。
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■グリーンアノールが及ぼす影響とは

■私たちが取り組むこと

父島、母島から、属島へのグリーンアノールの拡散を防止します。
父島、母島での「根絶」を目指して、取組を進めていきます。

●父島、母島以外の全属島、特に兄島、弟島、南島へ
のグリーンアノールの拡散の防止のために、港周辺
での駆除、監視、普及啓発を開始しました。

●父島では、平成18年度から二見港周辺で、粘着式の
トラップを用いた重点駆除を進めています。

●拡散防止を進める一方で、父島、母島では、重要地
域の一部をアノール侵入防止柵で囲い「自然再生
区」とし、アノールの侵入抑制や排除、保全対象の
昆虫類等の保護対策を行います。

3  グリーンアノール

■ネコが及ぼす影響とは
　ペット用やネズミ対策用に持ちこまれたネコが野生化
し、生態系への影響が生じています。
　ネコが食べるものの大半は外来種のクマネズミと思われ
ますが、メグロなどの陸鳥類やミズナギドリ類などの海鳥
類を捕食したり、繁殖中のアカガシラカラスバトを襲おう
とする様子も見られていて、鳥類の保全上大きな問題とな
りつつあります。

■私たちが取り組むこと

各島での「根絶」を目指して、取組を進めていきます。

●平成17年度から「小笠原ネコに関する連絡会議（環境省、国有林、都、村、村教育委員会、自然文化研究
所）」が、島民ボランティアの協力を得ながら、母島南崎、父島東平・中央山においてネコの捕獲を行っ
ています。

●捕獲されたネコは、（社）東京都獣医師会の協力により、島外に生体搬出し、内地で飼養されています。
●鳥類の繁殖地など保全上重要な地域（母島南崎、父島東平など）に、ネコの侵入防止柵を設置して、鳥類を
保護していきます。母島南崎には、既に小笠原自然文化研究所によって侵入防止柵が設置されています。

●ネコの増加、野生化には、人の心ない行動（捨てネコやエ
サやり等）が関係しています。そこで、（社）東京都獣医
師会の協力を得て、飼いネコの適正飼養の普及と村条例に
よる登録の推進、さらにノラネコの抑制対策を継続的に進
めていきます。将来的には、クマネズミ駆除とも連携して、
広域での生体搬出を検討していきます。

4  ネコ

セミを捕食するグリーンアノール

二見港周辺には、グリーンアノールを捕獲する粘着式のトラップを
設置しています。

捕食対象となっているオガサワラゼミ（固有種）父・母両島では絶滅したオガサワラトンボ（固有種） 捕食圧で父・母両島ではほぼ絶滅状態にある
オガサワライカリモントラカミキリ（固有種）

カツオドリを捕食する野生化ネコ（母島南崎）

捕獲されたネコ

母島南崎ではネコの侵入防止柵を設置しています。

東京都獣医師会により馴化され、現在は一般家庭で生活している元・野生化ネコ

　グリーンアノールは、体長15cmほどの鮮やかな緑
色をした北米原産のトカゲです。小笠原へは、米軍統
治下に物資に混入してもたらされたといわれていま
す。
　グリーンアノールは、固有のトンボ類、オガサワラ
シジミ、オガサワラゼミ、カミキリムシなどの希少種
をはじめとした昆虫類やオガサワラトカゲ等を食べる
ため、グリーンアノールが生息する父島や母島では、
これらが大きく減少しています。
　昆虫類の減少により、受粉を虫に頼っていた植物等、
固有の生態系全体にも大きな被害を及ぼしています。
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ノブタは箱ワナ（写真）や囲いワナ、銃猟など
によって捕獲しています。

■ウシガエルやノブタが及ぼす影響とは
　ウシガエルとノブタは、両種とも食用として持ち込まれたと考えられ
ており、弟島のみに生息しています。
　ウシガエルは、池などに生息し、トンボ等を食べます。ノブタは、固
有の陸産貝類やアオウミガメの卵を食べるほか、掘り起こしによって昆
虫類の生息域を荒らすなどの影響を及ぼします。

6  ウシガエル、ノブタ（弟島）

■モクマオウが及ぼす影響とは
 モクマオウは、乾燥に強く、栄養分の少ない土地でも生育すること
ができる常緑樹です。生長が早く、落葉が地面を覆い、他の植物の
発芽・生育を抑えるという特徴があります。父島列島、母島列島に
広く分布していますが、特に兄島と弟島で分布が拡大しています。

■私たちが取り組むこと

各島での「根絶」を目指して、取組を進めていきます。

●まずは、兄島の内陸部での緩やかな傾斜地等における駆除を優先的に
行います。駆除はリュウキュウマツとともに実施します。
●平成18年度には、林野庁は生育状況・分布量の調査と試験地での伐
採を実施し、環境省は試験地での伐採の実施及び自然再生の実施計画
を検討しました。また、小笠原野生生物研究会でも対策に取り組んで
います。

