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生態系保全アクションプラン 平成25年度事業進捗及び平成26年度事業計画 （詳細事業内容） 

■実施機関：環境省 

事業項目 平成24年度 平成25年度（見込み） 平成26年度予定 
課題・備考 

種名 № 事業名称 島・地域 事業内容 事業結果 事業内容 モニタリング項目 事業進捗 

ノヤギ・

ノネコ 

環１ 外来ほ乳類対策お

よびノネコ対策調

査業務 

小笠原国立公園父

島東平自然再生区

管理業務（柵の維

持管理） 

父島 ①東平外周柵の維持管理

（継続） 

②ノネコ捕獲（継続） 

③ノヤギ排除（継続） 

・ノヤギ排除作業（銃器及

びわな）の継続。 

・ノヤギ生息状況及び植

生のモニタリングの継

続 

④ノヤギ排除に関して、

島民等への周知、報告

等の実施。 

 

①柵維持管理（継続） 

②H24年度、父島山域で14頭を

捕獲（2月末まで）。 

③ノヤギ排除 

・H24年度、柵内で24頭を排除

し、1月下旬に確認されている

柵内のノヤギ排除を完了（H22

年度以降、柵内で累計135頭

を排除。） 

・ノヤギによる食害がなくなっ

た他は植生に大きな変化はな

い。侵入防止柵沿いには外来

樹木数種の実生が出現した。 

④島民等への事業の周知、進捗

の報告の実施。 

①維持管理（継続） 

②山域におけるノネコモニタリ

ング及び捕獲、捕獲したネコの

一時飼養及び搬送。東平生態系

モニタリング及び保全方針検討

会の開催（継続） 

③ノヤギ排除 

・ノヤギ根絶確認及び植生のモ

ニタリングの継続 

○外来生物モニタリング 

（ノネコ）山域におけるセンサーカ

メラによるモニタリング 

（ネズミ類）東平柵内を中心とする

生息状況モニタリング 

（ノヤギ）東平柵内において、生息

状況をモニタリング。 

（外来植物）柵沿い、柵内を中心

に、外来植物の侵入状況をモニ

タリング。 

 

○生態系モニタリング 

 ネズミ・ノヤギの排除の効果把握

のために、鳥類、植物の調査を

実施。 

○外来生物 

・父島山域において、6頭程度

を捕獲（暫定） 

・山域のノネコは、低密度状

態で推移している。 

・ノヤギについては、東平地

区においては、排除が完了

した。 

・外来植物については、柵を

作ったことによる新たな拡

散は見られない。 

 

○生態系モニタリング 

・東平地区では、ノヤギの食

害の恐れに関して、希少植

物群落への悪影響が出る前

に排除された。 

①柵の維持管理 

②東平柵内におけるノヤギ根

絶のモニタリング及び確認

時の排除作業の実施 

③父島山域におけるノネコ捕

獲の継続。 

④保全対象の在来植物、鳥類

の保全のための取り組みを

引き続き実施。 

平成25年度「東平地区

の生態系保全方針に関

する検討会」において

東平ノヤギ・ノネコ排

除区において、ノヤギ

の完全排除を確認。 

引き続き同検討会にお

いて課題を整理・検

討。 

 

ノネコ 環２ ノネコ対策調査業

務 

 

母島 ①ノネコのモニタリング

及び捕獲（継続） 

①H22 年度から引き続き、モニ

タリング及びモニタリング状

況に応じて周辺域におけるノ

ネコの排除を実施。H24 年度

は、4頭を捕獲。 

①南崎半島部およびその他山域

でのノネコのモニタリング及び

試験捕獲、捕獲したネコの一時

飼養及び搬送、南崎フェンス内

海鳥モリタリング（継続） 

 

○ノネコのモニタリング 

 カメラによるモニタリングを実

施。 

 

○生態系モニタリング 

 南崎フェンス内の海鳥のモニタリ

ングを実施。 

・対策前の父島と同程度の密

度がいると推定される。ま

だ、全島的な捕獲体制が構

築されていないため、母島

南部において、試験的な捕

獲体制の構築を実施した。 

・本業務では、5頭程度を捕獲

（暫定） 

引き続き、試験的な捕獲体制

の構築を実施。 

― 

 環３ 外来ほ乳類対策 兄島、 

弟島 

モニタリングを縮小す

る。他分野の調査等と協

力し、残存個体の情報が

得られた場合、捕獲等の

対策を速やかに行う。 

兄島・弟島両島に関して、残存

個体の情報なし。 

モニタリングは実施せず。他分

野の調査等と協力し、残存個体

の情報が得られた場合、捕獲等

の対策を速やかに行う。 

モニタリングは実施せず。 ― モニタリングは実施せず。 ― 

ノブタ 環４ 外来ほ乳類対策 

 

弟島 他分野の調査等と協力

し、残存個体の情報が得

られた場合、捕獲等の対

策を速やかに行う。 

弟島でのノブタの痕跡等は確認

されなかった。 

モニタリングは実施せず。他分

野の調査等と協力し、残存個体

の情報が得られた場合、捕獲等

の対策を速やかに行う。 

モニタリングは実施せず。 ― モニタリングは実施せず。 平成21年11月の科学

委員会で根絶を発表 

クマネズ

ミ 

環５ 外来ほ乳類対策調

査 

 

聟 島 列

島、 

父 島 列

島、 

母島列島 

① 既駆除地域でのモニタ

リング調査の継続 

② 弟島から兄島への再侵

入対策の継続 

③ オガサワラノスリなど

鳥類、植物、陸産貝類

などのモニタリングの

継続 

④ 駆除手法の改善に関す

る検討、および弟島で

の再駆除、母島属島で

の駆除実施と、駆除前

のネズミ類・非標的種

生息状況調査の実施 

 

①既駆除地でのモニタリングの

結果、弟島にくわえて、兄島

での駆除後初確認があった。 

②弟島南部での部分的防除を実施 

③兄島、弟島においてオガサワ

ラノスリの繁殖率の上昇傾向

を把握。弟島での植物の食害

再開を確認。兄島の陸産貝類

では今のところ顕著な食害が

生じていない。 

④第１世代による駆除時の手法

改善を検討。島嶼ごとの駆除

の優先順位を整理。優先順位

の高い母島属島における島ご

との優先順位、非標的種生息

状況調査、配慮手法の検討整

理を実施。第 2 世代の試験的

利用に関する条件整理を実

施。 

①未根絶島嶼における中長期計

画策定。 

② 既駆除地域でのモニタリング

調査の継続 

③根絶技術・コントロール技術

確立の検討。根絶島嶼における

再侵入防止手法の検討。 

④ オガサワラノスリなど鳥類、

植物、陸産貝類などを調査対象

種とした生態系モニタリングの

継続 

④ 駆除手法の改善に関する検

討、、駆除前のネズミ類・非標

的種生息状況調査の実施 

 

○ 外来生物モニタリング 

（ネズミ類）聟島列島、父島列島各

島における生息状況モニタリング 

 

○生態系モニタリング 

ネズミ等の排除の効果把握のため

に、在来哺乳類、鳥類（海鳥含む）、

陸産貝類、植物の調査を実施。 

 

 

○外来生物モニタリング 

父島属島において、一時的に

排除したネズミが、再度確認

された。再侵入か、生残個体

が増えたものかは不明。 

 

○在来生物モニタリング 

兄島においては、ネズミが一

時的にほぼ根絶に近い状態に

なったことにより、2～3 年程

度で、植物種、陸産貝類等に

回復の傾向がみられる。 

在来生物モニタリングの結果

を踏まえ、属島でのネズミ類

の駆除の実施可否を検討。 

「ネズミ類対策検討

会」において検討 

資料4 
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事業項目 平成24年度 平成25年度（見込み） 平成26年度予定 
課題・備考 

