
第１期の取り組みとその成果

この章では、3つのセクターによる約

理経営計画」や茂倉沢における

ご紹介します。 

第１節
 

１ 「赤谷の森・基本構想」

 

      

        

 2010 年(平成 22年)3 月、赤谷プロジェクトに

国の機関は、協働で、森づくりの進め方を「赤谷の森・基本構想」として取りまと

めました。私は当時、関東森林管理局職員としてこれに携わったので、その経緯

どについて私見を述べます。

 赤谷プロジェクトでは、

赤谷川・生物多様性復元計画

枠組みを明らかにした後、分野別のワーキング

各種のモニタリングなど

的に行われてきました。

 前例のない協働の枠組みは各方面で高く評価されていましたが、プロジェクト開

始後数年が経過する中で、より幅広い層の

理念だけでなく、わかりやすく具体的な目標を掲げるとともに、活動の成果を目に

見える形にすることが重要と考えていました。また、それぞれの活動の相乗効果を

上げていくためには、個々の活動を結ぶ体系的な方針が必要となっていました。

 一方、協定においては、「関東森林管

見については、地域管理経営計画等に反映するよう努める」としていました。同計

画は、関係法令に基づき森林管理局長が案を示し

こととされています。しかし、猛禽、ほ乳類、昆虫、植物などを総合的に

よりよい生態系に復元していくと同時に、人と森林との新たな関わりを構築してい

くという赤谷プロジェクトの取

画案の作成手法では十分には対応できないと考えました。

 このようなことから、

ＷＧを中心に森林の取り扱い方針を組み上げてい

た。そして、大きな期待と戸惑いを混在させつつ、前例のない検討が開始されまし

た。 

 めざすべき目標をどのように定めるか、どの森林で、いつ、何をするかをどうや

って決めるか、モニタリングの成果をその後の活動にどう反映させるか、貴重な湿

地の保全のために何をすべき（すべきでない）か、新たな地域との

的に盛り込めないか、など

「赤谷の森・基本構想」は、従来の
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第２章 
第１期の取り組みとその成果 

 
 
 

つのセクターによる約 1年間の議論を経て策定した

における治山堰堤の改修工事など、具体的な取り組みについて

 
第１節 赤谷の森 管理経営計画の策定

」の作成について 

藤江達之 

      (森林総合研究所総務部長) 

        （元関東森林管理局計画部長） 

月、赤谷プロジェクトにかかわる地域住民・自然保護団体・

、森づくりの進め方を「赤谷の森・基本構想」として取りまと

めました。私は当時、関東森林管理局職員としてこれに携わったので、その経緯

について私見を述べます。 

赤谷プロジェクトでは、2004 年(平成 16年)に関係者の間で締結した「

生物多様性復元計画」の推進のための協定において基本的な理念や協働の

枠組みを明らかにした後、分野別のワーキング・グループ（以下、ＷＧ）

などを進めるとともに、サポーターや地域の人々の活動が継続

的に行われてきました。 

前例のない協働の枠組みは各方面で高く評価されていましたが、プロジェクト開

始後数年が経過する中で、より幅広い層の方々の参画や協力を得ていくためには、

理念だけでなく、わかりやすく具体的な目標を掲げるとともに、活動の成果を目に

見える形にすることが重要と考えていました。また、それぞれの活動の相乗効果を

上げていくためには、個々の活動を結ぶ体系的な方針が必要となっていました。

一方、協定においては、「関東森林管理局長は、赤谷プロジェクトで得られた知

見については、地域管理経営計画等に反映するよう努める」としていました。同計

画は、関係法令に基づき森林管理局長が案を示し、関係者の意見を聞いて策定する

こととされています。しかし、猛禽、ほ乳類、昆虫、植物などを総合的に

よりよい生態系に復元していくと同時に、人と森林との新たな関わりを構築してい

くという赤谷プロジェクトの取り組みには、複眼的な視点が必要であり、通常の計

画案の作成手法では十分には対応できないと考えました。 

このようなことから、2008 年(平成 20 年)に、専門的な議論と活動を進めてきた

森林の取り扱い方針を組み上げていってはどうかとの提案をしまし

た。そして、大きな期待と戸惑いを混在させつつ、前例のない検討が開始されまし

べき目標をどのように定めるか、どの森林で、いつ、何をするかをどうや

って決めるか、モニタリングの成果をその後の活動にどう反映させるか、貴重な湿

地の保全のために何をすべき（すべきでない）か、新たな地域との

的に盛り込めないか、などさまざまな議論が重ねられました。その結果作成された

基本構想」は、従来の国有林野の計画には見られないユニークな内容

年間の議論を経て策定した「赤谷の森 管

治山堰堤の改修工事など、具体的な取り組みについて

管理経営計画の策定 

 

 

地域住民・自然保護団体・

、森づくりの進め方を「赤谷の森・基本構想」として取りまと

めました。私は当時、関東森林管理局職員としてこれに携わったので、その経緯な

に関係者の間で締結した「三国山地/

において基本的な理念や協働の

（以下、ＷＧ）を設けて

や地域の人々の活動が継続

前例のない協働の枠組みは各方面で高く評価されていましたが、プロジェクト開

参画や協力を得ていくためには、

理念だけでなく、わかりやすく具体的な目標を掲げるとともに、活動の成果を目に

見える形にすることが重要と考えていました。また、それぞれの活動の相乗効果を

上げていくためには、個々の活動を結ぶ体系的な方針が必要となっていました。 

理局長は、赤谷プロジェクトで得られた知

見については、地域管理経営計画等に反映するよう努める」としていました。同計

関係者の意見を聞いて策定する

こととされています。しかし、猛禽、ほ乳類、昆虫、植物などを総合的にとらえて、

よりよい生態系に復元していくと同時に、人と森林との新たな関わりを構築してい

には、複眼的な視点が必要であり、通常の計

、専門的な議論と活動を進めてきた

てはどうかとの提案をしまし

た。そして、大きな期待と戸惑いを混在させつつ、前例のない検討が開始されまし

べき目標をどのように定めるか、どの森林で、いつ、何をするかをどうや

って決めるか、モニタリングの成果をその後の活動にどう反映させるか、貴重な湿

地の保全のために何をすべき（すべきでない）か、新たな地域とのかかわりを具体

な議論が重ねられました。その結果作成された

国有林野の計画には見られないユニークな内容



となりました。 

 通常、立場が異なると、発想や言葉遣い、物事の進め方が異なるため、議論が

ったくかみ合わないことも多々あります。しかしながら具体的なプランを協働して

作り上げていくためには、関係者が

話を聞き、相手の言葉の裏や気持ちを

た姿勢が求められます。赤谷プロジェクトでは

適度な緊張関係の下に信頼関係の基礎が築かれていたために、活動を担う複数の主

体がプランづくりに一から

考えています。 

 協働によるプランづくりは、一朝一夕にできるものではなく、問題意識を再確認

しつつ試行的な議論を積み重ねていくといった苦労が必要ですが、多様なニーズの

調整方法として有効性が高く、得られるものは大きいことを強く実感しました。

 

 

 

２ 赤谷の森 管理経営計画について

 

    

 

１ 経緯 

 2010 年(平成 22)年度において、

会、関東森林管理局の３つのセクター

谷の森 管理経営計画」は、前年度に取りまとめた「赤谷の森・基本構想」を基に

しており、この構想を含めると

歳月が費やされたことになります。

 このように多くの時間をかけたのは、赤谷プロジェクトの特徴である「３

セクターによる協働」のためていねいに進めたことはもちろんですが、今後５年

間［2011～15 年度(平成

めるのは初めてであり、しかも公表することから、通常の計画とは異なり、いか

にして赤谷プロジェクトらしさを出していく

 赤谷プロジェクトでは、森の動植物や人と森のかかわりを対象として７つのワ

ーキング・グループ（以下、ＷＧ

さまざまな動植物が生息・生育できる生物多様性の高い森づくりに取り組んでい

る植生管理ＷＧが、「赤谷の森

生管理ＷＧは、例年であれば２～３回／年の打ち合わせが、

度)は現地検討会を含めて７回開催するなど精力的に取り組み、その後、ほかのＷ

Ｇに照会・調整し、サポーターや地元の皆さんとも意見交換をした上で企画運営

会議に諮り、取りまとめました。

 なお、赤谷プロジェクトが始まったのは

って間もないことから、

区 第３次地域管理経営計画」には具体的な

 

２  特徴 

「赤谷の森 管理経営計画」は、策定経緯も含めて通常の計画と比べると次のよ

うな特徴があります。 
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通常、立場が異なると、発想や言葉遣い、物事の進め方が異なるため、議論が

