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和歌山県は、変化に富んだ海岸線や緑豊
かな山々、清らかな河川、そしてそこに形
成される多種多様な生態系など豊かな自然
環境に恵まれ、私たちは生態系サービスと
呼ばれるこの自然環境からの有形無形の恵
みを享受して暮らしてきました。

しかし、我が国が戦後たどった、都市に
移り住む人の急増や、資源や食糧に代表さ
れる海外からの資源に依存する社会への変
遷は、我が国の生態系に重大な影響を及ぼ
しており、本県も例外ではありません。

とりわけ、本県の生物多様性にとって最
も大きな影響を及ぼしたのは昭和 30 年代
に始まった奥山地域への拡大造林に伴う天
然林の伐採でした。時代の要請もあったと
はいえ、本県の多様な天然林の多くはこの
時失われたため、オオダイガハラサンショ
ウウオやフジミドリシジミのように減少し
た生物や、タケウチホソハナカミキリやメ
グスリノキなど最近ほとんど見られなく
なった生物もあります。

次いで、危惧されるのが、過疎化、少子
高齢化などの進展による農山漁村の担い手

の減少がもたらした地域の荒廃と都市近郊
での開発などによる里地里山の減少です。
我が国の絶滅危惧種の約４割が里地里山に
生息しているといわれており、本県におい
ても、エビネやオオムラサキが絶滅危惧種
に指定されるなど、身近に存在した動植物
が気づかれないまま滅失している例があり
ます。

いくつもの生態系サービスを与えてくれ
るこの生物多様性を持続可能なかたちで維
持していくためには、そのことを意識した
取組が何よりも求められています。

そのため、県では、生物多様性和歌山戦
略を策定し、生物多様性をはぐくむ ｢森｣
｢里｣ ｢川｣ ｢海｣ のそれぞれの結びつきと
課題を明らかにし、縦割り行政を排除した
総合的取組を推進していきます。

第１章　生物多様性和歌山戦略とは
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第
１
章

１　位置づけ
｢低炭素社会の構築」「循環型社会の構築」

「自然共生社会の構築」の３分野で構成す
る県環境基本計画の分野別計画に位置づけ
られますが、生物多様性国家戦略を基本と
した和歌山県の生物の多様性を守るための
戦略としての性格も有します。

２　期間
COP10 ※を踏まえた我が国の生物多様

性国家戦略（2012 年改定）が 2020（平成
32）年を目標年次としていること、また県
の次期環境基本計画の計画期間が平成 28
年度から平成 32 年度であることを踏まえ、
本計画を平成 28 年度から平成 32 年度まで
の５カ年計画とします。

３　対象区域
和歌山県全域

４　実施にあたって
本戦略の第４章に記載した諸課題には、

具体的な現地調査によりその原因を解明す
る必要のある内容も含みますが、これらの
解明には長期間を要するものも多く、それ
を待てない現実もあります。

このような状況を踏まえ、地域住民のコ
ンセンサスも得ながら可能な取り組みから
実施していくこととします。

※COP10とは
2010 年に名古屋市で開催された生物

多様性条約第 10 回締約国会議の略称で
ある。

生物多様性条約とは、1992 年、ブラ
ジルのリオデジャネイロで開かれた国連
環境開発会議（UNCED、地球サミット）
に合わせ採択された条約で、2015 年末
現在、我が国を含め締約国数は 194 か
国及び欧州連合（EU）となっている。
この条約は、熱帯雨林の急激な減少、
種の絶滅の進行への危機感、さらには
人類存続に欠かせない生物資源の消失
の危機感などが動機となり、生物全般
の保全に関する包括的な国際枠組みを
設けるために作成されたものである。

COP10 では、2050 年までに「自然と
共生する世界」を実現するという長期
目標のほか、「生物多様性の損失を止め
るために効果的かつ緊急な行動を実施
する」という短期目標を掲げ、今後 10
年間に国際社会が取るべき道筋となる

「戦略計画 2011-2020」を採択した。

自然保護活動風景（竹林駆除）オオダイガハラサンショウウオ
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１　生物多様性と３つのレベル
生物の多様性に関する条約では「生物の

多様性」とは、すべての生物（陸上生態系、
海洋その他の水界生態系、これらが複合し
た生態系その他生息又は生育の場のいかん
を問わない。）の間の変異性をいうものと
し、種内の多様性、種間の多様性及び生態
系の多様性を含む。」と定義されています。

つまり生態系の多様性、種間（種）の多
様性、種内（遺伝子）の多様性という３つ
のレベルでの多様性があるとされていま
す。
「生態系の多様性」 とは、森林、河川、

干潟、サンゴ礁など、様々なタイプの生態
系があることです。生物はそれぞれ多様な

環境に適応して生育しています。
「種間（種）の多様性」とは、いろいろ

な植物、動物、菌類などが生育・生息して
いるということです。日本では、既知のも
のだけで９万種以上の生物が生育している
とされています。
「種内（遺伝子）の多様性」とは、同一

種であっても、個体や個体群の間で、遺伝
子レベルの違いがあることです。私たちが
一人ひとり違うように、同じ種でも違いが
あります。また、メダカ類など、地域によっ
て遺伝子集団が異なることが知られている
種もあります。

第２章　生物多様性とは

三つのレベルの多様性

遺伝子

種

環　境

森林 ため池 河川 海岸

カスミサンショウウオアユモクズガニ

ヤマザクラの花の色の濃淡
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生物多様性基本法には「人類は、生物の
多様性のもたらす恵沢を享受することによ
り生存しており、生物の多様性は人類の存
続の基盤となっている。また、生物の多様
性は、地域における固有の財産として地域
独自の文化の多様性をも支えている」とあ
ります。

私たちは自然からの恩恵を受け快適に安
心して生きています。もちろん私たちだけ
ではなく地球のすべての生きものは様々な
影響を相互に受けながらこの恩恵の中で生
きています。

生きものが受け取っているこの恩恵の
うち、私たち人間が受け取っているもの
は 「生態系サービス」と呼ばれ、 生態系
サービスは、 「供給サービス」、 「調整サー
ビス」、 「文化的サービス」、「基盤サービス」
の４つに分類されます。
「供給サービス」

食料や水、木材、繊維、燃料、薬品など、
私たちの暮らしに重要な資源を供給する機
能です。米や野菜などの農産物をはじめと
して、木材などの林産物、魚などの水産物、
植物からとれる繊維や漢方薬など、いずれ
も生物多様性の恵みです。
「調整サービス」

森林があることで気候が緩和されたり、
洪水が起こりにくくなったり、水が浄化さ
れたり、森林やサンゴが CO2 を吸収調整
したりといった、環境を制御する機能です。
健全な森林生態系は、山地災害の防止や土
壌の流出を防ぎ、安全な飲み水の確保につ
ながります。また、サンゴ礁は、台風など
による高波を軽減するなど私たちの暮らし
を守ってくれています。
「文化的サービス」

精神的充足や、美的な楽しみ、宗教・社
会制度の基盤、レクリエーションの機会な
ど、文化や精神の面で私たちの暮らしに豊
かさをもたらす機能です。地域固有の食文
化や工芸などは、それぞれの地域固有の生
物多様性と密接に結びついたものが数多く
あります。また、観光や森林浴、トレッキ
ングやシュノーケリング、ダイビングなど、
生物多様性の豊かな地域での体験活動は、
私たちに精神面の豊かさをもたらします。
「基盤サービス」

光合成による酸素の生成、植物と菌類に
よる土壌形成、生物間や物理環境による栄
養循環、地形・海流などによる水循環など
の機能で、供給・調整・文化的サービスの
供給を支える機能です。

２　生物多様性がもたらす生態系サービス

みかん

木材

まぐろ

森林景観 海岸景観

天然林河川サンゴ

シュノーケリング皆地笠
世界遺産

「紀伊山地の霊場と参詣道」
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３　生物多様性の４つの危機
私たちは生物多様性からさまざまな恩恵

（生態系サービス）を受けて生きています
が、現在、急速に生物多様性が失われてお
り、今後の私たちの行動によっては、生態
系がある臨界点を超え、生物多様性の劇的
な損失とそれにともなう生態系サービスの

劣化が生じる危険性が高いと言われていま
す。日本における生物多様性の損失の要因
として、「生物多様性国家戦略 2012-2020」
においては、次の４つの危機に分類されて
います。

第１の危機：
開発や乱獲など人が引き起こす負の影響要因に

よる生物多様性への影響です。
森林の他用途への転用などにより、生物の生息・

生育環境の破壊や悪化をもたらすことや、商業的
利用による個体の乱獲・盗掘などがこれにあたり
ます。

第２の危機：
自然に対する人間の働きかけが縮小、撤退する

ことによる影響です。
これは、第１の危機とは逆に、人の手が加えら

れ維持されてきた、里地里山の薪炭林などの里山
林が、人間の働きかけの縮小により維持が困難に
なったことなどがこれにあたります。

第３の危機：
外来種や化学物質など、人間により持ち込まれ

たものによる影響です。
アライグマなど、野生生物の本来の移動能力を

越えて、人為によって意図的・非意図的に国外や
国内の他の地域から導入された生物が、地域固有
の生物相や生態系に影響を与えることなどがこれ
にあたります。

第４の危機：
地球温暖化など、地球環境の変化による生物多

様性への影響です。
地球温暖化のほか、強い台風の頻度が増すこと

や降水量の変化などの気候変動などがこれにあた
ります。

串本沿岸海域におけるサンゴ群集の変遷

アライグマ

ブラックバス

耕作放棄

開発

竹林

人工林
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１　概況

本県では、温暖多湿な気候と地質的な特
異性が多様な自然環境をつくり、その中で
南方系と北方系の生物が混生して豊かな生
物相を育んできました。特に、紀南地域で
は、冷温帯性のブナ林に照葉樹林をつくる
アカガシなどの常緑樹が混じる西日本太平
洋側ならではの特色ある森がみられます。
これら自然環境がナンキセダカコブヤハズ
カミキリ、ナンキウラナミアカシジミ、ク
ルマギクなど地域固有の生物を生みました。

昭和 30 年代、高度経済成長の下で建築
用材の使用が拡大する中、奥山を中心に広
がっていた天然林の多くが人工林に転換さ
れ、その結果、天然林は小規模に分散する
こととなり、天然林を生存基盤にしている
生物の中には、生息域の縮小により消えて
いったものもみられます。

里地や里山では、農地転用や耕作放棄、
里山利用の消滅によってこれら地域に見ら
れる生物の多くがレッドデータブックに掲
載されるようになりました。

県内には数多くの河川が流れ、多様な河
川環境がウナギやアユをはじめとした豊か

な恵みをもたらしていましたが、水質や河
川環境の変化により、これらの恵みは減少
しています。

豊かな森で生産された豊富なミネラルを
河川が集めて海に供給し、多様な海の生き
物を育んできましたが、近年では磯焼けや
漁獲量の減少がみられるなど、里海が本来
持っていたその豊かなシステムが衰えてき
ました。

一方、捕獲数全国５位（H25）のアライ
グマをはじめ、様々な外来生物が県内一円
の里地や河川・湖沼を中心に広がっており、
農林水産業に被害を及ぼすとともに、在来
生物への食害や生息域の奪取、在来種との
交雑など様々な影響が危惧されています。
また、この外来種問題は国外からの侵入種
に限らず、メダカの放流や古座川のオオサ
ンショウウオのように、国内種ではあって
も、県内種と遺伝的な相違がある種による
遺伝子攪乱や県内に生息しない種の定着に
よる在来種の駆逐などのように、国内外来
種問題として県内の生物多様性を脅かして
いる例も見られます。　