種名 № 事業名称 島・地域 事業内容 事業結果 事業内容 モニタリング項目 事業進捗 

グリーン

アノール 

環６ 兄島グリーンアノ

ール対策調査、兄

島グリーンアノー

ル重点防除対策、

兄島グリーンアノ

ール柵設置 他 

兄島、 

父島 

－ － ①捕獲、センサス作業 

②防除柵の設置 

③昆虫類の生息状況調査 

・粘着トラップ、防除柵によるグリ

ーンアノールの検出 

・グリーンアノール分布域の把握 

・捕獲効率による個体群への密度 

・昆虫類の生息状況把握 

①約 38000 個のトラップを設

置し、約7000個体のアノー

ルを捕獲。また、捕獲及び

センサスの結果、約60haで

生息が確認され、およその

分布範囲を 178ha と推測し

た。 

②Ａラインの内約80m、Ｂライ

ンの内約900mを施工。 

③現在のところ、捕食による

昆虫類への影響は確認され

ていない。 

①捕獲、センサス作業の実施 

②Ｂラインの残り区間への柵

の設置 

③昆虫類の生息状況調査 

グリーンアノール対策

ＷＧを設置 

グリーン

アノール 

オオヒキ

ガエル 

環７ 外来生物重点防除

事業 

（父島アノール対

策） 

父島 ①重点防除区域を中心

に、グリーンアノール

の捕獲及び生息状況モ

ニタリングを継続。 

・重点防除区域等におい

て、植生管理等の効果

を評価。 

②属島へのアノール等の

侵入状況の把握、侵入

に対する早期対処の作

業を実施。 

・重点防除区域等へのア

ノールの移動等を把握

する。 

③オオヒキガエルの防除

方法、体制等を検討

し、重要地域における

試験捕獲を実施。 

・兄島でオオヒキガエル

生息状況調査を実施す

る。 

④島民等に対する業務の

普及啓発を実施し、普

及啓発用展示物や啓発

資料を作成。 

①二見港周辺において、捕獲開

始から H25 年 1 月までにアノ

ール約 9,100 個体を捕獲。防

除区域外に比べ、重点防除区

域での密度は 3 割に低減でき

た。 

②踏査と関係者への聞き取り等

の結果、アノール・オオヒキ

ガエルの属島への侵入は確認

されなかった（2013 年１月現

在）。 

・属島利用マニュアル案を作成

し、ガイドに配布した。 

・記号放逐調査等により、行動

圏や移動パターンを確かめ

た。 

③兄島で音声モニタリングの結

果、オオヒキガエルの生息は

確認されなかった。残存の可

能性は低い。 

④パンフレットの増刷、保全対

象種（オガサワラハンミョウ）

の樹脂封入標本製作、講演会

と写真展を実施。 

①重点防除区域を中心に、グリ

ーンアノールの捕獲及び生息状

況のモニタリングを継続する。 

 

③オオヒキガエル対策（兄島アノ

ール対策への予算振替のため、

中止） 

○ グリーンアノール 

 生息状況調査 

 

 

 

○ グリーンアノール 

 継続実施。 

 

 

○ グリーンアノール 

 継続実施。 

 

○オオヒキガエル 

対策を中止（兄島でのアノー

ル対策のため） 

― 

グリーン

アノール 

オオヒキ

ガエル 

環８ 外来両生爬虫類対

策事業 

（母島アノール対

策事業） 

母島 ①新夕日ヶ丘及び南崎自

然再生区においてアノ

ールとオオヒキガエル

の排除作業を継続。 

②外来種除去による影響

緩和に伴う昆虫類及び

土壌動物等の回復状況

モニタリング。外来植

物等の試験駆除とモニ

タリングを実施。新夕

日ヶ丘を小笠原国立公

園における自然再生事

業を情報発信する場と

して活用できるよう、

住民と連携して自然再

生を進める。 

③自然再生区以外の希少

昆虫等の重要な生息場

所におけるアノールや

オオヒキガエルの防除

の実施。 

①（新夕日ヶ丘）アノールの集

中捕獲とモニタリングを継続

し、低密度状態を維持。オオ

ヒキガエルの侵入を阻止。 

（南崎）草原部ではアノールの捕

獲とモニタリングを実施した。

オオヒキガエルは未確認。 

②（新夕日ヶ丘）草地性昆虫類

の回復を確認。地元住民と連

携してオガサワラシジミのモ

ニタリングを実施し、植栽し

た在来樹での羽化を確認。 

（南崎）草原部では、スジヒメ

カタゾウムシの安定的な生息

を確認。周辺でのオガサワラ

セセリの生息を確認。 

（蓮池）遮断柵によりオオヒキ

ガエルの繁殖を阻止。周辺で

は、踏査の際に成体を発見。 

③（石門）アノールの捕獲とモ

ニタリングを実施。 

①新夕日ヶ丘自然再生区におい

てアノールの排除作業を継続。 

②外来種除去による影響緩和に

伴う昆虫類の回復状況をモニタ

リングする。 

③新たな新夕日ヶ丘ＷＧの開催 

④希少昆虫の重要な生息場所で

ある石門における、アノール防

除の実施。 

・新夕日ヶ丘自然再生区におけるグ

リーンアノールの生息状況 

・保全対象であるオガサワラシジミ

の生息状況 

 

①グリーンアノールの低密度

化が維持されている。 

②島内全体で、シジミの確認

数が減少した（台風の影響に

よるものと推測されてい

る。） 

③ＷＧを開催し、地域と協働

した自然再生事業の在り方

を検討。 

 

 

 

○グリーンアノール 

 新夕日ヶ丘の自然再生区、

及び石門において、防除対

策及び保全対象種のモニタ

リングを継続 

 

○オオヒキガエル 

対策を中止（兄島アノール対

策への振り替えのため） 

「平成 22 年度より新

夕日ヶ丘 WG」を設置

し、検討。 
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事業項目 平成24年度 平成25年度（見込み） 平成26年度予定 
課題・備考 

種名 № 事業名称 島・地域 事業内容 事業結果 事業内容 モニタリング項目 事業進捗 

ウシガエ

ル 

環９ 外来両生爬虫類対

策事業 

 

弟島 ①監視を継続する。万

一、残存個体の生息が

疑われる場合は適切に

対処する。 

②継続して人工池の管理

を行って、固有トンボ

類の生息場所を確保す

る。 

①音声モニタリングを継続した

が、ウシガエルの生息は認め

られなかった。残存する可能

性は極めて低い。 

②トンボ類の人工繁殖池を維持

管理した。人工池で固有トン

ボ類が安定的に繁殖している

のが確認された。 

・弟島のトンボ池メンテナンスの

継続 

 

― ・メンテナンスを実施 

 

・弟島トンボ池メンテナンス

の継続実施。 

平成21年11月の科学

委員会で根絶を発表 

ニューギ

ニアヤリ

ガタリク

ウズムシ 

環10 プラナリア拡散防

止対策業務 

陸産貝類域外保全

業務 

外来生物重点防除

業務 

 

父島 ①重要地域のプラナリア

類及び陸産貝類の生息

調査 

②域外保全技術の検討（野

外飼育施設の改良、技

術確立の検討。 

③プラナリア侵入防止柵

の設計 

④再導入区域での保全

策、管理手法（プラナリ

ア類の低密度化実験、

プラナリア類の侵入防

止実験等）の検討 

⑤プラナリア類除去装置

の維持管理（父島高山・

南崎、母島乳房山、南

崎） 

⑥普及啓発（プラナリア類

と固有陸産貝類に関す

るパンフレット作成） 

①重要地域の１地域において、

ﾆｭｰｷﾞﾆｱﾔﾘｶﾞﾀﾘｸｳｽﾞﾑｼの侵入

が確認された。ｶﾀﾏｲﾏｲの唯一

の生存地域での確認がなかっ

たほか、固有陸産貝類の密度

の低下や激減した種が確認さ

れた。 

②陸産貝類の野外飼育施設改良

を行い、実験を継続中。 

③プラナリアを忌避及び殺虫する

天然成分由来の薬剤を用いた侵

入防止柵の設計、実験開始。 

④通電テープ及び殺虫剤を用い

たエリア排除手法の実験を実

施。 

⑤プラナリア類除去装置の維持

管理の継続。 

⑥パンフレット「小笠原に持ち

込まれた生きものたち・プラ

ナリア類」作成・配布予定。 

①重要地域のプラナリア類及び

陸産貝類の生息調査 

②域外保全技術の検討（野外飼育

施設の改良、技術確立の検討。 

③生息地保全手法の検討（プラナ

リア侵入防止柵の設計及び設

置） 

④再導入区域での保全策、管理

手法（プラナリア類の低密度化

実験、プラナリア類の侵入防止

実験等）の検討 

⑤プラナリア類除去装置の維持

管理（父島：高山・南崎地域、

母島：乳房山、南崎）。 

⑥普及啓発 

○プラナリア 

分布調査 

 

 

○プラナリア 

平成 25 年 10 月に鳥山地域に

侵入したことが確認されたた

め、以下の対応を実施した。 

（10月下旬） 

・侵入確認地周辺の裸地化 

（11～12月） 

・殺虫板センサー等による分

布域の把握 

（12-1月） 

・分布域把握の継続 

・囲い込み柵の設置 

○プラナリア 

鳥山地域での対策の推進（囲

い込み柵、侵入防止柵の設置

等） 

 

 

「プラナリア対策・陸

産貝類検討会」におい

て検討 

 