かみ合わないことも多々あります。しかしながら具体的なプランを協働して

作り上げていくためには、関係者が当事者として主体的に参画し、

話を聞き、相手の言葉の裏や気持ちをおもんぱかり、解決策を模索していくといっ

た姿勢が求められます。赤谷プロジェクトでは、それまでの活動の積み重ねにより

適度な緊張関係の下に信頼関係の基礎が築かれていたために、活動を担う複数の主

体がプランづくりに一からかかわるという、前例のない取り組みが可能となったと

協働によるプランづくりは、一朝一夕にできるものではなく、問題意識を再確認

しつつ試行的な議論を積み重ねていくといった苦労が必要ですが、多様なニーズの

調整方法として有効性が高く、得られるものは大きいことを強く実感しました。

管理経営計画について 

齋藤 哲 

    (関東森林管理局計画課長) 

年度において、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３つのセクターによる約１年間の議論を経て策定した「赤

管理経営計画」は、前年度に取りまとめた「赤谷の森・基本構想」を基に

しており、この構想を含めると「赤谷の森 管理経営計画」には、

歳月が費やされたことになります。 

このように多くの時間をかけたのは、赤谷プロジェクトの特徴である「３

による協働」のためていねいに進めたことはもちろんですが、今後５年

平成 23～27 年度)］の「赤谷の森」の取り扱いを計画書に定

めるのは初めてであり、しかも公表することから、通常の計画とは異なり、いか

にして赤谷プロジェクトらしさを出していくかに腐心したためです。

赤谷プロジェクトでは、森の動植物や人と森のかかわりを対象として７つのワ

（以下、ＷＧ）を設けて多様な取り組みを行っている中で、

さまざまな動植物が生息・生育できる生物多様性の高い森づくりに取り組んでい

が、「赤谷の森 管理経営計画」の原案を作ることとしました。植

生管理ＷＧは、例年であれば２～３回／年の打ち合わせが、2010

は現地検討会を含めて７回開催するなど精力的に取り組み、その後、ほかのＷ

Ｇに照会・調整し、サポーターや地元の皆さんとも意見交換をした上で企画運営

会議に諮り、取りまとめました。 

なお、赤谷プロジェクトが始まったのは 2004 年(平成 16 年)3

って間もないことから、2005 年度(平成 17 年度)に策定した「利根上流森林計画

第３次地域管理経営計画」には具体的な記述ができませんでした。

管理経営計画」は、策定経緯も含めて通常の計画と比べると次のよ

 

通常、立場が異なると、発想や言葉遣い、物事の進め方が異なるため、議論がま

かみ合わないことも多々あります。しかしながら具体的なプランを協働して

し、相互に辛抱強く

、解決策を模索していくといっ

それまでの活動の積み重ねにより

適度な緊張関係の下に信頼関係の基礎が築かれていたために、活動を担う複数の主

が可能となったと

協働によるプランづくりは、一朝一夕にできるものではなく、問題意識を再確認

しつつ試行的な議論を積み重ねていくといった苦労が必要ですが、多様なニーズの

調整方法として有効性が高く、得られるものは大きいことを強く実感しました。 

  

赤谷プロジェクト地域協議会、日本自然保護協

による約１年間の議論を経て策定した「赤

管理経営計画」は、前年度に取りまとめた「赤谷の森・基本構想」を基に

管理経営計画」には、実に２年以上の

このように多くの時間をかけたのは、赤谷プロジェクトの特徴である「３つの

による協働」のためていねいに進めたことはもちろんですが、今後５年

］の「赤谷の森」の取り扱いを計画書に定

めるのは初めてであり、しかも公表することから、通常の計画とは異なり、いか

腐心したためです。 

赤谷プロジェクトでは、森の動植物や人と森のかかわりを対象として７つのワ

）を設けて多様な取り組みを行っている中で、

さまざまな動植物が生息・生育できる生物多様性の高い森づくりに取り組んでい

管理経営計画」の原案を作ることとしました。植

2010 年度(平成 22 年

は現地検討会を含めて７回開催するなど精力的に取り組み、その後、ほかのＷ

Ｇに照会・調整し、サポーターや地元の皆さんとも意見交換をした上で企画運営

)3 月ですが、始ま

に策定した「利根上流森林計画

記述ができませんでした。 

管理経営計画」は、策定経緯も含めて通常の計画と比べると次のよ
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  ア 「赤谷の森」に特化した地域管理経営計画の策定 

   国有林野の管理経営に関する事項については、「国有林野の管理経営に関する法

律」に基づき「地域管理経営計画」として５年に一度策定する必要があります。

「赤谷の森」が位置する利根上流森林計画区は、2010 年度(平成 22 年度)が策定

年度でしたが、赤谷プロジェクトは、2003 年度(平成 15 年度)の開始時から一貫

して生物多様性の復元を目的に取り組んでおり、通常の国有林野の管理経営とは

明らかに異なるため、区別する必要がありました。 

   このため、「利根上流森林計画区 第４次地域管理経営計画」の別冊として、「赤

谷の森」だけを対象とした「赤谷の森 管理経営計画」を策定しました。 

 

  イ 今後の活動の方向性を整理 

   定型の管理経営に関する事項にとらわれず、生物多様性の復元と持続的な地域

づくりという赤谷プロジェクトの目的を踏まえるとともに、これまでの活動で得

られた知見の深化を図るべく、今後の活動の方向性を３つの目標と６つの課題と

して整理しました。(別紙 「赤谷の森 管理経営計画の概要」参照) 

 

  ウ 森林の取り扱いに着目したグループ分けと新たな施業群などの設定 

   「赤谷の森 管理経営計画」では３つの目標と６つの課題に取り組むため、森林

を３つのグループに分け、管理経営していくこととしています。 

   国有林では、水土保全林の水源かん養タイプに設定している森林を、伐採・更

新などが似ているものを１つの施業群として体系的に取り扱えることになってい

ます。そこで「赤谷の森 管理経営計画」では、３つの施業群を新たに設定しまし

た。 

   また国有林では、木材生産を重視する森林を資源の循環利用林に設定しており、

この森林を体系的に取り扱うことのできる基準を生産群として定めています。赤

谷の森にある人工林の一部は、国民の皆さんとの契約で木材生産を目的に保育・

伐採を行い収益を分け合う分収林ですので、分収林生産群を新たに設定しました。 

 

  エ モニタリングの実施 

   赤谷プロジェクトでは森林や野生動植物の変化を把握するため、主に次の観点

からモニタリングを実施しています。 

  ①「赤谷の森」全域にわたる長期的な自然の変化を把握するため、自然林植物群

落モニタリングサイトを設定しています。 

②森林に生息する主要な動物の生態と生息環境利用を把握するため、猛禽類のモ

ニタリングをしています。例えば、森林生態系における食物連鎖の頂点に立つ

イヌワシやクマタカが健全に繁殖・生息できる環境が保たれていることは、そ

の下部にある動植物の生息・生育環境も健全な状態であると考えられます。 

③人による自然への働きかけに対する自然の反応を把握するため、上述の３つの

グループのうち、人工林から自然林に誘導すべき森林のグループでは、天然更

新により自然林へ誘導するための試験地を設定し、モニタリングをしています。 

 

  オ 順応的管理の導入 

   赤谷プロジェクトの成果が出るまでには、まだ相当の時間が必要です。このた

め「赤谷の森 管理経営計画」に基づいた事業を実行し、実行後の状況をモニタリ

ングし、その成果を科学的に分析（検証・評価）。必要であれば計画を柔軟に見直

す、順応的管理を導入しています。 
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  カ オール・イン・ワン 

   これらのほか、「赤谷の森 管理経営計画」では策定経緯、７つのＷＧや赤谷プ

ロジェクトの６つのサブエリアなどを記述するとともに、専門用語に解説を加え

るなど、この計画書一冊で赤谷プロジェクトの基本的な事項がわかるよう取りま

とめました。 
 
３ 概要 
  通常の地域管理経営計画と比べてさまざまな特徴を持つ「赤谷の森 管理経営計画」

の概要は、別紙のとおりです。 

 

４ 今後 

  「赤谷の森 管理経営計画」は、これまでに得られた知見を基に策定しましたが、

自然林への誘導方法などについては、これからもモニタリングをしながら集積する

こととしています。次の計画の策定時期である 2015 年度(平成 27年度)までに得ら

れた結果は、順応的管理のもとに「第２次 赤谷の森 管理経営計画」に反映してい

くこととしています。 
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別紙 

赤谷の森 管理経営計画の概要 
 
１ 赤谷プロジェクトの目的：生物多様性の復元と持続的な地域づくり 
２ 対象地域：群馬県みなかみ町の国有林野（通称：赤谷の森） 

面積：9,525ha 
３ 計画期間：2011年(平成23年)4月1日～2016年(平成28年)3月31日の５年間 
４ 主な構成 
 

 

