
 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 自然環境保全・再生の事例 

 



第６章 自然環境保全・再生の事例 

（１）事業編 

 自然環境の保全・再生の事業の事例を収集・整理した。次頁に事例表とその頁以降にその内容

を示した。 

 

表 事例整理一覧 

事例 分類 地域 事業名 実施主体 事業の特徴（実施体制等） 

1 森林 秋田県 森吉山自然再生 秋田県 牧場造成により伐採されたブナ林を再生する事業。30年の短

期、50年の中期、100 年の長期目標をそれぞれ設けて苗木の
育苗、林縁の耕転、植栽などを行っている。また、積極的に
ボランティアの受け入れを行っており、一般に広く活動を理

解してもらうために「クマゲラ」を指標として再生プロジェ
クトなどを行っている。 

2 森林・防

災 

兵庫県 

神戸市～
宝塚市 

六甲山系グリー

ンベルト 

国土交通省

六甲砂防事
務所 

斜面崩壊などの対策として六甲山系をグリーンベルトとし

て守り育て土砂市災害に対する安全性を高めるとともに、山
腹緑化工、土留工の工事を、既存樹木を残したまま行うなど
の良好な森林環境を創出及び維持するための工法がとられ

ている。また、どんぐり育成プログラムなどの地域における
活動や「森の世話人活動支援事務局」を設置して企業との協
力体制もとられている。 

3 河川 沖縄本島
北部 

奥川河川生態系
再生事業 

沖縄県河川
課 

環境省の自然再生推進事業。リュウキュウアユの復活を中心
として河川の再生を行っている事業。協議会の地域住民や研

究機関とともに奄美大島の小学校とも交流をしながら事業
を進めている。 

4 河川・調

整池 

佐賀県 

松浦川 
 

アザメの瀬 国土交通省

武雄河川事
務所 

佐賀県が松浦川の治水のために購入した河川沿いの土地を

洪水時の貯水池として、通常時は湿地として再生している。
特徴としては、とにかく地域住民が主導となるように数百回
に及ぶ検討会や住民主導の取組などが多く行われている。そ

の他大学の研究機関などと協力して環境学習や対外発表な
どを積極的に行っている。 

5 河川・調
整池 

静岡県 
静岡市 

巴川流域麻機遊
水地自然再生事
業 

静岡県、静岡
市 

環境省の自然再生推進事業。河川の洪水対策として整備する
遊水地を利用して、適度な洪水頻度をみこんだ湿地環境の再
生事業。実施主体は行政ではあるものの、地域 NPO 団体が主

体となってイベントや清掃活動などが行われている。 

6 湿地・棚
田 

沖縄県 
久米島 

久米島ホタル再
生 

久米島ホタ
ルの会 

カンジンダムのホタル水路や棚田の再生。事業主体が民間で
あることが特徴で、予算がない中で企業の CSR 活動と連携し

て維持管理活動を行っている。 

7 湿地 佐賀県 

七山村 

樫原湿原 佐賀県 環境省の自然再生推進事業。氷河期の残存植物等の希少な動

植物の生育・生息地として近年環境が悪化していることか
ら、湿地の再生を行っている。定期的な維持管理としてヨシ
やマコモの除去、火入れ、生物モニタリングなどを行ってい

る。 

8 干潟 山口県 
山口市 

椹野川河口域・干
潟再生 

山口県 環境省の自然再生推進事業。干潟の生態系や物質循環の再生
として山口県を主体として再生協議会を設置して活動をし

ており、堆積して硬くなった干潟の人工耕転を行ったり、ア
マモ場の再生を行ったりしている。特徴としては、流域連携
の手法として地域通過の流通モデル実験を実施しており、協

力店で代金の一部として使用できるようにしている。 

9 海浜 愛知県遠

州灘 

表浜再生ネット

ワーク 

NPO法人表浜

再生ネット
ワーク 

アカウミガメを指標に海浜周辺の再生・保全活動を行ってい

る。NPO 法人を中心として、行政、研究機関、水族館、地域
の学校、さらにはトヨタなどの企業 CSR 活動などと幅広いネ
ットワークを形成して活動を行っている。 

10 海域・サ
ンゴ 

高知県 
土佐清水
市 

竜串自然再生事
業 

環境省、高知
県、土佐清水
市 

環境省の自然再生推進事業。サンゴ再生のための活動を行っ
ている。海底の泥土の撤去などのハード対策、さらには活動
の多様化を図るためにweb上において、活動を募集しており、