第３章　生物多様性に関する和歌山県の現状

那智原始林



− 7 −

（1）　森林
①　奥山地域
本県には全国でも珍しい木の神様を祀る

神社があるなど、古くから森の資源を大切
にしてきました。「熊野六木」「高野六木」
といった御留林制度により奥山の森林を保

護してきた歴史もあります。こうして保護
されてきた天然林には多様な森林にはぐく
まれた様々な生物が生息していました。と
ころが、昭和 30 年代以降、スギ・ヒノキ
の植林が盛んになり人工林率は 60％を超え
るに至りました。残り 40％の森林は里山を
除くと小規模に分散された天然林です。

小規模に分散された天然林では、生物の
生息環境が狭められるだけでなく、それぞ
れの生物が孤立化した状態になり、特に植
物や両生類など移動能力の低い生物にとっ
ては「遺伝子の多様性」の低下による繁殖
力の衰えを招きかねません。

人工林の多くは木材価格の低迷もあって
必要な間伐などの整備作業が進まず、県で
は間伐を推進するために補助事業などを活
用した整備を働きかけていますが、いまだ
整備が必要な人工林がみられます。また、
尾根筋など植林したスギやヒノキの成長が
かんばしくない地域もみられます。

シカの森林植物への食害についてはここ
30 年間、林業現場を中心に問題提起され
続けてきましたが、ここ十数年の被害の状
況は極めて深刻です。県内有数のブナ林が
広がる護摩檀山ではスズタケ群落がほぼ壊
滅し、それに守られるように生育していた
レンゲツツジ、カワチブシなどの低木や草
本類も消えていきました。これらを食草と
するヒメキマダラヒカゲなどの昆虫類も減
少しています。

また、次代の森を担うべきブナやカエデ
類などの幼木も食害され、このままでは次
代の木が育ってこないことによるブナ林の
衰退が懸念されます。

シカ食害（護摩壇山）

分散化された天然林
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②　里山地域

県北部はアカマツ・コナラを中心とした
里山が成立しています。かつては、はげ山
も多く見られましたが昭和 30 年代以降、
里山利用が減少するに伴いアカマツを中心
とする森林が発達してきました。その後、
マツクイムシ被害によりアカマツが極端に
減少し、コナラを中心とした森林に遷移し
ています。

平成 11 年には、県南部でコナラやシイ
を枯らせるカシノナガキクイムシ被害が発
生しています。

また、竹林が里山に広がっており、その

対策も急がれます。
県南部は紀州備長炭の原木に使用するウ

バメガシやアラカシ林が里山として利用さ
れてきました。近年は従来の里山利用が減
少したため、ウバメガシ林の維持が困難と
なっており、ウバメガシ林の大径化やシイ
類の増加により紀州備長炭の適寸原木の入
手が困難になりつつあります。かつては、
不要木の伐採などの里山利用によりウバメ
ガシ林が維持されていましたが、近年はそ
れが行われなくなり、紀南地域の里山の多
くはシイ林に遷移しています。

コナラ林 竹林 ウバメガシ林
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（2）　里地

本県はカキ、ウメ、柑橘類、モモなど果
樹生産が盛んで、ウメ、カキ、温州ミカン
は日本一の生産量を誇ります。果樹園は平
地だけでなく山肌を這い上り、本来里山と
して利用されていた区域にも広がっていま
す。

そういった傾斜地の果樹園の中には耕作
が放棄され、原野化している農地が広がり
つつあり、こうした耕作放棄地がサルやイ
ノシシなど野生鳥獣のエサ場や生息場所と
なり、鳥獣被害を拡大させているとの指摘

もあります。
平地の少ない和歌山県にあって、平

野部の水田・畑地は宅地等への転用が
多く、こうした地域に見られた湿地の
植物や水生生物の多くは減少してい
ます。

和歌山県はアライグマの捕獲数が
全国で第５位（H25）です。農業被害
の他、神社仏閣にある文化財被害など
もあって、その駆除対策が急がれま
す。他にも、タイワンザル、タイワン
ジカ、クリハラリス、スクミリンゴガ
イなど外来生物の活動が活発な地域

になっており、それらによる在来種の駆逐
や遺伝子汚染が顕在化しています。そんな
中、平成 11 年から始めたタイワンザル駆
除対策については、近いうちに全頭捕獲が
報告できるまでの成果を上げています。

一方、所有者が不明であったり、県外移
住や高齢化などにより適切に管理されなく
なった里地が増加しており、この管理をど
のように進めるかは地域にとっても大きな
課題です。

ウメ畑

タイワンザル
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（3）　河川・湖沼
本県には豊かな森林を擁する紀伊山

地を源流とした紀の川、有田川、日高
川、富田川、日置川、古座川、熊野川
の７つの主要河川と多くの小河川が蛇
行して流れ、これらの河川は里や海に
ミネラルを供給することにより、本県
の豊かな水域環境を育んできました。

多くの主要河川は河口部に干潟をつ
くり、ワカウラツボやトビハゼなど干
潟の生物を育むほか、多様な生物をは
ぐくんできました。しかし、護岸など
による河川構造の改変、水質悪化、人
工林の拡大と放置による保水力の低下と河
川流入量の減少などにより、河川に棲む生
物の減少と生物相の単純化が進んでいま
す。

里地内の小河川は農業用水路として利用
されており、護岸や三面張り水路への転換
や耕作放棄による湿性遷移の進行のためア
サザ、シログワイ、ミナミメダカなどの水
生生物が減少しています。また、里地内に

は農業用等に造成されたため池が多数あ
り、多くの里地の水生生物を育んでいます。
田辺市から日高郡のため池群が環境省「日
本の重要湿地 500」にも選定されています
が、外来生物の侵入や護岸などの構造改変
などにより、生物の個体数は減少している
と考えられます。

これら各水域では外来魚のオオクチバ
ス、ブルーギル、カダヤシ等による影響で
淡水魚類の減少も懸念されています。

また、カミツキガメ、アカミミガメなど
国外由来の外来生物のみならず、ハスやオ
ヤニラミなどの国内由来の外来魚が近年発
見されるようになっています。

ため池

瀞峡
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（4）　里海
本県の沿岸は和歌山市から新宮市まで約

650km に及び、その大部分がリアス海岸
です。里海は大きく二つに分けられ、北部
は瀬戸内海の一部となっていますが、南部
は黒潮の影響を強く受ける外海に面してい
ます。

紀伊水道では、瀬戸内海からの冷たい水
と外海からの暖かい水がぶつかり、顕著な
フロントを形成しています。そのため、内
海の生態系と外海の生態系が発達するとと
もに、紀伊水道フロントには餌生物が集積
して多種多様な海生生物を育み、好漁場を
形成し、またリアス海岸に拠点を置いて、
古くから漁業が盛んでした。

枯木灘は、黒潮の影響を強く受け、一年
を通して温暖な海域となっており、温帯域
に位置しながら亜熱帯性の生態系が発達し
ています。特に「串本沿岸海域」はサンゴ
群集が発達し、世界最北のサンゴ群集とし
て、ラムサール条約湿地にも登録されてい
ます。

串本町からみなべ町の沿岸域にサンゴ群
集が発達していますが、オニヒトデ等によ
る食害によりサンゴ群集の衰退がみられる
ため、ダイバーのボランティアによる駆除
が定期的に実施されており、その被害は減
少してきています。

漁業の近代化による漁獲効率の増大や沿
岸部の磯焼けなどにより、漁獲量は年々低
下しています。

沿岸部は、護岸や埋立等の開発により自然
海岸が減少しており、干潟や岩礁の生物が減
少しています。また、乱獲、廃棄物の不法投
棄など、沿岸部は人間活動の影響を受けやす
く、生物多様性の衰退が見られます。

また、県内には人が暮らす紀伊大島を筆
頭に友ヶ島、黒島、稲積島、神島、九龍島

など大小様々な島があります。紀伊大島以
外は無人で、中には神社が祀られていたり
したため、比較的攪乱の少ない森林が残り、
本県の暖地性森林の姿を伺い知る上で貴重
です。

これらの中には、ハカマカズラの自生北
限地の黒島、国指定天然記念物に指定され
ている稲積島や南方熊楠ゆかりの神島など
もあり、本県島しょ地域の重要性がうかが
えます。

しかしながら、友ヶ島のタイワンジカ、
クリハラリスなど外来生物による食害、神
島と九龍島のカワウなどの糞害は狭い地域
の貴重な環境を保護する上で難しい問題を
提起しています。

加太海岸

荒船海岸

資料提供　環境省
オニヒトデ駆除
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生態系サービスとは、四季折々の姿を見
せる気候、食糧や水など生態系から得るこ
とのできる恵みのことです。（第２章参照）

この生態系サービスに着目し、生物多様
性に支えられる自然と共生する社会を実現
するための基本理念について、次のような
理念が国により示されています。
「豊かな恵みをもたらす自然、また時と

して脅威となり得る自然に対し、感謝と畏
敬の心を持って接し、共生と循環に基づく
自然の理

ことわり

に沿った活動を選択していくこ
とが大切である。また、自然を次の世代に
受け継ぐ資産として捉え、持続可能な経済
を考えていく必要がある。こうした人と自
然の健全な関わりを拡げていくことにより

『自然の仕組みを基礎とする真に豊かな社
会』をつくっていかなければならない」。

本県においては、この理念に則りつつ
も、いったん壊れてしまった生態系の復元
は不可能もしくは極めて難しいとの認識に
立ち、貴重な生態系は徹底的に保護しつつ、
一方で、生態系サービスと調和の取れた活
動を、経済分野をはじめ様々な分野で実施
していきます。

生物は食物連鎖をはじめとした様々な共
生系の中で生きています。そのため、南北
に長く、紀伊山地から南や西にいくつもの
大小河川が流れ出す本県では、その地形的
制約の中で生物たちはそれぞれの共生系を
つくり、独特の分化や分布を示しています。
この複雑な生物相を主要河川の水系を中心
とする地域ごとに見てみると、環境的な特
性だけでなく、それぞれの地域の住民の暮
らしや文化との関わりも同時に見えてきま
す。

そのため、以下では、第３章に記載した
県の現状を踏まえ、目指すべき取り組みの
うち、本県全体に共通する事柄について、
まず列記します。次いで、多様な本県の地
理的特性から県内を主要河川の水系を中心
とした６つの区域に分けて、その現状と森
里川海の連環の中で地域的に取り組むべき
事柄についてより具体的に記載します。

第４章　目指すべき取り組み

古道ウォーキング

体験農業

磯釣り

備長炭窯出し体験

災害
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１　本県に共通した取り組み
（1）　森林
①天然林対策 県や市町村による天然林の買い取り実績は 1,000ha 以上あるが、今後も引