 
 



３ 森林計画への反映の経緯

         

「赤谷の森・基本構想」、そして「赤谷の森

約３年半の月日がかけられました。この期間は４つのタームに

す。以下ではこのタームに従

 

１ 基本構想（マスタープラン）策定の合意［

2007 年度(平成 19 年度

プロジェクトのマスタープランを作成することが合意されました。これは

年度(平成 22年度)に「赤谷の森」の位置する利根上流森林計画区で地域管理経営

計画が策定されることを受け、

のための協定書において

管理経営計画等に反映させるよう努める」という記述に従って決定された事項で

す。またこのマスタープランという言葉には

の意向を反映するためのツールかつ今後の活動指針となるものである

味が込められています。

 

２ プロジェクト成果の取りまとめ［

   マスタープランは２年間のスケジュールで立てられ

については各ＷＧ（ワーキンググループ

とめがおこなわれました。また植生管理

をまとめ、今後の森林管理の方向性についても話し合われました。マスタープラ

ンにはより多くの赤谷プロジェクト関係者の意見を集約すべきという考えから

地域住民を含めた赤谷プロジェクト関係者の意向把握・合意形成手法の検討およ

び構想文書作成の主体として

末に発足しました（中心メンバー：地域づくりや社会学の専門家である自然環境

モニタリング委員２名と

 

３ 基本構想文書の作成［

  構想文書検討の場に植生管理

に、具体的な文書が作成されました。また

会員を含む地域住民や赤谷

状説明と、森や赤谷プロジェクトに関する意見の収集も

   構想文書完成に至る過程では

る異なる立場からの議論の蓄積が鍵となりました。まず

検討作業部会の双方から目次案が出されました。ここでは

項目を関東森林管理局が

概要に関する項目を、計画検討

目次案を参考に、最初に計画文書作成のノウハウを持つ関東

たき台の文書案が出されました。内容は

定した森林施業に関する記述が中心でした。これを受け

地域の意見も取り入れた文書案が提出されます。内容は

て、森林を広域的にとらえ

性を意識した大胆なものでした。

会議では、施業方法や基本構想における国有林計画の位置づけ
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森林計画への反映の経緯 

   林 あかね 

          (元東京農工大学大学院生) 

そして「赤谷の森 管理経営計画書」が作られる

約３年半の月日がかけられました。この期間は４つのタームに分ける

す。以下ではこのタームに従い、プロセスを追っていきます。 

基本構想（マスタープラン）策定の合意［2007 年度(平成 19

年度)末の企画運営会議で、これまでの成果をまとめ

プロジェクトのマスタープランを作成することが合意されました。これは

に「赤谷の森」の位置する利根上流森林計画区で地域管理経営

計画が策定されることを受け、「三国山地/赤谷川・生物多様性復元計画」の推進

において「関東森林管理局はプロジェクトで得られた知見を地域

管理経営計画等に反映させるよう努める」という記述に従って決定された事項で

す。またこのマスタープランという言葉には、管理経営計画に赤谷

の意向を反映するためのツールかつ今後の活動指針となるものである

味が込められています。 

プロジェクト成果の取りまとめ［2008 年度(平成 20 年度)］ 

マスタープランは２年間のスケジュールで立てられ、2008 年度

ワーキンググループ）会議によってこれまで

とめがおこなわれました。また植生管理ＷＧ会議では、各ＷＧで整理された成果

今後の森林管理の方向性についても話し合われました。マスタープラ

プロジェクト関係者の意見を集約すべきという考えから

プロジェクト関係者の意向把握・合意形成手法の検討およ

び構想文書作成の主体として、「計画検討作業部会」が 2008 年度

末に発足しました（中心メンバー：地域づくりや社会学の専門家である自然環境

モニタリング委員２名と日本自然保護協会職員１名）。 

基本構想文書の作成［2009 年度(平成 21年度)］ 

構想文書検討の場に植生管理ＷＧ会議が選ばれ、前年度にまとめた成果をもと

具体的な文書が作成されました。また計画検討作業部会によって

赤谷プロジェクト・サポーターに対する「赤谷の森」の現

プロジェクトに関する意見の収集も行われました

構想文書完成に至る過程では、関東森林管理局と計画検討作業部会の

議論の蓄積が鍵となりました。まず、関東森林管理

作業部会の双方から目次案が出されました。ここでは、主に技術面に関する

が、赤谷プロジェクトの基本的な考え方や

、計画検討作業部会が担当しました。 

最初に計画文書作成のノウハウを持つ関東森林管理

文書案が出されました。内容は、国有林計画に反映させやすい構成を想

森林施業に関する記述が中心でした。これを受け計画検討

地域の意見も取り入れた文書案が提出されます。内容は関東森林管理

森林を広域的にとらえ、その取り扱い方についても赤谷プロジェクトの先進

性を意識した大胆なものでした。 

施業方法や基本構想における国有林計画の位置づけ

 

 

 

作られるまでには、

分けることができま

19 年度) ］ 

これまでの成果をまとめ、赤谷

プロジェクトのマスタープランを作成することが合意されました。これは、2010

に「赤谷の森」の位置する利根上流森林計画区で地域管理経営

赤谷川・生物多様性復元計画」の推進

「関東森林管理局はプロジェクトで得られた知見を地域

管理経営計画等に反映させるよう努める」という記述に従って決定された事項で

赤谷プロジェクト

の意向を反映するためのツールかつ今後の活動指針となるものである、という意

 

年度(平成 20 年度)

これまでの知見の取りま

で整理された成果

今後の森林管理の方向性についても話し合われました。マスタープラ

プロジェクト関係者の意見を集約すべきという考えから、

プロジェクト関係者の意向把握・合意形成手法の検討およ

年度(平成 20 年度)

末に発足しました（中心メンバー：地域づくりや社会学の専門家である自然環境

前年度にまとめた成果をもと

作業部会によって、地域協議

サポーターに対する「赤谷の森」の現

行われました。 

関東森林管理局と計画検討作業部会の２者によ

森林管理局と計画

主に技術面に関する

プロジェクトの基本的な考え方や「赤谷の森」の

森林管理局からた

国有林計画に反映させやすい構成を想

計画検討作業部会から、

関東森林管理局案に比べ

プロジェクトの先進

施業方法や基本構想における国有林計画の位置づけなど考え方の異



なる両案を比較して、多くの意見がやり取りされましたが

のあり方については主に

会案が取り入れられることで全会の合意が図られました。この最終案は企画運営

会議で合意された後、2010

名で策定されました。 

 

４ 基本構想の普及と関係者の意向把握、そして管理経営

(平成 22年度)］ 

   翌年度は基本構想を基に

られました。計画文書自体も

局の意向から、文書内容は植生

   加えてこの年は、前年度に引き続き関係者の意向把握と

を行うために、基本構想のパンフレットが作成されました。これをツールとして

地域づくりＷＧ会議による関係者への聞き取り調査が実施され

意向は計画文書にも反映されました。そして

森 管理経営計画」が策定されました。

 

まとめ 

   最後に、基本構想と地域管理経営計画策定のプロセスにおける課題と成果につ

いて、関係者の意見も踏まえて考察します。

   時間をかけて多くの議論を

一方、会議参加者でない

ポーターからは、「自分が策定に関わった意識は薄い」という声が聞かれました。

会議以外の赤谷プロジェクトの現場で活動するメンバーとのリアルタイムでの情

報共有が不十分だったことが

成果としてはもちろん

ことが大きな功績ですが

きたのは、一連のプロセスの基盤に

ておかなければなりません。それはモニタリング活動のように数字や文章で見え

るものだけでなく、活動の中で培われた信頼関係という

まれます。これは、多くの

基本構想と管理経営計画書が

だということができます。

 

「赤谷の森・基本構想」から「赤谷の森
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多くの意見がやり取りされましたが、最終的には森林管理

のあり方については主に関東森林管理局案が、全体の文書構成は

会案が取り入れられることで全会の合意が図られました。この最終案は企画運営

2010 年(平成 22 年)４月に「赤谷の森・基本構想」という

 