認定されれば「竜串サンゴ再生のための活動」と銘打って活
動することができる制度を取り入れている。 

11 都 市 緑
化 

－ 地域の生態的ポ
テンシャルに基
づくビオトープ

ネットワーク構
想 

住宅都市整
備公団 

都市における生物多様性の再生を図るために地域の特性に
応じたビオトープネットワークの形成や地域とともに身近
な生物との触れ合いの場の保全や創出する活動を展開して

いる。 
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事例１ 

名称／分類 森吉山自然再生 ／森林・砂防 

事業実施地域 秋田県北秋田市（秋田県北東部、森吉山山麓部のうち、ノロ川と東叉沢に挟まれた約

500ha の県有地） 

対象協議会 森吉山麓高原自然再生協議会 

事業主体 秋田県生活環境文化部 

事業概要 昭和 50 年頃から牧場造成事業が行われ伐採された 500ha のブナ林を再生し豊かな

自然環境を取り戻すことで、ブナ林の多様な価値を取り戻すとともに、クマゲラの棲

める森を作る。自然の再生には長い年月がかかるため、短期、中期、長期的な目標を

設定し、その実現に向けて事業を進める。 

 

1.短期的な目標（今後 30年間の取り組み：造成期） 

森林の連続性に配慮しつつ、無立木地を出来るだけ少なくすることを当面の目標

とする。 

2.中期的な目標（50年後の森の姿：人の手から自然力へ） 

植栽した木がようやく二次的な様相を見せるようになり、初期に植栽した樹木は種子

を作る母樹となる。その母樹の周辺で更新が始まり、当初植栽できなかった箇所でも

更新が始まる。この頃になると草地のときと異なり森林が再生されはじめ景観が変化

すると共に、生物多様性に富んだ森林が育成され、動物相も豊かになる。また、それ

らの動物が新しい母樹から生産される種子の運搬役となり、さらに母樹の波及効果が

拡大する。人為的な森林管理の目標はこの頃までとし、以後は出来るだけ自然の営み

に遷移を委ねる。 

 

3.長期的な目標 

（100 年後、そしてそれ以後の望ましい森林の姿：自然に近いブナ林の再現） 

植栽地には面的な広がりと階層を持った豊かな森林空間が再現され、鳥獣保護区

や国有林「緑の回廊」等の周りの森林と連続性が確保される。 

壮齢林となることによ

り、クマゲラの摂餌や営

巣に適した木々が多くな

り、クマゲラの棲める森

林が再生される。 

より時間経ることによ

り枯損木や倒木の出現が

多くなり、よりクマゲラ

の生息に適した森林とな

っていくと共にギャップ

更新などによる天然更新

が進行していく。そこで

は、森の再生により、人々

森林を楽しむ空間が増え

ると同時に野生動物より

多く生息できることによ

り、森林浴、自然観察な

ど、人と自然との新たな

関係が構築され、県民と

行政の協働による様々な

活動が行われる。 

 

 

 事業実施イメージ 
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事例１ 

名称／分類 森吉山自然再生 ／森林・砂防 

取り組み項目 ＜活動メニュー＞ 

●ブナの苗木の育苗・管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●林縁の耕転、天然更新補助 

●牧場内への列状植栽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な主体と

の連携 

＜事業財源の推移＞ 

・平成 16～23 年度 自然環境整備交付金(4.5/10） 

・平成 24年度～ 地域自主戦略交付金 

・平成 23～24 年度 秋田水と緑の森づくり税 

 
 