き続いて源流地域に残る貴重な天然林などは、必要に応じて県や市町村な
ど地方公共団体による買い取りなど様々な手段を講じて保護していく。

②人工林整備 人工林の間伐や成長の悪い人工林の天然林への林種転換は、生物多様性の
観点のみならず、防災、減災の面からも重要で、引き続き積極的に取り組
んでいく。

日高川町で取り組まれている強度間伐による針広混交林をめざす林業は、
それが可能な地域では積極的に促進していく。

③広葉樹植樹 伐採跡地への植樹が盛んになってきた広葉樹植林について、「和歌山県郷
土樹種使用指針」（H23）に基づき、地域で採取した種子などを利用した
地域苗木を育成するシステムを作ることが、今後の森林育成には大切にな
ってくるため、このシステム作りを目指す。

富田川 ･ 日置川流域で田辺市が取り組み始めている尾根筋の人工林を広葉
樹林に林種転換する「よみがえりの森整備事業」のような取り組みを県内
各地で実施できるよう普及に努める。

④シカ対策 シカによる森林植物の食害を軽減するため、保護が必要な森にはパッチ状
のネットを設置するとともに、夜間捕獲など新しい手段も導入していく。

⑤カモシカ保護 国特別天然記念物であるカモシカについては、その保護施策を講じるため
の資料を得ることを目的として、生息状況やカモシカを取りまく環境につ
いての調査を実施している。
今後も、カモシカの適切な保護のための調査を継続する。

⑥里山対策 里山については、小面積でも整備可能な箇所を選定し、かつての里山環境を
復元するための地域活動を育成することにより里山の生物の増加をめざす。

⑦竹林整備 竹林について、タケノコ産地として育成する地域とその拡大防止及び駆除
に取り組むべき地域に分け、駆除が必要な地域については、整備後に竹林
が復活してこない整備方法の模索も含めて取り組みを進める。

⑧バイオマス利用 竹や間伐材はうまく活用できると貴重なバイオマス資源になり、現在取り
組まれている薪、チップ及びパウダー燃料の拡大を含めた有効活用の検討
を進める。

⑨森林 ･ 林業教室 県内の 100 校あまりの小学生が取り組んでいる森林 ･ 林業体験を県内のよ
り多くの小学校に拡大することをめざす。
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（2）　里地
①外来生物対策 県内各地で被害が広がるアライグマをはじめ様々な外来生物被害につい

て、その現況調査を進め、必要に応じて駆除計画を策定する。

②獣害防止対策 果樹を中心とした耕作放棄地がイノシシ、サル、シカの誘因につながるこ
ともあり、そういった地域では耕作放棄地対策を実施するとともに野生鳥
獣が寄りつきにくい里山づくり活動をからめた獣害防止対策の実施箇所を
増やしていく。

③水路・ため池対策 水田内を流れる用水路は様々な水生生物の生息地になり、またそれらは野
鳥のエサにもなることから、従来から、「水路」「ため池」の整備について
は生態系に配慮した整備に努めているが、今後も耕作者の理解も得ながら、
その効果をより一層高められるよう努力する。

④地域活動の育成 里地整備については、希少生物や環境を守り地域住民や子どもたちにとっ
て愛着の持てる地域づくりのため、整備可能な箇所を選定してこれらの活
動を育成していく。

長引く木材価格の低下により、本県民有林内の 21 万 ha に及ぶ人工林の中には手入れが行き届かな
い人工林も見られます。

このため、県では平成 28 年度から、これら人工林を道路に近
く林業経営が成り立つ「経済林」と道路から遠いなどの理由で林
業経営が成り立ちにくい「環境林」に分け、それぞれの目的に沿っ
た支援を進めていくこととしました。

環境林に区分された人工林は、針広混交林化や広葉樹林化への
取り組みを支援し、生物多様性の高い森林へ誘導していくことと
しています。

森林・林業総合戦略

平成 27 年５月に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律が改正され、一定の条件を満
たせば日没後であってもニホンジカとイノシシの銃猟が可能
になりました。これを受け、本県では、自然生態系や農林業
に深刻な被害を及ぼしているニホンジカの生息数の適正化を
はかるための手段の一つとして、平成 27 年度、全国に先駆
けてこの夜間銃猟に取り組みました。

１年目は、初めてということもあって期待したほどの成果
は得られませんでしたが、今後、様々な改良と工夫を重ね、
シカ被害、特に森林地域での野生植物食害軽減への効果的な
手法として確立されることが期待されています。

シカ夜間銃猟
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（3）　河川・湖沼
①河川工事 護岸工などの大規模工事により、河川の生物多様性に関する環境は大きく

変化すると考えられる。国土交通省が策定している「多自然川づくり基本
指針」（H18）に基づいた川づくりを積極的に採用し、生物多様性に関す
る環境を低下させないように努める。

②河川調査 河川の生物多様性に関する環境は周辺農地での肥料や農薬の使用状況によ
り大きく変化すると考えられる。肥料や農薬の使用が河川環境に及ぼす影
響などに関する調査を進める。

③ため池の取り扱い トンボなど水生生物の繁殖の場ともなっているため池が県内には数多くあ
るが、その中にはオオクチバスやアカミミガメなどの外来生物の繁殖地に
なっている池もある。定期的な池干しは、外来生物駆除に効果的であり、
一部の水生生物の保護育成にもつながるため、これらの効果が期待される
ため池については、放水による外来生物の拡散に留意しつつ、地域の協力
により池干しの復活に取り組む。

（4）　里海
①藻場再生 藻場の再生について、その原因解明の研究を進めるとともに、具体的な再

生への取り組みを支援する。

②干潟調査 地域住民による干潟や磯の生き物調査を定期的に行えるよう広報し、里海
の魅力と役割の普及に努める。

③漁民の森づくり 川に流れ込むミネラルの補給源である森を充実させるため、「漁民の森づ
くり活動」に継続して取り組む。

平成 18 年に国土交通省が、河川本来の自然環境の保全等を視野に入れた川づくりを進めるため「多
自然川づくり基本指針」を策定しました。本指針に基づき、本
県も自然環境に配慮した川づくりを進めています。

例えば、古座川の感潮区間であり、多数の生物が生息してい
る地点の河川改修において、捨石による根固工を採用すること
により、水際に空隙や流速の変化をもたせ、魚類や甲殻類が生
息しやすい環境を保全しました。また、天端にはコンクリート
は張らず、出水等により自然に土砂が堆積するため、植生も期
待できる工法を採用しました。

多自然川づくり基本指針に基づく川づくり

森林はミネラル豊かな水を生み出し、海や川の海草類や植物
性プランクトンの生育を支え、水産資源の維持・増大に大きく
寄与しています。

海や川の漁場環境を保全し水産資源を維持するためには、水
源地域の森林の保全をはかっていく必要があるのです。

このため、森林保全の重要性を理解した漁業者により、平成
10 年度から「漁民の森」活動が始まり、県内 10 箇所で広葉樹の植樹や人工林間伐などの保全活動が行
われています。

こうした森里川海が連携した活動は、地域の生物多様性を回復させるためには効果的です。

漁民の森づくり
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（5）生物多様性保全のために活動する団体の例（全県が活動エリア）
「日本野鳥の会和歌山県支部」

県内の野鳥について、調査や観察会を行い、会誌を定期発行
「和歌山県生物同好会」

県内の様々な生物について、調査や観察会を行い、会誌を定期発行。
「和歌山昆虫研究会」

昆虫の研究家が集い、県内の昆虫調査とともに、会誌を定期発行。
「南紀生物同好会」

県内外の生物について、プロ、アマチュアを問わず研究者が集い、研究と会誌を発行。
「和歌山県自然環境研究会」

県内の様々な生物について、調査や観察会を行い、会員相互の発表会を開催。
「木の子クラブ和歌山」

県内のキノコ調査と定期的な観察会や展示会を実施。
「和歌山県森林インストラクター会」

観察会や体験会など、自然の魅力と役割を県民に普及する活動を実施。
「和歌山県シェアリングネイチャー協会」

五感を使って自然を感じるネイチャーゲーム体験会を定期的に実施。

熊野川

紀の川

橋
本
川

和歌川

亀の川

日方川 貴志川

加茂川

有田川

山田川

広川

日高川
北山川

十津川

印南川

切目川

南部川

左会津川

富田川

日置川

古座川

太田川

周参見川
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Ⅰ　紀の川

１　概況
【区域】

奈良県大台ヶ原を源流とする一級河川紀
の川流域の和歌山市、岩出市、紀の川市、
かつらぎ町（旧花園村を除く）、橋本市、
九度山町、高野町、紀美野町に、日方川、
加茂川などの小河川流域の海南市を加えた
区域とします。

【面積】　　112,127 ha

【人口】　約 648,000 人

【公園などの指定区域】　
・国 立 公 園：和歌山市加太、雑賀崎

地域
・国 定 公 園：紀の川市、かつらぎ町、

橋本市域の和泉山地
尾根部分、高野町

・県立自然公園：生石山山頂部分、龍門
山山頂部分、玉川峡沿
い、町石道沿い

・世 界 遺 産：高野山町石道、熊野古
道小辺路、高野山境内

【土地利用面積と概況】　
この区域の林野率は 56％。人工林率は

58％。耕地は 14％です。
和歌山県最大の河川である紀の川流域が

中心で、広い河岸段丘と河口域に県内最大

の平地である紀の川平野が広がる区域です。
紀の川沿いの傾斜地の多くはカキ、ミカ

ン、モモなどの果樹園に転用され、残され
た森林の多くはコナラやアカマツからなる
里山として利用されてきましたが、マツク
イムシ被害と里山利用が無くなったことか
ら里山の多くは原野化し里山域に接した耕
作放棄地と一体となって荒廃している地域
が目立ちます。

平野のほとんどは耕作地や宅地になって
います。

紀の川支流の貴志川上流や丹生川流域に
人工林が広がっています。

和歌川河口付近には県内有数の干潟が広
がり、加太沖の瀬戸内海国立公園内には
友ヶ島があります。

紀の川下流域には、県立自然博物館、県
立植物公園 ｢緑花センター」、県立森林公
園 ｢根来山げんきの森｣、海南市わんぱく
公園などが立地しており、自然に親しむ環
境は整っています。

２．各区域の現況と目指すべき取り組み

紀の川

友ヶ島
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２　自然環境の現況と問題点
（1）　森林

①天然林
古くから土地利用が活発であった地域の

ため良質の天然林はあまり残っていません。
県立自然公園に指定されている丹生川峡沿
いにはわずかにカシ類にイロハモミジ、フ
サザクラ、シデ類が混じる天然林が広がり、
渓流の岩場にはサツキが見られます。

高野山の摩尼山や弁天岳周辺には天然の
モミ・ツガ巨木林が見られます。また、高
野山国有林の一部は「コウヤマキ植物群落
保護林」に指定されており、林立するコウ
ヤマキの巨木は見事です。このコウヤマキ
は植林ともいわれていますが、高野六木の
モミ、ツガ、アカマツ、スギ、ヒノキやブ
ナなどがコウヤマキに混じって見られ、天
然林の様相を呈しています。

龍門山は強アルカリ性の蛇紋岩土壌の特
異な山であり、固有変種であるキイシモツ
ケの県内最大の生育地になっています。ア
ルカリ土壌の関係で、ホオノキやエゴノキ
など普通種も葉が小型になりこの地域独特
の姿を見せています。また、この特異な土

壌環境に適応した固有種としてリュウモン
ザンツチゾウムシが生息しています。この
山は、かつて龍門山独特の模様を持つギフ
チョウの生息地として知られていました
が、今では地域絶滅し、その後、他地域か
ら人為的に移入されたものが定着していま
す。また、和泉山地にある三国山にはこの
地域では唯一のブナとアカガシの森が見ら
れます。