固有陸産

貝類 

①父島における域外保全

技術の確立（室内飼育

と繁殖技術の確立、野

外飼育手法の検討、飼

育個体の遺伝子変動把

握） 

 

②室内飼育マニュアル作

成 

 

③母島における域外保全

のための基礎情報の収

集。 

①父島において恒温機による室

内飼育を継続。危機的状況に

ある種・個体群の捕獲及び飼

育開始。H25年2月現在4種5

個体群80個体を飼育中（ｶﾀﾏ

ｲﾏｲ 22、ｷﾉﾎﾞﾘｶﾀﾏｲﾏｲ 23、ﾁﾁ

ｼﾞﾏｶﾀﾏｲﾏｲ 27、（新規）ｱﾅｶﾀﾏ

ｲﾏｲ 8）。繁殖を試み、ｶﾀﾏｲﾏｲ

及びｷﾉﾎﾞﾘｶﾀﾏｲﾏｲで孵化、ﾁﾁ

ｼﾞﾏｶﾀﾏｲﾏｲで産卵。野外施設

内で網室を用いた飼育の試行

を開始。 

②飼育体制検討のため、飼育ト

レーニングを実施。飼育マニ

ュアルを更新予定。 

③母島の23地点において陸産貝類

の生息状況を把握。同時にプラ

ナリアの生息状況も把握。 

①父島における域外保全技術の

確立（室内飼育と繁殖技術の確

立、野外飼育手法の検討、飼育

個体の遺伝子変動把握） 

 

②飼育マニュアル作成（室内飼育

マニュアル改訂、屋外飼育マニ

ュアル作成） 

 

③母島における域外保全のため

の基礎情報の収集。 

 

④母島島内の域外保全手法の課

題整理（ﾆｭｰｷﾞﾆｱﾔﾘｶﾞﾀﾘｸｳｽﾞﾑｼ

侵入に備えた手法検討） 

○陸産貝類 

父島島内の陸産貝類の生残地域にお

けるモニタリング（鳥山、巽崎、南

崎、千尋岩等） 

○陸産貝類 

現時点で、鳥山、巽崎では、

かろうじて残されている。南

崎、千尋岩等他の地域では、

ほとんどの種が絶滅に近い状

態となった。 

○陸産貝類 

モニタリングの継続。 

再導入を視野に入れた域外保

全の推進 

アカギ 環11 アカギ対策検討調

査 

母島 ○母島北部を中心とした

私有地における駆除試験

の実施。 

○母島新夕日ヶ丘再生区

内における植生回復（外

来樹木等の駆除等）の継

続実施 

○既往試験地の再処理と

モニタリング 

○普及啓発の実施 

○母島北部私有地における駆除

試験を実施（衣舘地区） 

○母島既往試験地におけるモニ

タリング調査の実施 

○母島新夕日ヶ丘再生区内にお

ける外来樹木の枯殺処理 

○母島におけるイエシロアリの

分布に関する調査 

○アカギ材を用いた木工教室等

の開催による普及啓発 

○母島北部を中心とした私有地

における駆除試験の実施。 

○母島新夕日ヶ丘再生区内にお

ける植生回復（外来樹木等の駆

除等）の継続実施 

○既往試験地の再処理とモニタ

リング 

○普及啓発の実施 

○アカギ 

事業区域内のアカギの生息状況 

 

○在来植生 

在来植生の回復状況のモニタリング 

 

○アカギ 

母樹処理がほぼ完了した。 

アカギの更新状況が、場所に

より差がみられる。アカギの

実生の更新状況に応じた対策

を実施。 

 

○在来植生 

アカギの更新状況に応じ、在

来種の回復状況も場所によっ

て差が出ている。 

○外来植物対策（母島列島）

として実施。 

（母島）場所により、アカギ

の更新状況に差がみられ

る。実生の更新状況に応じ

た対策を実施。 

（姪島、妹島）モクマオウ等

は排除済み。モニタリング

を継続 

○在来植生 

在来植生回復状況のモニタリ

ング 

・民有地については、

土地登記者が高齢化

しており、戦前居住

していた方などは連

絡の追跡が難しく、

こうした一部の土地

で駆除が実施できな

い状況である。 

・未駆除地が種子の供

給源となって駆除後

のエリアへの侵入が

懸念される。 
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事業項目 平成24年度 平成25年度（見込み） 平成26年度予定 
課題・備考 

種名 № 事業名称 島・地域 事業内容 事業結果 事業内容 モニタリング項目 事業進捗 

モクマオ

ウ（リュ

ウキュウ

マツを含

む） 

環12 外来植物対策調査

業務 

 

父島、 

兄島、 

弟島、 

妹島、 

姪島 

○兄島・弟島における駆

除及び監視の実施 

○弟島における新規外来

種の対策試験の検討・着

手（ガジュマル成木）。 

○妹島におけるギンネム

根絶に向けた継続的な枯

殺処理と既往処理箇所

（リュウキュウマツ、ギ

ンネム）のモニタリング 

○姪島におけるリュウゼ

ツランの駆除試験の検

討・着手。既往処理箇所

（モクマオウ）のモニタ

リング 

○除草剤による枯殺手法

の確立試験の継続 

○既往試験地（兄島）における

モニタリングと追加枯殺処理

の実施 

○既往試験地（弟島）における

アカギ・ギンネム等の根絶に

向けた駆除処理 

○弟島におけるノヤシ保全のた

めのカンショオサゾウムシ防

除対策の検討 

○妹島（リュウキュウマツ、ギ

ンネム）、姪島（モクマオウ）

における外来樹木の駆除試験

の継続 

○父島東平柵内の外来植物の追

加駆除の実施 

○除草剤（ラウンドアップ以外）

による枯殺試験の実施と経過

観察による枯殺効果の確認調

査の実施 

○兄島・弟島における駆除及び

監視の実施 

○弟島における新規外来種の対

策試験の検討・着手（ガジュマ

ル成木）。 

○妹島におけるギンネム根絶に

向けた継続的な枯殺処理と既往

処理箇所（リュウキュウマツ、

ギンネム）のモニタリング 

○姪島におけるリュウゼツラン

の駆除試験の検討・着手。既往

処理箇所（モクマオウ）のモニ

タリング 

○除草剤による枯殺手法の確立

試験の継続 

○外来植物 

兄島で実施 

弟島等では中止 

 

― 外来植物対策（父島列島）と

して、実施。 

（父島）希少植物保全や景観

に配慮した外来植物駆除を実

施。 

 

