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   1992 年(平成 4年)にブラジルのリオデジャネイロで国連環境開発会議（地球サミッ

ト）が開催されました。生物多様性条約はこの会議で気候変動枠組条約とともに採択

されましたが、2010 年に名古屋で開催された「生物多様性条約第

では、生物多様性条約を効果的に実施するための「戦略計画

が新たに採択されました。この目標の中には、保護地域の設定による生物多様性の保

全や劣化した生態系の回復などが盛り込まれており、生物多様性の保全は今や世界的

に待ったなしの課題となっています。

 このような中で、2004年(

国山地／赤谷川・生物多様性復元計画

を締結し、協働で生物多様性の復元と持続的な地域づくりをめざしてさまざまな取り

組みを進めてきました。2011

谷プロジェクト地域協議会」を加えた

展しております。 

 特にこの「赤谷プロジェクト」では、科学的根拠に基づき地域の地形や地質、気象

に応じた多様な森林生態系の復元を図る「生物多様性の復元」や、現存する森林生態

系を保全しながら森林資源の活用を図る「持続的な地域づくりの推進」など、全国に

先駆けて試行錯誤しながら取り組んできました。

 この間、関東森林管理局ではプロジェクトメンバーの皆

ら、「赤谷森林環境保全ふれあいセンター」を中心に、実施計画の検討、現地のモニタ

リング活動の支援、試験地の設定などに伴う具体的な事業の発注・監督などを行って

きました。これらの成果の一つとして、

理経営計画の別冊として「赤谷の森・管理経営計画書」を策定。当プロジェクト対象

地域の森林の取り扱い方針を示し、国有林の管理経営の新しい形態としての第一歩を

踏み出すことができました。

 赤谷プロジェクトが試行している「国土レベル」、「地域レベル」の生物多様性の保

全と持続的な地域社会づくりに向けた活動は、今後の国民との協働による国有林野事

業の運営を考える上での大きな試金石であり、改めてこれまでの取り組みを評価し、

今後の推進方策に結び付ける必要があります。この「赤谷プロジェクトの歩み」の編

さんを一つの契機として、おのおの

を振り返り、今後の赤谷プロジェクト活動の更なる発展に結びつくことを心から願っ

ております。 
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編さんに寄せて 

にブラジルのリオデジャネイロで国連環境開発会議（地球サミッ

生物多様性条約はこの会議で気候変動枠組条約とともに採択

年に名古屋で開催された「生物多様性条約第 10

では、生物多様性条約を効果的に実施するための「戦略計画 2011-2020(

が新たに採択されました。この目標の中には、保護地域の設定による生物多様性の保

全や劣化した生態系の回復などが盛り込まれており、生物多様性の保全は今や世界的

に待ったなしの課題となっています。 

(平成16年)3月に関東森林管理局と日本自然保護協会

国山地／赤谷川・生物多様性復元計画(以下、赤谷プロジェクト）」推進のための協定

生物多様性の復元と持続的な地域づくりをめざしてさまざまな取り

2011 年(平成 23年)3 月からは、さらに地元住民で組織する「赤

谷プロジェクト地域協議会」を加えた 3者による協定に基づくプロジェクトとして発

特にこの「赤谷プロジェクト」では、科学的根拠に基づき地域の地形や地質、気象

に応じた多様な森林生態系の復元を図る「生物多様性の復元」や、現存する森林生態

系を保全しながら森林資源の活用を図る「持続的な地域づくりの推進」など、全国に

先駆けて試行錯誤しながら取り組んできました。 

この間、関東森林管理局ではプロジェクトメンバーの皆さまと意見交換を重ねなが

ら、「赤谷森林環境保全ふれあいセンター」を中心に、実施計画の検討、現地のモニタ

リング活動の支援、試験地の設定などに伴う具体的な事業の発注・監督などを行って

きました。これらの成果の一つとして、2011 年(平成 23年)3 月には、利根上流森林管

理経営計画の別冊として「赤谷の森・管理経営計画書」を策定。当プロジェクト対象

地域の森林の取り扱い方針を示し、国有林の管理経営の新しい形態としての第一歩を

踏み出すことができました。 

トが試行している「国土レベル」、「地域レベル」の生物多様性の保

全と持続的な地域社会づくりに向けた活動は、今後の国民との協働による国有林野事

業の運営を考える上での大きな試金石であり、改めてこれまでの取り組みを評価し、

今後の推進方策に結び付ける必要があります。この「赤谷プロジェクトの歩み」の編

おのおのの関係者ご自身がこれまで取り組まれてきた活動

を振り返り、今後の赤谷プロジェクト活動の更なる発展に結びつくことを心から願っ

      平成 25 年 6 月 
池田 直弥             
(関東森林管理局計画部長

 

にブラジルのリオデジャネイロで国連環境開発会議（地球サミッ

生物多様性条約はこの会議で気候変動枠組条約とともに採択

10 回締約国会議」

2020(愛知目標）」

が新たに採択されました。この目標の中には、保護地域の設定による生物多様性の保

全や劣化した生態系の回復などが盛り込まれており、生物多様性の保全は今や世界的

自然保護協会が「三

以下、赤谷プロジェクト）」推進のための協定

生物多様性の復元と持続的な地域づくりをめざしてさまざまな取り

月からは、さらに地元住民で組織する「赤

者による協定に基づくプロジェクトとして発

特にこの「赤谷プロジェクト」では、科学的根拠に基づき地域の地形や地質、気象

に応じた多様な森林生態系の復元を図る「生物多様性の復元」や、現存する森林生態

系を保全しながら森林資源の活用を図る「持続的な地域づくりの推進」など、全国に

と意見交換を重ねなが

ら、「赤谷森林環境保全ふれあいセンター」を中心に、実施計画の検討、現地のモニタ

リング活動の支援、試験地の設定などに伴う具体的な事業の発注・監督などを行って

月には、利根上流森林管

理経営計画の別冊として「赤谷の森・管理経営計画書」を策定。当プロジェクト対象

地域の森林の取り扱い方針を示し、国有林の管理経営の新しい形態としての第一歩を

トが試行している「国土レベル」、「地域レベル」の生物多様性の保

全と持続的な地域社会づくりに向けた活動は、今後の国民との協働による国有林野事

業の運営を考える上での大きな試金石であり、改めてこれまでの取り組みを評価し、

今後の推進方策に結び付ける必要があります。この「赤谷プロジェクトの歩み」の編

の関係者ご自身がこれまで取り組まれてきた活動

を振り返り、今後の赤谷プロジェクト活動の更なる発展に結びつくことを心から願っ

             
関東森林管理局計画部長)       
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はじめに 
 

 

 2003年(平成15年)11月に発足した赤谷プロジェクトは、群馬県みなかみ町北部、

新潟県との県境に広がる、約１万ヘクタール（10km四方）の国有林「赤谷の森」を

舞台に、生物多様性の復元と持続的な地域づくりを進める取り組みです。地域住民

で組織する「赤谷プロジェクト地域協議会」、「日本自然保護協会」、舞台となる

国有林を管理する「林野庁関東森林管理局」の３つのセクターの協働により進めて

います。 
  また、多様な主体による国有林の管理の方法と21世紀における自然保護のあり方

を模索するものでもあります。 

生物多様性の復元には長い期間が必要であることから、日本自然保護協会と関東

森林管理局が協定を締結し、長期にわたってこれらの取り組みが維持できるしくみ

を作っています。 
 2004年(平成16年)に締結した協定は2011年(平成23年)3月末で終了となり、2011
年(平成23年)4月からは、「赤谷プロジェクト地域協議会」を加えた３者の協定とし

て新たな段階を迎えています。 
 この7年をふり返り、赤谷プロジェクト発足前の準備期間も含めたこれまでの取り

組みの記録とその成果、そして課題を「赤谷プロジェクトの歩み－第1期－」として

とりまとめることとしました。 
 この「赤谷プロジェクトの歩み」を参考に、赤谷プロジェクトのような、多様な

主体による自然環境の管理や科学的根拠に基づく自然環境の管理、あるいはその両

方の取り組みが各地で行われることを期待します。 
 
  



 

 
 赤谷プロジェクトは、群馬県みなかみ町北部、

新潟県との県境に広がる、約

（10km四方）の国有林「赤谷の森」を舞台に、

地域住民で組織する「赤谷プロジェクト

議会」、「日本自然保護協会

有林を管理する「関東森林管理

クターが協働で、「生物多様性の復元」と「持

続的な地域づくり」を進める取り組みです。

 赤谷プロジェクトでは「

ごとのまとまりと人の利用の歴史に

大きく６つのエリアに分けて管理しています。

 

 赤谷プロジェクトがさまざま

を進めていく中でもっとも

「企画運営会議」です。この会議

谷プロジェクト地域協議会」「日本

護協会」「関東森林管理局」

の異なる３つのセクターの意見調整を行い

プロジェクトの意思を決定します。

 
 また赤谷プロジェクトでは、生物多様性

を科学的根拠を持って保全・復元すること

として、植生、猛禽類、ほ乳類など

面にわたる調査・研究活動を行って

さらにこれらの内容を統括し、各

言を行う「自然環境モニタリング会議」と

うワーキング・グループ（以下

 現在活動しているWGは、①植生管理、②猛禽類モニタリング、③ほ乳類モニタリ

ング、④渓流環境復元、⑤環境教育、⑥

地域づくり、⑦フィールド利用管理の

つです。各WGは、プロジェクトの

のセクターと外部の専門家

います。 
 さらに、プロジェクトの趣旨に賛同さ

れたボランティアの方々が

して活動。毎月第一土曜日・日曜日

谷の日」とし、プロジェクトの活動拠点

である「いきもの村」（国有林の苗畑跡

地を整備した施設）に集まり、赤谷プロ

ジェクトを支えるさまざま

ています。 
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赤谷プロジェクトとは 
 

赤谷プロジェクトは、群馬県みなかみ町北部、

新潟県との県境に広がる、約１万ヘクタール

四方）の国有林「赤谷の森」を舞台に、

赤谷プロジェクト地域協

自然保護協会」、舞台となる国

森林管理局」の３つのセ

が協働で、「生物多様性の復元」と「持

続的な地域づくり」を進める取り組みです。 

「赤谷の森」を、流域

ごとのまとまりと人の利用の歴史にあわせて、

つのエリアに分けて管理しています。 

がさまざまな取り組み

もっとも重要な会議が、

「企画運営会議」です。この会議では「赤

地域協議会」「日本自然保

」「関東森林管理局」という、立場

の意見調整を行い

プロジェクトの意思を決定します。 

また赤谷プロジェクトでは、生物多様性

を科学的根拠を持って保全・復元すること

植生、猛禽類、ほ乳類など、多方

を行っています。 

これらの内容を統括し、各種調査・研究活動などに対し科学的立場から助

言を行う「自然環境モニタリング会議」と、分野ごとに具体的な調査・研究等を行

うワーキング・グループ（以下、WG）があります。 

は、①植生管理、②猛禽類モニタリング、③ほ乳類モニタリ

ング、④渓流環境復元、⑤環境教育、⑥

地域づくり、⑦フィールド利用管理の7
は、プロジェクトの３つ

と外部の専門家で構成されて

さらに、プロジェクトの趣旨に賛同さ

れたボランティアの方々がサポーターと

毎月第一土曜日・日曜日を「赤

プロジェクトの活動拠点

である「いきもの村」（国有林の苗畑跡

地を整備した施設）に集まり、赤谷プロ

さまざまな活動を行っ

 
 

科学的立場から助

分野ごとに具体的な調査・研究等を行

は、①植生管理、②猛禽類モニタリング、③ほ乳類モニタリ
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赤谷プロジェクトの構造

第1節 

赤谷プロジェクト発足までの時代的背景と“形”を整えるまでの経緯、そしてこ

れが国民的なプロジェクトであることを広く社会に知ってもらうための取り組みな

どについて、ご紹介します。

１ 赤谷プロジェクトの枠組み

            

                

１ なぜ赤谷プロジェクトだったのか。
 1990 年(平成 2年)12
発問題は、三国の自然を守る会（
持ち込まれてきました。

国立公園と群馬県の鳥獣保護区の特別地域であり、
もかかわらず、赤沢スキー場の奥のムタコ沢一帯が
法)に基づく「群馬県の
となり、重点整備地区に指定されました。国有林野を管理する林野庁前橋営林局
(現：林野庁関東森林管理局
グリーンプラン」の候補地に選定し、大企業によるスキー場やホテル建設が計画
されてしまったのです。

新治村（現：みなかみ町）の議会は開発推進の決議を重ね、リゾート推進で群
馬県行政とも一致。その中で、守る会は水源と鳥獣保護区の保護を環境省国立公
園事務所に訴えましたがまったくらちが明かず、水源と温泉かん養源となる森林
保護のための中止を要請する意見書を作り、東京の事業者を訪ね
い。国立公園内であるために国立公園協会に相談もしましたが「打つ手がない」
と言われ、帰ろうとした時に
所があるのを見つけ、約束なしでしたが訪ねて来られたのです。

日本自然保護協会はそのとき全国のリゾート問題を顕在化させ
のリゾート問題に取り組み、国有林の保護問題の先頭に立っていたため、その場
で話を聞くこととしました。

そして翌月、朝日新聞社に上空からのヘリコプター取材を依頼、同行して、
タコ沢でイヌワシのペア飛行を見つけた後、イヌワシの繁殖谷に建設省関東地方
整備局（当時）直轄のダム建設計画があることを知ります。そしてこの２つの問
題に対し、自然保護運動が