加太地域の海岸付近にはウバメガシの海
岸風衝林が広がり、この地方では貴重な森
となっていますし、シイ林が広がる友ヶ島
には、ビャクシン、トサムラサキなどこの
区域ではここでしか見られない植物が生育
しています。

②人工林
高野町、九度山町、紀美野町、橋本市

の一部、かつらぎ町では人工林率は 60 ～
70％ですが、財産的所有が多く見られます。
伐採業などの林業活動が活発な地域ではな
かったために伐採利用はあまり進みません
でした。現在も林業活動は停滞しており、

弘法大師が真言密教の道場として開いた高野山は度々大火に見舞われ、その度に寺院の再建や修復に使う材料は周囲の森
林を伐採して調達していました。寺院建築には巨木が必要であったため、樹木の伐採は皆伐ではなく必要な樹木だけを選ん
で伐採する択伐という手法を基本方針としてきました。

用材は全山から巨木を順次選んで伐採し利用してきましたが、建築用材として有用なヒノキ・コウヤマキ・スギ・アカマツ・
モミ・ツガの苗木を補植し育成するといった手法も採られてき
たようです。

1813 年には、こうれら６樹種を寺院などの修繕用材以外の
目的での伐採を禁止する制

せいぼく

木とし、高野六木の保護制度が確立
されました。

このように、高野山周囲の山々では、開創以後長年にわたり
高野六木を中心とした森林の保護育成が図られてきたのです。

しかし、これら森林は明治時代に上地令により国有林化され、
国による皆伐が行われたため、長らく保護育成されてきた高野
六木の森の多くは失われてしまいました。

それでも、高野山周辺にはコウヤマキ特別保護林を始め、高
野六木の巨木が育つ森が点在し、往時を偲ぶ貴重な姿を見せて
います。

高野六
りくぼく

木
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せっかく植林した資源をうまく利用できな
いでいるのが現状です。

間伐などの手入れが長年行われていない
人工林は、生物多様性の観点から極めて悪
い環境と言えます。人工林の整備に関して、
県では間伐を推進するために補助事業など
を活用した整備を働きかけていますが、長
引く木材価格の低迷から森林所有者の林業
経営意欲の低下もあって思うように進んで
いないのが現状です。

この地域の生物多様性を高めるためにも、
人工林の整備と生育の悪い尾根付近などの
林種転換は重要ですが、県南部地域ほどこ
の課題への関心が高くないため、具体的な
事例はわずかです。ただ、平成４年に高野
町が８ha あまりの人工林を買い取り、地元
のボランティアがこれを広葉樹林化する取
り組みを行っています。この活動は、県内
最初のボランティアによる人工林の広葉樹
林化への取り組みとして特筆されます。

一方、高野山奥の院には参拝者が脈々と
植え続けたと考えられるスギ巨木林が残
り、最も古いものは樹齢 700 年を超えるス
ギも見られます。全国有数の古さと規模を
誇る人工林であり文化財的な価値もあって
県の天然記念物に指定されています。

③里山林
この区域は人口が多く、古くからの里山

利用が盛んな地域でした。かつて里山の多
くははげ山に近い状況であり、土砂の流
出が激しかったようです。ところが、昭
和 30 年代から里山利用は少なくなったた
め、森林の回復が進み、アカマツ林になっ
ていったのですが、昭和 50 年代まで多かっ
たアカマツはマツクイムシ被害のため、衰
退し、現在ではコナラ林が中心になってい
ます。コナラ林の一部は自然の遷移により
この地域本来の植生と考えられているシ
イ・カシを中心とした照葉樹林に移り変わ
りつつあります。

里山を必要としなくなった現在、こうし
た里山の遷移が進む事はやむを得ないこと
ですが、長年明るい里山環境で生きてきた
キキョウやオオムラサキなど多くの生物が
減少し、県レッドデータブックに登載され
るようになってきています。

高野町や田
辺市中辺路町
にはマツクイ
ムシ被害は少
なく、今も健
全なアカマツ
林が広がっている地域があります。そのた
め、マツタケ生産地となっていますが、近
年、高野町ではシカによるマツタケ食害が
報告されるようになり、その対策にも苦慮
しているのが現状です。

生石高原は県内唯一のススキ草原で、県
内ではここでしか見られない植物をはじ
め、多様なスミレ類など様々な草原性植物
が生育しています。特に貴重な区域につい

高野山奥の院スギ林

紀伊考古図録
昭和20年代の里山風景

オオムラサキ
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ては町が買い取るなどしながら、ボラン
ティアの活動により保護するとともに、各
種団体が協力した山焼きを定期的に行い、
この貴重なススキ草原を維持しています。

和泉山地が県内唯一の生育地であったシ
ロバナウンゼンはかつて人気の園芸植物と
して乱獲され、昭和の終わり頃にはほぼ全
滅したと考えられていましたが、ブームが
去って 20 年以上経過した近年、所々で復
活しており、自然の再生力を感じさせます。

この区域では竹林が県内で最も繁茂し、
地域の里山環境を圧迫しています。地域住
民が集まり、竹林整備活動を進めている事
例もありますが、今はまだ小規模な活動に
止まっているのが現状です。竹材のバイオ
マス利用については県内ではまだめどがつ
いていません。

（2）　里地
この地域でも山間部を中心に高齢化など

に伴う耕作放棄地が増加しており、これが
里山の森林化と相まってシカ、イノシシな
どの被害を助長しています。紀の川から北
のエリアにはまだシカは生息していないと
いわれていますが、耕作放棄地がイノシシ

を寄せるという報
告もあります。

また、アライグ
マの県内最大の被
害地であり、農業
被害に加えて、ヘ
ビやカエルなどのは虫類、両生類への食害
もあって、カエル等の天敵が害虫を駆除す
る生物防除機能の低下が懸念されます。

この区域には下流域を中心にため池が多
くありますが、近年、池干しと言われるた
め池の水抜き作業が不要になったことも
あって、ナニワトンボなど中程度に攪乱さ
れた環境を好むタイプの水生昆虫にとって
は育ちにくい環境になってきました。

農業用水路については、機能優先の３面
張りが多くなり、昔の石積みや土手などの
水路が減少したため、生物多様性保全機能
は低下しています。そのような中、紀の川
市ではリュウノヒゲモの生育に、かつらぎ
町ではゲンジボタルの生育にそれぞれ配慮
した水路改修が行われています。

海南市にある谷戸地形の孟子谷には休耕
田を活用した里地環境の再生に取り組む団
体があり、トンボ類やアカガエル、野鳥な

紀美野町と有田川町の境界にある標高 870m の生石ヶ峯山頂付近には 10ha に及ぶ県内唯一のスス
キ草原が広がる高原があり、生石高原と呼ばれています。ここは、マツムシソウなど貴重な草原性動植
物が生息する場所として重要であるため、県立自然公園に指定されています。

このススキ草原は、かつては茅取り場として人々の暮らしを支え、維持されてきたものですが、近年
ではその利用もなくなり、アカマツなどの樹木
による森林化が始まっていました。そこで、紀
美野町と有田川町、和歌山県では平成 14 年度
からススキ草原の維持を目的とした山焼きに取
り組みました。山焼きにより進入してくる樹木
類を駆除し、ススキの芽出しを促進することが
でき、純粋なススキ草原が再生されています。

また、この高原では生石山の大草原保存会と
いうボランティア団体がススキ草原の保全や希
少動植物の保護など、自然環境の育成保全活動
を活発に展開しています。

生石高原山焼き

アライグマ
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和歌浦漁業風景

ど多様な生物が棲
む里地を復活させ
ています。しかし
ながら、活動を初
めた平成 10 年頃
のように整備作業が様々な生物の増加につ
ながりにくくなっており、その頃に比べて
里地環境に影響を及ぼすいくつかの変化が
あったと考えられます。

（3）　河川・湖沼
紀の川は奈良県を源流とする県内最大の

河川であり、流域の土地利用も様々です。
河川整備も進んでいますが、河岸や中州の
植生も豊かで様々な野鳥の生息地になって
います。県が行っているガンカモ調査でも
毎年２千羽を超えるカモ類が集まってお
り、他の区域の２～５倍のカモ類が集まっ

ていますし、コウ
ノトリやナベヅル
の飛来地となるな
ど広大な自然環境
は様々な生物の生
息地となっていま
す。

紀の川では平成 16 年に、奈良県も含め
た流域市町村が「吉野川 ･ 紀の川流域協議
会」を組織し、紀の川を中心にした地域の
活性化に関する活動を行っています。また、

和歌山市は紀の川源流の奈良県川上村に
「市民の森」を借り受け市民が森の仕組み
の学習や森林整備に携わったり、川上村の
子どもたちが河口や海の自然の中で様々な
体験をしたりといった交流活動を今も続け
ています。また、水環境や流域の生物多様
性を考えるシンポジウムも開催するなど生
態系サービスの意味を広く地域住民に普及
する上でも重要な役割を果たしています。

また、海南市には県内でも唯一の生息地
と考えられているアブラボテが生息してお
り、調査と保護の活動が行われています。

（4）　里海
和歌浦には県内有数の干潟があり、かつ

てはアサリの潮干狩りが行われていました
が、平成 21 年以降は潮干狩りが中止され、
今ではほとんど見られなくなりました。古
くから行われていたノリの養殖も生長不良
や高齢化などもあって、今では途絶えてい
ます。干潟での漁業不振の原因については
天敵による食害や干潟の環境変化によるも
のと考えられますが、特定には至っていま
せん。

その他、和歌浦湾でも漁獲量が減ってき
たとの漁業者の声もあり、海岸付近に木を
植える活動を始めたり、藻場礁を設置した
りといった取り組みを進める団体も出てき
ました。

ニホンアカガエル

コウノトリ
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３　森里川海の連環
以上、各自然環境ごとの現状を見てきま

した。この区域では、紀の川の源流部が奈
良県であり、吉野川・紀の川流域協議会を
活用するなどして総合的な取り組みが必要
になってきます。

この区域は県内最大の里山が広がる地域
です。人口集積地でもあり、自然への関心
の高い住民も多く、多様な市民活動が展開
されています。都市環境で暮らす住民も多
く、学校や企業も巻き込みながら身近な自
然を守る取り組みを充実させ、自然の中で
これら都市住民がリフレッシュできる環境
作りが大切になっています。

そのためには、より多くの自然保護活動
の芽を育てるべく、教育と普及活動に力を
入れる必要があります。

加えて、この区域は県内では最も穏やか
な地形であり、小学生を対象にした自然体
験活動や未就学児対象の森のようちえんな

ど子どもの教育と発育にこうした生態系
サービスを活用する工夫を充実させていく
ことも重要です。

このように、都市を内包する本区域では
特に「保護」と「教育」という基本的な二
つのテーマで生態系サービスに関わる取り
組みを進めていくことが大切です。

具体的には以下の取り組みを行う必要が
あります。

地域内で取り組む必要のある主な対策

外来生物対策 友ヶ島ではかつて飼育されていたタイワンジカとクリハラリスが野生化して
いるため、その分布域の拡大が懸念されており、その根絶についての検討。

人工林対策 世界遺産としての価値を高めるため、世界遺産に登録されている高野山町
石道沿いの人工林は、適正な間伐を進めるとともに、景観的な観点からこ
の地域本来の植生である広葉樹林を中心に針広混交林や長伐期の択伐林な
どへの誘導。