（兄島、弟島）希少植物、昆

虫類等の保全のための外来植

物対策の実施。 

― 

アカガシ

ラカラス

バト 

環13 アカガシラカラス

バト保護増殖事業

に関する調査等業

務 

父島列島 ①目撃情報収集、標識装

着、センサーカメラモ

ニタリングによる、生

息状況の把握 

②検討会の開催 

・父島列島及び母島列島におけ

る目撃情報は前年に比べ、特

に若鳥に増加が見られた。 

・島間移動が多数確認された。 

・繁殖域が乾性低木林内に拡大

した。 

・父島・母島・北硫黄島で合計

39羽装着した。（H24.9まで） 

①目撃情報収集、標識装着、セ

ンサーカメラモニタリングに

よる、生息状況の把握 

②検討会の開催 

・目撃情報の収集 

・標識装着 

・センサーカメラによるモニタリン

グ 

①H24 同様、特に夏期の若鳥

の目撃情報が増加。また、

繁殖域の乾性低木林への拡

大を確認。 

②関係機関と、保護増殖事業

の今後 5 年間の中期計画を

策定。 

・個体数の推定を行った。 

・現地連絡会との緊急連絡体

制を整備した。 

①生息状況把握の継続 

②個体数推定と生息状況の評

価の継続 

アカガシラカラスバト

保護増殖検討会を設置 

オガサワ

ラオオコ

ウモリ 

環14 オガサワラオオコ

ウモリ保護増殖事

業 

父島 ①ねぐら周辺の巡視 ・現地における連絡体制と共に

状況把握に努めている。 

①繁殖期のねぐら周辺の巡視強

化 

②関係機関と、現地課題の情報

共有を行い、対応を検討。 

・ねぐら周辺のトラブルの把握 ― ①繁殖期のねぐら周辺の巡視

強化 

②関係機関と連携し、現地に

おける課題整理により、事

業展開の方向性の検討を継

続。 

実質的な事業展開に至

っていない。 

希少昆虫

類 

環15 小笠原希少昆虫保

護増殖事業に関す

る調査等業務 

父 島 列

島、 

母島、 

域外保全

施設 

①昆虫５種の生息状況調

査及び生息環境調査を

継続。 

②ハンミョウの域外保全

を継続。 

③弟島のシュロガヤツリ

（外来植物）の駆除を継

続。 

④住民説明会を開催。 

⑤専門家打合せ、連絡会

議を開催。 

①ハンミョウ、トンボ類につい

ては未調査地を含め広範囲に

調査を実施し、新たな生息地

を確認した。 

②ハンミョウの生息域外保全を

継続 

③弟島のシュロガヤツリ（外来

植物）の駆除を継続。 

④地元小学校を対象にした説明

会を開催。 

⑤専門家打合せ、連絡会議を開催。

①昆虫５種の生息状況調査及び

生息環境調査を継続。 

②ハンミョウの生息域外保全を

継続 

③専門家打合せ、連絡会議の開

催 

・ハンミョウの生息状況、生息環境

（餌資源、土壌環境）調査 

・ハナダカトンボの生息状況、生息

環境（水温）調査 

・オガシジミの生息状況、生息環境

（食樹の開花状況）調査 

①ハンミョウ、母島のハナダ

カトンボの生息状況が悪化

している。また、多くの沢

で枯渇が確認されている。 

②飼育個体は順調に増加して

おり、再導入に向けた簡易

飼育の技術確立を開始し

た。 

③連絡会議において、昆虫類

全体の課題を整理した。 

①対象種の生息状況把握。特

に、外来種駆除等と連携し

たモニタリングの実施を検

討。 

③ハンミョウ域外保全の継

続、簡易飼育に向けた技術

確立試験 

③専門家打合せ、連絡会議の

開催 

小笠原希少昆虫保護増

殖事業連絡会議及び同

専門家打合せを設置 

 

希少植物 環16 小笠原希少野生植

物保護増殖事業、 

小笠原希少野生植

物管理業務 

 

父島、 

兄島、 

母島、 

妹島、 

域外保全

施設 

対象12種で以下を実施 

①生育状況、生息環境調査 

②生育環境の維持改善 

③域外保全施設における系統

保存、増殖技術の試験等 

④自生個体の人工授粉、播

種試験等の植栽を実施 

⑤植栽に関する検討会を開催 

⑥生育地の土壌等環境条件の

調査及び生育適地の解析 

①モニタリングの結果により種

ごとの課題を抽出。 

②ノヤギ、ネズミ食害防止柵の

設置及び維持管理を実施。 

③実施 

④実施 

⑤４種の植栽計画を整理、１種

について植栽計画を改定 

⑥生育基盤の地理的情報を整

備。 

①生育状況、生息環境調査の継

続 

②抽出した課題に応じ、外来種

駆除等生育環境改善の手法を

提案（外来植物対策業務におい

て、実施） 

③域外保全施設における系統保存、

増殖技術の試験等の継続。 

④自生個体の人工授粉、播種試

験等のによる更新を補完 

・各種の健全度、開花・結実状況等

を把握し、個体毎に管理 

①東平柵内のノヤギ食害防止

柵の撤去、ネズミ食害が見

られる個体への対策を実施 

②対象 8 種の生息地におい

て、外来植物対策業務と連

携し、外来植物駆除による

生育環境改善を実施。 

③他試験機関へ協力を依頼

し、ムニンツツジの遺伝子

解析を実施。 

・H25事業の継続 

・科学的な助言等を得るため

の新たな検討体制を整備（検

討会の設置等） 

H23、H24 と、小笠原

希少植物保護増殖事業

「植栽」に関する検討

会を開催し、植栽方法

について検討 

※関東地方環境事務所にて実施 



 

5 

■実施機関：林野庁 
事業項目 平成24年度 平成25年度（見込み） 平成26年度予定 

課題・備考 
種名 № 事業名称 島・地域 事業内容 事業結果 事業内容 モニタリング項目 事業進捗 

アカギ、

モクマオ

ウ、リュ

ウキュウ

マツ等 

林１ 森林生態系の修復

を目的とした外来

植物の駆除 

父島、 

兄島、 

弟島、 

母島、 

向島等 

○ 薬剤注入等によるア

カギ、リュウキュウマ

ツ、モクマオウ等の駆

除を、父島東部（約

8ha）、弟島（約8ha）、

兄島（約24ha）、西島

（約3ha）、東島（約

14ha）、母島（石門約

1ha）、向島（約2ha）

で実施。また、アカギ

等の稚幼樹の抜き取り

等を父島、兄島、弟

島、母島（石門、南崎）

において併せて実施。 

○ 25年度以降の駆除予

定木調査を父島東部（約

37ha）、弟島（約

20ha）、兄島（約

11ha）、東島（約3ha）、

母島（約18ha）で実施 

○ 事前・事後モニタリ

ング調査を上述の箇所

等で実施。 

 

○ 薬剤注入等によるアカギ、

リュウキュウマツ、モクマオ

ウ等の駆除を、父島東部（約

8ha）、弟島（約8ha）、兄島

（約34ha）、西島（約3ha）、

東島（約14ha）、母島（石門

約1ha）、向島（約2ha）で実

施(計約72ha）。また、アカ

ギ等の稚幼樹の抜き取り等を

父島、兄島、弟島、母島（石

門、南崎）において併せて実

施。 

○ 25年度以降の駆除予定木調

査を父島東部（約37ha）、弟

島（約20ha）、兄島（約

11ha）、東島（約3ha）、母

島（約18ha）で実施(計89ha) 

○ 事前・事後モニタリング調

査を上述の箇所等で実施。 

○薬剤注入等によるアカギ、リ

ュウキュウマツ、モクマオウ、

ギンネム等の駆除を、父島東部

（約18ha）、弟島（約16ha）、

兄島（約4ha）、西島（約4ha）、

母島（堺が岳外約20ha）、向島

（約2ha）で実施 (計約92ha）。

なお、アカギ等の稚幼樹の抜き

取り等を父島、兄島、弟島、母

島（石門、南崎）において併せ

て実施。 

○26年度以降の駆除予定木調査

を弟島（約20ha）、兄島（約

26ha）、西島（約2ha）で実施 

(計48ha)。 

 

○事前モニタリング；駆除予定箇所

において、鳥類調査、昆虫類調

査、陸産貝類調査、植生調査、陸

水動物調査 を実施。 

○事後モニタリング；平成２５年度

に新たに外来植物駆除を開始した

地域について、駆除等が終了した

時点で事後モニタリングを実施。 

(事業内容の通り) ○薬剤注入等によるアカギ、リ

ュウキュウマツ、モクマオ

ウ、ギンネム等の駆除を、父

島桑ノ木山(約14ha)、弟島広

根山(約 8ha、弟島一の谷(約

20ha、兄島北二子外(約18ha、

兄島滝之浦(約 1ha)、兄島万

作浜北側(約 7h)a、兄島丸山

岬(約 3ha)、西島(約 3ha)、

東島(約１ha)、母島堺ヶ岳稜

線～石門(約48h)a、船木山稜

線(約4ha)、母島桑ノ木山(約

3ha)、向島(約 1ha)。計約

131haの外来種駆除等を予定 

○27年度以降の駆除予定木調

査を弟島（約11ha）、兄島（約

50ha）、計約61haを実施予

定) 

○事前・事後モニタリング調

査を上述の箇所等で実施予

定。 

「保全管理委員会」で

事業計画等を承認。 

「固有生態系修復事

業検討委員会」で具体

的駆除の進め方等を

検討。 

その他外

来植物、

普及啓発

等 

 

林２ 小笠原原生植生回

復ボランティア 

母島 ○母島桑の木山におい

て、内地及び現地ボラ

ンティアの協力を得

て、外来植物（アカギ

等）の抜取り等を実

施。 

 

・母島桑の木山において、外来

植物（アカギ等）の抜取り等を

実施。 

（実施日24．11.8 参加者内地

ボランティア24人、現地ボラ

ンティア4人及び現地スタッ

フ等10人 合計38人により

実施） 

 

○母島桑の木山において、内地

及び現地ボランティアの協力を

得て、外来植物（アカギ等）の

抜取り等を予定。 

― ・母島桑の木山において、外

来植物（アカギ等）の抜取り

等を実施。 

（実施日24．11.8 参加者内

地ボランティア24人、現地

ボランティア4人及び現地

スタッフ等10人 合計38

人により実施） 

○25年度に引き続き実施予定 ― 

 林３ 外来植物駆除作業

体験への協力等 

父島、 

兄島等 

○23 年度に引き続き、小

笠原中学校、高校の駆

除体験活動等に協力す

る実施 

 

― ○24 年度に引き続き、小笠原中

学校、高校の駆除体験活動等に

協力 

― ・小笠原中学校、高校の駆除

体験活動等を実施 

 