基本構想の普及と関係者の意向把握、そして管理経営計画書の作成［

翌年度は基本構想を基に、関東森林管理局によって地域管理経営計画文書が

ました。計画文書自体も赤谷プロジェクトで検討したいという

文書内容は植生ＷＧ会議で話し合われました。 

前年度に引き続き関係者の意向把握と、また基本構想の普及

基本構想のパンフレットが作成されました。これをツールとして

会議による関係者への聞き取り調査が実施され、

意向は計画文書にも反映されました。そして 2011 年(平成 23 年

管理経営計画」が策定されました。 

基本構想と地域管理経営計画策定のプロセスにおける課題と成果につ

関係者の意見も踏まえて考察します。 

時間をかけて多くの議論を行うことで、立場の異なる主体が合意を形成できた

会議参加者でない赤谷プロジェクト地域協議会員や赤谷プロジェクト

「自分が策定に関わった意識は薄い」という声が聞かれました。

プロジェクトの現場で活動するメンバーとのリアルタイムでの情

報共有が不十分だったことが、残された課題として考えられます。

成果としてはもちろん、国有林の計画に赤谷プロジェクトの意向を反映できた

ことが大きな功績ですが、赤谷プロジェクトがこのような成果を形作ることがで

一連のプロセスの基盤に、これまでの活動の蓄積があったことに触れ

ておかなければなりません。それはモニタリング活動のように数字や文章で見え

活動の中で培われた信頼関係という、目に見えない蓄積も含

多くの赤谷プロジェクト関係者から意見として聞かれました。

基本構想と管理経営計画書が、年月をかけた土台があって成し得られた取

だということができます。 

「赤谷の森・基本構想」から「赤谷の森 管理経営計画」策定プロセス

  

最終的には森林管理

全体の文書構成は計画検討作業部

会案が取り入れられることで全会の合意が図られました。この最終案は企画運営

４月に「赤谷の森・基本構想」という

計画書の作成［2010 年度

関東森林管理局によって地域管理経営計画文書が作

プロジェクトで検討したいという関東森林管理

 

また基本構想の普及

基本構想のパンフレットが作成されました。これをツールとして

、ここで得られた

年)４月に「赤谷の

基本構想と地域管理経営計画策定のプロセスにおける課題と成果につ

主体が合意を形成できた

プロジェクト・サ

「自分が策定に関わった意識は薄い」という声が聞かれました。

プロジェクトの現場で活動するメンバーとのリアルタイムでの情

残された課題として考えられます。 

プロジェクトの意向を反映できた

プロジェクトがこのような成果を形作ることがで

これまでの活動の蓄積があったことに触れ

ておかなければなりません。それはモニタリング活動のように数字や文章で見え

目に見えない蓄積も含

ェクト関係者から意見として聞かれました。

年月をかけた土台があって成し得られた取り組み

管理経営計画」策定プロセス 



第 2節 「持続的な地域づくり」のための取り組み

１ 水源保全活動「ムタコの日」

 

        

ムタコ沢は、赤谷プロジェクト

なかみ町新治地区の大切な水源

保ちながら子供たちへ受け渡し、「おいしい水と豊かな森」に支えられた地域づく

りを目標に、身体を使った活動

動を展開しています。 

 

身体を使った活動では、毎年夏休みの日曜日に、ムタコ

齢 30年のカラマツ林を、地元の林業会社の協力で市民の方と

をしてきました。今まで他人やお役所まかせにして

や、森に親しみながらいろいろな人と

ことがあることや、山仕事が重労働である

れによって林が明るくなり、次の年には草や若い木が生えて林の姿が変わって

様子を体感してもらって

   このような身体を使った活動は、林業体験や森林ボランティアによる森づくり

だと思われるかもしれません

事業としての森林づくりであり、地場産業

れ自体が収益を上げる仕事ではないので、多くの市民が水源と森林の手入れに関心

を持ち続けて声をあげる

の方に活動に参加してもらい、地域住民に水源を豊

れし続ける必要がある、という認識を広めて

 

頭脳を使った活動では、水を育んでいる森の

入れをすると水源はどの

が解明されているのはごくわずかだそう

雨が浸み込み水を貯める森の土壌の能力やムタコ

います。また森林の土壌と水の関係を、人間に必要な水源地としてだけでなく、

きものの生息している場所と関係

や沢に生息する生きもの

境の自然の豊かさなどにより種類が異なることが知られてい

自然観察会を開催し、ふわふわした落ち葉が積もった柔らかな土壌のブナ林と、

落ち葉の少ない硬めの土壌の人工林を比べ、水を吸収する能力の違いや見つかる生

きものの種類の違いを観察してい

沿いの植物が少ないムタコ沢下流で

ました。観察結果は表に記入すると点数が出る

に評価できるので、自然観察会参加者には好評

科学的な方法に発展させ、水源地の保全に役立ていく

 

 言葉を使った活動では、

め定着させる工夫をしてき

グといった手法が、主な活動スタイル
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「持続的な地域づくり」のための取り組み
 

水源保全活動「ムタコの日」 

安田剛士 

        （赤谷プロジェクト地域協議会）

ムタコ沢は、赤谷プロジェクトのエリア３を流れる上越国境の山

なかみ町新治地区の大切な水源です。「ムタコの日」は、ムタコ

保ちながら子供たちへ受け渡し、「おいしい水と豊かな森」に支えられた地域づく

りを目標に、身体を使った活動、頭脳を使った活動、言葉を使った活動の

身体を使った活動では、毎年夏休みの日曜日に、ムタコ 沢沿いに植えられた樹

年のカラマツ林を、地元の林業会社の協力で市民の方といっしょ

。今まで他人やお役所まかせにしてきた、水源を守る

や、森に親しみながらいろいろな人といっしょに作業する楽しみ、自分にも

や、山仕事が重労働であることなどを実感してもらう一方で、手入

れによって林が明るくなり、次の年には草や若い木が生えて林の姿が変わって

様子を体感してもらってきました。 

な身体を使った活動は、林業体験や森林ボランティアによる森づくり

ませんが、この活動のめざすところは、プロ集団が行う公共

事業としての森林づくりであり、地場産業としての林業振興です

れ自体が収益を上げる仕事ではないので、多くの市民が水源と森林の手入れに関心

を持ち続けて声をあげることが、林業による森づくりに必要です

の方に活動に参加してもらい、地域住民に水源を豊かに守り続けるには森林を手入

れし続ける必要がある、という認識を広めていきます。 

頭脳を使った活動では、水を育んでいる森のしくみを調べ学んでい

入れをすると水源はどのように良くなるのでしょうか。実は科学的に森と水の関係

が解明されているのはごくわずかだそうです。そのような中、自分たちで定期的に、

雨が浸み込み水を貯める森の土壌の能力やムタコ 沢の水質や濁りの程度を調べて

。また森林の土壌と水の関係を、人間に必要な水源地としてだけでなく、

場所と関係づけて評価するために、土壌に生息

ものを調べて指標にしています。これらの生き

により種類が異なることが知られています

自然観察会を開催し、ふわふわした落ち葉が積もった柔らかな土壌のブナ林と、

落ち葉の少ない硬めの土壌の人工林を比べ、水を吸収する能力の違いや見つかる生

違いを観察しています。また、沢沿いに林が茂るムタコ沢上流と沢

沿いの植物が少ないムタコ沢下流で、生きものの種類の違いを観察してもらってき

た。観察結果は表に記入すると点数が出るしくみになっており、

に評価できるので、自然観察会参加者には好評です。今後はこのような調査をより

科学的な方法に発展させ、水源地の保全に役立ていくことが課題

言葉を使った活動では、「ムタコの日」という活動自体を地域ブランドとして広

め定着させる工夫をしてきました。シンポジウムの開催や活動の宣伝・広報やブロ

主な活動スタイルです。活動に賛同下さったイラストレーター

「持続的な地域づくり」のための取り組み 
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に、川で川虫を食べて暮らすカワガラスという小鳥をモデルに活動のイメージキャ

ラクター（ムタコとムタオという 2羽のカワガラス）を作っていただ

年間の活動を通して、「ムタコの日」は徐々に地域に認知されつつあ

しかし多くの方は「いいことをしている」といった程度のイメージを抱いているに

「役立つことをしている」と言われる活動を

 

「折りたたみ式観察シート」 

に、川で川虫を食べて暮らすカワガラスという小鳥をモデルに活動のイメージキャ

羽のカワガラス）を作っていただきました。こ

年間の活動を通して、「ムタコの日」は徐々に地域に認知されつつあります。

をしている」といった程度のイメージを抱いているに

をしている」と言われる活動をめざすことが課



２ 地域づくりＷＧの取り組み

 

 

                       

 
地域づくりワーキンググループ（以下、ＷＧ）は、赤谷プロジェクトの目的である

「持続的な地域づくり」の推進を担う作業部会として、
回企画運営会議で設置が決まりました。

2006年(平成18年)は、赤谷プロジェクトの地域づくりの柱と
地域の水源の森の保全活動「ムタコの日」と
の活用をすすめる「旧三国街道フットパス網計画」
上げた年です。地域づくりＷＧはこれら２つのプログラムを推進するために、赤谷プ
ロジェクト地域協議会を事務局として設置されました。