その結果、リゾート計画は
ダム計画も白紙撤回となりました。ムタコ沢も赤谷川上流も、大型開発から
がれたのです。 

もしこの自然保護運動
ことはなかったでしょう。ここで赤谷プロジェクトが立ち上がった理由は、当時
は自然保護運動が地域振興を否定するものという考えや、自然の恵みを利用する
知恵や技術を持つより、国策に沿って現金を得るほうがよいという考え、さらに
自然保護運動は開発さえ止めれば別の場所に行ってしまうよそ者と変わり者だけ
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第1章 
赤谷プロジェクトの構造 

 
 
 

 枠組みの構築と発足までの経緯 
 

赤谷プロジェクト発足までの時代的背景と“形”を整えるまでの経緯、そしてこ

れが国民的なプロジェクトであることを広く社会に知ってもらうための取り組みな

ご紹介します。 

 
赤谷プロジェクトの枠組み 

            横山 隆一 

                (日本自然保護協会

なぜ赤谷プロジェクトだったのか。 
12 月、上信越高原国立公園内での三国高原スキーリゾート

三国の自然を守る会（以下、守る会）から日本自然保護協会
た。 

国立公園と群馬県の鳥獣保護区の特別地域であり、村の重要な水源がある谷に
もかかわらず、赤沢スキー場の奥のムタコ沢一帯がリゾート法(総合保養地域整備

県のぐんまリフレッシュ高原リゾート構想」の特定地域
り、重点整備地区に指定されました。国有林野を管理する林野庁前橋営林局

現：林野庁関東森林管理局)も、国有林のリゾート開発制度である
の候補地に選定し、大企業によるスキー場やホテル建設が計画

されてしまったのです。 
新治村（現：みなかみ町）の議会は開発推進の決議を重ね、リゾート推進で群

馬県行政とも一致。その中で、守る会は水源と鳥獣保護区の保護を環境省国立公
園事務所に訴えましたがまったくらちが明かず、水源と温泉かん養源となる森林
保護のための中止を要請する意見書を作り、東京の事業者を訪ね
い。国立公園内であるために国立公園協会に相談もしましたが「打つ手がない」
と言われ、帰ろうとした時に、同じフロアの向かい側に日本自然保護協会
所があるのを見つけ、約束なしでしたが訪ねて来られたのです。

はそのとき全国のリゾート問題を顕在化させ
のリゾート問題に取り組み、国有林の保護問題の先頭に立っていたため、その場
で話を聞くこととしました。 

そして翌月、朝日新聞社に上空からのヘリコプター取材を依頼、同行して、
タコ沢でイヌワシのペア飛行を見つけた後、イヌワシの繁殖谷に建設省関東地方
整備局（当時）直轄のダム建設計画があることを知ります。そしてこの２つの問
題に対し、自然保護運動が 10 年間続けられたのです。 

その結果、リゾート計画は 2000 年(平成 12 年)1 月に白紙に戻り、同年
ダム計画も白紙撤回となりました。ムタコ沢も赤谷川上流も、大型開発から

運動がなかったら、この場所で赤谷プロジェクトが生まれる
ことはなかったでしょう。ここで赤谷プロジェクトが立ち上がった理由は、当時

護運動が地域振興を否定するものという考えや、自然の恵みを利用する
知恵や技術を持つより、国策に沿って現金を得るほうがよいという考え、さらに
自然保護運動は開発さえ止めれば別の場所に行ってしまうよそ者と変わり者だけ

 

赤谷プロジェクト発足までの時代的背景と“形”を整えるまでの経緯、そしてこ

れが国民的なプロジェクトであることを広く社会に知ってもらうための取り組みな

自然保護協会) 

 

月、上信越高原国立公園内での三国高原スキーリゾート開
自然保護協会に突然、

村の重要な水源がある谷に
総合保養地域整備
の特定地域の一部

り、重点整備地区に指定されました。国有林野を管理する林野庁前橋営林局
も、国有林のリゾート開発制度である「ヒューマン・

の候補地に選定し、大企業によるスキー場やホテル建設が計画

新治村（現：みなかみ町）の議会は開発推進の決議を重ね、リゾート推進で群
馬県行政とも一致。その中で、守る会は水源と鳥獣保護区の保護を環境省国立公
園事務所に訴えましたがまったくらちが明かず、水源と温泉かん養源となる森林
保護のための中止を要請する意見書を作り、東京の事業者を訪ねたものの門前払
い。国立公園内であるために国立公園協会に相談もしましたが「打つ手がない」

日本自然保護協会の事務
所があるのを見つけ、約束なしでしたが訪ねて来られたのです。 

はそのとき全国のリゾート問題を顕在化させ、秋田県田沢湖
のリゾート問題に取り組み、国有林の保護問題の先頭に立っていたため、その場

そして翌月、朝日新聞社に上空からのヘリコプター取材を依頼、同行して、ム
タコ沢でイヌワシのペア飛行を見つけた後、イヌワシの繁殖谷に建設省関東地方
整備局（当時）直轄のダム建設計画があることを知ります。そしてこの２つの問

月に白紙に戻り、同年 9 月に
ダム計画も白紙撤回となりました。ムタコ沢も赤谷川上流も、大型開発からまぬ

がなかったら、この場所で赤谷プロジェクトが生まれる
ことはなかったでしょう。ここで赤谷プロジェクトが立ち上がった理由は、当時

護運動が地域振興を否定するものという考えや、自然の恵みを利用する
知恵や技術を持つより、国策に沿って現金を得るほうがよいという考え、さらに
自然保護運動は開発さえ止めれば別の場所に行ってしまうよそ者と変わり者だけ



 

の行為と考える人たちに対し、
ます。 

時代の変化に伴う国策の変化は確かにありましたが、赤谷プロジェクトは、こ
れらの誤解を解く必然性と、他人任せでなく地域の主体的な行動の中から生まれ
たと考えています。 
 

２ 変えたかった３つのこと。採用したセクターの組み合わせ（
 赤谷プロジェクトのスタートは、開発計画が行政上の計画から完全に消え、守
る会も解散した 2002 年
に、自然保護運動の第２段として働きかけたことに始まります。
会は、地域の方と合意した原案をもって林野庁関東森林管理局に働きかけ、共同
のプロジェクトを作ることになりました。そして地域社会を代表する
ェクト地域協議会が新たに作られ、
ています。 
 提案の中で、意識としくみ

１つは、本来の自然保護は地域振興のためにあるもの
振興は地域内外の人たちが、行政とも同等の立場で主体的に協力しあって行うも
のに変えてほしいこと。わかりやすく言えば、陳情や通達のような行為をプロジ
ェクトの中からできる限り排除し、振興
という関係ではない、と考えてもらいたいということです。また、何事も場（地
域）を中心に考え、行政の縦割りを限りなく小さくする。このような動きの後に、
「協働」という言葉が生まれてきます。

２つ目は、林野庁管理の国有林は単なる国民共有の林業資源ではなく、自然資
産としての森林環境であり、管理方針は社会との直接の意見交換をもって作られ
るべきものという考えの下、「協働管理」という言葉を使うことを提案しました。
その後、「開かれた、国民の森林」というキャッチコピーが国有林で使われるよう
にもなりました。 

また赤谷プロジェクトの目標を地域の生物多様性を修復し復元するまでとし、
今後の国有林管理のモデルとし、生態学や保全生態学的な観点をも取り入れたよ
り科学的な場に変えたいと思いました。日本に自然再生推進法ができる
の翌年の 2003 年(平成 15
 赤谷プロジェクトの枠組み
会、関東森林管理局という３つの
っているのも、地域（関心を持つ個人と地域社会、地域行政機関）と公益法人（他
地域の関心層、アカデミズム）と政府機関（国家公務員、国としての行政機関）
という３つの立場の協働が、これらの変化をもっともバランスよく備える組み合
わせではないかと考えたためです。
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考える人たちに対し、そうでないことを表したかったということもあり

時代の変化に伴う国策の変化は確かにありましたが、赤谷プロジェクトは、こ
れらの誤解を解く必然性と、他人任せでなく地域の主体的な行動の中から生まれ

変えたかった３つのこと。採用したセクターの組み合わせ（枠
赤谷プロジェクトのスタートは、開発計画が行政上の計画から完全に消え、守

年(平成 14 年)、日本自然保護協会から地域の主要な人たち
に、自然保護運動の第２段として働きかけたことに始まります。

は、地域の方と合意した原案をもって林野庁関東森林管理局に働きかけ、共同
のプロジェクトを作ることになりました。そして地域社会を代表する

地域協議会が新たに作られ、2003 年(平成 15 年)の発足を経て今日に至っ

しくみに関して変えたいことが２つありました。
１つは、本来の自然保護は地域振興のためにあるものであり、これからの地域

振興は地域内外の人たちが、行政とも同等の立場で主体的に協力しあって行うも
のに変えてほしいこと。わかりやすく言えば、陳情や通達のような行為をプロジ
ェクトの中からできる限り排除し、振興を振興させる人とその恩恵にあずかる人

と考えてもらいたいということです。また、何事も場（地
域）を中心に考え、行政の縦割りを限りなく小さくする。このような動きの後に、
「協働」という言葉が生まれてきます。 

つ目は、林野庁管理の国有林は単なる国民共有の林業資源ではなく、自然資
産としての森林環境であり、管理方針は社会との直接の意見交換をもって作られ
るべきものという考えの下、「協働管理」という言葉を使うことを提案しました。
その後、「開かれた、国民の森林」というキャッチコピーが国有林で使われるよう

また赤谷プロジェクトの目標を地域の生物多様性を修復し復元するまでとし、
今後の国有林管理のモデルとし、生態学や保全生態学的な観点をも取り入れたよ
り科学的な場に変えたいと思いました。日本に自然再生推進法ができる

15 年)です。 
赤谷プロジェクトの枠組みが、赤谷プロジェクト地域協議会、日本
、関東森林管理局という３つのセクターが責任を持ちあって実行するものにな

っているのも、地域（関心を持つ個人と地域社会、地域行政機関）と公益法人（他
地域の関心層、アカデミズム）と政府機関（国家公務員、国としての行政機関）
という３つの立場の協働が、これらの変化をもっともバランスよく備える組み合
わせではないかと考えたためです。 

 

そうでないことを表したかったということもあり

時代の変化に伴う国策の変化は確かにありましたが、赤谷プロジェクトは、こ
れらの誤解を解く必然性と、他人任せでなく地域の主体的な行動の中から生まれ

枠組み） 
赤谷プロジェクトのスタートは、開発計画が行政上の計画から完全に消え、守

から地域の主要な人たち
に、自然保護運動の第２段として働きかけたことに始まります。日本自然保護協

は、地域の方と合意した原案をもって林野庁関東森林管理局に働きかけ、共同
のプロジェクトを作ることになりました。そして地域社会を代表する赤谷プロジ

の発足を経て今日に至っ

に関して変えたいことが２つありました。 
、これからの地域

振興は地域内外の人たちが、行政とも同等の立場で主体的に協力しあって行うも
のに変えてほしいこと。わかりやすく言えば、陳情や通達のような行為をプロジ

振興させる人とその恩恵にあずかる人
と考えてもらいたいということです。また、何事も場（地

域）を中心に考え、行政の縦割りを限りなく小さくする。このような動きの後に、

つ目は、林野庁管理の国有林は単なる国民共有の林業資源ではなく、自然資
産としての森林環境であり、管理方針は社会との直接の意見交換をもって作られ
るべきものという考えの下、「協働管理」という言葉を使うことを提案しました。
その後、「開かれた、国民の森林」というキャッチコピーが国有林で使われるよう

また赤谷プロジェクトの目標を地域の生物多様性を修復し復元するまでとし、
今後の国有林管理のモデルとし、生態学や保全生態学的な観点をも取り入れたよ
り科学的な場に変えたいと思いました。日本に自然再生推進法ができるのは、こ

赤谷プロジェクト地域協議会、日本自然保護協
セクターが責任を持ちあって実行するものにな

っているのも、地域（関心を持つ個人と地域社会、地域行政機関）と公益法人（他
地域の関心層、アカデミズム）と政府機関（国家公務員、国としての行政機関）
という３つの立場の協働が、これらの変化をもっともバランスよく備える組み合



 

２ プロジェクト発足までの経緯

 

 

       

   

「赤谷の森」には、大正時代から昭和初期にかけて酢酸工場や製材工場が立地し、
戦後の高度経済成長期には国の拡大造林政策に基づいて、自然林の伐採とスギやカ
ラマツの植林が進んでいました。このような開発の対象となってきた国有林に、
1980 年代後半には当時の時代状況を反映して、スキーリゾート開発とダム開発が計
画されました。 
これに対して、水源地の自然が破壊されることを懸念した地域住民の有志が、沢

の水質調査や日本自然保護協会
にイヌワシ、クマタカが生息する豊かな自然生態系が残されていることが明らかに
なりました。 
２つの開発計画は、経済状況の変化によって