○25年度に引き続き実施予定 ― 
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事業項目 平成24年度 平成25年度（見込み） 平成26年度予定 
課題・備考 

種名 № 事業名称 島・地域 事業内容 事業結果 事業内容 モニタリング項目 事業進捗 

 林４ 地元ＮＰＯと連携

した外来植物駆除 

 

父島等 ○平成 23 年６月に特定非

営利活動法人小笠原自

然文化研究所と東島の

約 26ha について、協定

を締結した。 

○協定を締結した４つの

地元ＮＰＯ等と協働・

連携し、固有森林生態

系の修復・保全のため

の外来種駆除や固有動

植物の調査等を実施。 

○村民の森（NPO法人小笠原野生

生物研究会） 

・会員によるシマホルトノキ植

栽 

・会員によるモクマオウ、リュ

ウキュウマツ。ギンネム外来

種駆除。林内道路外来種刈り

払い 

○ハトの森林（小笠原自然観察

指導員連絡会） 

・現地区域の確認及び植生状況

事前調査 

○西島の固有森林生態系の修復

と保全の森（小笠原クラブ） 

・トンボ池のメンテナンス及び

モニタリング 

・森林生態系保全活動を題材と

した環境教育プログラムを実

施 

○東島森林性海鳥の地（NPO小笠

原自然文化研究所） 

・会員による森林内営巣センサ

ス調査区内の営巣状況記録、

海鳥繁殖環境モニタリングを

実施 

○協定を締結した４つの地元Ｎ

ＰＯ等と協働・連携し、固有森

林生態系の修復・保全のための

外来種駆除や固有動植物の調査

等を実施 

― ○村民の森（NPO法人小笠原野

生生物研究会） 

・会員によるモクマオウ、リ

ュウキュウマツ、ギンネム

外来種駆除。 

○ハトの森林（小笠原自然観

察指導員連絡会） 

・自然観察会の実施 

○西島の固有森林生態系の修復

と保全の森（小笠原クラブ） 

・トンボ池のメンテナンス及

びモニタリング 

○東島森林性海鳥の地（NPO

小笠原自然文化研究所） 

・会員による海鳥繁殖環境モ

ニタリングを実施 

○東平アカガシラカラスバト

サンクチュアリーの森（小

笠原自然観察指導員連絡

会、(社)東京林業土木協会

外１） 

・保全整備作業の実施 

○25年度に引き続き実施予定 「保全管理委員会」で

活動状況等を検討 

 林５ ノネコ 

 

父島 ○引き続き連絡会議と連

携しﾉﾈｺの緊急捕獲を実

施。 

○小笠原ネコに関する連絡会議

と連携し実施。（父島、母島

での捕獲数６４頭（飼猫捕獲

含む）、うち東京動物病院搬

送５６頭、差の８頭は、飼い

主へ返却） 

○引き続き連絡会議と連携し実

施。 

― ･小笠原ネコに関する連絡

会議等と連携しつつノネコ

の緊急捕獲を実施 

○引き続き連絡会議と連携し

実施予定。 

― 

固有種等 林６ 希少野生動植物種

の保護管理等 

父島、 

母島 
○希少野生動植物種の保

護・保全を実施。 

○過去の巡視記録等につ

いて、データベース化を

実施 

①メグロのライセンサンス調査

を実施して生息状況を確認。 

②アカガシラカラスバト等の生

息状況を調査。 

(巡視時に毎回のように確認) 

③ムニンツツジ等１２種の生育

状況等を確認。 

（一部に生育不良のものが見ら

れたが、ムニンツツジ８株を

確認） 

④昆虫類の生息状況の確認を実

施。（確認は少数） 

⑤オガサワラオオコウモリの生

息状況の確認を実施。（確認数

は少数） 

○過去の巡視記録等について、

データベース化 

○希少野生動植物種の保護・保

全を実施。 

― ①メグロのライセンサンス調

査を実施して生息状況を確

認。 

②アカガシラカラスバト等の

生息状況を調査。 

③ムニンツツジ等１２種の生

育状況等を確認。 

（一部に生育不良のものが見

られたが、ムニンツツジ８

株を確認） 

④昆虫類の生息状況の確認を

実施。（確認は少数） 

⑤オガサワラオオコウモリの

生息状況の確認を実施。（確

認数は少数） 

○希少野生動植物種の保護・

保全を実施予定。 

「保全管理委員会」で

検討 
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事業項目 平成24年度 平成25年度（見込み） 平成26年度予定 
課題・備考 

種名 № 事業名称 島・地域 事業内容 事業結果 事業内容 モニタリング項目 事業進捗 

林７ 希少野生動植物種

保護管理対策調査 

母 島 列

島、 

父島 

○アカガシラカラスバト

を主体にオガサワラカ

ワラヒワについても、

引き続き実施 

①アカガシラカラスバトの出現

状況を観察。（確認できたの

は、既知の個体） 

②父島でアカガシラカラスバト

３羽に脚環を装着。 

③母島列島でオガサワラカワラ

ヒワに脚環の装着及び生息状

況を調査。（若鳥がほとんど） 

 

①アカガシラカラスバトについ

ては、標識調査を主にして、目

撃情報はヒヤリング等で実施。

鳴き声調査のためのＩＣレコ

ーダーを設置。 

②オガサワラカワラヒワの脚環

の装着及び生息状況を調査。 

・センサーカメラによるアカガシラ

カラスバトの観察 

・人工水場の設置要件に伴う外来種

駆除箇所における水場の回復状況

を定点モニター 

①アカガシラカラスバトの出

現状況を観察。 

②母島でアカガシラカラスバ

ト３羽に脚環を装着。 

③ＩＣレコーダーによる鳴き

声の記録 

④母島列島でオガサワラカワ

ラヒワの生息状況を調査。

（若鳥がほとんど 

○アカガシラカラスバトを主

体にオガサワラカワラヒワ

についても、引き続き実施予

定。 

希少野生動植物種保

護管理対策調査委

員会で検討 

林８ 父島アカガシラカ

ラスバトサンクチ

ュアリの整備 

父島 ○アカガシラカラスバト

の生息環境の維持修

繕、保護等を引き続き

実施。 

○サンクチュアリー内の生態系

維持作業（木道整備等）を実

施。 

○プラナリア対策として、出入

口に、酢スプレーを設置。 

 

○24年度に引き続き実施予定。 

 

― ― ○25年度に引き続き実施予定 「保全管理委員会」で

検討 

林９ オガサワラグワの

試験的植栽 

父島 ― ― ― ― ― 絶滅危惧種オガサワラグワ

は、枯死が進み年々減少する

中、その保全に資する取組み

として、ジーンバンクにより

保存している冬芽を減菌培養

し、その苗木を、現地（小笠原

父島の国有林内）に試験的植栽

を実施する予定。 

― 

その他 林10 小笠原諸島におけ

る森林生態系保全

管理技術事業 

兄島等 ○小笠原諸島の乾性低木

林を対象として、侵略

的外来種と在来種の種

間相互作用に着目した

戦略的な外来種対策を

含む新たな森林生態系

保全管理技術のあり方

を検証するため、平成

20 年度から兄島でのモ

ニタリング調査等を実

施。 

 

○平成 20 年度からの検討結果

を踏まえ、「森林生態系保全

管理手法ガイドライン・兄島

モデル」を策定。 

○事業内容は発展的に「林11」

に引き継ぎ、本事業は終了 

― ― ― ― 「種間相互作用ワー

キンググループ」にて

検討 

 林11 小笠原諸島におけ

る森林生態系保全

管理手法開発事業 

弟島、 

兄島、 

父島 

― ― ○「林10」を発展的に引き継ぎ、

父島列島の森林生態系を対象

として、侵略的外来種と在来

種の種間相互作用に着目した

戦略的な外来種対策を含む新

たな森林生態系保全管理技術

のあり方を検証するための事

業を開始。 

○主たる検討対象は、弟島、兄

島、父島を選定。 

 

弟島および父島にて調査方形区を設

定したほか、兄島では既存の調査方

形区を活用し、動植物の概況調査を

実施。 

検討の方向性や次年度以降の

モニタリング項目について検

討を実施。 

平成29年度に「父島列島生態

系保全管理手法ガイドライン」

をとりまとめるべく、本格的

なモニタリングに着手を実

施。 

「種間相互作用ワー

キンググループ」を発

展させた「父島列島生

態系保全管理ワーキ

ンググループ」にて検

討 
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事業項目 平成24年度 平成25年度（見込み） 平成26年度予定 
課題・備考 