＜多様な主体の参画＞ 

・平成 19年からボランティアの受入を開始 

・平成 20年から企業の森の候補 

・クーンの自主事業による植栽（平成 18年～） 

・森吉山ブナ林再生応援隊による植栽（平成 21年～） 

・森吉山の自然を守る会による植栽（平成 21～22 年） 

・うまい！を明日へ！クマゲラの森の再生プロジェクト（平成 22 年） 

・国際森林年植樹（平成 23 年） 

・ＭＯＲＩＭＯＲＩネットワークのバースデーランド（平成 23年～） 

出典 森吉山麓高原自然再生全体構想（平成 18年 3 月）森吉山麓高原自然再生協議会 

森吉山麓自然再生事業実施計画（平成 18年 10 月）秋田県 

第 15 回森吉山麓高原自然再生協議会 資料 

森吉山麓高原自然再生事業ホームページ（秋田県美の国ネット） 

（ http://www.pref.akita.lg.jp/www/genre/0000000000000/1139208227398/index.h

tml） 
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事例２ 

名称／分類 六甲山系グリーンベルト ／森林・砂防 

事業実施地域 兵庫県神戸市須磨区鉢伏山から宝塚市岩倉山 

対象協議会 ―（自然再生事業対象外） 

事業主体 国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所 

事業概要 平成 7年 1月 17 日におこった兵庫県南部地震で、六甲山地では山の斜面崩壊や地

割れが多数発生した。その後の雨によってくずれた所はさらに増え、その数は 1000

ヶ所以上にも達している。また、地震によってゆるんだ地盤は、今後の大雨などによ

る土砂災害の危険性がある。このため、六甲山地を一連の樹林帯（グリーンベルト）

として守り育て、土砂災害に対する安全性を高めるとともに、緑豊かな都市環境、景

観などをつくり出そうという「六甲山系グリーンベルト整備事業」が開始された。 

この事業は、「六甲山系グリーンベルト整備に関する懇談会」(六甲山にさまざま

な形でかかわりのある学識経験者やマスコミ、経済界、地域住民などからなる)から

の提言をもとに定められた「六甲山系グリーンベルト整備基本方針」(平成 8 年 3 月)

に添って進められている。 

・土砂災害の防止 

・良好な都市環境、風致景観、生態系および種の多様性の保全・育成 

・都市のスプロール化防止 

・健全なレクリエーションの場の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り組み項目 ＜活動メニュー＞ 

六甲山系グリーンベルト整備事業は、従来の砂防えん堤を中心とする渓流工事に加

えて、山腹工として砂防樹林帯の保全・育成を図ることにより、土砂災害を防止し、

あわせて良好な都市環境の創出にも寄与しようとするものである。 

 

山腹基礎工：斜面の土砂移動を防止するために、谷止め工や土留工等を実施。 

 土留工事（イメージ） 谷止め工のイメージ 
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事例２ 

名称／分類 六甲山系グリーンベルト ／森林・砂防 

取り組み項目 山腹緑化工 

植栽工：植生の力による斜面の安定化を図るため、植栽工（植生導入等）を実施。 

 
山腹階段工：植栽工と併用して、筋工、林間柵工等を実施。 

 
植生管理：樹林の効果を保つことができるよう、植生の維持管理を実施。（植物の成

長、遷移を助けるため、除伐、ササの駆除等） 

多様な主体と

の連携 

(1) ニューズレター『六甲ＳＡＢＯだより』 

(2) みんなのもりづくり 

① どんぐり育成プログラム 

グリーンベルト整備事業でめざしている森づくりを理解してもらう目的で、

学校で実施しているプログラム。学校近くの山で拾ったどんぐりを鉢植えし、

育てた苗を 6年生の卒業記念に植樹する。神戸市内 8つの小学校で継続的に実

施樹。 
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事例２ 

名称／分類 六甲山系グリーンベルト ／森林・砂防 

多様な主体と

の連携 

② 市民・企業による森づくり 

市民や企業による森づくりをコーディネートする「森の世話人活動支援事務

局」を設置。活動場所や活動内容の相談に応じている。また、鎌やスコップな

ど活動に必要な道具(一部)の貸出しも行っている。 
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事例２ 

名称／分類 六甲山系グリーンベルト ／森林・砂防 

多様な主体と

の連携 

③ ナラガレ防止対策 

感染枯死木対策：伐倒燻蒸処理 

感染木対策：樹幹注入処理 

予防対策：ビニール巻処理 

（ホームページなどで、広く一般の方々にナラガレ木の通報を呼びかけている。）

 

(3) 土砂災害防止月間の設置 

(4) 出前講座による支援活動／シンポジウムその他啓発活動 

(5) 委員会の設置・開催 

(6) 事業パンフレットの作成 

出典 国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所ホームページ 

（http://www.kkr.mlit.go.jp/rokko/disaster/measure/greenbelt-dis.php） 
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事例３ 