となり、2001 年(平成 13
帯を「緑の回廊・三国線」に指定し
地域住民有志と日本自然保護協会

成 13年)3 月には、「自然を活かした地域づくりを考える」講座（環境事業団委託事
業）を開催するなど、残された自然を
いました。 
 

 2003 年(平成 15 年)4 月、地域住民有志、日本
新治村の関係者 21 名が一堂に会し、「（仮称）三国プロジェクト」第
が川古温泉で開かれました。会議では、現在の赤谷プロジェクトにつながる
話し合われ、引き続き準備会議を開催していくことが決まりました。準備会議には、
新治村役場にも出席を要請し、助役や職員の方々に出席いただきました。

同年 5月、7月と開かれた準備会議では、現地視察を進めながら、活動内容の整
理、プロジェクトの名称、対象範囲
備会議を経て、名称を「三国山地／赤谷川・生物多様性復元計画（略称「赤谷プロ
ジェクト」）」とすること、意思決定会合として企画運営会議を設置すること
事務局を当面の間、日本

対象範囲は、当初は現在の「仏岩エリア」と「合瀬谷エリア」を含まない地域が
想定されていましたが、第
リアまで拡張することが提案され
ヘクタール）が対象範囲となりました。

あわせて、プロジェクト推進にかかる協定の締結について、
れ、2003 年度中に協定を締結することを決定しました。これら合意事項は、プロジ
ェクト「総合企画書」にまとめられています。

また、対象地域の現状や歴史がエリアごとにさまざまであることから、６つのエ
リアにゾーニングし、めざす姿と取り組みの主要テーマを以下のように検討しまし
た。 
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プロジェクト発足までの経緯 

 

茅野 恒秀 

       (岩手県立大学総合政策学部准教授)

   (元日本自然保護協会職員) 

「赤谷の森」には、大正時代から昭和初期にかけて酢酸工場や製材工場が立地し、
戦後の高度経済成長期には国の拡大造林政策に基づいて、自然林の伐採とスギやカ
ラマツの植林が進んでいました。このような開発の対象となってきた国有林に、

年代後半には当時の時代状況を反映して、スキーリゾート開発とダム開発が計

これに対して、水源地の自然が破壊されることを懸念した地域住民の有志が、沢
自然保護協会との合同による猛禽類調査を実施し、「赤谷の森」

にイヌワシ、クマタカが生息する豊かな自然生態系が残されていることが明らかに

２つの開発計画は、経済状況の変化によって 2000 年(平成 12 年
13 年)に林野庁関東森林管理局は「赤谷の森」の

を「緑の回廊・三国線」に指定しました。 
自然保護協会は、開発計画が中止となった後も、

月には、「自然を活かした地域づくりを考える」講座（環境事業団委託事
業）を開催するなど、残された自然を活かした地域づくりについての検討を続けて

月、地域住民有志、日本自然保護協会、関東森林管理局
名が一堂に会し、「（仮称）三国プロジェクト」第
ました。会議では、現在の赤谷プロジェクトにつながる

引き続き準備会議を開催していくことが決まりました。準備会議には、
新治村役場にも出席を要請し、助役や職員の方々に出席いただきました。

月と開かれた準備会議では、現地視察を進めながら、活動内容の整
プロジェクトの名称、対象範囲、運営体制などが話し合われました。３度の準

「三国山地／赤谷川・生物多様性復元計画（略称「赤谷プロ
ジェクト」）」とすること、意思決定会合として企画運営会議を設置すること
事務局を当面の間、日本自然保護協会に置くことを決定しました。

対象範囲は、当初は現在の「仏岩エリア」と「合瀬谷エリア」を含まない地域が
想定されていましたが、第 2回準備会議で関東森林管理局から人工林面積の多いエ
リアまで拡張することが提案され、利根沼田森林管理署・相俣担当区全域

が対象範囲となりました。 
あわせて、プロジェクト推進にかかる協定の締結について、その必要性が提起さ

年度中に協定を締結することを決定しました。これら合意事項は、プロジ
ェクト「総合企画書」にまとめられています。 

また、対象地域の現状や歴史がエリアごとにさまざまであることから、６つのエ
リアにゾーニングし、めざす姿と取り組みの主要テーマを以下のように検討しまし

 

) 

  
「赤谷の森」には、大正時代から昭和初期にかけて酢酸工場や製材工場が立地し、

戦後の高度経済成長期には国の拡大造林政策に基づいて、自然林の伐採とスギやカ
ラマツの植林が進んでいました。このような開発の対象となってきた国有林に、

年代後半には当時の時代状況を反映して、スキーリゾート開発とダム開発が計

これに対して、水源地の自然が破壊されることを懸念した地域住民の有志が、沢
よる猛禽類調査を実施し、「赤谷の森」

にイヌワシ、クマタカが生息する豊かな自然生態系が残されていることが明らかに

年)に相次いで中止
に林野庁関東森林管理局は「赤谷の森」の北部稜線一

は、開発計画が中止となった後も、2001 年(平
月には、「自然を活かした地域づくりを考える」講座（環境事業団委託事

活かした地域づくりについての検討を続けて

、関東森林管理局、
名が一堂に会し、「（仮称）三国プロジェクト」第１回準備会議
ました。会議では、現在の赤谷プロジェクトにつながる企画が

引き続き準備会議を開催していくことが決まりました。準備会議には、
新治村役場にも出席を要請し、助役や職員の方々に出席いただきました。 

月と開かれた準備会議では、現地視察を進めながら、活動内容の整
、運営体制などが話し合われました。３度の準

「三国山地／赤谷川・生物多様性復元計画（略称「赤谷プロ
ジェクト」）」とすること、意思決定会合として企画運営会議を設置すること、総合

しました。 
対象範囲は、当初は現在の「仏岩エリア」と「合瀬谷エリア」を含まない地域が

関東森林管理局から人工林面積の多いエ
、利根沼田森林管理署・相俣担当区全域（約１万

その必要性が提起さ
年度中に協定を締結することを決定しました。これら合意事項は、プロジ

また、対象地域の現状や歴史がエリアごとにさまざまであることから、６つのエ
リアにゾーニングし、めざす姿と取り組みの主要テーマを以下のように検討しまし
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正式発足までの過程で、地元住民の方々へは、節目ごとに検討経過の報告や説明

を行いました。特に、森の核心部への入口近くに位置する赤谷地区の住民の方々と

は、準備会議や地区の集まりを活用して話し合いました。 

住民の方々が心配されたことは、赤谷プロジェクトの対象地域となることで、ご

自宅の裏山の国有林に、保安林のような規制がかかるのではないかということでし

た。この懸念に対しては、赤谷プロジェクトの主旨は保安林とは異なること、集落

に隣接した森林については、住民の方々の生活のための整備に支障とはならないこ

とを説明し、了解を得ました。 

2003 年(平成 15 年)9 月には、「赤谷プロジェクト地域協議会」の正式結成に合わ

せ、新治村農村環境改善センターにおいて、村全域の住民に呼びかけて説明会を開

催しました。 

また、赤谷プロジェクトに市民の立場でかかわる「サポーター」の募集を、2003

年(平成 15 年)5 月から日本自然保護協会の機関誌『自然保護』で行い、2004 年(平

成 16年)7 月から「いきもの村」を拠点として本格的に活動を開始しました。 

 

2003 年(平成 15 年)11 月 21 日、赤谷プロジェクト第１回企画運営会議が開催さ

れ、赤谷プロジェクトは正式に発足しました。その後、2004 年(平成 16 年)3 月 30

日に、関東森林管理局と日本自然保護協会が、赤谷プロジェクト地域協議会の立ち

会いのもと、「三国山地／赤谷川・生物多様性復元計画」の推進のための協定書を

締結しました。 

 協定は、第１回企画運営会議において関東森林管理局から素案が提出され、2004

年(平成 16 年)3 月 18 日の第２回企画運営会議で締結内容を確定させました。協定

の基本理念では、３つのセクターの協力の下に赤谷プロジェクトを進めることがう

たわれ、締結期間は国有林野施業実施計画の基本単位である 5 年を超える 10 年を

単位とし、赤谷プロジェクトで得られた知見を国有林野の地域管理経営計画等に反

映させることも盛り込まれました。 

いずれも国有林としては初めてのことでした。また従来の協定・契約書にあるよ

うな、締結者を「甲」、「乙」、「丙」という言い回しで区別することを廃しているこ

とにも、赤谷プロジェクトの協働の精神が現れています。 

 関東森林管理局は、赤谷プロジェクトに専門に取り組む組織として、2004 年(平

成 16 年)4 月より「赤谷森林環境保全ふれあいセンター」を設置し、４人の職員を

配置しました。  

①赤谷源流エリア 巨木の自然林の復元とイヌワシの営巣環境保全

②小出俣エリア
植生管理と環境教育のための研究や教材開発と
実践

③法師・ムタコ沢エリア 水源の森の機能回復

④旧三国街道エリア
旧街道を理想的な自然観察路とするための森づく
りと茂倉沢での渓流環境復元

⑤仏岩エリア
伝統的な木の文化と生活にかかわる森林利用の
研究と技術継承

⑥合瀬谷エリア 実験的な、新時代の人工林管理の研究と実践

表１ 「赤谷の森のエリア区分と主要テーマ」 
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表２ 赤谷プロジェクトの発足まで 

 
 
 
 

平成 16年 3月プロジェクト推進の協定締結 

1986年度

(昭和61年度)
・新治村議会が三国高原猿ヶ京スキー場開発促進を決議

・群馬県、三国山系をリゾート法重点整備地区に指定

・前橋営林局が「ヒューマン・グリーン・プラン」の候補地に三国山系を選定

1990年度
(平成2年度)

・住民有志が「新治村の自然を守る会」を結成し、新治村や（株）コクドに対して計画撤回の
要望書を提出

1993年度
(平成5年度)

・建設省関東地方建設局川古ダム工事事務所開設
・日本自然保護協会と「新治村の自然を守る会」が、川古ダム建設予定地においてイヌワ
シの営巣地を発見

1995年度
(平成7年度)

・日本自然保護協会および「新治村の自然を守る会」が、法師沢でクマタカの繁殖を確認

1998年度
(平成10年度)

・林野庁が「国有林野の管理経営基本計画」を策定し、木材生産機能から公益的機能を重
視する森林管理に転換

・建設省関東地方建設局が川古ダム計画中止を決定

・（株）コクドがスキー場計画中止を表明

・林野庁が「緑の回廊三国線」を設定

2003年度
(平成15年)

・赤谷プロジェクト発足
・「三国山地／赤谷川・生物多様性復元計画(略称「赤谷プロジェクト」）」の推進のための
協定を締結

1988年度
(昭和63年度)

2000年度
(平成12年)



 

３ 国有林における赤谷プロジェクト発足の背景とその意義
 

 

島内 

（林野庁四国森林管理局計画課長）

      (元赤谷森林環境保全ふれあいセンター所長

 

１ 赤谷プロジェクト発足の背景

 プロジェクトの発足前から、国有林野事業では、多様化する国民の期待や要請

に将来にわたってこたえていけるよう、

着手し、林産物の販売による収入確保よりも、森林の有する公益的機能の発揮を

重視するという方針に転換しました。この一環として、国有林野の管理経営に関

する計画の作成に当たっては、計画の案を公告縦覧し国民の意見を聞き、その意

見を計画に反映させる手続きを導入するなど、国民に開かれた管理経営を

ていました。 

 しかしながら関東森林管理局では、このような手続きを経た計画に基づく森林

資源の利用に関し、実行段階となった後に、貴重な森林資源を保存したいという

声と、持続可能な範囲内で森林資源を

し、これら双方の意見を調和させることができず、ブナ林伐採問題として社会的

に批判されるなど、苦い経験を積んだ時期でした。

 この経験から、関東森林管理局では、国有林野の管理経営に関して、国民の

まざまな意見を的確に把握した上で合意形成を図るための

要性を強く認識していました。

 このような背景があり、日本

て打診があった際、すで

まなければならない素地が備わっていた

 このため関東森林管理局では、組織をあげてプロジェクトに取り組むことを決

定し、2004 年(平成 16

して、「赤谷森林環境保全ふれあいセンター」を設置し、

的に稼働させるための体制を整備しました。

 

２ 赤谷プロジェクト発足の意義

  平成 16 年度（2004 年度）から

れ、多様な主体が協働する手法によって国有林野を管理運営するという

の取り組みが始動することになりました。

 また原生的な天然林も多く残されている国有林野には、生物多様性を保全する

取り組みを積極的に推進する役割が強く求められており、

足により、民有林とは異なる国有林の存在意義を明確に打ち出すことにもつなが

ったといえます。 

 赤谷プロジェクトの発足はマスコミにも広く取り上げられ、「自然保護と森林経

営を両立させる森づくりを

デルケースとして期待されるもの」と高く評価されました。

 さらに赤谷プロジェクト

研究者、個人が現れ、野生生物の調査活動へ参加するなど、国有林野の管理運営

への多種多様な主体の参加も始まることとなりました。

 林野庁では、国有林野を国民の共通財産として、国民の参加の下に国民のため

に管理経営し、名実ともに「国民の森林」にしていくことを

であり、赤谷プロジェクト
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プロジェクト発足の背景とその意義 

 厚実 

林野庁四国森林管理局計画課長） 

元赤谷森林環境保全ふれあいセンター所長)