2007 年(平成 19 年)には、
フォーラム」を開催しました。そのほかに、「旧三国街道フットパス網計画」（以下
フットパス計画）を進めるためのワークショップや会合などをひんぱんに行いました。
「ムタコの日」は、赤谷プロジェクト地域協議会が「ムタコの日実行委員会」を設置
して実施体制を担い、地域づくりＷＧはプロジ
した。 

そのため地域づくりＷＧの活動は「フットパス計画」が中心
日本自然保護協会は「フットパス計画」を推進するために企業の支援を受けていたこ
ともあり、地域協議会を事務局としながらも
っていました。2009 年(平成
になりましたが、事務局機能
期間が生じてしまいました。
自然保護協会が出席し、「ムタコの日」など、地域づくりにかかわる事項の相談と意見
交換が行われていました。 

地域づくりＷＧが再開したのは
くりＷＧが赤谷プロジェクト地域協議会および地域住民が主体となるＷＧであること
を確認し、座長を土屋俊幸氏（東京農工大）から林泉氏（地域協議会・代表幹事）に
交代しました。一方で、事務局を地域協議会からいったん日本自然保護協会に移し、
将来的に赤谷プロジェクト地域協議会が事務局を担える体制となることを意識しなが
らＷＧを進めることを確認しました。

2010 年(平成 22 年)は、前年に策定した「赤谷の森・基本構想」の地域住民への周
知と、地域管理経営計画策定のための意向把握をこのＷＧが担いました。

地域住民からのヒアリングによって、プロジェクトの取り組みが地域社会に十分に
理解されていないことが明らかになる一方、このヒアリングをきっかけにみなかみ町
役場との関係がつくられました。翌
による赤谷プロジェクトの視察が行われたことにより、役場との距離が近づき、ＷＧ
活動がしやすくなりました。

またフットパス計画も、「
ています。 

しかしながら、いまだ地域協議会への事務局移行は実現できておらず、ＷＧと地域
協議会で引き続き人材の発掘などの体制整備を進めていくこととしています。
 
＜旧三国街道フットパス網計画＞

「赤谷の森」の歴史ある自然歩道「三国路自然歩道」を舞台として、
利用を通して、自然環境の保全・管理・活用システムの構築をめざすものです。
自然保護協会が 2007～08 年
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地域づくりＷＧの取り組み 

               出島 誠一 

                       (日本自然保護協会) 

地域づくりワーキンググループ（以下、ＷＧ）は、赤谷プロジェクトの目的である
「持続的な地域づくり」の推進を担う作業部会として、2006 年度(平成
回企画運営会議で設置が決まりました。 

は、赤谷プロジェクトの地域づくりの柱として検討されてきた
地域の水源の森の保全活動「ムタコの日」と、歴史ある自然歩道「三国路自然歩道」
の活用をすすめる「旧三国街道フットパス網計画」という、２つのプログラムを立ち
上げた年です。地域づくりＷＧはこれら２つのプログラムを推進するために、赤谷プ
ロジェクト地域協議会を事務局として設置されました。 

には、7 月に赤谷プロジェクトの住民向けの説明会「赤谷の森
フォーラム」を開催しました。そのほかに、「旧三国街道フットパス網計画」（以下
フットパス計画）を進めるためのワークショップや会合などをひんぱんに行いました。
「ムタコの日」は、赤谷プロジェクト地域協議会が「ムタコの日実行委員会」を設置

、地域づくりＷＧはプロジェクト側との調整などの役割を担いま

そのため地域づくりＷＧの活動は「フットパス計画」が中心になりました。また、
日本自然保護協会は「フットパス計画」を推進するために企業の支援を受けていたこ

地域協議会を事務局としながらも、実質的な運営は日本自然保護協会が担
平成 21 年)以降、地域協議会が名実ともに事務局を担うこと
機能の移行がうまくいかず、地域づくりＷＧが開催されない

期間が生じてしまいました。この間は、地域協議会の定例会議に赤谷センターと日本
会が出席し、「ムタコの日」など、地域づくりにかかわる事項の相談と意見

 
地域づくりＷＧが再開したのは 2010 年(平成 22 年)5 月。このとき改めて、地域づ

くりＷＧが赤谷プロジェクト地域協議会および地域住民が主体となるＷＧであること
を確認し、座長を土屋俊幸氏（東京農工大）から林泉氏（地域協議会・代表幹事）に

ました。一方で、事務局を地域協議会からいったん日本自然保護協会に移し、
将来的に赤谷プロジェクト地域協議会が事務局を担える体制となることを意識しなが
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は、前年に策定した「赤谷の森・基本構想」の地域住民への周
知と、地域管理経営計画策定のための意向把握をこのＷＧが担いました。

地域住民からのヒアリングによって、プロジェクトの取り組みが地域社会に十分に
理解されていないことが明らかになる一方、このヒアリングをきっかけにみなかみ町
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動き出しました。活動内容は①企画段階からの地域住民参加によるワークショップ、
②ＲＯＳ（Recreation Opportunity Spectrum）手法を用いた歩道の現状評価、③地域
住民・関係者への聞き取り調査、④植生・野生動物の調査の４つで、2008 年(平成 20
年)8 月に今後の行動計画を含む「旧三国街道フットパス網計画」を取りまとめました。 
しかし、その後具体的な活動が継続されませんでした。2010 年(平成 22 年)に地域

づくりＷＧを再開し、「フットパス計画」を今後どのように進めるか検討しました。そ
の結果、2011 年(平成 23 年)11 月から、旧街道沿いの自然を生かしたハイキングマッ
プを作ることを目的として、①旧街道の魅力を共有するワークショップ、②魅力の理
解を深めるための現地学習会、③観光客を対象としたモニターツアー、を行うことと
なり、2013 年(平成 25年)4 月ハイキングマップが完成しました。 
今後は、マップづくりを通じて再確認された「三国路自然歩道」の魅力を、自然観

光資源としてどのようなしくみや体制で保全管理（モニタリング含む）していくかを
検討していきたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜「赤谷の森 管理経営計画書」策定のための意向把握＞ 
「赤谷の森 管理経営計画書」に反映することを目的とした意向把握の取り組みは、

「赤谷の森・基本構想」(詳細は第Ⅱ章第 1節１)の策定に際して 2010 年(平成 22年)12
月に開催した、地域住民との意見交換会「赤谷の森を語る会」が最初です。その後、
「赤谷の森・基本構想」の概要版パンフレットを作成し、それをもって、「赤谷の森」
に隣接する区の区長、森林との関係が深いと思われる地域住民の方々を個別に訪問し、
聞き取り調査を行いました。 
限られた人数ではありましたが、赤谷プロジェクトについて地域の方と深く意見交

換をすることができました。地域の方たちには赤谷プロジェクトはあまり知られてお
らず、また知っていても「何をやっているかわからない」という意見が多く聞かれま
した。一方でプロジェクトの取り組みを説明すると良い印象を持っていただけること
も多く、「もっと地域にＰＲしてほしい」という言葉もいただきました。この調査の結
果は、地域の声として各種会合で報告し、「赤谷の森 管理経営計画書」にも反映され
ました。 
自然環境モニタリング会議においてはこの調査結果をきっかけに、これまでの活動

成果の地域への還元方法や、地域との関係をどのように築いていくかについて議論を
始めました。 

作成中の三国街道マップ 



また、意向把握を進める中
祭りに参加することになるなど、
かけともなりました。 

このように地域の方々と積極的に
有効であることが確認され、
ることになりました。 
 
＜みなかみ町との関係づくり＞

2010 年(平成 22 年)、赤谷プロジェクト地域協議会会員で町議会議員である林一彦
氏から、「町議会で赤谷プロジェクトの推進に町が協力
いが、赤谷プロジェクトとしては、町にどのようなことを期待しているのか？」とい
う相談をいただきました。これに対し地域づくりＷＧでは、①町
に積極的に協力していただきたい
め、町の各部署とスムーズに連携できるような体制としていただきたいこと、の２点
をお伝えしました。 

議会における林議員の質問に対し、町長は「生物多様性の保全や地域住民の声をも
とにした国有林の森林計画が編成される先進的なものとして、高く評価しています」
とした上で、町の抱える問題の解決に赤谷プロジェクト関係者が関わることもあり得
る、との見解を示しました。

その後、赤谷プロジェクトの窓口が
交換や案件に応じた関係部署
した。なお翌 2011 年(平成
プロジェクトの視察と意見交換会が行われました。

これらの結果、みなかみ町と赤谷プロジェクトの相互の理解が深まり、地域づくり
や獣害問題などに町とプロジェクトで連携して取り組める素地ができました。

今後、みなかみ町との具体的な取り組みについて

小出俣スギ皆伐
かいばつ

自然林復元試験地

みなかみ町役場の皆さん 
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中で地域の祭りへの協力を依頼され、その後地域協議会が
など、赤谷プロジェクトと地域住民との関係づくりの