種名 № 事業名称 島・地域 事業内容 事業結果 事業内容 モニタリング項目 事業進捗 

その他外

来植物、

普及啓発

等 

林12 外来植物駆除残置

木有効活用調査 

父島及び

母島 

林内に残置している駆除木

の有効活用を図ることによ

り、人家等から 500m 程度

以内をも含めた外来種の

駆除促進を可能とし、もっ

て侵略的外来種駆除の継

続的実施とシロアリ被害の

未然防止に寄与することを

目的に、駆除残置木の搬

出方法の確立と搬出材の

有効活用方策の創出等を

委託調査により実施。 

 

予定通り実施 林内に玉切・残置してあるアカ

ギ、モクマオウ等について、移

動式炭窯等により木炭（黒炭･白

炭）化し、地元住民等に配布・PR

し、その可能性等についての委

託調査を実施。 

― （同左・調査結果を取りまと

め中) 

薬剤注入処理した残地木の木

炭化、その成分分析と土壌改

良資材等としての利用可能性

について、委託調査を実施す

ることを検討。 

― 

林13 新たな外来種等の

予防対策調査 

(父島及

び)母島 

小笠原諸島の価値保全に

向け、未知の外来種の侵

入･拡散を未然に防止する

ため、既存の予防措置の

検証と問題点を抽出し、

対応方策を検討するとと

もに、防除施設等のあり

方を委託調査により検

討。 

 

予定通り実施。 ○24年度調査結果を踏まえつ

つ、外来種予防対策施設整備に

係る実施設計及び施設に係る施

設整備を実施。 

― 24年度の「新たな外来種等の

予防対策調査」を踏まえつ

つ、母島において外来種対策

の拠点施設の整備(調査設計)

を実施中 

 

25 年度に引き続き、母島にお

いて外来種対策の拠点施設の

整備（調査設計、本体工事）を

実施 

 

― 

 

 

 

林14 森林生態系の保全

と利用に関する調

査 

父島及び

母島 

世界自然遺産登録以降、

観光客等が増加し、固有

の森林生態系への影響が

懸念されることから、ア

カガシラカラスバトサン

クチュアリ（SA）の保全方

法及びそれ以外の新たな

観察フィールドの設置等

を委託調査により検討。 

アカガシラカラスバトサンクチ

ュアリ（SA）の利用状況の整理、

および新たな観察フィールドの

考え方および候補地を選定。 

左記検討を引き継ぎ、新たな観

察フィールドとして、父島での

「玄関フィールド」の候補地を選

定するとともに、「夜明平西ルー

ト」および母島「桑ノ木山ルート」

の具体的な整備を実施 

新たな観察フィールド候補地におけ

る動植物の概況調査を実施 

父島の玄関フィールドを選定

中。 

また、母島「桑ノ木山ルート」

の活用に向けた整備を実

施。 

父島において新たなモデル地

区の具現化を図るとともに東

平ＳＡと新規観察エリアの利

用の分散化方法及び母島にお

ける森林生態系保護地域の保

全と利用の推進方法を検討す

る。 

― 

 

※林９及び 11以外は、関東森林管理局にて実施 
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■実施機関：東京都 
事業項目 平成24年度 平成25年度（見込み） 平成26年度予定 

課題・備考 
種名 № 事業名称 島・地域 事業内容 事業結果 事業内容 モニタリング項目 事業結果 

ノヤギ 都１ 父島列島植生回復

事業 

父島 

兄島 

弟島 

①父島のノヤギ排除作業

を継続実施。 

②父島のノヤギ生息数、

植生等についてモニタリ

ング調査を継続実施 

 

①父島のノヤギ排除頭数（環境

省、東京都、小笠原村） 

銃器   437頭 

わな    51頭 

合計   488頭 

②捕獲圧の高い地域（鳥山、西

海岸、中山峠、赤旗山等）の

草地では草丈の伸長や増加が

見られた。 

①父島のノヤギ排除作業を継続

実施。 

②父島のノヤギ生息数、植生等

についてモニタリング調査を

継続実施 

○父島 

・ノヤギ生息状況(定点観察、船

上・陸上カウント)(継続) 

・オガサワラノスリ生息状況（船

上・定点観察） 

・植生調査 

 

 

①父島のノヤギ排除頭数（環境

省、東京都、小笠原村） 

銃器   395頭 

わな    35頭 

合計   430頭 

②父島全域では植生に関する

有意な変化は見られない 

①父島のノヤギ排除作業を、エ

リアを拡大して継続実施。 

②ノヤギ生息数、植生等につ

いてモニタリング調査を継

続実施 

③兄島及び弟島における植生

コドラート調査（兄島 6箇

所、弟島 3 箇所(3～5 年毎

であり、今回H26予定) 

「父島ノヤギ排除検討

委員会」にて検討 

 

プラナリ

ア 

都２ 都レンジャーの配

置 

父島 

母島 

属島 

・父島から母島及び属島

への拡散を防止するため

の普及啓発や利用者指導

を継続実施 

平成24年度より7名体制に強化

（父島4名、母島3名） 

・父島から母島及び属島への拡

散を防止するための普及啓発や

利用者指導を継続実施。 

 普及啓発及び利用者指導等を

実施 

 

継続実施  

アカギ・

モクマオ

ウ・リュ

ウキュウ

マツ・ギ

ンネム・

ヤダケ・

その他外

来植物 

都３ 都有地外来植物対

策事業 

父島 

弟島 

1 父島の都有地で、モク
マオウ等の外来植物駆除

を実施。 

 

 

 

2 弟島の都有地における
駆除計画を策定 

夜明山周辺の国有林隣接地で駆

除を実施。 

モクマオウ2本 

リュウキュウマツ12本 

ギンネム1本 

シマグワ1本 

キバンジロウ51本 

①24 年度に夜明山の都有地に設

置したキバンジロウ駆除試験

地の効果を確認する。 

 

 

 

②鹿の浜の都有地で、在来樹林を

被圧しているモクマオウ等の

駆除を実施 

①薬剤処理したキバンジロウの枯死

状況確認。 

①今回の試験では伐採塗布が

効果的でなかったが、薬剤注入

による枯死は確認できた。しか

し根茎が繋がった個体は同時

に駆除できなかった。 

② モクマオウ 2169本 

リュウキュウマツ 1085本 

ギンネム   13本 

引き抜き本数 1709本 

①父島の都有地において、キ

バンジロウの効果的な駆除

方法を検討するために試験

駆除を継続して実施予定。 

 

②25 年度事業地及び林野庁

事業地の隣接地において、

モクマオウ等の駆除を継続

して実施 

「父島列島外来植物対

策検討委員会」にて検

討 

都４ 聟島列島植生回復

事業 

聟島 

媒島 

①ギンネム・タケ・ササ

類の駆除を継続して実

施（聟島、媒島） 

② 土壌流出が著しく、植
生基盤への影響が大き

いエリアにおいて、土

留めダムや侵食防止シ

ートの設置、緑化移植

工等を継続して実施

（媒島） 

③継続してモニタリング

調査を実施（聟島、媒

島） 

①ギンネムの駆除作業を継続し

て実施（聟島1.0ha、媒島5.1ha） 

 

② ・ダム1基改修 
・イネ科緑化移植工4800㎡ 

 ・浸食防止シート工2500㎡ 

 

 

 

 

③モニタリングにおいて、大き

な変化はなし。ギンネムは分布

拡散を確認。 

①ギンネムの駆除を継続して実

施（聟島、媒島） 

② 土留めダムや侵食防止シート
等については、施工体制が確

保できず、実施を見送った（媒

島） 

③継続してモニタリング調査を

実施（聟島、媒島） 

ギンネム、植物群落、残存林、海鳥

類、昆虫類等 
① ギンネム駆除 
聟島 3.0ha、媒島 3.6ha 

 地域によっては減少傾向に

転じており、駆除の効果が現

れている 

②媒島全体では崩壊よりも植

生復元の速度が上回ってい

ることを確認 

③森林の回復が緩やかに進ん

でいく可能性を確認 

①ギンネム駆除を継続して実 

施 

②土留めダムや侵食防止シー

ト、施肥試験等を実施（媒

島） 

「小笠原国立公園聟島

列島植生回復調査検討

委員会」及び「小笠原

国立公園媒島・聟島植

生復元測量調査・設計

検討委員会」において

検討 

 