プロジェクト発足の背景 

プロジェクトの発足前から、国有林野事業では、多様化する国民の期待や要請

に将来にわたってこたえていけるよう、1998 年(平成 10 年)10 月に抜本的改革に

着手し、林産物の販売による収入確保よりも、森林の有する公益的機能の発揮を

重視するという方針に転換しました。この一環として、国有林野の管理経営に関

する計画の作成に当たっては、計画の案を公告縦覧し国民の意見を聞き、その意

見を計画に反映させる手続きを導入するなど、国民に開かれた管理経営を

しかしながら関東森林管理局では、このような手続きを経た計画に基づく森林

資源の利用に関し、実行段階となった後に、貴重な森林資源を保存したいという

声と、持続可能な範囲内で森林資源を有効に活用したいという声の対立が表面化

し、これら双方の意見を調和させることができず、ブナ林伐採問題として社会的

に批判されるなど、苦い経験を積んだ時期でした。 

この経験から、関東森林管理局では、国有林野の管理経営に関して、国民の

な意見を的確に把握した上で合意形成を図るための、新しい取

要性を強く認識していました。 

このような背景があり、日本自然保護協会からプロジェクトの立ち上げについ

すでに関東森林管理局には、プロジェクトに積極的に取り組

まなければならない素地が備わっていたといえます。 

このため関東森林管理局では、組織をあげてプロジェクトに取り組むことを決

16 年)４月、赤谷プロジェクトを推進するための現場組織と

して、「赤谷森林環境保全ふれあいセンター」を設置し、赤谷プロジェクト

的に稼働させるための体制を整備しました。 

発足の意義 

年度）から赤谷プロジェクトの具体的な取

れ、多様な主体が協働する手法によって国有林野を管理運営するという

が始動することになりました。 

また原生的な天然林も多く残されている国有林野には、生物多様性を保全する

を積極的に推進する役割が強く求められており、赤谷プロジェクト

足により、民有林とは異なる国有林の存在意義を明確に打ち出すことにもつなが

の発足はマスコミにも広く取り上げられ、「自然保護と森林経

営を両立させる森づくりをめざす新しい取り組みであり、今後の国有林管理のモ

デルケースとして期待されるもの」と高く評価されました。 

赤谷プロジェクトに賛同し、赤谷プロジェクトに協力したいという企業、

野生生物の調査活動へ参加するなど、国有林野の管理運営

への多種多様な主体の参加も始まることとなりました。 

林野庁では、国有林野を国民の共通財産として、国民の参加の下に国民のため

に管理経営し、名実ともに「国民の森林」にしていくことをめざ

赤谷プロジェクトはまさにこのための１つの道筋を示すこととなりまし

) 

プロジェクトの発足前から、国有林野事業では、多様化する国民の期待や要請

月に抜本的改革に

着手し、林産物の販売による収入確保よりも、森林の有する公益的機能の発揮を

重視するという方針に転換しました。この一環として、国有林野の管理経営に関

する計画の作成に当たっては、計画の案を公告縦覧し国民の意見を聞き、その意

見を計画に反映させる手続きを導入するなど、国民に開かれた管理経営をめざし

しかしながら関東森林管理局では、このような手続きを経た計画に基づく森林

資源の利用に関し、実行段階となった後に、貴重な森林資源を保存したいという

有効に活用したいという声の対立が表面化

し、これら双方の意見を調和させることができず、ブナ林伐採問題として社会的

この経験から、関東森林管理局では、国有林野の管理経営に関して、国民のさ

新しい取り組みの必

からプロジェクトの立ち上げについ

に関東森林管理局には、プロジェクトに積極的に取り組

このため関東森林管理局では、組織をあげてプロジェクトに取り組むことを決

を推進するための現場組織と

赤谷プロジェクトを本格

の具体的な取り組みが開始さ

れ、多様な主体が協働する手法によって国有林野を管理運営するという、全国初

また原生的な天然林も多く残されている国有林野には、生物多様性を保全する

赤谷プロジェクトの発

足により、民有林とは異なる国有林の存在意義を明確に打ち出すことにもつなが

の発足はマスコミにも広く取り上げられ、「自然保護と森林経

であり、今後の国有林管理のモ

に協力したいという企業、

野生生物の調査活動へ参加するなど、国有林野の管理運営

林野庁では、国有林野を国民の共通財産として、国民の参加の下に国民のため

めざしてきたところ

はまさにこのための１つの道筋を示すこととなりまし



 

た。林野庁は、この取り

１つとして位置づけ、全国の森林管理局でモデルプロジェクトに取り組むことと

されました。 

 一方赤谷プロジェクト

国有林野の管理運営に関して具体的な成果を求められることとなり、国民に支持

され得る成果の創出と、

頭に置き、赤谷プロジェクト

 

○平成 17年 5月 「いきもの村」お披露目会の様子
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り組みを国有林野事業における「モデルプロジェクト」の

１つとして位置づけ、全国の森林管理局でモデルプロジェクトに取り組むことと

ェクトの発足と同時に、関東森林管理局は、新しい手法による

国有林野の管理運営に関して具体的な成果を求められることとなり、国民に支持

され得る成果の創出と、赤谷プロジェクトの取り組みの他地域への普及を常に念

赤谷プロジェクトに取り組むこととなりました。 

「いきもの村」お披露目会の様子 

 

 

を国有林野事業における「モデルプロジェクト」の

１つとして位置づけ、全国の森林管理局でモデルプロジェクトに取り組むことと

の発足と同時に、関東森林管理局は、新しい手法による

国有林野の管理運営に関して具体的な成果を求められることとなり、国民に支持

の他地域への普及を常に念



 

４ 社会から支持を得るための取り組み

         

             
 
１ ５つの方向へのアピール
 赤谷プロジェクトは発足時から、社会の支持を得るための努力を続けることに
もっとも力を入れてきました。広く支持を得るには、合理的な運営と有効な活動
の実態を持つことが何よりの基本ですが、それとともに人のかかわり方やその意
図を発信することに力点を置きました。そのため赤谷プロジェクトでは、目的が
あいまいなものは限りなくなくす努力をしてきました。
 誰を対象に発信するかについては、内と外の社会に向いた５つの方向がありま
す。 
 １つは、仲間内。直接の会話がもっとも大事ですが、メーリングリストなどを
使い、少なくとも誰が何
した。赤谷プロジェクトという活動の特徴でもある「サポーター」と呼ぶプロジ
ェクトへの参加協力者も募っているため、この人たちも重要な仲間であり、受信
者でなく発信者になっていただくための工夫が続けられています。世代間や地域
間のギャップの克服が、今もなお課題です。
 ２番目に、セクター間。３つのセクターはそれぞれ、コミュニケーションの習
慣もルールも異なり、その立場に立ったことがないと事柄の軽重すら想像もつき
ません。３つのセクターごとの都合や制約を知り合うことは何より
なることは遠慮せずに聞きあい言い合うようにしました。また意見が分かれたと
きは、結論はさておき、そうなる理由をまず知り合うことに時間をかけました。
また組織として固いヒエラルキーを持つ林野庁という役所には、役職の上から下
まで同じ話をくり返し説明しました。地元住民と、定期異動がある東京の
ある自然保護協会の職員と
図り続けるのはもっとも難しいことと感じられます。
 ３番目に、メディア。情報発信というと、新聞、雑誌、テレビが思い浮かびま
す。が、地方メディアのある県庁所在地でも全国メディアのある東京でも、流し
たい・記事にしたいことを出したい時に持っていくだけでは、出ることもあるか
もしれませんが、普通いい記事にはなりません。出したいものにどのような社会
的価値があるのかをこちらがまず考え、足りなければ付け加え、日ごろの付き合
いの中で情報として使いこなしてもらう記者を選ぶことも必要です。

赤谷プロジェクトの立ち上げ後の一定期間は、地方メディアには、県内の誰が
赤谷で何を見てどういうことを思ったのかを、地元の人を取材対象にして掲載し
てもらうことを依頼しました。県内か
とともに人となりを紹介されるようなことは、地元の人の関心に大変役立つ効果
を持っています。 

東京のメディアには、赤谷プロジェクトの意味と意図のみをくり返し記事にし、
もしかすると短時間で瓦解するかもしれない理想だけで支えている社会的チャレ
ンジ、として眺めてもらう
たセクターが協力するということは新鮮なニュースと受け止められ、３つのセク
ターの人間が入れ替わりで毎週の連載コラムを作るという企画を受け入れてくれ
た新聞社や、個人の論説を
うという企画も通してもらえました。プロジェクトの科学的な側面を教育的に取
り扱ってもらうテレビ番組への企画も通り、オンエアされました。

治山ダムの中央部を撤去して、防災と
関心を持たれましたが、赤谷プロジェクトでは今後このようなことを量産してい
く必要があります。 

- 14 - 

社会から支持を得るための取り組み 

         横山 隆一 

             (日本自然保護協会) 

５つの方向へのアピール 
赤谷プロジェクトは発足時から、社会の支持を得るための努力を続けることに

もっとも力を入れてきました。広く支持を得るには、合理的な運営と有効な活動
の実態を持つことが何よりの基本ですが、それとともに人のかかわり方やその意
図を発信することに力点を置きました。そのため赤谷プロジェクトでは、目的が

なものは限りなくなくす努力をしてきました。 
誰を対象に発信するかについては、内と外の社会に向いた５つの方向がありま

１つは、仲間内。直接の会話がもっとも大事ですが、メーリングリストなどを
使い、少なくとも誰が何をしているかは、発信さえすれば知り合えるようにしま
した。赤谷プロジェクトという活動の特徴でもある「サポーター」と呼ぶプロジ
ェクトへの参加協力者も募っているため、この人たちも重要な仲間であり、受信
者でなく発信者になっていただくための工夫が続けられています。世代間や地域
間のギャップの克服が、今もなお課題です。 

２番目に、セクター間。３つのセクターはそれぞれ、コミュニケーションの習
慣もルールも異なり、その立場に立ったことがないと事柄の軽重すら想像もつき

つのセクターごとの都合や制約を知り合うことは何より
なることは遠慮せずに聞きあい言い合うようにしました。また意見が分かれたと
きは、結論はさておき、そうなる理由をまず知り合うことに時間をかけました。
また組織として固いヒエラルキーを持つ林野庁という役所には、役職の上から下
まで同じ話をくり返し説明しました。地元住民と、定期異動がある東京の

の職員と、国の現業官庁の公務員の３者が、日々の意思疎通を
図り続けるのはもっとも難しいことと感じられます。 

３番目に、メディア。情報発信というと、新聞、雑誌、テレビが思い浮かびま
ィアのある県庁所在地でも全国メディアのある東京でも、流し

たい・記事にしたいことを出したい時に持っていくだけでは、出ることもあるか
もしれませんが、普通いい記事にはなりません。出したいものにどのような社会
的価値があるのかをこちらがまず考え、足りなければ付け加え、日ごろの付き合
いの中で情報として使いこなしてもらう記者を選ぶことも必要です。

赤谷プロジェクトの立ち上げ後の一定期間は、地方メディアには、県内の誰が
赤谷で何を見てどういうことを思ったのかを、地元の人を取材対象にして掲載し
てもらうことを依頼しました。県内から参加のサポーターの方が、地方紙で活動
とともに人となりを紹介されるようなことは、地元の人の関心に大変役立つ効果

東京のメディアには、赤谷プロジェクトの意味と意図のみをくり返し記事にし、
もしかすると短時間で瓦解するかもしれない理想だけで支えている社会的チャレ

として眺めてもらうよう依頼しました。過去に何度も対抗関係になってい
たセクターが協力するということは新鮮なニュースと受け止められ、３つのセク
ターの人間が入れ替わりで毎週の連載コラムを作るという企画を受け入れてくれ
た新聞社や、個人の論説を掲載しプロジェクトの意図を社会にチェックしてもら
うという企画も通してもらえました。プロジェクトの科学的な側面を教育的に取
り扱ってもらうテレビ番組への企画も通り、オンエアされました。

治山ダムの中央部を撤去して、防災と生物多様性の両立に近づける試みなども
関心を持たれましたが、赤谷プロジェクトでは今後このようなことを量産してい
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もっとも力を入れてきました。広く支持を得るには、合理的な運営と有効な活動
の実態を持つことが何よりの基本ですが、それとともに人のかかわり方やその意
図を発信することに力点を置きました。そのため赤谷プロジェクトでは、目的が

誰を対象に発信するかについては、内と外の社会に向いた５つの方向がありま

１つは、仲間内。直接の会話がもっとも大事ですが、メーリングリストなどを
をしているかは、発信さえすれば知り合えるようにしま

した。赤谷プロジェクトという活動の特徴でもある「サポーター」と呼ぶプロジ
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たセクターが協力するということは新鮮なニュースと受け止められ、３つのセク
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掲載しプロジェクトの意図を社会にチェックしてもら
うという企画も通してもらえました。プロジェクトの科学的な側面を教育的に取
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の両立に近づける試みなども
関心を持たれましたが、赤谷プロジェクトでは今後このようなことを量産してい



 

 ４番目に、不特定多数の社会。赤谷プロジェクトは、その資金や機会は社会か
ら直接得ていかなくてはならない部分があります。新しく何かをしたいならば、
資源を集めることが必要で
会は漠としています。そのため、出会う人、接触のある団体、関係した組織すべ
てが、協力を提供される社会の代表と考えてお付き合いしていきます。説明を補
助し視覚化してくれるパンフレットは何回も改訂し、不特定多数への働きかけに
使っています。JR東日本が新幹線車内誌として発行する雑誌への掲載も、活動の
認知に大きな効果をもたらしてくれました。