方々と積極的に意見交換を行うことが赤谷プロジェクトとして
され、今後も地域づくりＷＧの活動として定期的に

＜みなかみ町との関係づくり＞ 
、赤谷プロジェクト地域協議会会員で町議会議員である林一彦

氏から、「町議会で赤谷プロジェクトの推進に町が協力することにつながる質問をした
いが、赤谷プロジェクトとしては、町にどのようなことを期待しているのか？」とい
う相談をいただきました。これに対し地域づくりＷＧでは、①町が赤谷プロジェクト
に積極的に協力していただきたいこと、②赤谷プロジェクトの活動は多岐にわたるた
め、町の各部署とスムーズに連携できるような体制としていただきたいこと、の２点

議会における林議員の質問に対し、町長は「生物多様性の保全や地域住民の声をも
とにした国有林の森林計画が編成される先進的なものとして、高く評価しています」
とした上で、町の抱える問題の解決に赤谷プロジェクト関係者が関わることもあり得
る、との見解を示しました。 

その後、赤谷プロジェクトの窓口がみなかみ町環境課に置かれ、事務レベルの意見
部署との情報交換などが、スムーズに行われるようになりま

平成 23 年)10 月には、みなかみ町および町議会議員による赤谷
プロジェクトの視察と意見交換会が行われました。 

これらの結果、みなかみ町と赤谷プロジェクトの相互の理解が深まり、地域づくり
や獣害問題などに町とプロジェクトで連携して取り組める素地ができました。

の具体的な取り組みについて検討していくこととしています。
 
 

  

自然林復元試験地を視察する

全国ではじめて、治山ダムの改修工事により、中央

部が開放された「茂倉沢

その後地域協議会が
との関係づくりのきっ

ことが赤谷プロジェクトとして
の活動として定期的に機会を設け

、赤谷プロジェクト地域協議会会員で町議会議員である林一彦
ことにつながる質問をした

いが、赤谷プロジェクトとしては、町にどのようなことを期待しているのか？」とい
赤谷プロジェクト

こと、②赤谷プロジェクトの活動は多岐にわたるた
め、町の各部署とスムーズに連携できるような体制としていただきたいこと、の２点

議会における林議員の質問に対し、町長は「生物多様性の保全や地域住民の声をも
とにした国有林の森林計画が編成される先進的なものとして、高く評価しています」
とした上で、町の抱える問題の解決に赤谷プロジェクト関係者が関わることもあり得

環境課に置かれ、事務レベルの意見
が、スムーズに行われるようになりま

月には、みなかみ町および町議会議員による赤谷

これらの結果、みなかみ町と赤谷プロジェクトの相互の理解が深まり、地域づくり
や獣害問題などに町とプロジェクトで連携して取り組める素地ができました。 

検討していくこととしています。 

  

全国ではじめて、治山ダムの改修工事により、中央

茂倉沢 2号ダム」を説明 



第 3節 生物多様性の保全・復元に向けた取り組み
 

１ 渓流環境復元の取り組み

  渓流環境における生物多様性

して検討と試行が進められてきました。

  渓流環境の生物多様性は、土砂や倒木などの移動による大小の環境変化

流の連続性によって育まれ

な生きものが独特の生態系を織りなしています。一方で山地では、森林法に基づい

て、森林の造成もしくは維持のために必要な場合に治山事業が行われ、土砂の移動、

斜面崩壊、地滑りなどを制御するためにえん堤（ダム）、固定柵などが設置されま

す。ひとたび渓流にダムが設置されるとその落差は数ｍにおよび、上下流の連続性

は遮断されます。したがって渓流

来持つ連続性を取り戻すことがポイント

 

 赤谷プロジェクトで、渓流環境の生物多様性について最初に問題提起があったの

は、2003 年(平成 15 年)4

のプロジェクトでは河川はどういう取り扱いにするのか」と質問があり、関東森林

管理局は「渓流環境には関心を持っている。渓流環境というのは、治山や砂防など

でたくさん工事をしている割には、謎が解かれていない」と答えました。その後、

2003 年(平成 15 年)11 月の第１回企画運営会議に、関東森林管理局から渓流環境保

全のための手法検討に関するプログラムが提案されました。

  提案を受け、2004 年度

究」が赤谷プロジェクト事業として位置づけられ、

成 17年度)から「新治地区茂倉沢治山事業施設整備計画調査検討委員会

太田猛彦・東京農業大学教授

倉沢は、本流約 3km、流域面積

17 基の治山ダムが設置され

が大規模に切り出された記録があり、物資が足りなかった戦中を経て、

山崩れによる災害を防ぐ必要性は高かったと考えられ

 

  検討委員会は、まず茂倉沢における治山事業の全体計画構想を検討しました。現

地調査と空中写真判読による山地崩壊の状況把握が行われ、カスリーン台風［

年(昭和 22 年)］の影響で山地崩壊が多発していたものの、

見られず、安定した様相を示していることが明らかになった一方、平成に入り豪雨

で土砂移動が活発になっていることがわかりました。そこで、防災上の安全水準を

向上させるとともに、渓流の連続性・多様性を確保することを最終目標とし、モニ

タリングを行いながら柔軟に対応していくこと、渓流環境保全

工法をモデル的に実施すること、特にダム撤去の基礎資料を得ることなどを方針と

し、下流から２番目の通称「２号ダム」と３番目の通称「３号ダム」について「撤

去を行う」ことが明記されました。

  2006 年度(平成 18年度

とし、同時に撤去に伴う下流の安全確保措置として、約

らコンクリートの袖が張り出して
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生物多様性の保全・復元に向けた取り組み

渓流環境復元の取り組み 

茅野 恒秀 

(岩手県立大学総合政策学部准教授

(元自然保護協会職員) 

における生物多様性の復元は、赤谷プロジェクトの主要課題のひとつと

が進められてきました。 

渓流環境の生物多様性は、土砂や倒木などの移動による大小の環境変化

流の連続性によって育まれ、イワナ、ヤマメなどの渓流魚などを頂点に、さまざま

な生きものが独特の生態系を織りなしています。一方で山地では、森林法に基づい

て、森林の造成もしくは維持のために必要な場合に治山事業が行われ、土砂の移動、

斜面崩壊、地滑りなどを制御するためにえん堤（ダム）、固定柵などが設置されま

す。ひとたび渓流にダムが設置されるとその落差は数ｍにおよび、上下流の連続性

は遮断されます。したがって渓流環境の生物多様性を復元するためには、

来持つ連続性を取り戻すことがポイントであり、最大の阻害要因は

赤谷プロジェクトで、渓流環境の生物多様性について最初に問題提起があったの

)4 月の第１回準備会議の場でした。地域グループから「こ

のプロジェクトでは河川はどういう取り扱いにするのか」と質問があり、関東森林

管理局は「渓流環境には関心を持っている。渓流環境というのは、治山や砂防など

でたくさん工事をしている割には、謎が解かれていない」と答えました。その後、

月の第１回企画運営会議に、関東森林管理局から渓流環境保

全のための手法検討に関するプログラムが提案されました。 

年度(平成 16 年度)から「渓流環境等に配慮した治山事業の研

」が赤谷プロジェクト事業として位置づけられ、関東森林管理局

から「新治地区茂倉沢治山事業施設整備計画調査検討委員会

太田猛彦・東京農業大学教授、以下、検討委員会）を設置しました。対象とした茂

、流域面積 630ha で、1950～60 年代にかけて、本支流あわせ

基の治山ダムが設置されています。茂倉沢では大正期に木酢液採取のために森林

が大規模に切り出された記録があり、物資が足りなかった戦中を経て、

災害を防ぐ必要性は高かったと考えられます。 

検討委員会は、まず茂倉沢における治山事業の全体計画構想を検討しました。現

地調査と空中写真判読による山地崩壊の状況把握が行われ、カスリーン台風［

］の影響で山地崩壊が多発していたものの、1980 年代にはほとんど

見られず、安定した様相を示していることが明らかになった一方、平成に入り豪雨

で土砂移動が活発になっていることがわかりました。そこで、防災上の安全水準を

向上させるとともに、渓流の連続性・多様性を確保することを最終目標とし、モニ

タリングを行いながら柔軟に対応していくこと、渓流環境保全・復元のための治山

工法をモデル的に実施すること、特にダム撤去の基礎資料を得ることなどを方針と

し、下流から２番目の通称「２号ダム」と３番目の通称「３号ダム」について「撤

去を行う」ことが明記されました。 

年度)には、「２号ダム」の撤去方法は両袖を残した中央部撤去

同時に撤去に伴う下流の安全確保措置として、約 200m 下流に

らコンクリートの袖が張り出して流水と土砂を制御する「保全工」を設置する

生物多様性の保全・復元に向けた取り組み 

  