住民活動の育成 すでに流域内各地で行われている、地域住民主体の里山、里地、里海環境
の維持向上への取り組みをモデルに、各区域でこれらの取り組みを育成。

紀の川の環境維持 野鳥が集まる県内最大河川紀の川は、今後もこの環境を維持。

海岸の生き物調べ 里海環境の改善については、現状では小規模で目に見える成果を得るには
至っていないが、海岸の生き物調べなどを通して、地域住民に里海の環境
変化を知らせ、自然環境への関心を高める役割を果たす重要な活動として、
今後、同様の活動を育成。

自然体験活動
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４　地域活動の例

活動団体 活動内容

龍門山の自然を守る会 龍門山の環境保護や自然観察などの取り組み

ゲンジの森実行委員会 平成 4 年から高野山の人工林を広葉樹林に転換する活動に取り組み、
その育成と自然に親しむ活動を行う

NPO 法人　
根来山げんきの森倶楽部

県立森林公園根来山げんきの森を中心に里山環境の保全と普及活動
を実施。また、子どもたちの自然に親しむ活動にも積極的に取り組む

橋本ひだまり倶楽部 橋本市運動公園ひだまりの郷の森で里山環境の保全と普及活動を実
施。また、子どもたちの自然に親しむ活動にも積極的に取り組む

NPO 法人　
生石山の大草原保存会

県内随一のススキ草原環境を保護し、そこに見られる希少植物の保
護育成に取り組む。観察会も多く実施

Club 森塾 紀美野町と岩出市で竹林整備を中心に活動実施

NPO 法人　
自然回復を試みる会ビ
オトープ孟子

海南市の谷戸地形を利用して里地環境を整備し、昆虫や両生類の保
護活動を実施。また、子どもたちの自然に親しむ活動にも積極的に
取り組む

はしもと「里山学校」 子どもたちが自然に親しみ自然から学ぶ、校舎のない学校。
橋本市の谷戸地形を利用して里地環境を整備し、昆虫や両生類の保
護活動も実施

アブラボテを守る会 アブラボテを守るための調査と保護の活動を実施している

NPO 法人　和歌浦湾海業 漁獲量の低下してきた和歌浦の海の自然復活に取り組んでいる

NPO 法人　
南海せとうちジオガーデン

県立自然博物館などと協力して和歌山市内の海洋生物や生物調査を
実施

海南市にある孟子不動谷は、里山の裾を小川が流れ、ため池と水田、果樹園などの農地が広がる生物
多様性豊かな里地ですが、以前は少子高齢化や農林水産業の衰退とともに、水田の多くが放棄されてい
ました。

そこで、昔の自然や原風景を取り戻そうと、平成 10 年、地元の有志が集い、 NPO 法人自然回復を
試みる会ビオトープ孟子が発足。藪を切り開き、放棄されていた水田の一部に池を掘り、耕作されなく
なった農地で米や蕎麦を栽培するなどの活動を再開すると、アオヤンマやナニワトンボなど多数のトン
ボを始め、様々な動植物の生き生きとした姿が
観察されるようになりました。

ここでは、この里山環境の維持に努めるとと
もに、幼児の自然体験や地元小中学校や高校生
と連携した調査活動や環境教育を積極的に推進
するなど、 生物多様性豊かな里地里山を拠点と
して様々な活動が展開されています。

そのような活動が認められ、平成 21 年度には
日本ユネスコ協会連盟「プロジェクト未来遺産」
に登録され、また、平成 27 年度には国の「生物
多様性保全上重要な里地里山」に選定されました。

ビオトープ孟
もう

子
こ
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１　概況
【区域】

高野山南部を源流域とする二級河川有田
川流域の旧花園村、有田川町、有田市に広
川流域などの小河川を加えた湯浅町、広川
町の区域とします。

【面積】　　52,224 ha

【人口】　約 79,000 人

【公園などの指定区域】
・国 定 公 園：高野町南部、旧花園村

及び有田川町東端
・県立自然公園：生石山山頂部分、有田

川河口以南の海岸域、
有田川町南東端

【土地利用面積と概況】　

この区域の林野率は 70％。人工林率は
67％。耕地は県内第２位の 11％です。

県内最高の人工林率のこの区域の中で、
源流域の旧花園村と旧清水町は広大な人工
林に転換されています。

旧金屋町から下流の地域の水田は少面積
ですが、ミカン栽培が盛んで日本一の有田
ミカンの生産を支える広大なミカン畑が広
がっています。

この地域のミカン畑は山肌を登り、中腹
から一部は尾根付近まで耕作された独特の

景観を示しています。
北部にある生石高原は隣接する紀の川区

域のエリアにまたがる広大なススキ草原が
維持されており、県内ではこの地域固有の
植物が生育するきわめて貴重な地域になっ
ています。

海岸域はウバメガシ林が中心で、かつて
沿岸域に広く見られたマツ林はマツクイム
シ被害により枯損し、津波防災で名高い広
川町の旧堤防にその名残がわずかに見られ
る程度です。

２　自然環境の現況と問題点
（1）　森林

①天然林
まとまった自然林としては有田川支流の

湯川川最奥部にある京都大学の和歌山研究
林の一部にブナ林があり、区域にはトチノ
キやモミ、ツガが見られます。白馬山にも
一部天然林が残りますが、後はこの地域で
伐採されずに残った尾根付近のアカガシ林
や生石高原にある生石神社付近のアカガシ
林が目につく程度です。

海岸域には密度の高いウバメガシ林が広

ミカン畑

有田川

Ⅱ　有田川
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がります。
天然林としての面積はわずかですが、こ

の地域にはクマガイソウやヤマシャクヤク
など県内では極めて希少になった植物もみ
られます。

有田川上流域はツキノワグマの生息域と
しても知られ、わずかに残る天然林は彼ら
の生息環境を守るうえでも貴重な森林と
なっています。

②人工林
旧清水町と旧花園村の人工林率はいずれ

も 85％を超え、県内最高レベルとなって
います。ところが、この地域の林業活動は
停滞しており植林した資源をうまく利用で
きないでいるのが現状です。

間伐などの手入れが長年行われていない
人工林は、生物多様性の観点から極めて悪
い環境と言えます。この人工林の整備に関
しては紀の川地域と同様、思うように進ん
でいないのが現状です。

③里山林
上流部では里山のほとんどが植林され、

下流域でもその多くはミカン畑に転用され
ています。下流域の中腹以上の地域に残さ
れた里山はコナラを中心とした森林ですが
自然の遷移によりシイ・カシ林に移行しつ
つあります。

キキョウやスミレ類など明るい里山を好
んで生育していた植物たちはこの遷移によ
り生育する場所を狭められ、それら植物た

ちに依存していた昆虫なども減少してきて
います。

生石高原は隣接する紀の川区域と一体と
なったエリアで、その保護活動が行われて
います。

この地域の竹林はそれほど多くありませ
んが、管理に手を焼いている箇所では農薬
により竹を枯らせている箇所も見受けられ
ます。

（2）　里地
この地域でも山間部を中心に高齢化など

に伴う耕作放棄地が増加しており、これが
シカ、イノシシなどの被害を助長していま
す。

この区域でも下流域を中心にため池が多
くありますが、近年、紀の川区域と同様に
池干しが行われなくなり、こういった環境
を好む生物が減少してきています。

有田市の宮崎の鼻に生育するキキョウラ
ンは環境省の特定植物群落に指定されてい
ます。また、ミナミヤモリの県内唯一の生
息地にもなっています。

（3）　河川・湖沼
有田川は、二川ダムが設置されて以来、

そこより上流にはアユやウナギ、モクズガ
ニなど海から遡上する生物の移動が制限さ
れています。

近年では平成 21 年、24 年、25 年にそれ
ぞれ有田川からの取水制限が行われていま
す。

宮崎の鼻

湯川川源流部ブナ林 ヤマシャクヤク
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下流域は河川敷が公園として利用される
など地域住民の憩いの場所となっています
が、感潮域にはウラギク、タイワンカモノ
ハシ、アイアシなどの希少な植物が見つ
かっています。

また、オオクチバスなどの外来種の他、
国内外来種も確認されています。

黒沢高原にある沼池は山頂付近にある自
然湿地で、カスミサンショウウオが繁殖し
ているほか、移植されたと考えられるカキ
ツバタの群生地となっており、周辺にはハ
ルリンドウやエビネが見られるなど貴重な
生息環境となっています。

他、河口付近では、県内でも珍しい天然
アオノリ漁やシロウオ漁が行われていま
す。

（4）　里海
海岸域は有田市から広川町にかけてのせ

まい区域です。
湯浅町には、平成 27 年にアカウミガメ

の産卵が十数年ぶり確認された浜があり、

今後安定して産卵が続くか調査していく必
要があります。

里海では、瀬戸内海と紀伊水道に沿って
北上する黒潮分支流の影響でシラスやタチ
ウオなどの水産資源が豊富です。

有田川河口干潟は日本の重要湿地に指定
されており、トビハゼ、タビラクチ、チワ
ラスボ、コゲツノブエの近畿最大の個体群
など、県レッドデータブック登載の希少生
物が多数生息しています。また、広川町の
砂質干潟は県内有数の規模で、その環境保
護は重要です。

３　森里川海の連環
この区域は上流域の人工林と下流域のミ

カン畑に大別され、ミカンは地域の重要な
産業となっています。

他の区域と比較して、この地域では現状
に対する問題意識が顕在化していないのが
現状です。そのため、この区域では自然環
境に関する教育や普及の取り組みを進め、
住民の関心を高めた上で保護活動を育成し
ていく必要があります。

沼
ぬのいけ

池

コゲツノブエ

トビハゼ
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このような状況の中、当水域では次のような具体的取り組みを行う必要があります。
域内で取り組む必要のある主な対策

人工林対策 上流部の高野山に連なる地域は和歌山県北部を代表する自然環境の一画を
になう地域だが、人工林率が高く、生物多様性の観点からみてこれをどの
ように扱っていくかは重要な課題

希少種復元対策 人工林内にはハクウンボク、エビネ、ヤマシャクヤク、クマガイソウな
ど、かつてこの地域に生育していた希少種もわずかながら見られることも
あり、計画的な林種転換による広葉樹林化により、これら希少な植物をは
じめ多様な植生の復元に取り組む

地域住民活動の育成 生石高原は本流域内では自然保護活動が行われている数少ない場所で、こ
のような活動を育てる取り組みを広める

耕作放棄地対策 特にミカンの耕作放棄地はシカやイノシシを多く集めるという報告もあ
り、これら耕作放棄地対策を行う

伝統漁法の復活 有田川で行われていた全国唯一の「徒歩（かち）漁法」による鵜飼いは
2013 年以降は高齢化や後継者不足で中止になったが、ウミウを使ったこ
の漁法も生態系サービス享受のユニークな事例であり、今後復活させたい
伝統漁法