都５ 父島列島外来植物

対策事業 

父島 

兄島 

孫島 

ノヤギの根絶・減少に伴

い拡散の恐れがある外来

植物を駆除。 

1 ギンネム：母樹の駆除
実施。実生・稚樹の確

認及び駆除 

2 モクマオウ等：兄島北
部において駆除計画を

策定 

1 ギンネム駆除 

父島：中山峠、巽崎、鳥山 

（母樹840本、稚樹11000本） 

兄島：滝之浦、ﾀﾏﾅﾋﾞｰﾁ周辺、 

二俣岬 

（母樹3500本、稚樹55000本） 

①ギンネム駆除 

父島：巽崎 

兄島：二俣岬、タマナ崖部、滝

之浦周辺及び万作浜周

辺 

②モクマオウ等駆除 

父島：巽崎 

兄島：二俣岬～尖山、南沼 

③孫島 

・土壌等への薬剤残留量 

・陸産貝類 

・植生 

・昆虫類 

・鳥類 

①ギンネム駆除 

父島巽崎：引き抜き 506本 

父島中山峠：230本  

引き抜き 7013本 

兄島二俣岬：11本 

引き抜き74本 

兄島タマナ崖部：5157本 

引き抜き 44367本 

兄島滝之浦周辺：2496本  

引き抜き 74431本 

兄島万作浜：5952本  

引き抜き 39578本 

②モクマオウ等駆除 

父島巽崎：モクマオウ 277本 

     ギンネム   8本 

兄島二俣岬～尖山、南沼： 

 モクマオウ 10658本   

リュウキュウマツ 11005本 

① 孫島：モクマオウ65本   
シマグワ366本 

継続して実施 

①ギンネム駆除 

父島：巽崎、鳥山 

兄島：二俣岬、タマナ崖部、

滝之浦周辺及び万作

浜周辺 

②モクマオウ等駆除 

父島：巽崎 

兄島：二俣岬～尖山周辺、

南沼 

「父島列島外来植物対

策検討委員会」にて検

討 
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事業項目 平成24年度 平成25年度（見込み） 平成26年度予定 
課題・備考 

種名 № 事業名称 島・地域 事業内容 事業結果 事業内容 モニタリング項目 事業結果 

都６ 南島植生回復事業 南島 侵略的な外来植物の排除

を継続実施。 

（シンクリノイガ等の

外来草本及びモクマオ

ウ、ガジュマル等の外

来木本） 

①シンクリノイガ等の外来草本 

53回実施し、5800kg駆除(90ℓ

ゴミ袋で1100袋） 

②生育する外来木本の全てを駆

除.（モクマオウ2本、ガジュ

マル1本） 

侵略的な外来植物の排除を継続

実施。 

（シンクリノイガ等の外来草本

及びモクマオウ、ガジュマル等

の外来木本） 

外来植物の分布状況（継続） 

駆除後の状況把握（継続） 

①シンクリノイガ等の外来草

本（3月1日現在） 

46回実施し4100kg駆除(90ℓ

ゴミ袋で574袋） 

②生育する外来木本の全てを

駆除.（モクマオウ 3 本、シ

マグワ1本） 

侵略的な外来植物の排除を継

続実施。 

（シンクリノイガ等の外来草

本及びモクマオウ、ガジュマ

ル等の外来木本） 

地元 NPO においても関

連機関（小笠原総合事

務所国有林課、小笠原

村）の協力のもと外来

種駆除ボランティアを

実施している。 

南島植生回復調査 南島 ネズミ類生息状況や生態

系モニタリング（甲殻類、

植生景観等）を継続して実

施 

・ネズミ類の生息確認なし ネズミ類生息状況や生態系モニ

タリングを継続して実施。 

外来ネズミ生育状況（継続） 

生態系モニタリング（甲殻類、は虫

類、植生景観等 

26 年 1 月にネズミ類の生息を

確認 

ネズミ類の生息状況を確認す

るためのモニタリングを継続

するとともに、駆除に向けた

検討を実施。あわせて生態系

モニタリング（鳥類、甲殻類

等）を継続して実施。 

「南島植生回復調査検

討委員会」にて検討 

アカガシ

ラカラス

バト 

都８ アカガシラカラス

バト保護増殖事業

（域外保全） 

内地 継続して保護増殖を実施 傷病個体 1 羽をファウンダーに

追加。 

35羽飼育（上野27、多摩8）。 

産卵 43、孵化 9、成育 6 

継続して保護増殖を実施  傷病個体４羽をファウンダー

に追加。 

36羽飼育（上野31、多摩5）。 

産卵 27、孵化 6、成育 2 

継続して保護増殖を実施 ｱｶｶﾞｼﾗｶﾗｽﾊﾞﾄ保護増

殖分科会にて検討 

都９ アカガシラカラス

バト生息調査 

火山列島 北硫黄島における生息調

査 

父島で放鳥したアカガシラカラ

スバトを北硫黄島で確認 

 

北硫黄島における生息調査を継

続 

 （天候不良等により中止） 北硫黄島における生息調査を

継続 

ｱｶｶﾞｼﾗｶﾗｽﾊﾞﾄ保護増

殖分科会にて検討 

オガサワ

ラシジミ 

都10 オガサワラシジミ

保護増殖事業（域

外保全） 

内地 

 

継続して保護増殖を実施

し、飼育繁殖技術の確立

を目指す。 

 

現地への飼育技術移転の

ため都レンジャー母島担

当者の多摩動物公園での

飼育実習の実施 

 

10月♀１捕獲、採卵後放蝶 

採卵数 87、孵化数 70、羽化数

51 

2月21日最後の♂個体死亡。交 

尾成功せず。 

 

都レンジャー母島担当者が多摩

で飼育実習を実施（他のシジミ

チョウ科を用いた飼育実習） 

継続して保護増殖を実施し、飼

育繁殖技術の確立を目指す。 

 

現地への飼育技術移転のため都

レンジャー母島担当者の多摩動

物公園での飼育実習の実施 

 

 第1回目：7月♀１捕獲、採卵

後放蝶（採卵数 29、孵化数

13、羽化数3 10月5日最後

の♂個体死亡、交尾成功せ

ず。） 

第2回目：10月12日♀1捕獲、

採卵後放蝶（採卵数 84、(許

可数 100 を 13 個体超過→環

境省・文化庁 指導)孵化数

84、 

超過分 13：母島にて飼育 羽

化数７、放蝶数７ 

許可分 71：多摩に移動 羽化

数53 

 3月11日現在 ♂1♀6生存。 

交尾成功せず 

都レンジャー母島担当者が多

摩で飼育実習を実施 

継続して保護増殖を実施し、

繁殖技術の確立を目指す。 

 

現地への飼育技術の移転を進

める。 情報交換、現地施設

への協力 

「小笠原希少昆虫保護

増殖事業連絡会議」

にて検討 

都11 オガサワラシジミ

保全事業 

 

母島   母島船見台の都有地おいて、敷地

内に生育するオオバシマムラサ

キ（親木）の生育状況調査及び圃

場整備、オオバシマムラサキ穂木

の植栽等を実施したほか、オガサ

ワラシジミ飼育に向けた作業マ

ニュアル案を作成 

敷地内餌木生育状況（継続） 植栽試験地 

 挿し木 28本 

 播種  10粒 

ネットハウス内 

 挿し木 58株 

 播種  144粒 

 

親木の生育環境改善作業、植

栽株の育成作業、を実施 

「小笠原希少昆虫保

護増殖事業連絡会議」

にて検討 
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事業項目 平成24年度 平成25年度（見込み） 平成26年度予定 
課題・備考 

種名 № 事業名称 島・地域 事業内容 事業結果 事業内容 モニタリング項目 事業結果 

オガサワ

ラオオコ

ウモリ 

都12 オガサワラオオコ

ウモリ保全事業 

父島 冬季のオガサワラオオコ

ウモリの行動圏及び都有

地の利用状況についての

調査を継続実施。 

ねぐらに近い都有地にお

いて環境改善作業（外来植

物駆除）を実施。 

行動圏、餌木等の状況を把握 秋季～冬季の行動圏等について、

前年度より継続して調査を実施 

 行動圏、餌木等の状況を把握 夏季～秋季の行動圏調査等を

実施予定 

 

アホウド

リ類 

都13 アホウドリ類繁殖

状況調査 

聟島列島 

父島列島 

母島列島 

・ 繁殖状況調査を継続し

て実施 

・ 聟島列島におけるアホ

ウドリの飛来・繁殖モニ

タリングに着手 

①アホウドリ飛来 

・飼育個体5羽、野生個体3羽 

・無性卵の産卵確認 

②クロアシアホウドリ繁殖数 

・聟島列島 933羽、 

・父島列島 7羽 

・母島列島 14羽 

③コアホウドリ繁殖数 

・聟島列島 11羽 

継続して実施  ①アホウドリ飛来 

・飼育個体3羽、野生個体5羽 

・無性卵の産卵確認 

②クロアシアホウドリ繁殖数 

・聟島列島 1132羽、 

・父島列島 12羽 

・母島列島 13羽 

③コアホウドリ繁殖数 

・聟島列島 18羽 

 地元NPO〈小笠原自然文

化研究所〉と連携して

実施。 

オガサワ

ラグワ 

都14 弟島オガサワラグ

ワ保全 

弟島 弟島におけるオガサワラ

グワの残存状況等の調査

及び保全計画の作成 

弟島オガサワラグワ保全計画を

作成 

保全計画に基づき、成木の生育状

況及び開花、結実状況、実生及び

稚樹の生育状況等の調査、播種試

験等を実施 

 