名称／分類 奥川河川生態系再生事業 ／河川 

事業実施地域 沖縄県 北部地域（奥川河口部からチヌフク川合流部までの約 2.0km） 

対象協議会 奥川自然再生協議会（平成 19年 9 月設立） 

 
事業主体 沖縄県河川課・北部土木事務所 

事業概要 奥川では、昭和 52 年（1977 年）頃から始まった河川改修により、それまで頻繁

に発生していた洪水がなくなり、安全に生活できる環境が整った一方で、河道が拡幅、

直線化されたことで、多様な河川環境が失われ、豊かな恩恵をもたらしていた河川環

境は荒廃してきた。 

奥川の魚類の減少に地域の住民が

気づきはじめた頃、名護市の源河川

では、1986 年「源河川にアユを呼び

戻す会」が結成、沖縄における河川

環境保全の取り組みが本格化する。

それから 10 年、奥川の河川環境の改

善を目指し、1996 年「奥川にリュウ

キュウアユを呼び戻す会」が結成さ

れた。 

奥川では1997～1999年に実施され

た河川工事によって落差工に魚道が設

けられ、また、下流部は親水性に配慮

した護岸に作りかえられるなどの河川

環境の修復が行われてきた。 

さらに 10年、奥川の豊かな自然環境

を再生するための目標の一つとして

「リュウキュウアユが生息できる河川

環境の再生」を指標として、『奥川自

然再生全体構想（2008 年 3月）』、『奥

川河川生態系再生実施計画（20091 年 3

月）』が策定された。 

現在、沖縄本島では絶滅したリュキュウアユについては、奄美大島産リュウキュウ

アユ種苗の放流を通し河川環境に関する啓発活動を行うとともに、落差工への魚道整

備など河川環境の改善が図られている。しかし、これまでのところ放流されたリュウ

キュウアユは定着できておらず、十分な河川環境が整っていないことがうかがえる。

総事業費：350 百万円 

事業期間：平成 20 年度～平成 26年度 

事業区間：奥川河口部からチヌフク川合流部までの約 2.0km（協議会では砂防区

間においても河川生態系再生事業の対象として捉えているものの、事

業を優先的に行うことにより効果が高いと考えられる河川区間を第一

ターゲットとし、将来的に実施計画書を追加・修正することにより、

河口付近の下流から砂防ダムを含む上流までの河川生態系の再生を目

指している。） 
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事例３ 

名称／分類 奥川河川生態系再生事業 ／河川 

取組項目 ＜河川生態系再生部会＞ 

1） 移動阻害・回遊阻害要因の除去 

2） 採餌・休息・避難・産卵場所の確保 

3） 仔稚魚期の生息環境拡大 

まずは河川事業として、すぐ着手できる課題

について作業を進めていくこととし、当面の目

標を、瀬・淵の再生を図りアユ（成魚）の生息

環境の確保、落差の解消や瀬切れ解消・小規模

化を図り移動・回遊阻害要因の除去とした。 

 

＜マングローブ部会＞ 

 奥小学校環境学習でのマングローブ植林の

取組みを行っている。 

  
 

＜外来種管理部会＞ 

約 20 年前に放流したコイだが、エビ・カニ等の底生動物を食い尽くすし、奥ヤン

バルの里から第２落差工あたりまで底生動物が少なくなっている。このため、コイの

耐塩性や移植の実現性についての文献調査の実施、移植の概略図の作成、コイの繁殖

や持続して生きていけるかの調査、コイを利用した地域活性化として見る・食べる・

触れるについての可能性を調べ、「邪魔モノから好きな【コイ】として繁殖させる」

ことを目指し、活動計画（案）を作成した。 

 

＜地域づくり部会＞ 

河川環境は、生活に密着した関係の中で管理され、守られてきたことから、今後は

現状を学び、将来の環境について考え、自然を体験することで意識を高め、環境学習

や自然とのふれあいの機会と場所の提供を通じて、後進を育成し、地域活性化に結び

つけることで、持続的な自然再生を目指す。 

1) 環境学習を進めるための活動を行う 

2) 人材育成のための活動を行う 

3) 利用と保全のルールをつくる 

 

沖縄の伝統食「けい

はん」の鶏をアユに

換えた「あゆはん」
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事例３ 

名称／分類 奥川河川生態系再生事業 ／河川 

多様な主体と

の連携 

＜小学校どおしの連携＞ 

2009 年 5と 12 月に「子ども Web 会議」として、奥小学校（児童７名）と奄美の田

検小学校（児童約７０名）とで各々の活動報告と情報交換を行っている。 

 
＜学会との連携＞ 

 協議会メンバーである島谷幸宏氏（九州大学大学院教授）のコーディネートにより、

沖縄における河川の自然再生とワイズユースについてのシンポジウムが開催された。

全国から約 100 名の参加者が集まった。 

出典 奥川自然再生協議外ホームページ（http://okugawasizensaisei.ti-da.net/） 

応用生態工学会ホームページ・関連資料 

（http://www.ecesj.com/J/events/2012/20120713okinawa_leaf.pdf） 
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事例４ 