４　地域活動の例

活動団体名 活動内容

NPO 法人　
生石山の大草原保存会

県内随一のススキ草原環境を保護し、そこに見られる希少植物の保護
育成に取り組む。観察会も多く実施 （再掲）

広川町立津木中学校 地域住民と協力して、地域でゲンジボタルの保護に取り組む

有田川の鵜飼は、鳥屋城城主・石垣氏が室町時代初期に、木曽川の鵜匠を呼んで、地元の人に教えた
のが始まりといわれています。

その漁法は、船上から鵜匠が数羽の鵜を操る漁法と違い、鵜匠自らが川の中に入り、一羽のウミウと
松明の火で鮎を捕る全国唯一の徒歩漁法の鵜飼いであ
ることに加え、茨城県でとらえられる鵜飼い用のウミ
ウを使用せず、県内海岸で捕獲したウミウを仕込んで
一夏の鵜飼いを行い、シーズンが終わると放鳥すると
いう本県の生物多様性の特徴をうまく活かした漁法で
もあります。

和歌山県指定無形民俗文化財にも登録されている有
田川鵜飼いですが、鵜匠の高齢化等により、平成 25
年度以降は実施されていないのが現状です。再開が望
まれます。

有田川鵜飼い
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１　概況
【区域】

護摩壇山系を源流域とする二級河川日高
川流域の旧龍神村、日高川町、御坊市と切
目川流域の印南町、南部川流域のみなべ町
に由良町、美浜町、日高町を加えた区域と
します。

【面積】　　95,455 ha

【人口】　約 80,000 人

【公園などの指定区域】
・国 立 公 園：みなべ町海岸域
・国 定 公 園：護摩壇山周辺
・県立自然公園：初湯川源流域、鉾尖岳

周辺
・世界農業遺産：みなべ町の区域

【土地利用面積と概況】
この区域の林野率は 74％。人工林率は

50％。耕地は６％です。
日高川源流部である旧龍神村は、古くか

らの林業地域であり素晴らしいスギが育つ
地域として知られています。そのため、人
工林率も 71％と高く、まとまった天然林
は国定公園にも指定されている護摩壇山周
辺に広がっている程度です。護摩壇山系に
は護摩壇山をはじめ、和歌山県最高峰の龍
神岳、鉾尖山、城ヶ森山など 1,000m を超
える峰々が並び、県内最大のブナ林が広
がっています。

隣接する日高川町旧美山村の初湯川上流
域にも広大な天然林が広がっています。こ
こはブナにモミ・ツガが多く混生する森林
で、温帯地域にある天然林の規模としては
県内最大級です。

旧龍神村と日高川町を除く地域の人工林
率は低く、切目川流域と南部川流域は褐色

森林土壌が未発達の地域が多く概して樹木
の成長はかんばしくありません。そのため、
やせ地に耐えるウバメガシ林が内陸地域に
まで広がり、現在ではその一部がウメ畑と
して利用され、みなべ町は日本一の梅の生
産地となっています。ウメ栽培を中心とし
たこの地域の伝統的な農業の仕組みは隣接
する田辺市と共に「みなべ・田辺の梅シス
テム」として平成 27 年 12 月に世界農業遺
産に認定されました。

また、印南町や御坊市、日高町西部地域
にも多くの農地が広がり、ウスイエンドウ
や花卉などの生産が盛んです。

みなべ町の千里の浜は本州有数のアカウ
ミガメ産卵地になっており、美浜町の煙
樹ヶ浜は近畿地方最大規模を誇る防潮林と
なっています。

紀伊水道に突き出す日ノ御埼はワシ・タ
カ類の渡りルートになっており、秋のシー
ズンには多くのワシ・タカ類の観察スポッ
トになっていますし、隣接する白崎海岸は
県内では珍しい石灰岩の海岸であり独特の
景観を見せるとともに、ウミネコの繁殖地
としても貴重です。

日高川

Ⅲ　日高川
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２　自然環境の現況と問題点
（1）森林

①天然林
この区域で特筆すべきは護摩壇山のブナ

林です。県内最大のブナ林として昭和 62
年、ブナ林と周辺森林を含む 329ha の森林
を県が購入し、その保護にあたっています。
ここにはブナをはじめ太平洋側のブナ林要
素であるヒメシャラ、ヤハズアジサイ、ス
ズタケなどの様々な植物が見られ、それら
を食草とする昆虫類をはじめ多くの生物が
見られます。

ところが、平成 10 年頃からシカによる
食害が目立ちはじめ、今ではあれだけ繁っ
ていたスズタケ群落がほぼ壊滅し、林床に
見られたヤマオダマキ、カワチブシ、レン
ゲツツジ、ハスノハイチゴ、テバコモミジ
ガサなど希少な植物の中にはほとんど見ら
れなくなったものもあります。また、これ
らを食草とするヒメキマダラヒカゲなどの
昆虫類も減少しています。スズタケのなく
なった林床は乾燥し、ブナなどの大木の生
育にも悪影響を及ぼしていますし、ブナ、
ミズナラ、カエデ類など次代の森を作る幼
木もシカの食害の対象になるなどこの森の

将来が危惧されています。
森林の乾燥と林床植物の減少はそれらを

食草とする昆虫や他の生物の減少にもつな
がっています。そのため、県ではパッチ状
に防鹿ネットを張り植生の保護対策を図っ
ています。

初湯川源流部には県内最大級の温帯域の
天然林が広がっており、西ノ河原生林や尾
根を接する亀谷原生林とともに本県の重要
な森林です。

切目川流域と南部川流域に広がるウバメ
ガシ林は県内有数で、里山的な要素が強い
区域もありますが、土壌環境によりウバメ
ガシが優占する土地が多いようです。

②人工林
日高川上流及び中流域では林業が主産業

であり多くの人工林が広がっています。人
工林率は旧龍神村、旧美山村、旧中津村の
３地区が 60 ～ 70％と飛び抜けて高く、他
地域では数十％に止まっています。

源流部の旧龍神村は吉野杉に匹敵するほ
どの品質を誇るスギ材が生産されていま
す。日高川を下るにつれ土壌的な要因から

近年、ニホンジカ（シカ）による食害が森林では深刻であり、現在では多くの山林の林床植物が食べ尽く
されてしまったような状況です。また、森林再生のために広葉樹などを植樹しても、シカの食害により苗木
が全滅してしまう場所も往々にして見られます。

これを防ぐため、植林エリア一帯を防鹿ネットで囲うことが一般的に行われていますが、複雑な地形の林
地に長い延長のネットをきちんと張ることは困難で、どうしてもシカの侵入を防ぎきれないのが現状です。

そこで、こうした広いエリア単位ではなく、もっ
と小規模単位の 10 〜 20m 四方の区域を防鹿ネッ
トで囲うパッチディフェンスという方法が採用され
るようになってきました。これは、狭い面積をシカ
に「囲い」と認識させることにより侵入したくない
と思わせる効果があるのです。

大面積の人工林には使えませんが、広葉樹植栽や
ブナ林の希少植物保護などには効果がある手段であ
り、今後、和歌山県の生物多様性維持のために活用
していきたい手段です。

パッチ状防鹿ネット



− 30 −

第
４
章

ヒノキ林が多くなっていますが、この地域
は県内有数の林業地域です。また、この地
域では多くの企業が CSR 活動の一環とし
て「企業の森」づくりに取り組み、植樹活
動や地域との交流などが行われています。

人工林整備に関しては、県内他地域と同
様間伐が遅れており、県では人工林の間伐
を推進するための補助事業などを活用した
整備を働きかけていますが、長引く木材価
格の低迷から森林所有者の林業経営意欲の
低下もあって、思うように整備が進まない
のが現状です。

また、人工林率が高いこの地域では尾根
筋や急傾斜地など造林に向かない土地にま
で植林されており、そうした場所に植林さ
れたスギ・ヒノキの多くは成長が不良で貧
弱な人工林になっています。

切目川流域と南部川流域でも多くの人工
林が造成されていますが、本来ウバメガシ
林が広がる痩悪地に植樹されたため、その
多くは極めて成長が悪い人工林になってい
ます。

また、日高川町には強度間伐による針広
混交林をめざす林業に取り組んでいる林業
家がおり、こういった林業も生物多様性と
林業の両立を図る上で興味深い取り組みで
す。

人工林整備や広葉樹林への林種転換は、
生物多様性の観点のみならず、防災、減災
の面からも重要です。日高川町では県内の
小学生の林業体験を受け入れています。子
どもたちに人工林整備の大切さを体験を通
じて理解してもらうことは、自然に対する
関心を高めてもらうためにも有効です。

煙樹ヶ浜のマツは植樹されたものである
と言われています。この森はクロマツを主
体にアカマツも混じる珍しい防潮林で、か
つてはマツタケも採れたようですが、今は
落葉が積もり、やせた土地を好むマツ類に
とっては育ちにくい環境になりつつありま
す。マツクイムシの被害も続いていますが、

地元小学校では、長年、この防潮林の保護
管理に向けた勉強会が行われています。

この地域では、間伐材をパウダーやチッ
プにして温泉などの加温やハウス栽培の燃
料にする取り組みが進められています。

③里山林
切目川流域と南部川流域では里山はウバ

メガシ林になっていますが、これは、この
地域に本来ウバメガシの適地が多かったこ
とに加えて、紀州備長炭の生産が盛んで
あったため、備長炭の原木となるウバメガ
シ以外の樹木を燃料用に伐採したことによ
り成立したウバメガシ林が多いと考えられ
ています。

備長炭生産のための択伐・小規模伐採に
より、伐採跡地や萌芽林といった異なる遷
移段階がうまれ、多様な里山環境が維持さ
れています。加えて、梅畑、ため池や水田
といった里地環境に生育する多様な蜜源植
物が梅のポリネーター（花粉媒介者）であ
るニホンミツバチの生息を支え、梅生産が
発達したと考えられています。このような

子どもたちの林業体験

ウバメガシ択伐林
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里山環境とともに梅生産を維持してきた地
域の取り組みが平成 27 年に世界農業遺産
として認定されました。

このような紀州備長炭の生産とリンクし
た里山利用は今後も重要ですが、近年では
皆伐を行う製炭者も多く、伐採跡地がシイ
林になってしまう場所が増えています。一
方で、製炭者の意識改革が進み、かつての
択伐によるウバメガシ林の循環的利用を復
活させるべく、研修会などを通した活動が
行われ、択伐林が復活しつつあります。

御坊市周辺は竹林の繁茂が激しく、地域
の里山環境を圧迫しています。地域住民が
集まり、竹林整備の活動を進めています。

（2）　里地
この地域でも他地域同様、山間部を中心

に高齢化などに伴う耕作放棄地が増加し、
シカ、イノシシなどの被害を助長していま
す。

この地域には農業用等に造成されたため
池が多数あり、多くの里地の水生生物を育
み、田辺市～日高郡のため池群が環境省 

「日本の重要湿地 500」にも選定されてい
ますが、池干しの未実施、管理放棄、護岸
などの構造改変、外来生物の侵入などによ
り、トンボをはじめ様々な生物が減少して
いると考えられます。

美浜町に広がる水田には毎年多くの野鳥
が訪れる県内では貴重な野鳥の休息地と
なっています。コウノトリやナベヅルが訪
れることもあります。

農業用水路を取りまく課題についても紀
の川区域と同様です。

（3）　河川・湖沼
日高川については椿山ダムができて以

来、そこより上流にはアユやウナギ、モク
ズガニなど海から遡上する生物の移動が制
限されています。

日高川支流には、在来アマゴが生き残っ

ています。また、ナガレホトケドジョウが
生育する支流も多数あります。また、源流
部にはヤマトイワナの分布最南端個体群で
あるキリクチが生息していましたが昭和
20 年代に絶滅し、後に放流されたニッコ
ウイワナが定着しています。