准教授) 

 

プロジェクトの主要課題のひとつと

渓流環境の生物多様性は、土砂や倒木などの移動による大小の環境変化と、上下

、イワナ、ヤマメなどの渓流魚などを頂点に、さまざま

な生きものが独特の生態系を織りなしています。一方で山地では、森林法に基づい

て、森林の造成もしくは維持のために必要な場合に治山事業が行われ、土砂の移動、

斜面崩壊、地滑りなどを制御するためにえん堤（ダム）、固定柵などが設置されま

す。ひとたび渓流にダムが設置されるとその落差は数ｍにおよび、上下流の連続性

多様性を復元するためには、渓流が本

最大の阻害要因はダムといえます。 

赤谷プロジェクトで、渓流環境の生物多様性について最初に問題提起があったの

月の第１回準備会議の場でした。地域グループから「こ

のプロジェクトでは河川はどういう取り扱いにするのか」と質問があり、関東森林

管理局は「渓流環境には関心を持っている。渓流環境というのは、治山や砂防など

でたくさん工事をしている割には、謎が解かれていない」と答えました。その後、

月の第１回企画運営会議に、関東森林管理局から渓流環境保

渓流環境等に配慮した治山事業の研

関東森林管理局は 2005 年度(平

から「新治地区茂倉沢治山事業施設整備計画調査検討委員会」（委員長：

しました。対象とした茂

年代にかけて、本支流あわせて

大正期に木酢液採取のために森林

が大規模に切り出された記録があり、物資が足りなかった戦中を経て、建設当時、

検討委員会は、まず茂倉沢における治山事業の全体計画構想を検討しました。現

地調査と空中写真判読による山地崩壊の状況把握が行われ、カスリーン台風［1947

年代にはほとんど

見られず、安定した様相を示していることが明らかになった一方、平成に入り豪雨

で土砂移動が活発になっていることがわかりました。そこで、防災上の安全水準を

向上させるとともに、渓流の連続性・多様性を確保することを最終目標とし、モニ

・復元のための治山

工法をモデル的に実施すること、特にダム撤去の基礎資料を得ることなどを方針と

し、下流から２番目の通称「２号ダム」と３番目の通称「３号ダム」について「撤

には、「２号ダム」の撤去方法は両袖を残した中央部撤去

下流に、沢の両岸か

土砂を制御する「保全工」を設置すること、



この保全工は永久的な施設と考えず

では撤去することを決定しました。この年には

WG（ワーキンググループ）

意見を述べることになりました。

め、2008 年(平成 20 年)

のため、水環境や土砂移動

しました。 

  関東森林管理局では、林野行政として初めて治山ダム撤去に取り組むこととなっ

たため、2007 年(平成 19)

的実施について」（別紙）

技術的条件を整理して応用性を高め、『渓流環境保全治山（仮称）』を

組む」としました。 

 

  「２号ダム」撤去は 2008

タカの繁殖が確認されたため、

査するため、工事が１年延期され、翌

作業用道路の敷設を含め、すべ

11 月に完了しました。 

  なおこの経過のさなかにも、茂倉沢では

通称「５号ダム」が豪雨のため底抜けを起こしました。「５号ダム」に貯まった土

砂の流出が一気に進めば、そのすぐ上流にある「６号ダム」のえん堤の足元の土砂

が流れ出し倒壊の恐れがあるため、中央部を斜路として上下流の連続性に配慮した

低ダムを設置するなど、状況の変化に応じた小規模の対策を講じて、流域全体の安

全確保と生物多様性の保全・復元に取り組んでいます。今後、「２号ダム」撤去の

効果をモニタリングしつつ、

ことになっています。 

 
  

５号ダムの底抜けによる不安定土砂の移動抑止

中央部を撤去した
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この保全工は永久的な施設と考えず「２号ダム」撤去後のモニタリングの結果次第

は撤去することを決定しました。この年には赤谷プロジェクトに「渓流環境復元

）」が設けられ、検討委員会にオブザーバー

意見を述べることになりました。関東森林管理局の検討委員会は工法の具体化を進

)3 月に設計を確定させるとともに、生物多様性復元の評価

のため、水環境や土砂移動、魚類、カワネズミ、渓畔林などのモニタリングを開始

関東森林管理局では、林野行政として初めて治山ダム撤去に取り組むこととなっ

19)年 12 月に「渓流生態系の保全に資する治山事業のモデル

（別紙）をまとめ、茂倉沢のモデル事業を踏まえ、「自然的条件や

技術的条件を整理して応用性を高め、『渓流環境保全治山（仮称）』を

2008 年(平成 20 年)より着工を予定しましたが、流域でクマ

タカの繁殖が確認されたため、営巣地および幼鳥の行動範囲と工事区域の関係を精

年延期され、翌 2009 年(平成 21年)9 月より着手され

、すべての工程に環境配慮策が講じられ、

なおこの経過のさなかにも、茂倉沢では 2008 年(平成 20 年)に下流から５番目の

通称「５号ダム」が豪雨のため底抜けを起こしました。「５号ダム」に貯まった土

砂の流出が一気に進めば、そのすぐ上流にある「６号ダム」のえん堤の足元の土砂

が流れ出し倒壊の恐れがあるため、中央部を斜路として上下流の連続性に配慮した

低ダムを設置するなど、状況の変化に応じた小規模の対策を講じて、流域全体の安

全確保と生物多様性の保全・復元に取り組んでいます。今後、「２号ダム」撤去の

効果をモニタリングしつつ、当初の計画どおり、「３号ダム」の撤去が実施される

 

ダムの底抜けによる不安定土砂の移動抑止のために設置された 5-1 号

中央部を撤去した 2号ダム(左)とその 200m 下流に設置された保全工(右)

」撤去後のモニタリングの結果次第

赤谷プロジェクトに「渓流環境復元

ーとして出席し、

工法の具体化を進

生物多様性復元の評価

魚類、カワネズミ、渓畔林などのモニタリングを開始

関東森林管理局では、林野行政として初めて治山ダム撤去に取り組むこととなっ

生態系の保全に資する治山事業のモデル

をまとめ、茂倉沢のモデル事業を踏まえ、「自然的条件や

技術的条件を整理して応用性を高め、『渓流環境保全治山（仮称）』をめざして取り

たが、流域でクマ

営巣地および幼鳥の行動範囲と工事区域の関係を精

月より着手されました。

、撤去作業は同年

に下流から５番目の

通称「５号ダム」が豪雨のため底抜けを起こしました。「５号ダム」に貯まった土

砂の流出が一気に進めば、そのすぐ上流にある「６号ダム」のえん堤の足元の土砂

が流れ出し倒壊の恐れがあるため、中央部を斜路として上下流の連続性に配慮した

低ダムを設置するなど、状況の変化に応じた小規模の対策を講じて、流域全体の安

全確保と生物多様性の保全・復元に取り組んでいます。今後、「２号ダム」撤去の

当初の計画どおり、「３号ダム」の撤去が実施される

号ダム 

) 
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 H19.12.12 

関東森林管理局 

 

               

渓流生態系の保全に資する治山事業のモデル的実施について 

 

１ 趣旨 

（1）渓流によって土砂が生産され、荒廃している渓流を放置すると下流域に土石流災

害や堤防護岸の損傷等による被害を生じかねないことから、渓床を安定させ、下流

への土砂の流出を抑止・調整を図るための治山施設を施工することが不可欠である。 

（2）この場合、治山ダムは、長期的には安定渓床を形成して緩勾配の自然な流下をも

たらすが、時には魚類等の自由な移動の支障になるなどの影響も生じることから、

必要に応じ、国土の保全・防災と渓流生態系の保全の両立を図っていくことが求め

られている。 

（3）こうした観点で、これまで低ダム群を施工している例等が散見されるが、既設の

老朽化したダムについて、実証的な取組を進めた例は見られないことから、「赤谷

プロジェクト」との連携の下で渓流生態系の復元・保全に資する取組をモデル的に

実施する。 

 

２ 実施箇所 

  茂倉沢（群馬県利根郡みなかみ町相俣三国峠国有林野内） 

 （注）茂倉沢は、「赤谷プロジェクト」の区域内にあり、昭和 20～30 年代にかけて、

当時の台風災害等の復旧のために多数の治山ダムが施工された地区。多くの治

山ダムが老朽化等により破損し、一部は堆積した土砂が不安定化するなど、流

域・渓床の安定に懸念が生じている。 

一方で、様々な魚類やほ乳類の生息も確認されるなど良好な渓流生態系とし

てのポテンシャルが高いと考えられる地区である。 

 