名称／分類 アザメの瀬 ／水田・湿地 

事業実施地域 佐賀県、松浦川の治水のために購入した河川沿いのアザメの瀬地区の水田（約 6ha）

 

対象協議会 検討会（自然再生事業対象外） 

地元の町会、NGO（屋根のない博物館）、小中学校の先生、学識者、関係行政機関を通

して検討会への参加を呼びかけ、検討会のメンバーは非固定・自由参加。 

事業主体 国土交通省九州地方整備局 武雄河川事務所 

事業概要 松浦川は中上流域で平地や盆地が連なる地形により大きく蛇行しているため、たび

たび水害に悩まされてきた。特に自然再生事業の対象とした松浦川中流部のアザメの

瀬地区は、ほぼ毎年のように洪水被害を受けていた。 

そのため、堤防をつくる方法や遊水地をつくる方法などさまざまな治水対策が検討

されてきたが、地元との協議の結果、氾濫を許容し下流域に流す洪水の量の低減も図

れる方策で実施することになった。 

アザメの瀬地区は面積約 6ha、延長約 1000m、幅約 400m で、丘陵に接しており、川

沿いに堤防は無く、上流側は水害防備林の竹林になっている。これまでは、水田とし

て利用されていたが、この土地を掘り下げて湿地としての機能再生をはかる計画であ

る。 

 

 
 

 
 

 

2-6-11



事例４ 

名称／分類 アザメの瀬 ／水田・湿地 

取り組み項目 ＜整備計画＞ 

整備計画は、検討会において検討し策

定。基本的に基盤整備は国、維持管理は市

が分担。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜維持管理計画＞ 

唐津市と協定を結び、NPO 法人アザメの会が実施。 

 

NPO 法人アザメの会がボランティアで

除草を行っている範囲（年 5回程度）・

散策路周辺・展望広場周辺・トンボ池

【棚田】 
唐津市と協定を結び管理 
（国）なし 
（市）維持管理 
※NPO 法人アザメの会が管理

【自然環境学習センター】 
唐津市と協定を結び管理 
（国）電気・電話料 
（市）清掃・除草・浄化槽管理 
※清掃・除草は、NPO 法人アザメの会が管理
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事例４ 

名称／分類 アザメの瀬 ／水田・湿地 

多様な主体と

の連携 

＜検討会は自由参加＞ 

アザメの瀬自然再生事業では、徹底した地域住

民との対話に基づく計画立案・実施を考えその核

となっているのが、検討会である。地元の町会、

NGO（屋根のない博物館）、小中学校の先生、学識

者、関係行政機関を通して検討会への参加を呼び

かけており、検討会のメンバーは非固定で自由参

加としている。 

 

＜多様な参加機会の創出＞ 

 その他、地元の長老会との昔の環境を巡る対話

集会、現場見学会、シンポジウムの開催、検討原

案作成のための少人数での検討会の開催など、こ

まめに参加の機会を広げている。 

 

＜幅広い専門家の参画＞ 

アザメの瀬自然再生事業の進め方の特徴とし

て、学識者をアドバイザーとして位置づけ、河川

工学、魚類、保全生態学など様々な分野の最新で

正確な知識が参加者に伝わり、事業がレベルの高

い物となるような仕組みにしていることがあげら

れる。 

 

委託だけでなく公募型の研究も行われている。 

 

＜夏休み環境教室＞ 

国土交通省、アザメの会、九州大学との連携で広く子供たちを受け入れ。 
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事例４ 

名称／分類 アザメの瀬 ／水田・湿地 

その他 ＜参加のインセンティブ＞ 

●皇太子殿下のアザメの瀬視察 

 

●九州川のワークショップでのグランプリ受賞 

●全国「川の日」ワークショップでの入選 

●土木学会環境賞の受賞 

●唐津市教育長表彰 

 

●地域伝統文化の伝承 
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事例４ 

名称／分類 アザメの瀬 ／水田・湿地 

その他  

 

 

出典 『アザメの瀬の記録』（平成 23 年 3月 アザメの瀬検討会） 

松浦川アザメの瀬自然再生事業・ホームページ 

（http://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/torikumi/azame/index.html） 
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