日高町には海岸付近に多様な水生生物が
棲み、多くの野鳥が訪れる貴重な開放水面
を持つ自然湿地がありますが、近年、アカ
ミミガメが繁殖するなどその環境が乱れつ
つあります。

日高川では、水道用水をはじめ様々な水
利用がなされていますが、平成 24 年、25
年に農業用水の取水制限が行われた以外は
深刻な水不足は発生していません。

（4）　里海
藻場の衰退は里海の生物の減少の原因の

一つと考えられています。磯焼け現象の原
因については、食害や高水温、基盤不足等
の多くの要因が絡んでいると考えられ、そ
の地域に最も適した藻場回復手段を見いだ
すべく母藻移植、食害生物駆除、磯清掃等
に取り組んでいます。

ナガレホトケドジョウ

ハマボウ
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みなべ町には国内有数のアカウミガメ産
卵地があり、みなべ町内の青年たちと日本
ウミガメ協議会が協力してその調査と保護
にあたっています。この浜では、アカウミ
ガメの保護のために自動車等の乗り入れを
禁止しています。
「日本の重要湿地 500」に指定されている

日高川河口には県内有数のハマボウ生育地
があり、夏には青空によく似合う鮮やかな
黄色い花をたくさん咲かせ、国道を行き交
うドライバーの目を楽しませています。

白崎にはウミネコ繁殖地があり、また、
海中の生物も多様で人気のダイビングス
ポットになっています。日ノ御埼周辺の海
岸域にはキノクニシオギクをはじめ多様な
キク科植物が分布し、日高町周辺には江戸
時代に防風林を作るために植えられたとい
われるアコウの大木があちこちにみられま
す。

３　森里川海の連環
日高川上流域及び中流域は県内有数の林

業地域に、下流域や南部川、切目川流域は
県内有数の農業地域になっており、こうし
た産業が生物多様性に配慮した取り組みを

進めることは、持続可能な産業利用を続け
ていく観点から有効です。

また、この地域では竹林整備や千里の浜
のアカウミガメ保護活動、日高川町の針広
混交林をめざす林業を除き自然や野生生物
保護に関する取り組みが少ない地域です
が、重要な森林や湿地をはじめ自然と親し
みやすい里地環境も豊かで、こうした取り
組みを行う環境は整っています。

したがって、この地域では、まず、市民
レベルの取り組みを育て、これを農業者や
林業者を巻き込んでこの活動を広げていく
ことが重要になってきます。

あわせて、日高川町が行っているような
小学生や都市住民の自然体験や林業体験を
受け入れることは、地元住民の自然の魅力
と働きの再認識につながると共に、次代を
担う子どもたちの自然に関する興味を育て
ることになり、将来のよりよい環境の保護
と持続的な利用にもつなげることができる
はずです。

美浜町にある煙樹ヶ浜に広がる松林は、長さ約４km に
も及ぶ近畿でも最大級の松林であり、煙樹海岸県立自然公
園の中核を担う重要な景観となっています。

海風による塩害から農地や集落を守るため、紀州藩初代
藩主徳川頼宣の時代に、御留山として伐採が禁じられると
ともに、マツ苗の植林が指示されました。この時には海岸
に適したクロマツの苗木が足りず、里山からアカマツの苗
木を調達してきたと言われ、今でも海岸のマツ林としては
珍しいアカマツの混じった防潮林となっています。

今も、「松の日（２月第二日曜）」の清掃活動や、マツの
里親制度の導入などの精力的な保護活動が行われ、古くか
ら連綿と続く地域住民の努力により維持されてきたこのマ
ツ林は、人々を風潮害から守り続けています。

煙樹ヶ浜マツ林
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このようなことを踏まえ、以下の具体的な事項に取り組む必要があります。
地域内で取り組む必要のある主な対策

防鹿ネットの設置 護摩壇山のシカ食害について、ネットによるパッチディフェンスを強化

煙樹ヶ浜の保全 煙樹ヶ浜ではマツクイムシ被害が続いており、和歌山県の貴重な財産で
あるマツ林の保護については様々な手法を組み合わせて実施

野鳥休息地保全 美浜町に広がる水田では、野鳥観察者のマナー向上や通行自粛などによ
る水田環境の静寂さを保護

アカウミガメ保護
対策を広める

千里の浜はアカウミガメ生態調査と有効な保護対策がなされていること
から、県内の他のアカウミガメ産卵地の保護対策へも応用

４　地域活動の例

活動団体名 活動内容

ゆめ倶楽部 21 既移住者と地域住民で組織する受け入れ協議会。日高川町での自然体
験の受け入れと指導も実施

やまづくり塾活動
（県 ･ 県木炭協会共催）

紀州備長炭の原木択伐技術の向上をめざした研修会の開催

（有）原見林業 人工林の強度間伐による針広混交林育成林業の実行

里山を愛する会 日高川区域の竹林整備活動

（社）ビオトープ 自然や人の営みをはぐくんできた里山を再生するために活動

みなべウミガメ研究班 日本ウミガメ協議会と協力した千里の浜アカウミガメの調査保護活動
を実施

日高高校　紀央館高校
生物部

野鳥をはじめとした生物調査活動

みなべ町にある千里の浜は、本州で最もアカウミガメの産卵密度の高い海浜として知られ、県指定天
然記念物となっています。千里の浜では、後藤清氏が結成した「みなべウミガメ研究班」が昭和 56 年
から調査を始め貴重な調査データが蓄積されてきましたが、日本ウミガメ協議会も平成 14 年から調査
に参加するようになり、その活動が広く認知されるようになりました。今では、地元の若者でつくる「青
年クラブみなべ」やみなべ町教育委員会も一緒
に調査・保護に取り組んでいます。

また、観光客などを対象にしたアカウミガメ
の産卵観察会を行うことによりウミガメ保護の
普及啓発を行ったり、アカウミガメが産卵しや
すい環境作りのため、様々な団体とのコラボに
よる千里の浜清掃活動を行うなど多様な手段に
よるアカウミガメ産卵地の保護活動を展開して
います。

貴重な産卵地であるこの自然環境を維持する
とともに、今後も地域一帯となった調査・保護
活動の継続が期待されます。

千里の浜　アカウミガメ保護活動

資料提供　みなべ町教育委員会

アカウミガメ
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１　概況
【区域】

果無山脈南斜面を源流とする富田川及び
大塔山北西域を源流とする日置川両流域に
芳養川、左会津川、周参見川などの小河川
の流域内にある西牟婁地域（旧龍神村及び
旧本宮町を除く）とします。

【面積】　　100,083 ha

【人口】　約 121,000 人

【公園などの指定区域】　
・国 立 公 園：田辺市、白浜町、すさ

み町の海岸域
・県立自然公園：日置川流域、笠塔山南

斜面、水上地区
・南紀熊野ジオパーク：上富田町、白浜町、す

さみ町の区域
・世界農業遺産：旧田辺市
・世 界 遺 産：熊野古道中辺路・大辺路

【土地利用面積と概況】　
この区域の林野率は 87％。人工林率は

67％。耕地は５％です。
古くからの林業地域で人工林率は 67％

となっています。特に富田川及び日置川の
上流域から中流域にかけて人工林が多く
なっており、上富田町と旧中辺路町、旧大
塔村の人工林率は平均すると 75％に迫り、
県内随一の林業地域といえます。すさみ町
と旧日置川町の人工林率も 60％を超えて
おり、この区域の内陸部には広大な面積の
人工林が広がっています。

それだけに天然林は貴重で、植林に適さ
ない海岸付近を除くと大塔山、法師山付近
にみられる一定面積以上の広がりのある天
然林の多くは自然公園に指定されています。

また、田辺市は紀州備長炭発祥の地とも

言われ、県内有数の産地であり、旧田辺市
域にはそれを支える広大なウバメガシ林が
広がっています。

旧田辺市から上富田町にかけては農業活
動も盛んで、耕地の多くは北部地域にまと
まり、梅畑が大きな割合を占めています。
田辺地域の梅畑は隣接するみなべ町と合わ
せて平成 27 年 12 月に世界農業遺産に認定
されました。

海岸付近の天然林も紀州備長炭用の薪炭
林としての利用が盛んです。

この区域の海岸は近年の藻場の衰退傾向
の中で県内では最も藻場の少ない区域に
なっています。里海ではサンゴ群集の発達
も見られますが、オニヒトデの被害が見ら
れ、ボランティアによる駆除が行われてい
ます。

なお、この区域の内、白浜町とすさみ町
は、「南紀熊野ジオパーク」として平成 26
年に地球科学的な価値を持つ遺産の保全を
目的としたプログラムである日本ジオパー
クに認定されており、区域内の大地の遺産
を保全し、教育やツーリズムに活用しなが
ら、地域振興につなげています。

富田川

日置川

Ⅳ　富田川 ･日置川
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２　自然環境の現況と問題点
（1）　森林

①天然林
特に法師山のブナ林、安川渓谷の針葉樹

林、笠塔山及び水上自然林のブナを交えた
モミ・ツガ林は貴重な天然林です。その中

で、笠塔山のモミツガ林は旧中辺路町が
78ha を森林公園用地として購入し、水上
自然林 100ha は土地所有者が自ら「学術保
護林」としての取り扱いをすると決め、保
護しています。

安川渓谷の針葉樹林はモミ・ツガに、ヒ
ノキ、コウヤマキ、トガサワラ、ゴヨウマ
ツなどの針葉樹が混じり独特の景観を示し
ています。

これら地域ではシカの食害が顕著で、特
に針葉樹は冬季に樹皮を食害される被害が
目につきます。

海岸沿いでは、すさみ町の江須崎にはス
ダジイ林にハカマカズラ、シマサルナシ、
フウトウカズラ、サカキカズラ、ハスノハ
カズラなどの暖地生のツル植物が巻き上
がった独特の森林が成立していますし、江
須崎や沖ノ黒島の崖地にはイブキ群落が分
布し独特の景観を呈しています。

ジオパークとは、ジオ（地球）に関わるさまざまな自然遺産、 たとえば、地層・岩石・地形・火山・
断層などに注目した大地の公園のことであり、その地球の大地のなりたちを知るだけでなく、歴史・文
化・動植物・食などを通じて、大地と人の暮らしの関わりを実感して楽しむところです。

大地をおりなす地形や地質を出発点として、そこで育まれた文化・生態系・食などの地域の宝ものを
再発見し、それらを保全するとともに、教育や観光にも活かしていく活動が行われています。

新宮市、白浜町、上富田町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町のエリアが、
南紀熊野ジオパークとして平成 26 年に日本ジオパークに認定されました。ここでは、プレートの沈み
込みに伴って生み出された異なる３つの
地質体（付加体、前弧海盆堆積体、火成
岩体）を見ることができ、橋杭岩や志原
海岸などそれらが作る独特の景観を楽し
むことができます。

また、黒潮の影響などによる豊かな生
物多様性に加え、滝・巨石などへの自然
崇拝や熊野信仰、急峻な渓谷ゆえに発達
した筏下りなどの独特の文化がその中で
はぐくまれました。