３ 事業内容 

（1）国土の保全・防災と渓流生態系の復元・保全を両立させる観点で、水文学、治山

工学の専門家はもとより、動植物に関する専門的な知見を有する者が参画して検討

する必要があるが、「赤谷プロジェクト」は、生物多様性の復元・保全と持続的な

地域社会づくりを目的として多くの専門家と地域住民の参画の下で活動が展開さ

れており、成果が期待できる仕組みが整っている。 

（2）このため、新たな治山施設の計画を立案する検討委員会（委員長：太田猛彦・東

京農業大学教授）を設け、「赤谷プロジェクト」との連携の下で、できるだけ既存

施設を活用しつつ、渓流生態系の復元・保全に資する構造にすること等により、国

土の保全・防災と渓流生態系の復元・保全の両立を図るための施設計画の検討を行

う。 

（3）具体的には、まず、渓岸浸食が進行している「２号ダム」について、渓岸を保全

別紙 
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し、渓床を安定させることを視野に、次の改修を行う方向で配置、形状、工法等の

具体的な検討を行う。 

ア 袖部下の穴を塞ぐとともに増厚し、渓岸の保護と山脚の安定を図る 

イ 土砂の安全な流下と渓流魚の移動等を考慮し、中央部を一部撤去して開口部

を作る 

ウ 開口部には流水による洗掘を防止し、施設の安定を図るため沈床工を設置す

る 

 

４ フォローアップ 

（1）施設の改修後は、土砂の堆砂や流出の状況、魚類等の移動状況等のモニタリング

調査を行い、その結果をその後の計画検討等に反映させる。 

（2）更に、自然的条件や技術的条件を整理して応用性を高め、「渓流環境保全治山（仮

称）」を目指して取組む。 

 

  



 

２ 南ヶ谷湿地保全のための取り組み

 

                   

１ 南ヶ谷湿地検討会設置の経緯

南ヶ谷湿地は、赤谷プロジェクト・エリア

です。 

2005 年(平成 17 年)6

共有され、2007 年(平成

ト・サポーター（以下、

相および湿地環境調査を実施し、科学的知見を収集し

とに 2010 年（平成 22年）

「保全・管理指針」) を策定しました

しかしながら「保全・管理指針」に記されている「絶滅危惧種を対象としたな

んらかの保全対策」の具体的内容について、

為を加え開放水面を維持し生息する動植物を保護すべき」、その他、保全すべき

規模や範囲などについて

2010 年(平成 22 年)9

見を聞きながらプロジェクト関係者が一元的に検討する場を設定することが提案

され、それを受けて、2011

ト関係者からの立候補者をメンバーと

下、検討会）を設定することを決定し

～７月に計５回実施し、

赤谷プロジェクトのように、

経験・価値観に基づき、幅広い意見が存在

保全のために加える人為の程度

谷湿地検討会の目的は、その幅広い意見を開かれたプロセスで十分に検討し、科

学的根拠と一つの方向性を持った場の管理として取りまとめることで

検討会では科学的な知見や公益性、社会的意義と同様に、南ヶ谷湿地という場

に積極的に通い、強い関心と思いをもつ人の意見やアイデアを重視

を進めました。 

 

２ 南ヶ谷湿地保全管理計画

この「南ヶ谷湿地保全管理計画

の利用、周辺での人工林整備など、直接的・間接的に

を受けてきた可能性があ

画を検討するにあたり、湿地に何らかの人為を加えることもあり得るとして

います。 

そのため計画書には、人為を加える場合の原則を以下の通り定め

①小規模に人力で行なう

②生物群集の核心部は

③やり直しができるように時間を掛けて行なう

④基本的に毎月の「赤谷の日」で保全とモニタリングができる範囲で行なう。

この原則に従い、具体的な保全活動や調査活動の方法
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のための取り組み 

          出島 誠一 

                   (日本自然保護協会) 

検討会設置の経緯 

南ヶ谷湿地は、赤谷プロジェクト・エリア５（仏岩エリア）南東部にある湿地

)6月に、その存在がプロジェクト関係者とサポーターの間で

平成 19年)から「赤谷の日」の活動として、赤谷プロジェク

、サポーター）を中心に、専門家の協力を得ながら、生物

び湿地環境調査を実施し、科学的知見を収集してきました

年）3月に「南ヶ谷湿地の現状と保全・管理の指針」

を策定しました。 

「保全・管理指針」に記されている「絶滅危惧種を対象としたな

」の具体的内容について、「自然の推移に委ねるべき」、「人

為を加え開放水面を維持し生息する動植物を保護すべき」、その他、保全すべき

についてさまざまな意見が多様な主体から出されました。

)9月自然環境モニタリング会議において、外部の専門家の意

ながらプロジェクト関係者が一元的に検討する場を設定することが提案

2011 年(平成 23 年)3 月の企画運営会議で、赤谷プロジェク

ト関係者からの立候補者をメンバーとする「南ヶ谷湿地保全管理計画検討会」（以

検討会）を設定することを決定しました。検討会は 2011 年

～７月に計５回実施し、「南ヶ谷湿地保全管理計画 2011」を策定し

赤谷プロジェクトのように、多様な主体が参加する枠組みでは、多様な知識や

経験・価値観に基づき、幅広い意見が存在します。南ヶ谷湿地の保全においても、

保全のために加える人為の程度などについて、幅広い意見が存在し

の目的は、その幅広い意見を開かれたプロセスで十分に検討し、科

学的根拠と一つの方向性を持った場の管理として取りまとめることで

は科学的な知見や公益性、社会的意義と同様に、南ヶ谷湿地という場

に積極的に通い、強い関心と思いをもつ人の意見やアイデアを重視

南ヶ谷湿地保全管理計画 2011 

この「南ヶ谷湿地保全管理計画 2011」では、南ヶ谷湿地はその水の水田へ

人工林整備など、直接的・間接的にさまざま

を受けてきた可能性があることから、自然の状態とはいえず、湿地の保全計

画を検討するにあたり、湿地に何らかの人為を加えることもあり得るとして

そのため計画書には、人為を加える場合の原則を以下の通り定め

小規模に人力で行なう 

生物群集の核心部は触らない（作業区を設定しその範囲に限って人為を加える）

やり直しができるように時間を掛けて行なう 

基本的に毎月の「赤谷の日」で保全とモニタリングができる範囲で行なう。

この原則に従い、具体的な保全活動や調査活動の方法などを

 

 

（仏岩エリア）南東部にある湿地

プロジェクト関係者とサポーターの間で

から「赤谷の日」の活動として、赤谷プロジェク

サポーター）を中心に、専門家の協力を得ながら、生物

てきました。その知見をも

「南ヶ谷湿地の現状と保全・管理の指針」(以下、

「保全・管理指針」に記されている「絶滅危惧種を対象としたな

「自然の推移に委ねるべき」、「人

為を加え開放水面を維持し生息する動植物を保護すべき」、その他、保全すべき

な意見が多様な主体から出されました。 

外部の専門家の意

ながらプロジェクト関係者が一元的に検討する場を設定することが提案

企画運営会議で、赤谷プロジェク

「南ヶ谷湿地保全管理計画検討会」（以

年（平成 23 年）３

策定しました。 

は、多様な知識や

南ヶ谷湿地の保全においても、

について、幅広い意見が存在しました。南ヶ

の目的は、その幅広い意見を開かれたプロセスで十分に検討し、科

学的根拠と一つの方向性を持った場の管理として取りまとめることでした。 

は科学的な知見や公益性、社会的意義と同様に、南ヶ谷湿地という場

に積極的に通い、強い関心と思いをもつ人の意見やアイデアを重視しながら検討

」では、南ヶ谷湿地はその水の水田へ

さまざまな人為の影響

えず、湿地の保全計

画を検討するにあたり、湿地に何らかの人為を加えることもあり得るとして

そのため計画書には、人為を加える場合の原則を以下の通り定めています。 

（作業区を設定しその範囲に限って人為を加える）

基本的に毎月の「赤谷の日」で保全とモニタリングができる範囲で行なう。 

などを定めています。 



平成 23 年に行われた検討会の実施状況
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

春先の南ヶ谷湿地(上)

モリアオガエル(下) 
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に行われた検討会の実施状況 

 

クロサンショウウオ

南ヶ谷湿地 

2009 年(平成

南ヶ谷湿地ボーリング調査の様子

)と 

 

クロサンショウウオ 

平成 21年)12 月 

南ヶ谷湿地ボーリング調査の様子 