不特定多数の人々は、多くの場合ホームページやメディアからの情報で赤谷プ
ロジェクトを知ることになりますが、本当に協力しようと決めるのは
いる人を見てではないかと思われます。その意味でもっとも重要なメディアは、
生き生きと活動している人そのものではないかと思われます。
 そして最後の５として、もっとも重要な地域の人・閉じた小さな社会に対する
ものがあります。ここへの発信は、各戸配布のニュースレター「赤谷の森だより」
を発行し続けています。編集への工夫が必要で、敷居の高さや内容の小難しさは
まだ改良が不足しています。

また地域でマスメディアより効果があると思われるのは、人づての口伝と思わ
れます。立ち上げの際には、集落ごとの懇談会をしました。人により伝わる相手
に当然偏りはあり、効果も即効性はなく時間もかかりますが、商店や何かの事業
者、タクシーやバスの運転手の方など、地域に暮らし地域社会を構成している人
たちからの評判のようなものも、うまく得て行く必要があります。炭焼きやかん
じき作りなどを誰に教えてもらうとよいか、宿泊や買い物をするときにどこを使
うかということなども、情報の発信効果から考えて組み込む
す。いい地域協議会が維持されることが何より第一ですが、地域が社会に開かれ
るよう、よき訪問者になることが大切と考えています。

 
２ 仲介者と発信者の役割

社会から支持を得ることを目的に何かをするのは、赤谷プロジェクトではあり
えません。支持は手段であり、
あると認識されて始めて評価になり、支持もなされると思われます。プロジェク
トとしてこのための情報発信を各人が機会をみて行っていくことが中心ですが、
プロジェクトとしてシステマチックに行うことも必要です。

その場合、情報を抽出・選択
仲介作業が必要になります。情報の元を作り出している当事者が直接発信までで
きればよいのですが、当事者はディテールにこだわりすぎるために発信者として
不適な場合もあります。社会には、うまくダイジェストされたものでないと伝わ
らないことが多いものです。赤谷プロジェクトでは、総合事務局という役回りで
日本自然保護協会がこの役の中心を引き受けてきました。何にどのような社会の
関心が向けられたかの傾向を見るため、一定期間の掲
載記事をまとめた内部向けの冊子も作成してきました。
このような仲介活動に協力するサポーターを特別に募
集するようなことも、今後はあってよいのではと考え
ています。 

 
 
  赤谷プロジェクトの情報誌「赤谷の森だより」

現在の形に落ち着くまで、

っています。
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４番目に、不特定多数の社会。赤谷プロジェクトは、その資金や機会は社会か
ら直接得ていかなくてはならない部分があります。新しく何かをしたいならば、
資源を集めることが必要で、資源の供給源は社会そのものです。不特定多数の社
会は漠としています。そのため、出会う人、接触のある団体、関係した組織すべ
てが、協力を提供される社会の代表と考えてお付き合いしていきます。説明を補
助し視覚化してくれるパンフレットは何回も改訂し、不特定多数への働きかけに

東日本が新幹線車内誌として発行する雑誌への掲載も、活動の
認知に大きな効果をもたらしてくれました。 

不特定多数の人々は、多くの場合ホームページやメディアからの情報で赤谷プ
ロジェクトを知ることになりますが、本当に協力しようと決めるのは
いる人を見てではないかと思われます。その意味でもっとも重要なメディアは、
生き生きと活動している人そのものではないかと思われます。 

そして最後の５として、もっとも重要な地域の人・閉じた小さな社会に対する
ものがあります。ここへの発信は、各戸配布のニュースレター「赤谷の森だより」
を発行し続けています。編集への工夫が必要で、敷居の高さや内容の小難しさは
まだ改良が不足しています。 

また地域でマスメディアより効果があると思われるのは、人づての口伝と思わ
れます。立ち上げの際には、集落ごとの懇談会をしました。人により伝わる相手
に当然偏りはあり、効果も即効性はなく時間もかかりますが、商店や何かの事業
者、タクシーやバスの運転手の方など、地域に暮らし地域社会を構成している人
たちからの評判のようなものも、うまく得て行く必要があります。炭焼きやかん
じき作りなどを誰に教えてもらうとよいか、宿泊や買い物をするときにどこを使
うかということなども、情報の発信効果から考えて組み込むべきことと

域協議会が維持されることが何より第一ですが、地域が社会に開かれ
よき訪問者になることが大切と考えています。 

仲介者と発信者の役割 
ことを目的に何かをするのは、赤谷プロジェクトではあり

えません。支持は手段であり、取り組みそのものが何かの役に立ち、良いことで
あると認識されて始めて評価になり、支持もなされると思われます。プロジェク
トとしてこのための情報発信を各人が機会をみて行っていくことが中心ですが、
プロジェクトとしてシステマチックに行うことも必要です。 

その場合、情報を抽出・選択し、編集して発信先を選び、発信主体を指名する
仲介作業が必要になります。情報の元を作り出している当事者が直接発信までで
きればよいのですが、当事者はディテールにこだわりすぎるために発信者として
不適な場合もあります。社会には、うまくダイジェストされたものでないと伝わ
らないことが多いものです。赤谷プロジェクトでは、総合事務局という役回りで

がこの役の中心を引き受けてきました。何にどのような社会の
関心が向けられたかの傾向を見るため、一定期間の掲
載記事をまとめた内部向けの冊子も作成してきました。
このような仲介活動に協力するサポーターを特別に募
集するようなことも、今後はあってよいのではと考え
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現在の形に落ち着くまで、3 度の誌面の改訂を行
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４番目に、不特定多数の社会。赤谷プロジェクトは、その資金や機会は社会か
ら直接得ていかなくてはならない部分があります。新しく何かをしたいならば、

、資源の供給源は社会そのものです。不特定多数の社
会は漠としています。そのため、出会う人、接触のある団体、関係した組織すべ
てが、協力を提供される社会の代表と考えてお付き合いしていきます。説明を補
助し視覚化してくれるパンフレットは何回も改訂し、不特定多数への働きかけに

東日本が新幹線車内誌として発行する雑誌への掲載も、活動の

不特定多数の人々は、多くの場合ホームページやメディアからの情報で赤谷プ
ロジェクトを知ることになりますが、本当に協力しようと決めるのは、活動して
いる人を見てではないかと思われます。その意味でもっとも重要なメディアは、
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を発行し続けています。編集への工夫が必要で、敷居の高さや内容の小難しさは

また地域でマスメディアより効果があると思われるのは、人づての口伝と思わ
れます。立ち上げの際には、集落ごとの懇談会をしました。人により伝わる相手
に当然偏りはあり、効果も即効性はなく時間もかかりますが、商店や何かの事業
者、タクシーやバスの運転手の方など、地域に暮らし地域社会を構成している人
たちからの評判のようなものも、うまく得て行く必要があります。炭焼きやかん
じき作りなどを誰に教えてもらうとよいか、宿泊や買い物をするときにどこを使

べきことと思われま
域協議会が維持されることが何より第一ですが、地域が社会に開かれ

ことを目的に何かをするのは、赤谷プロジェクトではあり
そのものが何かの役に立ち、良いことで

あると認識されて始めて評価になり、支持もなされると思われます。プロジェク
トとしてこのための情報発信を各人が機会をみて行っていくことが中心ですが、

し、編集して発信先を選び、発信主体を指名する
仲介作業が必要になります。情報の元を作り出している当事者が直接発信までで
きればよいのですが、当事者はディテールにこだわりすぎるために発信者として
不適な場合もあります。社会には、うまくダイジェストされたものでないと伝わ
らないことが多いものです。赤谷プロジェクトでは、総合事務局という役回りで

がこの役の中心を引き受けてきました。何にどのような社会の
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第 2節 意志決定のしくみと関係者間のルール 
 
 

 赤谷プロジェクトは、赤谷プロジェクト地域協議会、日本自然保護協会、関東森林
管理局という、まったく立場の異なる３つのセクターが協働で進めている取り組みで
す。この３つのセクターがひとつの目標に向かって行動をともにするための仕組みと、
この 3つのセクターにサポーターを加えた赤谷プロジェクト関係者間で作成したルー
ルについて紹介します。 
 
１ 企画運営会議と調整会議 
 

赤谷プロジェクトは、立場の異なる３つのセクターが、相乗効果を生みながら同
じ方向に向かって取り組みを進めるために、「企画運営会議」と「調整会議」とい
う２つの会合を設定し、合意形成を図ってきました。 
この２つの会合は、2003 年(平成 15年)に３回の準備会合を経て取りまとめた『総

合企画書』）に次のように、定義されています。 
 

【企画運営会議】 
年 2 回（8 月、2 月）開催し、中核組織となる「赤谷プロジェクト地域協議会」、

「関東森林管理局」、「日本自然保護協会」で構成する会議とする。プロジェクトの
大局的な方向づけの機会とするとともに、受委託関係をもって行われるものも含む、
プロジェクトにおける各主体の事業（プログラム）を調整する場とする。 
 

【調整会議】 
企画運営会議を補う時期に年 2回（4月、11月）開催し、諸連絡事項のやりとり

や、短期的に解決・調整を必要とする問題の処理を行う。 
 
この総合企画書の記述を担保するために、「『三国山地／赤谷川・生物多様性復元

計画』推進のための協定書」の第５条において、「赤谷プロジェクトの具体的な活
動内容は関東森林管理局・日本自然保護協会および赤谷プロジェト地域協議会によ
り構成する『企画運営会議』により決定する。企画運営会議は年 2回程度定期的に
開催するほか、必要に応じて開催する」と定めています。 
 
日々の業務に追われ会議は遅れがちとなり、毎年、第 1回調整会議(6 月頃に開催)

で 3つのセクターの年間活動計画について検討し、第 1回企画運営会議(9 月頃に開
催)で決定してきました。しかしながら、このスケジュールでは年間計画の半分が
実施済みとなった頃に、形式的に各セクターの年間活動計画を決定しているに過ぎ
ないことから、会議を『総合企画書』に合わせて開催する必要があると考えている
ところです。 
年間活動計画以外の議題については、3つのセクターから事前に議題を出し合い、

それを総合事務局である日本自然保護協会が整理し、現在では会議当日の司会・進
行も総合事務局が行っています。 
立場の異なる 3つのセクターが、お互いの立場を理解し協働で赤谷プロジェクト

を進めていくために、赤谷プロジェクトとして取り組む課題や実施方法、実効体制
などについてこれらの会議の場でくり返し議論を行うとともに、会議の持ち方や議
題の決め方についても試行錯誤をくり返してきました。 
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企画運営会議と調整会議の主な議題 
 

 
 