●オオヒキガエルは、父島と母島に生息しており、グリーンアノール対策
と併せて取組を実施していきます。
●ギンネム、タケ・ササ類等、その他の外来種については、侵入初期の島
を優先して対策を検討します。聟島や媒島ではギンネムとタケ・ササ類
の駆除を実施しています。
●父島の南部においては、固有の陸産貝類を食べるニューギニアヤリガタ
リクウズムシの未侵入地域で、固有の陸産貝類の保護対策を検討してい
ます。
●南島では、シンクリノイガ等の駆除を、都、村、NPOが行っています。

■私たちが取り組むこと

「根絶」を目指します。

●ウシガエルはこれまでの取組に
よって根絶直前です。まだ残って
いる個体がいないかどうか、モニ
タリング調査を行っています。
●平成18年度には、ノブタについて
も駆除を開始しました。

7  モクマオウ

8  その他外来種
弟島に生息するノブタ

モクマオウ

オオヒキガエル

ニューギニアヤリガタリクウズムシ

モクマオウ・リュウキュウマツ駆除試行前の様子（兄島）
▲印はモクマオウとリュウキュウマツ（手前にもあり）

兄島の内陸部で試行駆除を行いました。

リュウキュウマツ

■私たちが取り組むこと

各島での「根絶」を目指して、取組を進めていきます。

●森林総合研究所が行った西島での根絶事業の成果（日本初の全島ネズミ
根絶試験）や、ニュージーランドなどの海外事例を参考にして、根絶
技術手法を検討・確立します。

●当面は、植物への被害が懸念される聟島、海鳥類が襲われている東島に
おいて先行的な根絶駆除に取り組みます。

●一方、有人島である父島、母島では、島内の重要地域において侵入防止
柵等による部分排除を行うため、柵の有効性検証試験を行っています。 クマネズミの侵入防止柵の有効性を検証して

います。

モクマオウ試行駆除後の様子
元来の状態を取り戻した乾性低木林

▲
▲▲

▲ ▲

▲▲
▲

クマネズミに襲われたアナドリ（東島）

■クマネズミが及ぼす影響とは
　クマネズミは、船舶の積み荷に紛れて小笠原にもたらされたといわ
れ、現在ではほとんどの島で生息が確認されています。
　シマホルトノキなど固有植物の種子や果実を食べ、在来植生に大きな
被害を及ぼすほか、アカガシラカラスバトなどの鳥類と餌が競合すると
いった影響があります。また、野鳥や野鳥の卵を食べる、陸産貝類を食
べる、ネコの餌として野生化ネコの生息を維持するなど、小笠原の生態
系にさまざまな影響を及ぼしています。

5  クマネズミ

ウシガエルはカゴワナなどによって捕獲し、
ほぼ根絶しています。
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科学的な見地から
必要な助言

遺産地域の管理にあたる行政機関
　（環境省、林野庁、東京都、小笠原村）

管理のあり方を検討、連絡・調整

地域連絡会議 

科学委員会 管理機関（事務局）

4-3 管理体制づくりなどに関する取組
　小笠原では、エコツーリズムに関する検討組織として地元関係団体等からなる「エコツーリズム推進委員
会」や「小笠原エコツーリズム協議会」などの組織が目的に応じて設置されてきました。また一方で、小笠
原ホエールウォッチング協会や小笠原村観光協会などの地元関係団体によって、エコツーリズムにあたって
の自主ルールが制定・運用されるなど、地域が中心となった適切な管理の仕組みづくりが進められています。

●平成18年度、環境省、林野庁、東京都、小笠原村が共同の事務局となって、小笠原の適正な管理のあり方
の検討や関係機関の連絡・調整を目的とした「小笠原諸島世界自然遺産候補地地域連絡会議」が、また、
自然環境の保全・管理等について科学的な見地からの検討を行うことを目的に、学識経験者による「小笠
原諸島世界自然遺産候補地科学委員会」が設置されました。

●今後は、「地域連絡会議」と「科学委員会」が中心となって、小笠原の貴
重な自然を適切に管理運営するための検討を進めることが期待されると
ともに、管理運営組織についての検討を続けます。

1  管理運営の体制づくり

●東京都と小笠原村は、平成14年度に、「東京都版エコツーリズム」として、南島や母島石門一帯におけ
る適正な利用ルールをつくり、現在、地元観光業者等によって、そのルール遵守が図られています。

2  エコツーリズムの実施

●小笠原では、エコツーリズム推進の一環として、多くの関係団体により自主ルールが設定されています。

3  各主体の自主ルールづくり

●林野庁では、小笠原母島観光協会と共催で、母島でアカギ除去などの植生回復ボランティアツアーを開催
するとともに、小笠原野生生物研究会と協力し、南島でシンクリノイガ除去のボランティア作業を進めて
います。また、小笠原村は、小笠原野生生物研究会や東京都と協力して、父島でモクマオウ駆除のボラン
ティア作業を実施しています。
●ニューギニアヤリガタリクウズ
ムシの母島及び属島への拡散防
止策として、母島観光協会や東
京都レンジャーなどが中心とな
り、船客待合所に靴底の泥落と
し用のマット・ブラシを設置す
るとともに、その広報と普及啓
発を行っています。