成木・稚樹生育状況 

播種試験地生育状況 

成木29本 

播種した種の生育状況につい

ては調査中 

保全計画に基づき、成木及び

稚樹の生育状況等の調査、播

種後の育成等を実施 

「弟島オガサワラグワ

保全検討会議」にて検

討 

その他 都７ 南島自然環境モニ

タリング 

南島 利用と自然環境に関する

モニタリングを継続して

実施 

大きな変化は見られない 利用と自然環境に関するモニタ

リングを継続して実施 
自然観察路、植生ルート及びコドラ

ート、海鳥類、訪花昆虫、フェノロ

ジー、ヘリトリオカガニ等（継続）、

陸産貝類（新規） 

ヘリトリオカガニの巣穴数が

大幅に増加、ハマユウの開花数

増加とこれに伴うオガサワラ

ツヤハナバチの訪花動態の大

幅な変化等を確認 

 

利用と自然環境に関するモニ

タリングを継続して実施 

「南島自然環境モニタ

リング調査検討委員

会」にて検討 

 石門自然環境モニ

タリング 

母島 利用と自然環境に関する

モニタリングを継続して

実施 

大きな変化は見られない 利用と自然環境に関するモニタ

リングを継続して実施 

希少植物及び外来植物出現地点、定

点写真、土壌侵食状況、鳥類、利用

状況（継続） 

 

希少植物確認地点が増加、踏み

抜きや道形の崩れによる土壌

侵食地点が増加 

継続してモニタリングを実施 「専門家合同ヒアリン

グ」を実施 

 



 

12 

■実施機関：小笠原村 

事業項目 平成24年度 平成25年度 平成26年度予定 
課題・備考 

種名 № 事業名称 島・地域 事業内容 事業結果 事業内容 モニタリング項目 事業結果 

シンクリ

ノイガ 

村１ 外来種啓発事業 南島 南島で１回実施 参加人数３０名 兄島滝之浦で実施  参加者数３０名 南島及び属島で実施予定 南島以外の属島での実

施に関しては、調整が

必要 
オガサワ

オオコウ

モリ 

村2 農作物被害対策事

業 

父島 硬質樹脂ネットを使用し

た農作物被害防除対策施

設等の設置を希望する者

に対し、施設等設置に要

する資材を無償貸与する

事業を実施する。 

施設設置３件、器具設置２件実

施。 

硬質樹脂ネットを使用した農作

物被害防除対策施設等の設置を

希望する者に対し、施設等設置

に要する資材を無償貸与する事

業を実施する。 農作物被害実

態及び防除策設置希望調査、農作

物被害防除対策保護管理マニュ

アル作成を実施する。   

モニタリングは、実施せず。 施設設置４件実施。 

農作物被害実態及び防除策設

置希望調査１２件 

硬質樹脂ネットを使用した農

作物被害防除対策施設等の設

置を希望する者に対し、施設

等設置に要する資材を無償貸

与する事業を実施する。  

農作物被害実態及び防除策設

置希望調査、農作物被害防除

対策保護管理マニュアル作成

を実施する。  

父島の農作物被害実態

及び防除策設置希望に

ついては、平成２５年

度から実施。全容を把

握するためには時間を

要する。    

更に、安価で簡便な防除

策提示が求められ、関係

機関との連携が必要。 

 
■実施機関：民間・共同・その他 

事業項目 平成24年度 平成25年度 平成26年度予定 
課題・備考 

種名 № 事業名称 島・地域 事業内容 事業結果 事業内容 モニタリング項目 事業結果 

ネコ 民１ 

環２ 

 

緊急捕獲事業、平

成21年度より山域

捕獲事業 

父島 

母島 

弟島 

母島北進線において、ア

カガシラカラスバト保護

のため、ノネコの緊急捕

獲を行う。 

31頭捕獲し、父島で一時飼養後

に、東京都獣医師会へ搬送した

（3/7現在）。 

・母島北進線において、継続実施 ― 35 頭捕獲し、父島で一時飼養

後、東京都獣医師会へ搬送し

た。（3月12日現在：搬送予定

も含む） 

母島北進線において継続予

定。 

地元 NPO〈小笠原自然

文化研究所〉が実施。

＜小笠原のネコに関す

る連絡会議＞において

共同実施、＜東京都獣

医師会＞が協力 

ネコ 民2 適正飼養推進事業 父島 

母島 

 

23年度と同規模で実施。 

更なるマイクロチップ挿

入率の向上と適正飼養の

推進を図る。 

 

新規転入者への周知徹底

を図る。 

派遣動物診療団により、父島・

母島で計 132 頭のネコを診療

し、このうち未装着なネコ 6 頭

にマイクロチップを挿入し、挿

入率は67％を達成した。 

派遣獣医師による飼い主との懇

談会を開催し、適正飼養の推進

と野生動物保護の理解を図っ

た。 

また、獣医師との意見交換会、

小中学校等での次世代教育を実

施した。 

24年度と同規模で実施。 

更なるマイクロチップ挿入率の

向上と適正飼養の推進を図る。 

 

派遣診療時における飼い主への

趣旨説明や次代を担う小中学生

への普及啓発を強化し、自然保全

意識の向上を図る。 

― 東京都獣医師会協力のもと、小

笠原動物派遣診療を開催し、父

島・母島で計 128 頭の愛玩動

物を診療した。このうち4頭の

ネコにマイクロチップを挿入

し、挿入率は 81％を達成し

た。 

また、派遣獣医師による飼い主

との交流会の開催、小中学生へ

の出前授業を実施し、適正飼養

の推進と自然保全意識の向上

を図った。 

― 事業費については村負

担。＜小笠原のネコに

関する連絡会議＞にお

いて協力、＜東京都獣

医師会＞が協力 

 

アホウド

リ類 

民3 アホウドリ類繁殖

状況調査 

聟島列島 

父島列島 

母島列島 

繁殖状況調査の継続実

施。 

 

①クロアシアホウドリ繁殖数 

・聟島列島 933羽、 

・父島列島 7羽 

・母島列島 14羽 

②コアホウドリ繁殖数 

・聟島列島 11羽 

継続して実施 ― ①クロアシアホウドリ繁殖数 

・聟島列島 1132羽、 

・父島列島 12羽 

・母島列島 13羽 

②コアホウドリ繁殖数 

・聟島列島 18羽 

― 地元 NPO〈小笠原自然

文化研究所〉と連携し

て実施。 

アカガシ

ラカラス

バト、オ

ガサワラ

オオコウ

モリ 

民4 現地トラブルへの

対応 

父島、 

母島 

― ― アカガシラカラスバト、オガサ

ワラオオコウモリに関する機関

横断的な現地トラブルに対応す

るため、情報共有し、現地で対

応可能なことを関係機関で連携、

話し合う。 

― ・ハトの交通事故予防対策を

実施、大神山公園における観

光客との軋轢解消を試行 

・コウモリねぐら周辺に関する

情報共有 

・ハトについては、現地トラ

ブルへの対応を継続する。 

・コウモリについては、各取

組を体系的に進められる場

として機能させる。 

― 

【実施機関】 

No.1 小笠原ネコに関する連絡会議（自然保護官事務所、小笠原総合事務所国有林課、支庁、村、村教委、NPO 小笠原自然文化研究所）、小笠原自然解説指導員連絡会、（社）東京都獣医師会が実施。 

 協力：島内獣医師、ボランティア（捕獲・飼育）、小笠原海運（株）、母島観光協会、関東地方環境事務所、東京都環境局 

No.2  （社）東京都獣医師会と小笠原ネコに関する連絡会議（自然保護官事務所、小笠原総合事務所国有林課、支庁、村、村教委、NPO 小笠原自然文化研究所）が実施。 協力：NPO どうぶつたちの病院。主な活動資金は(財)自然保護助成基金助成事業による。 

No.3 東京都小笠原支庁、NPO 小笠原自然文化研究所 

No.4 アカガシラカラスバト・オガサワラオオコウモリに関する現地連絡会（小笠原自然保護官事務所、小笠原総合事務所国有林課、小笠原諸島森林生態系保全センター、支庁、村、村教委、NPO 小笠原自然文化研究所） 