第1回企画運営会議

１．プロジェクト「総合企画書」について

２．プロジェクトエリアのゾーニングと中心的機能について

第2回企画運営会議

１．「協定」の内容と記者会見予定について

２．「赤谷森林環境保全ふれあいセンター」の設置について

ほか

２．2005年度プログラムとその進め方について

第2回企画運営会議

１．委員会・ワーキンググループ構成案とその了承

２．2004年度の事業報告とその評価

２．「茂倉沢治山事業全体計画作成調査委員会」の進捗状況

第2回企画運営会議

１．2005年度事業報告

２．2006年度事業計画の提案･審議

２．「ムタコの日」の活動内容について

第2回企画運営会議

１．2006年度事業報告と赤谷プロジェクトの到達点確認

２．2007年度事業計画の基本構造

2005年度

2006年度

１．2005年度プログラムの進捗状況と今後の進め方

第1回調整会議

第1回企画運営会議

１．2005年度プログラムの決定

第2回調整会議

１．「地域づくりWG（ワーキング・グループ）」の新設について

１．施業別の「(仮)見本林･展示林」の設定について

２．希少野生動物保護管理事業にかかわる巡視計画の導入について

第1回企画運営会議

１．2006年度事業計画の体系･構造について

２．ムタコ沢での「(仮)住民協働環境管理エリア」の設定と活動報告について

２．プログラムごとの検討会合の設置について

主な議題

第2回調整会議

１．2004年度赤谷プロジェクト進捗状況の点検と評価

第1回調整会議

１．2004年度プログラムの進め方について

２．プロジェクトとほかの関係主体との関係のあり方について

第1回企画運営会議

１．2004年度事業計画の決定

6月29日

8月25日

1月26日

3月5日

1月25日

3月17日

7月1日

8月9日

1月17日

3月17日

2003年度

11月21日

3月18日

6月25日

8月11日

2004年度

２．次回企画運営会議の議題整理

２．2005年度自然環境モニタリングの進め方

第2回調整会議

１．次期施業計画編成の進捗状況

第1回調整会議

自然環境モニタリング会議、猛禽類モニタリングWG
植生管理WG、林道管理WG、カントリーコード策定WG、

環境教育計画検討委員会を設置

ほ乳類WG、渓流環境保全研究会を設置

環境教育計画WG、

ルート評価WG(林道管理WGから移行)を設置

フィールド利用マネジメントWG(ルート評価WGから移行)を設置

地域づくりＷＧを設置

・スギ保育間伐

試験地の設定

・赤谷プロジェ
クト報告会開催

（3月）

・カラマツ漸伐

試験地の設定

・赤谷プロジェ
クト報告会開

催（3月）

・いきもの村

お披露目会

（5月）
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２．次回企画運営会議の議題整理

第2回企画運営会議

１．2008年度事業計画の基本構造

２．2008年度の利根沼田森林管理署業務計画

第2回企画運営会議

１．企画運営会議と調整会議の明確な区別の仕方について

２．国有林の次期地域管理経営計画策定に向けた検討

第2回企画運営会議

１．「赤谷の森・基本構想」の決定

２．2010年度利根沼田森林管理署業務計画(案)の報告

２．協定の更新について

第2回企画運営会議

２．いきもの村利用ルールの改正について

2007年度

１．「三国山地／赤谷川／生物多様性復元計画」の推進のための協定書の更新について

１．「三国山地／赤谷川／生物多様性復元計画」の推進のための協定書の更新について

3月10日

3月30日

2010年度

第1回企画運営会議

１．2009年度赤谷プロジェクト事業の進捗状況

２．赤谷プロジェクトにおける新たな取り組みについて

第1回調整会議

１．赤谷の森・管理経営計画書について

第1回企画運営会議

１．「赤谷の森･管理経営計画書」

第2回調整会議

主な議題

第1回調整会議

１．赤谷プロジェクトのＰＲについて

２．「旧三国街道フットパス網計画」の組み立てについて

第1回企画運営会議

１．「赤谷プロジェクトの中短期的目標」の設定と社会各層へのＰＲについて

２．「猿ヶ京小学校空き校舎等検討委員会」の検討状況について

第2回調整会議

２．各ＷＧの進捗状況と今後の展開

２．次回企画運営会議に向けた議題調整

１．今後の赤谷プロジェクトに向けた各セクターからの提案

第1回調整会議

１．今後の赤谷プロジェクトに向けた各セクターからの提案・報告

第1回企画運営会議

１．赤谷プロジェクトの2008-09年度の問題意識について

２．2008年度の事業計画について

第2回調整会議

１．各セクター事務担当からの連絡事項

第1回調整会議

１．中核組織3者からの報告事項

7月19日

9月28日

2月15日

3月17日

12月3日

2009年度 12月7日

3月23日

10月14日

9月16日

8月1日

2008年度

9月28日

2月28日

3月19日

「南ヶ谷湿地保全管理計画検討会」を設置

・茂倉沢２号ダ

ムの改修

・赤谷の森

フォーラム開

催（7月）

・「赤谷の森管

理経営計画」

を策定



 

２ プロジェクト関係者間の
 

        
 

 赤谷プロジェクトでは、
を定めています。これらのルールは状況の変化に応じて
2012 年(平成 24 年)現在では、「赤谷プロジェクト『いきもの村』の施設利用ルール」
と「赤谷プロジェクトフィールド利用ルール」の２つがあります。

 
１ 「赤谷プロジェクト『いきもの村』の施設利用ルール」
  「いきもの村」を自然観察フィールドとして維持・整備していくため、「いき

もの村」の利用にあたって、赤谷プロジ
ポーターの合意のもと設定した

  「野外フィールドの利用ルール」と「建物の利用ルール」から成ります。
  2005 年(平成 17年)2

20 年)11 月、2011 年(
 
 ２ 「赤谷プロジェクトフィールド利用ルール」
  赤谷プロジェクトの関係者が
をまとめたものです。 

  災害時など、入ることができない場所についての連絡方法や安全管理について
の考え方が記載されています。また赤谷プロジェクト関係
ための「赤谷プロジェクト活動表」も
た。 

  もともとは、「赤谷プロジェクト
合意］と「赤谷プロジェクトエリアにおける調査研究活動に関する諸手続につい
て」［2008年(平成20年)8
赤谷プロジェクトの野外活動での基本的な事項を定めているにも
道を利用する場合と調査研究活動を行う場合とに分けており、わかりづら
た、内容について、赤谷プロジェクト関係者の認識が一致していない点が見られ
ました。さらに協定の対象者赤谷プロジェクト地域協議会、
関東森林管理局以外の、
ターの位置付けが不明瞭である
プロジェクトフィールド利用ルール」と
た。 

 

 

 

 

 

 
  

赤谷プロジェクト活動表
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関係者間のルール 

廣橋 潤 

        (赤谷森林ふれあい推進センター)

赤谷プロジェクトでは、さまざまな活動を円滑に進めるため、関係者間のルール
を定めています。これらのルールは状況の変化に応じて随時見直しを行っており、

現在では、「赤谷プロジェクト『いきもの村』の施設利用ルール」
と「赤谷プロジェクトフィールド利用ルール」の２つがあります。

「赤谷プロジェクト『いきもの村』の施設利用ルール」 
「いきもの村」を自然観察フィールドとして維持・整備していくため、「いき

もの村」の利用にあたって、赤谷プロジェクト関係者と赤谷プロジェクト・サ
ポーターの合意のもと設定したルールです。 
「野外フィールドの利用ルール」と「建物の利用ルール」から成ります。

)2 月の合意以降、2006 年(平成 18年)10
(平成 23 年)3 月と 3 回の改訂が行われています。

「赤谷プロジェクトフィールド利用ルール」 
赤谷プロジェクトの関係者が「赤谷の森」を利用するときの、

 
入ることができない場所についての連絡方法や安全管理について

の考え方が記載されています。また赤谷プロジェクト関係者の活動を円滑にする
ための「赤谷プロジェクト活動表」も、このルールの制定を機会に設けられまし

もともとは、「赤谷プロジェクト 林道利用のルール」［2006年
「赤谷プロジェクトエリアにおける調査研究活動に関する諸手続につい

)8月合意］の２つのルールがありました。しかし
赤谷プロジェクトの野外活動での基本的な事項を定めているにも
道を利用する場合と調査研究活動を行う場合とに分けており、わかりづら
た、内容について、赤谷プロジェクト関係者の認識が一致していない点が見られ

協定の対象者赤谷プロジェクト地域協議会、日本自然保護協議会、
、モニタリング会議メンバーと赤谷プロジェクト・サポー

ターの位置付けが不明瞭であるなどの理由から、２つのルールを統合し、「赤谷
プロジェクトフィールド利用ルール」として2012年(平成24年)3月に合意され

 

赤谷プロジェクト活動表 

  

) 

な活動を円滑に進めるため、関係者間のルール
随時見直しを行っており、

現在では、「赤谷プロジェクト『いきもの村』の施設利用ルール」
と「赤谷プロジェクトフィールド利用ルール」の２つがあります。 

「いきもの村」を自然観察フィールドとして維持・整備していくため、「いき
ェクト関係者と赤谷プロジェクト・サ

「野外フィールドの利用ルール」と「建物の利用ルール」から成ります。 
)10 月、2008 年(平成

回の改訂が行われています。 

、基本的な考え方

入ることができない場所についての連絡方法や安全管理について
者の活動を円滑にする

このルールの制定を機会に設けられまし

年(平成18年)10月
「赤谷プロジェクトエリアにおける調査研究活動に関する諸手続につい

りました。しかしどちらも
赤谷プロジェクトの野外活動での基本的な事項を定めているにもかかわらず、林
道を利用する場合と調査研究活動を行う場合とに分けており、わかりづらく、ま
た、内容について、赤谷プロジェクト関係者の認識が一致していない点が見られ

日本自然保護協議会、
モニタリング会議メンバーと赤谷プロジェクト・サポー

２つのルールを統合し、「赤谷
月に合意されまし

グーグルカレンダ
ーを活用 



 

第４節 赤谷プロジェクトを支える赤谷プロジェクト・サポーター
 
 ここでは、赤谷プロジェクトの特徴の

るとともに、実際にサポーター

 

１ 赤谷プロジェクト・サポーター制度について

 

 

 

            

                

赤谷プロジェクト・サポーター制度は、国民の森である国有林「赤谷の森」の森

林生態系管理を行う赤谷プロジェクトに

たちの意見を森林管理に生かすためのもので、赤谷プロジェクトに不可欠なもので

す。ここでは制度の発足の経緯と現状についてご紹介します。

日本自然保護協会においては、プロジェクトの構想段階から、

の会員や自然観察指導員がボランタリーな立場でプロジェクトに関われるしくみ

をもつことを、当然のことと考えていました。

そのため、2003 年(平成

誌『自然保護 ５／６月号』で「

知すると同時に、“プロジェクトへの協力者”の募集を開始しました。

その後『自然保護』の中で赤谷プロジェクトの進捗を報告するとともに、前述の

“プロジェクトへの協力者”

動や体験ツアーなどを実施し赤谷プロジェクトへの理解を深めていただきました。

2004 年(平成 16 年)5 月にはサポーターメーリングリストを開設（

で登録者数はサポーター

望者を登録していくこととなります。

 

サポーターグループの第

た。この日は赤谷プロジェクト地域協議会、日本

3 つのセクターとサポーターグループが、プロジェクトエリア内の苗畑跡地

するために集まりました。この場所は以前、国有林の

として使われていた場所で、当時使われていた作業小屋

残っていました。２日間

の村」と名づけられる活動拠点の一画が姿を見せました。

その後もいきもの村内の自然観察路の整備や教育素材の収集をするために、定期

的に 3つのセクターとサポーターグループが集うようになり、毎月第一土・日を「赤

谷の日」とすることとしました。

定期的に「赤谷の日」が開催されるようになると、赤谷プロジェクトに関する新

聞記事や『自然保護』での活動報告などをきっかけに、さまざまな方が「赤谷の日」

に参加するようになりました。一方で、１年が経過するころには、誰がサポーター

グループのメンバーなのかよくわからない状況に陥ってしまいました。そのため

2006 年(平成 18 年)3 月の企画運営会議

制度（以下、サポーター制度）”について検討し、サポーターの定義をはっきりさ

せ、2006 年(平成 18年)5
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赤谷プロジェクトを支える赤谷プロジェクト・サポーター

ここでは、赤谷プロジェクトの特徴の１つであるサポーター制度について

サポーターとして活動されている方たちの声をご

赤谷プロジェクト・サポーター制度について 

            出島 誠一 

                (日本自然保護協会

赤谷プロジェクト・サポーター制度は、国民の森である国有林「赤谷の森」の森

赤谷プロジェクトにかかわりたい方を幅広く受け入れ、その方

たちの意見を森林管理に生かすためのもので、赤谷プロジェクトに不可欠なもので

す。ここでは制度の発足の経緯と現状についてご紹介します。 

においては、プロジェクトの構想段階から、日本

の会員や自然観察指導員がボランタリーな立場でプロジェクトに関われるしくみ

をもつことを、当然のことと考えていました。 

平成 15 年)4 月の第１回準備会合）の後、自然保護協会

５／６月号』で「MIKUNI プロジェクト（仮称）」が始動することを告

すると同時に、“プロジェクトへの協力者”の募集を開始しました。

その後『自然保護』の中で赤谷プロジェクトの進捗を報告するとともに、前述の

“プロジェクトへの協力者”を「サポーターグループ」と名づけ、現地での調査活

を実施し赤谷プロジェクトへの理解を深めていただきました。

月にはサポーターメーリングリストを開設（

で登録者数はサポーター14 名・赤谷プロジェクト関係者 4 名）。その後、随時、希

望者を登録していくこととなります。 

サポーターグループの第 1回目の活動は、2004 年(平成 16年)7

赤谷プロジェクト地域協議会、日本自然保護協会、関東森林管理局の

とサポーターグループが、プロジェクトエリア内の苗畑跡地

するために集まりました。この場所は以前、国有林の スギなどの苗木を作る苗畑

として使われていた場所で、当時使われていた作業小屋も葛
く ず

や草木に埋もれたまま

残っていました。２日間の手作業でこの建物の修理と掃除を行い、その後「いきも

の村」と名づけられる活動拠点の一画が姿を見せました。 

その後もいきもの村内の自然観察路の整備や教育素材の収集をするために、定期

とサポーターグループが集うようになり、毎月第一土・日を「赤

谷の日」とすることとしました。 

定期的に「赤谷の日」が開催されるようになると、赤谷プロジェクトに関する新

聞記事や『自然保護』での活動報告などをきっかけに、さまざまな方が「赤谷の日」

に参加するようになりました。一方で、１年が経過するころには、誰がサポーター

プのメンバーなのかよくわからない状況に陥ってしまいました。そのため

月の企画運営会議において、“赤谷プロジェクト・サポーター

制度（以下、サポーター制度）”について検討し、サポーターの定義をはっきりさ

)5 月から正式に運用を開始しました。 

赤谷プロジェクトを支える赤谷プロジェクト・サポーター 

つであるサポーター制度についてご紹介す

ご紹介します。 

自然保護協会) 

 

赤谷プロジェクト・サポーター制度は、国民の森である国有林「赤谷の森」の森

たい方を幅広く受け入れ、その方

たちの意見を森林管理に生かすためのもので、赤谷プロジェクトに不可欠なもので

日本自然保護協会

の会員や自然観察指導員がボランタリーな立場でプロジェクトに関われるしくみ

自然保護協会会報
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すると同時に、“プロジェクトへの協力者”の募集を開始しました。 

その後『自然保護』の中で赤谷プロジェクトの進捗を報告するとともに、前述の

を「サポーターグループ」と名づけ、現地での調査活

を実施し赤谷プロジェクトへの理解を深めていただきました。

月にはサポーターメーリングリストを開設（この年 7 月時点

。その後、随時、希

)7 月 24～25 日でし

、関東森林管理局の

とサポーターグループが、プロジェクトエリア内の苗畑跡地を整備

スギなどの苗木を作る苗畑

や草木に埋もれたまま

手作業でこの建物の修理と掃除を行い、その後「いきも

その後もいきもの村内の自然観察路の整備や教育素材の収集をするために、定期

とサポーターグループが集うようになり、毎月第一土・日を「赤

定期的に「赤谷の日」が開催されるようになると、赤谷プロジェクトに関する新

聞記事や『自然保護』での活動報告などをきっかけに、さまざまな方が「赤谷の日」

に参加するようになりました。一方で、１年が経過するころには、誰がサポーター

プのメンバーなのかよくわからない状況に陥ってしまいました。そのため

、“赤谷プロジェクト・サポーター

制度（以下、サポーター制度）”について検討し、サポーターの定義をはっきりさ
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サポーター制度は、幅広く国民が参加できることを意識して設計しました。毎年