4  島民・来島者による取組への参加・協力

●公共事業は、島の生活環境を確保するために必要不可欠ですが、外来種の非意図的導入の排除や自然環境
への配慮を徹底しなければなりません。東京都では、平成16年度に公共事業における環境配慮指針を作
成し、道路事業をはじめとする公共事業において、環境に配慮した事業の徹底を図るよう努めています。

5  公共事業における環境配慮

南島におけるエコツーリズムの様子

母島でアカギ除去のボランティア作業を行って
います。

母島では下船時に靴底の泥落としの取組が行
われています。

「小笠原ルールブック（平成17年度版）」にまとめられている内容（自主ルール以外のものも含む）

母島におけるエコツーリズムの様子

「地域連絡会議」
参画団体名簿
「地域連絡会議」
参画団体名簿

・小笠原村商工会
・小笠原村観光協会
・小笠原母島観光協会
・小笠原ホエールウォッチング協会
・小笠原島漁業協同組合
・小笠原母島漁業協同組合
・東京島しょ農協
・NPO小笠原野生生物研究会
・NPO小笠原自然文化研究所

ルール名称 記載している主体

採ってはいけない海の生物

海中公園マップ～水生生物保護～

自然と共生するための十か条～小笠原カントリーコード～

クジラ～小笠原ホエールウォッチング協会自主ルール～

ウミガメ～ナイトウォッチングの際にウミガメに遭遇した場合のガイドライン～

イシガキダイ・イシダイ～キャッチ＆リリースに関する注意～

アホウドリ類～ウォッチングルール～

グリーンぺぺ～長谷グリーンぺぺについて～

オガサワラオオコウモリ～ウォッチングについてのガイドライン～

アカガシラカラスバト～東平サンクチュアリーの自主ルール～

適正な利用のルール～東京都版エコツーリズム～

母島石門の自主ルール

小笠原支庁産業課

小笠原支庁土木課・産業課

環境省

小笠原ホエールウォッチング協会・小笠原村観光協会

小笠原村観光協会

小笠原母島漁業協同組合

小冊子「小笠原をアホウドリの島に」制作協力団体

小笠原村観光協会・観光協会ガイド部・オオコウモリの会

小笠原村観光協会・観光協会ガイド部・オオコウモリの会

小笠原総合事務所国有林課・小笠原自然観察指導員連絡会

東京都

母島自然ガイド運営協議会
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自然再生ニュースレター 環境省外来種対策パンフ

林野庁パンフＮＥＷ 東京都遺産パンフＮＥＷ 小笠原村遺産パンフ

東京都遺産ＤＶＤＮＥＷ

●小笠原の世界自然遺産登録に向けて、関係行政機関をはじめとした様々な団体が発行するパンフレットに
よる普及啓発が進められています。

●これらのパンフレットは、余部がある場合は、各行政機関のほか、Bシップロビー（観光協会）、地域福
祉センターロビー、母島船客待合所（母島観光協会）で閲覧できます。また、下記のホームページにて
データ（ＰＤＦ形式）をダウンロードできます。是非、ご覧ください。

●また、この度、小笠原の世界自然遺産登録、自然再生に関する総合的なホームページ『小笠原自然情報セ
ンター』を開設しました。是非、ご活用ください。

※このパンフレットは、主に「小笠原の自然環境の保全と再生に関する基本計画」に基づき、その内容及びその後の進捗状況等を紹介
するために、環境省が林野庁、東京都、小笠原村等の協力を得て作成しています。

ホームページのここをク
リックいただくと、平成19
年3月に策定された「小笠原
の自然環境の保全と再生に
関する基本計画」をご覧い
ただけます。

ここをクリック

『小笠原自然情報センター』
ホームページを開設

http://ogasawara-info.jp/

小笠原自然保護官事務所
〒100-2101　小笠原村父島字西町ガゼボ２階
TEL　：04998-2-7174
FAX　：04998-2-7175

平成19年11月
制作・発行　環境省関東地方環境事務所
発 行 協 力　林野庁 関東森林管理局、東京都、小笠原村、小笠原村観光協会、   

小笠原母島観光協会、（NPO）小笠原自然文化研究所、
（NPO）小笠原野生生物研究会、（財）自然環境研究センター、
（社）日本森林技術協会、（株）プレック研究所、（財）山階鳥類研究所

写 真 提 供　大林 隆司、笠井 信利、苅部 治紀、千葉 聡
編　　　集　（株）プレック研究所
デ ザ イ ン　（株）サンワ

お問い合わせ

6  関係者間での情報の発信と共有
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