１回更新を行う登録制とし、登録にあたっては、①プロジェクトの理念に共感し、

プロジェクト推進に協力してくださる方、②ボランタリーな立場でプロジェクトの

活動に加わってくださる方、③サポーターとして“公益”を担う意識を持って活動

することを自覚してくださる方という、３つの条件を提示しています。 

赤谷プロジェクト・サポーターは、当初、日本自然保護協会の会員を対象に募集

を始めたこともあり、赤谷プロジェクト関係者からも「赤谷プロジェクトのサポー

ターではなく、日本自然保護協会のサポーターではないか？」と発言されることも

ありました。しかし、2006 年度(平成 18 年度)から正式に赤谷プロジェクト・サポ

ーター制度が整備されたこと、何よりも、サポーターの方々のモニタリング活動な

どによるデータの蓄積、自然情報の蓄積による赤谷プロジェクトへの貢献から、現

在では、赤谷プロジェクトに不可欠な存在として認識されています。 

 

一方で課題もあります。サポーターの方々は自然に関する深い知識とさまざまな

技術を持ち、さまざまな期待や希望を持ってこの赤谷プロジェクトに参加されてい

ます。事務局は、このようなサポーターの思いや技術、知識を、「赤谷の森」の管

理に生かせるようマネジメントしなければならないのですが、現時点では十分なマ

ネジメントができているとはいえません。 

今後は、サポーターの方々の知識や技術、それに基づく意見を「赤谷の森」の管

理に十分に生かせるよう、また、より幅広い方たちが「赤谷の森」の管理に関われ

るような取り組みを進めていきたいと考えています。 
 

 
 
  

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

(H19年） (H20年） (H21年） (H22年） (H23年） (H24年）

登録者数 44名 48名 49名 49名 48名 52名

サポーター登録者数の推移

2007 年(平成 19年)8 月赤谷の日にて 



 

２ 国有林におけるサポーター活動の意義

 

藤代

(森林放射性物質汚染対策センター

(元赤谷森林環境保全ふれあいセンター担当官

赤谷プロジェクトの理念に共感し、

ティアの方たちを「赤谷プロジェクト・サポーター」（以下、サポーター）と呼ん

でいます。 

私はサポーターとして３年、赤谷森林環境保全ふれあいセンター職員として２年、

サポーターの皆さんといっしょにさまざまな活動をしてきました。そのなかで感じ

た国有林におけるサポーター活動の意義とその難しさについて、触れたいと思いま

す。 

 

2011 年度(平成 23 年度

けた毎月第一土・日の共同作業日を、主な活動の機会としています。

みなかみ町近郊のボランティア希望者は地域協議会に加入し、地域協議会と

参加することが多いので、サポーターは基本的には地域外のボランティア希望者が

大半となります。群馬県内の方もいらっしゃいますが、その多くが他県の方であり、

東京や横浜など首都圏から参加される方も少なくありません。

参加の動機はさまざまですが、皆さんが魅力を感じるのは「この活動が国有林の

管理経営に生かされる」点だと感じます。自然観察なら近隣の環境でも可能ですが、

サポーター活動であれば、その結果が自己完結ではなく広く社会の役に立つ可能性

があります。こういった点に魅力を見いだす皆さんからは、

する熱意や高いモチベーションが感じられます。

サポーターの興味の対象は多種多様です。希少種を中心とした植物・動物種や森

林・渓流・湿地などの環境、また地域社会と自然環境のかかわり方や赤谷プロジェ

クトそのものへの興味など、人の数だけ興味の対象があると考えて良いほど。

このようなサポーターと地域住民、

である「赤谷の日」は新しい発見や刺激も多く大変楽しいものですが、多様な主体

が参加するため、対立する意見や考え方の調整にも相当の時間と労力を要するのが

実態です。例えば、赤谷プロジェクトとしてあるべき姿、特定の希少種やその生息

環境の扱い、科学的視点の取り入れ方、地域とのかかわり方などについては、それ

ぞれの意見が交錯し、共通の認識を得ることは簡単ではありません。意見が折り合

わず、検討委員会を立ち上げるケースもありましたし、議論が平行線をたどり調査

活動自体が足踏みするようなこともあり、少々不

 

私たち林野庁は森林に対する国民の意識やニーズの多様化に応えるべく、「開かれ

た国有林」をめざし各種政策を展開しています。直接国有林の管理経営に国民の声

を反映させる方法として、森林計画作成時に公告縦覧を行い、意見を伺う機会を設

けていますが、一般の方からすると自分の生活と直接かかわりの少ない国有林は遠

い存在に映るためか、決して多くの具体的意見が寄せられるわけではありません。

しかしながら、赤谷の日のような機会を設けていれば、多種多様な具体的な意見

が数多く出てきます。それは同じフィ

し、汗を流し、議論をして、初めて出てくるものだと感じました。

赤谷プロジェクトは、国有林における官民協働によるモデルプロジェクトとして、

生物多様性復元に向けた具体的な施業などについて取り組んでいますが、国民の意
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国有林におけるサポーター活動の意義 

藤代 和成 

森林放射性物質汚染対策センター) 

元赤谷森林環境保全ふれあいセンター担当官

赤谷プロジェクトの理念に共感し、その目標実現に向けてともに活動する

「赤谷プロジェクト・サポーター」（以下、サポーター）と呼ん

私はサポーターとして３年、赤谷森林環境保全ふれあいセンター職員として２年、

サポーターの皆さんといっしょにさまざまな活動をしてきました。そのなかで感じ

た国有林におけるサポーター活動の意義とその難しさについて、触れたいと思いま

年度)末現在サポーター登録者は約 52名。「赤谷の日」と名

た毎月第一土・日の共同作業日を、主な活動の機会としています。

みなかみ町近郊のボランティア希望者は地域協議会に加入し、地域協議会と

参加することが多いので、サポーターは基本的には地域外のボランティア希望者が

大半となります。群馬県内の方もいらっしゃいますが、その多くが他県の方であり、

東京や横浜など首都圏から参加される方も少なくありません。 

参加の動機はさまざまですが、皆さんが魅力を感じるのは「この活動が国有林の

管理経営に生かされる」点だと感じます。自然観察なら近隣の環境でも可能ですが、

サポーター活動であれば、その結果が自己完結ではなく広く社会の役に立つ可能性

があります。こういった点に魅力を見いだす皆さんからは、赤谷プロジェクトに対

熱意や高いモチベーションが感じられます。 

サポーターの興味の対象は多種多様です。希少種を中心とした植物・動物種や森

林・渓流・湿地などの環境、また地域社会と自然環境のかかわり方や赤谷プロジェ

クトそのものへの興味など、人の数だけ興味の対象があると考えて良いほど。

このようなサポーターと地域住民、日本自然保護協会、国有林職員の共同作業日

である「赤谷の日」は新しい発見や刺激も多く大変楽しいものですが、多様な主体

が参加するため、対立する意見や考え方の調整にも相当の時間と労力を要するのが

実態です。例えば、赤谷プロジェクトとしてあるべき姿、特定の希少種やその生息

環境の扱い、科学的視点の取り入れ方、地域とのかかわり方などについては、それ

ぞれの意見が交錯し、共通の認識を得ることは簡単ではありません。意見が折り合

わず、検討委員会を立ち上げるケースもありましたし、議論が平行線をたどり調査

活動自体が足踏みするようなこともあり、少々不毛とも感じることもありました。

私たち林野庁は森林に対する国民の意識やニーズの多様化に応えるべく、「開かれ

た国有林」をめざし各種政策を展開しています。直接国有林の管理経営に国民の声

を反映させる方法として、森林計画作成時に公告縦覧を行い、意見を伺う機会を設

けていますが、一般の方からすると自分の生活と直接かかわりの少ない国有林は遠

い存在に映るためか、決して多くの具体的意見が寄せられるわけではありません。

しかしながら、赤谷の日のような機会を設けていれば、多種多様な具体的な意見

が数多く出てきます。それは同じフィールドで官民ともに共通の目標をめざし活動

し、汗を流し、議論をして、初めて出てくるものだと感じました。

赤谷プロジェクトは、国有林における官民協働によるモデルプロジェクトとして、

生物多様性復元に向けた具体的な施業などについて取り組んでいますが、国民の意

元赤谷森林環境保全ふれあいセンター担当官) 

   

その目標実現に向けてともに活動するボラン

「赤谷プロジェクト・サポーター」（以下、サポーター）と呼ん

私はサポーターとして３年、赤谷森林環境保全ふれあいセンター職員として２年、

サポーターの皆さんといっしょにさまざまな活動をしてきました。そのなかで感じ

た国有林におけるサポーター活動の意義とその難しさについて、触れたいと思いま

名。「赤谷の日」と名づ

た毎月第一土・日の共同作業日を、主な活動の機会としています。 

みなかみ町近郊のボランティア希望者は地域協議会に加入し、地域協議会として

参加することが多いので、サポーターは基本的には地域外のボランティア希望者が

大半となります。群馬県内の方もいらっしゃいますが、その多くが他県の方であり、

参加の動機はさまざまですが、皆さんが魅力を感じるのは「この活動が国有林の

管理経営に生かされる」点だと感じます。自然観察なら近隣の環境でも可能ですが、

サポーター活動であれば、その結果が自己完結ではなく広く社会の役に立つ可能性

プロジェクトに対

サポーターの興味の対象は多種多様です。希少種を中心とした植物・動物種や森

林・渓流・湿地などの環境、また地域社会と自然環境のかかわり方や赤谷プロジェ

クトそのものへの興味など、人の数だけ興味の対象があると考えて良いほど。 

、国有林職員の共同作業日

である「赤谷の日」は新しい発見や刺激も多く大変楽しいものですが、多様な主体

が参加するため、対立する意見や考え方の調整にも相当の時間と労力を要するのが

実態です。例えば、赤谷プロジェクトとしてあるべき姿、特定の希少種やその生息

環境の扱い、科学的視点の取り入れ方、地域とのかかわり方などについては、それ

ぞれの意見が交錯し、共通の認識を得ることは簡単ではありません。意見が折り合

わず、検討委員会を立ち上げるケースもありましたし、議論が平行線をたどり調査

毛とも感じることもありました。 

私たち林野庁は森林に対する国民の意識やニーズの多様化に応えるべく、「開かれ

た国有林」をめざし各種政策を展開しています。直接国有林の管理経営に国民の声

を反映させる方法として、森林計画作成時に公告縦覧を行い、意見を伺う機会を設

けていますが、一般の方からすると自分の生活と直接かかわりの少ない国有林は遠

い存在に映るためか、決して多くの具体的意見が寄せられるわけではありません。 

しかしながら、赤谷の日のような機会を設けていれば、多種多様な具体的な意見

ールドで官民ともに共通の目標をめざし活動

し、汗を流し、議論をして、初めて出てくるものだと感じました。 

赤谷プロジェクトは、国有林における官民協働によるモデルプロジェクトとして、

生物多様性復元に向けた具体的な施業などについて取り組んでいますが、国民の意



 

見の反映といった点においても先進事例だと思います。

自然保護協会からは自然保護に関する声を、赤谷プロジェクト地域協議会からは

地元の声を、そしてサポーターからは生活圏に森林を有しない、いわば「都市型住

民」の森林に対する声を得ることができます。

あまねく国民の声を得ることは本当に大変難しいと思いますが、このような取り

組みを通して、広く「森林に強いこだわりのある国民」の声を得ることは可能です。

確かに時間と労力を必要としますが、真に開かれた国有林の体現を思うとき、１

つの有効かつ効率的な手段なのではないかと思います。

2009 年(平成

2012

窯開け前の不安そうな様子の筆者
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見の反映といった点においても先進事例だと思います。 

からは自然保護に関する声を、赤谷プロジェクト地域協議会からは

地元の声を、そしてサポーターからは生活圏に森林を有しない、いわば「都市型住

民」の森林に対する声を得ることができます。 

ることは本当に大変難しいと思いますが、このような取り

組みを通して、広く「森林に強いこだわりのある国民」の声を得ることは可能です。

確かに時間と労力を必要としますが、真に開かれた国有林の体現を思うとき、１

つの有効かつ効率的な手段なのではないかと思います。 

平成 21年)3 月赤谷の日 

2012 年(平成 24年)3 月「赤谷の日」 

窯開け前の不安そうな様子の筆者(左)。どうにか成功(右) 

からは自然保護に関する声を、赤谷プロジェクト地域協議会からは

地元の声を、そしてサポーターからは生活圏に森林を有しない、いわば「都市型住

ることは本当に大変難しいと思いますが、このような取り

組みを通して、広く「森林に強いこだわりのある国民」の声を得ることは可能です。 

確かに時間と労力を必要としますが、真に開かれた国有林の体現を思うとき、１

  



 

３ サポーター活動に参加して

○ クマカタに導かれて 

       

 赤谷プロジェクトが本格的な活動に入ったのは、

時はまだ毎月第１週の土・日という決まりはなく、最初の招集は

日でした。 

 参加したサポーターは８名。

なく、サポーターとしての参加だったと思

しばらく使われていなかった

で、再生できるとはとても思え

り、赤谷森林環境保全ふれあい

お茶を飲みながら、横山さんが熱っぽく

い出します。 

私が赤谷プロジェクトに参加するきっかけとなったのは、その年の

ら雪の阿能川岳に登った時、頭上を悠然と舞うクマタカを見て興味を抱いたから

そのときは大きな鳥だなあ、格好いいなあと思っただけで、名前も分からず

日本自然保護協会に問い合わせた

と教えてくれたのが、茅野さん

ポーターを募集していると聞き、迷わずに参加を決めたの

登山を趣味とする私は、住居の関係から上信越の人の少ないマイナーな藪山が好き

で、なかでも藪こぎなしでは登れない小出俣山や阿能川岳

の「赤谷の森」はわがフィールドであり、この地域になにがしか

るのがうれしかったのです。

 

あれから８年が経過しまし

鈴木さんが相変わらずサポーターの中心として

です。また、最近赤谷森林環境保全ふれあい

懐かしくもありうれしかった。手先が器用でノスリの見張り台やムササビの家

際よく作ってくれた石坂さんには刃物の研ぎ方を教えてもらい、お

に包丁研ぎをし、女房殿の点数稼ぎをしてい

げということがいえるわけで

 

現在活動されている皆さんは動植物に造形深い方が多

ており感心しますが、私自身は６年前に毎日が日曜日の年金生活者となり

るはずなのですが、最近はあまり参加

所属する山岳会などの行事と重なる

がすぐ見えないことにも何か物足りないものを感じている

年、東日本大震災で被災した気仙沼市や陸前高田市で

に参加しましたが、こちらはやればやるだけ目に見えて結果が出て、被災者には本当

に喜んでもらえ、こちらも「ああ、来てよかったなあ」としみじみ思ったもの

赤谷プロジェクトも初めのころ

結果がすぐに分かり、それなりに満足感を味わう

査にしても、テン糞モニタリング

びつくのか分かりにいのが悩み
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サポーター活動に参加して  

 

赤澤 東洋
とうよう

 

       (赤谷プロジェクト・サポーター) 

赤谷プロジェクトが本格的な活動に入ったのは、2004 年(平成 16 年

時はまだ毎月第１週の土・日という決まりはなく、最初の招集は 7月

参加したサポーターは８名。そのころ出島さんはまだ日本自然保護協会

なく、サポーターとしての参加だったと思います。 

しばらく使われていなかった小屋は、背丈を超す雑草に覆われ、まさに廃屋そのもの

るとはとても思えませんでした。慣れない草刈り作業に汗だくだくとな

森林環境保全ふれあいセンターが用意してくれたクーラーボックスの冷たい

お茶を飲みながら、横山さんが熱っぽく赤谷プロジェクトの将来を語っていたのを思

プロジェクトに参加するきっかけとなったのは、その年の

ら雪の阿能川岳に登った時、頭上を悠然と舞うクマタカを見て興味を抱いたから

は大きな鳥だなあ、格好いいなあと思っただけで、名前も分からず

に問い合わせたところ、「黒と白の横縞の特徴からクマタカでしょう

と教えてくれたのが、茅野さんでした。そして赤谷プロジェクトが正式に発足し、サ

と聞き、迷わずに参加を決めたのでした。 

住居の関係から上信越の人の少ないマイナーな藪山が好き

しでは登れない小出俣山や阿能川岳など赤谷プロジェクト対象

フィールドであり、この地域になにがしかかか

。 

ました。サポーターの顔ぶれも変わりまし

鈴木さんが相変わらずサポーターの中心としてがんばってくれているのは心強い限り

赤谷森林環境保全ふれあいセンターの石坂さんが復帰されたのは

しかった。手先が器用でノスリの見張り台やムササビの家

際よく作ってくれた石坂さんには刃物の研ぎ方を教えてもらい、おかげ

に包丁研ぎをし、女房殿の点数稼ぎをしていますが、これも赤谷プロジェクトのお

えるわけです。 

現在活動されている皆さんは動植物に造形深い方が多く、大変熱心でよく勉強され

が、私自身は６年前に毎日が日曜日の年金生活者となり

が、最近はあまり参加できないでいます。第１週の土・日というのは、

の行事と重なることが多い上に、ボランティア活動としての結果

にも何か物足りないものを感じていることもあります

年、東日本大震災で被災した気仙沼市や陸前高田市でがれき処理のボランティア

たが、こちらはやればやるだけ目に見えて結果が出て、被災者には本当

に喜んでもらえ、こちらも「ああ、来てよかったなあ」としみじみ思ったもの

ころの草刈りにしても、南ヶ谷湿原の水路堀りにしても、

結果がすぐに分かり、それなりに満足感を味わうことができたのです

モニタリングにしても、これがどう「生物多様性復元計画」に結

いのが悩みです。豊凶調査はその先に、ツキノワグマ出没との関

 
 

年)7月からで、当

月 24～25 日の土・

日本自然保護協会の職員では

小屋は、背丈を超す雑草に覆われ、まさに廃屋そのもの

。慣れない草刈り作業に汗だくだくとな

センターが用意してくれたクーラーボックスの冷たい

プロジェクトの将来を語っていたのを思

プロジェクトに参加するきっかけとなったのは、その年の 3月、仏岩峠か

ら雪の阿能川岳に登った時、頭上を悠然と舞うクマタカを見て興味を抱いたからです。

は大きな鳥だなあ、格好いいなあと思っただけで、名前も分からず、下山後

黒と白の横縞の特徴からクマタカでしょう」

た。そして赤谷プロジェクトが正式に発足し、サ

 

住居の関係から上信越の人の少ないマイナーな藪山が好き

赤谷プロジェクト対象

かかわることができ

りましたが、川端さん、

ってくれているのは心強い限り

センターの石坂さんが復帰されたのは、

しかった。手先が器用でノスリの見張り台やムササビの家など手

かげで今は定期的

が、これも赤谷プロジェクトのおか

く、大変熱心でよく勉強され

が、私自身は６年前に毎日が日曜日の年金生活者となり、ひまがあ

。第１週の土・日というのは、

活動としての結果

ります。２０１１

ボランティア活動

たが、こちらはやればやるだけ目に見えて結果が出て、被災者には本当

に喜んでもらえ、こちらも「ああ、来てよかったなあ」としみじみ思ったものです。

の草刈りにしても、南ヶ谷湿原の水路堀りにしても、

ですが、今の豊凶調

にしても、これがどう「生物多様性復元計画」に結

ツキノワグマ出没との関



 

連性や奥山放獣への可能性など

 今年７０歳になり、元気を装っているものの、内実は足腰

いつまでできるか分かりません

ーは続けていきたいと思ってい

 

○ さまざまな達人から学んで

 

         

７月の暑い夏の日に、「いきもの村

クトのサポーター活動に参加してから８年が経ちました。その間に「赤谷の森」の四

季の変化の観察や、地域の方やサポーター仲間との交流を通していろいろなことを体

験することができました。充実した８年間だったような気がします。

なかでも炭窯作りから体験できた炭焼きプロジェクトや、木の実のなり具合を調査

する豊凶調査は、主体的に関わらせていただくことで貴重な体験ができたと思います。

炭焼きプロジェクトでは、地元の先輩のみなさんの指導とそのなかでの

は、私たちが忘れてはいけない知恵が詰まっていたと思います。木の実の豊凶調査で

は、「赤谷の森」の四季の変化の中で、樹木と虫や動物たちの相互のかかわり合いを勉

強することができました。 

一方、サポーター仲間にはさまざまな経験や知識を持った方々が多く、

の活動を楽しくしてくれます。三国の山々の達人、縄ないの達人、釣りの達人、蝶、

鳥、水生昆虫、植物、ヒル、カメラの専門家などなど。いっしょに活

くことでいろいろ勉強できます。残念なのは８年間続いている方が少なく、気がつく

とメンバーチェンジしてしまっていることが多い点です。

サポーター活動を続けていて感じる課題は、自分の活動が自己満足だけに終わって

いるのではないかという危惧
き ぐ

性の復元」「持続的な地域社会づくり」にしても結果がすぐに見えないテーマのせいか、

サポーター活動がそこにどの

えないでいます。さらに遠方からの参加では、できることに限りがあり限界も感じて

います。 

サポーター活動の意義は、

ェクトの目標を共有することだと思います。すぐには結果の出ない目標に向けて、細

くても息の長い活動を継続するためには、参加者自身のモチベーション維持が必要で

す。同時に、日々のサポーター活動と大きな赤谷プロジェクト目標との結び

目に見えるようにする工夫も運営事務局に期待します。

豊凶調査の様子 
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などが計れるようになればいいのにと思います

今年７０歳になり、元気を装っているものの、内実は足腰がだいぶ弱ってき

りませんが、まあ、あまり気負わず無理のない範囲でサポータ

ーは続けていきたいと思っています。 

さまざまな達人から学んで 

川端 自人
よりひと

 

         （赤谷プロジェクトサポーター）

 

いきもの村」の「村の家」の前に集合して、赤谷プロジェ

クトのサポーター活動に参加してから８年が経ちました。その間に「赤谷の森」の四

季の変化の観察や、地域の方やサポーター仲間との交流を通していろいろなことを体

験することができました。充実した８年間だったような気がします。

なかでも炭窯作りから体験できた炭焼きプロジェクトや、木の実のなり具合を調査

する豊凶調査は、主体的に関わらせていただくことで貴重な体験ができたと思います。

炭焼きプロジェクトでは、地元の先輩のみなさんの指導とそのなかでの

は、私たちが忘れてはいけない知恵が詰まっていたと思います。木の実の豊凶調査で

は、「赤谷の森」の四季の変化の中で、樹木と虫や動物たちの相互のかかわり合いを勉

 

一方、サポーター仲間にはさまざまな経験や知識を持った方々が多く、

の活動を楽しくしてくれます。三国の山々の達人、縄ないの達人、釣りの達人、蝶、

鳥、水生昆虫、植物、ヒル、カメラの専門家などなど。いっしょに活

くことでいろいろ勉強できます。残念なのは８年間続いている方が少なく、気がつく

とメンバーチェンジしてしまっていることが多い点です。 

サポーター活動を続けていて感じる課題は、自分の活動が自己満足だけに終わって

危惧
き ぐ

です。赤谷プロジェクトが掲げる目的である「生物多様

性の復元」「持続的な地域社会づくり」にしても結果がすぐに見えないテーマのせいか、

サポーター活動がそこにどのように貢献できる・できたのか、個人的にはまだよく見

えないでいます。さらに遠方からの参加では、できることに限りがあり限界も感じて

、普通の人たちが自分の得意な面を生かして、赤谷プロジ

ェクトの目標を共有することだと思います。すぐには結果の出ない目標に向けて、細

くても息の長い活動を継続するためには、参加者自身のモチベーション維持が必要で

す。同時に、日々のサポーター活動と大きな赤谷プロジェクト目標との結び

目に見えるようにする工夫も運営事務局に期待します。 

 

 

 
 
 
 
 
 

炭焼きの様子

います。 

弱ってきました。

が、まあ、あまり気負わず無理のない範囲でサポータ

（赤谷プロジェクトサポーター） 

の「村の家」の前に集合して、赤谷プロジェ

クトのサポーター活動に参加してから８年が経ちました。その間に「赤谷の森」の四

季の変化の観察や、地域の方やサポーター仲間との交流を通していろいろなことを体

験することができました。充実した８年間だったような気がします。 

なかでも炭窯作りから体験できた炭焼きプロジェクトや、木の実のなり具合を調査

する豊凶調査は、主体的に関わらせていただくことで貴重な体験ができたと思います。

炭焼きプロジェクトでは、地元の先輩のみなさんの指導とそのなかでの技
わ ざ

や経験談に

は、私たちが忘れてはいけない知恵が詰まっていたと思います。木の実の豊凶調査で

は、「赤谷の森」の四季の変化の中で、樹木と虫や動物たちの相互のかかわり合いを勉

一方、サポーター仲間にはさまざまな経験や知識を持った方々が多く、「赤谷の日」

の活動を楽しくしてくれます。三国の山々の達人、縄ないの達人、釣りの達人、蝶、

鳥、水生昆虫、植物、ヒル、カメラの専門家などなど。いっしょに活動させていただ

くことでいろいろ勉強できます。残念なのは８年間続いている方が少なく、気がつく

サポーター活動を続けていて感じる課題は、自分の活動が自己満足だけに終わって

です。赤谷プロジェクトが掲げる目的である「生物多様

性の復元」「持続的な地域社会づくり」にしても結果がすぐに見えないテーマのせいか、

ように貢献できる・できたのか、個人的にはまだよく見

えないでいます。さらに遠方からの参加では、できることに限りがあり限界も感じて

普通の人たちが自分の得意な面を生かして、赤谷プロジ

ェクトの目標を共有することだと思います。すぐには結果の出ない目標に向けて、細

くても息の長い活動を継続するためには、参加者自身のモチベーション維持が必要で

す。同時に、日々のサポーター活動と大きな赤谷プロジェクト目標との結びつけを、

の様子 