温泉や鉱山など、大地の恵みを享受す
る一方、洪水、土砂崩れ、津波などの自
然災害への備えを忘れることができない
地域でもあることを忘れてはなりません。

南紀熊野ジオパーク

笠塔山天然林



− 36 −

第
４
章

ちなみに、
江須崎は発
光 性 キノコ
のシイノトモ
シビタケが
本州で初め

て確認された貴重な場所でもあります。
琴の滝には小面積ですがコバンモチやヤ

マモガシが混じるこの地域の特徴をよく表
したシイ・カシ林があり、県自然環境保全
地域に指定されています。

また、白浜町には小規模ながら照葉樹林
を代表するイチイガシの群落が見られ、人
工林や農地の増加で姿を消したと考えられ
るイチイガシ林の姿を知る上で貴重な森林
となっています。

これら海岸地域を中心に近年、カシノナ
ガキクイムシの被害が目立ってきました。

この昆虫はシイ・カシ類、コナラなどド
ングリを作る樹木に被害をもたらし、枯れ
るものも多いようです。

②人工林
この流域の南部は隣接する古座川流域同

様、土壌が浅く、長伐期の林業には馴染ま
ない土地ですが、それ以外の場所では林業
が盛んで、概況欄にも書いたように高い人
工林率の地域が広がっています。

日置川上流域には樹齢 180 年の素晴らし
いヒノキ人工林もありますが、概略的に見
ると、上流域はスギ主体の、中下流域はヒ
ノキ主体の人工林となっています。これら

人工林の整備に関しては、県内他地域と同
様に間伐が遅れており、生物多様性の観点
のみならず、防災、減災機能の低下が危惧
されます。

また、この流域では伐採樹齢に達した人
工林が多くなっており、各地で主伐などの
林業活動が展開されています。さらにこの
区域では多くの企業が CSR 活動の一環とし
て「企業の森」づくりに取り組み、植樹活
動や地域との交流なども行われています。

田辺市では平成 27 年度から ｢よみがえり
の森整備事業」に取り組みはじめ、いわゆ
る ｢天空三分」と言われる尾根付近の人工
林を伐採し、広葉樹林の帽子をかぶせる事
業に取り組み始めました。区域は笠塔山か
ら水上までを８ha の自然林でつなげられる
よう、地元環境団体の協力も得ながら地域
の種子を採取した苗木作りも準備中です。

この区域では間伐材のチップ燃料による
バイオマス利用が進められています。

③里山林
区域の南部地方では紀北地域に見られる

ようなコナラやクヌギからなる里山は発達
せず、集落周辺の多くはシイ・カシ林になっ
ています。

里山にはヤマザクラが多く見られます。
紀伊半島のヤマザクラは、南下するほどピ
ンクが濃く、開花時に開葉しない傾向が強
くなり、一見するとオオヤマザクラのよう
な見かけになって極めて華麗です。

旧田辺市エリアの里山にはウバメガシ林
が多く、この地域が発祥の地と言われる紀
州備長炭の生産を支えています。ウバメガ
シ林は地域住民がお金になるウバメガシを
製炭者のために残し、それ以外の樹木を燃
料などに伐採することで維持されてきたと
言われています。ウバメガシ林はこの地域
の里山利用が育てた森林です。ウバメガシ
林の一部は開墾され、梅畑として利用され
ています。旧田辺市は隣接するみなべ町と

シイノトモシビタケ

人工林



− 37 −

ともにウメ生産にポリネーター（花粉媒介
者）としてのニホンミツバチやメジロを活
用するなど、多様な生物が生息する環境を
保全し、農業と紀州備長炭生産に伴う里山
整備に取り組んできたことが評価され、平
成 27 年 12 月に世界農業遺産に認定されま
した。

日本のナショナルトラスト発祥の地とも
言われている天神崎では、開発を防ぐため
に募金を活用した法人による買い取りの
他、田辺市による森林の買い取りを進め、
その貴重な自然を保護しています。

竹林はそれほど多くありませんが、田辺
市などの市街地周辺では少しずつ拡大を続
けています。

この地域でも山間部を中心に高齢化など
に伴う耕作放棄地が増加しており、これが
シカ、イノシシなどの被害を助長していま
す。アライグマの被害も多い地域です。

また、旧田辺市内のため池でアフリカツ
メガエルの繁殖が確認され、県、市、地域
の関係者と地元高校生が調査し、その駆除
活動に取りかかっています。

農地の多くは梅畑で、梅畑内にはマルバ
ルコウソウやマメアサガオなどヒルガオ科
の外来種が目立ちます。

環境省「日本の重要湿地 500」に選定さ
れているため池群をはじめ、農業用水路な
どを取りまく課題は県内共通であり紀の川
区域と同様です。

天神崎は田辺湾の北側に突き出た岬で、黒潮か
らの高温水の流れ込みの影響を受け、年間を通じ
て気候が温暖です。そのため、南方系生物の種類
が豊かで、学術的にも貴重な場所として評価され
ており、吉野熊野国立公園の一部となっています。

昭和 49 年、天神崎での別荘地開発計画が持ち
上がったことに端を発して、この自然を守るため
に「天神崎の自然を大切にする会」が結成され、
全国から募金を呼びかけ、その土地を買い取る運
動が始まりました。

こういった美しい自然や歴史的建造物を市民の
寄金で買い取って保全していく運動を、ナショナ
ルトラスト運動といい、その第１回全国大会がこ
の地で開催されたことから、天神崎を日本ナショ
ナルトラスト運動の本格的な起源とする見解もあ
ります。

県と田辺市も協力して土地を買い取りは続けら
れ、現在では行政による買い取りや土地の寄付も
含め、約 8.2ha（平成 24 年末現在）を取得し、
保全に努めています。

天神崎ナショナルトラスト
世界農業遺産とは、国際連合食糧農業機関（FAO、本

部イタリア・ローマ）が、2002 年に始めた仕組みで、次
世代に受ける継がれるべき重要で伝統的な農林水産業と
その営みが生み出す生物多様性、農村文化、景観を全体
として認定し、その保全と持続的な活用を図る制度です。

平成 27 年度末時点で、世界 15 ヵ国 36 地域、日本で
は平成 27 年に認定された「みなべ・田辺の梅システム」
を含め８地域が認定されています。
「みなべ・田辺の梅システム」とは、養分に乏しく礫質

で崩れやすい斜面にウバメガシなどの薪炭林を残しつつ、
梅林を配置し、400 年にわたり高品質なウメを持続的に
生産してきた農業システムです。

人々は、梅林周辺に薪炭林を残すことで、水源かん養
や山崩れ防止の機能を持たせるとともに、薪炭林に住む
ニホンミツバチを利用した梅の受粉、長いウメ栽培の歴
史の中で培われた多くの遺伝子資源やウバメガシを原木
とした紀州備長炭の生産など、地域資源の有効活用とウ
メを中心とした農業により、生活を支えてきました。

また、人々のそうした活動は、生物多様性、独特の景観、
農文化を育んできました。

世界農業遺産

（2）　里地
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この数十年、富田川の水量が減少してき
たとの指摘があり、瀬切れなどの現象も見
られます。一般的に、スギ・ヒノキの人工
林は成長と共に多くの水を消費するため、
上流域の広大な人工林の成長は河川流量の
減少をもたらします。そのため、富田川を
水源とする白浜町では水源の森基金を造成
し、上流にある旧中辺路町で 160ha 以上の
森林を購入し、広葉樹林を育成しています。

また、富田川はオオウナギ生息地であ
り、近年は県中北部での確認例も出ていま
すが、安定した生息地としてこの河川環境
は貴重です。

日置川の河口付近は広く西日本の海岸付
近に生息するヨドシロヘリハンミョウ生息地の
東端にあたりますが、現在の生息地はごく
限られた場所であるため、その生息環境の
保護と乱獲防止対策が求められています。

日置川上流の合川ダムはオオクチバス釣
りのメッカとして有名になるほどオオクチ
バスの密度が濃く、この河川の生物多様性
に影響を与えています。

日置川支流には県内他地域とは斑紋の異
なるナガレホトケドジョウが生息していま
す。

（4）　里海
県内の海岸域では最も藻場の少ない区間

ですが、磯釣りでも人気の地域で、海中に
はテーブルサンゴ群集が発達しています。
これら里海の環境は地域のダイバーグルー
プにより広範囲に調査と保護活動が繰り広
げられていますが、その中で、サンゴを食
害するオニヒトデ被害も報告され、駆除活
動が行われています。

白浜町には紀伊半島では最大とも考えら
れている２万頭以上の妊娠中のユビナガコ
ウモリが集まり子育てをする保育地となっ
ている海食洞窟があり、町の天然記念物に
指定されています。この保育地の保護は和
歌山県のみならず、福井や徳島を含めた近
畿一円のユビナガコウモリの生存を左右す
るほど重要です。

白浜町内にはアカウミガメの産卵地もあ
り、すさみ町立エビとカニの水族館や地元

平成 19 年、田辺市新庄町にある鳥の巣半島内のため池において、南アフリカ原産のアフリカツメガエルの生息が確認
されました。

このカエルは、ペット用や実験用に国内で養殖されたものが販売されており、入手が容易であることから、密放流され
たものと考えられます。

このカエルは動物性のものであれば何でも食べるため、 ため池内のあらゆる生き物を食べ尽くすことにより、地域の生
物多様性を著しく低下させてしまう懸念があります。冬でも温暖な本県においては越冬も可能で、侵入域拡大により被害
拡大の懸念もあることから、平成 23 年に、地元ボランティアの取り組みに県と田辺市も協力し駆除作業を行いましたが
根絶には至りませんでした。

その後、田辺高等学校・中学校の学生らによる調査と駆除活動が継続されていますが、
彼らの調査により地域内にある 23 カ所の池に広がっているのが確認されています。

平成 28 年度からは環境省のグリーンワーカー事業を活用した本格的な駆除への取
り組みが始まります。

外来生物駆除はアライグマやブラックバスのように生息域が広がってからでは困難
になってしまうので、このように初期段階での取り組みが大切になってきます。

アフリカツメガエル

ヨドシロヘリハンミョウ
紀伊民報　提供

（3）　河川・湖沼
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の有識者たちが調査にあたっています。
田辺湾には国指定の天然記念物になって

いる南方熊楠ゆかりの神島があり、カワウ
などの糞害への対策が行われております
が、これには息の長い対策が必要であり、
今後も引き続き有効な対策を続けていく必
要があります。

３　森里川海の連環
この区域において、富田川の水は流域市

町にとって重要で、白浜町ではその水量を
確保するため上流の森林の買い取りを含め
その整備に力を入れています。上富田町で
も広葉樹の植樹による広葉樹林育成に取り
組んでいますし、田辺市「よみがえりの森
整備事業」の実施や「企業の森」の活動も
行われています。

このように富田川区域内では過去の大面
積の人工林化に対する揺り戻しのような広
葉樹林育成活動が盛んですが、これは、平
成 11 年に行われた南紀熊野体験博で実施

された熊野古道沿いへの大規模な広葉樹植
栽の体験イベントが大きな契機となってい
ます。

日本のナショナルトラスト発祥の地とも
言われている天神崎があり、日本で初めて
エコロジーを唱えた南方熊楠の活動実績も
あるこの地域ですが、世界遺産である熊野
古道沿いの森林景観問題、アフリカツメガ
エル、アライグマ、オオクチバスなど外来
生物を巡る問題も顕在化しており、対策が
遅れると地域の生物多様性が低下し、世界
遺産やジオパークの玄関としてのこの区域
のイメージダウンにつながりかねません。
日本をはじめ世界からの関心も高いエリア
であるとの自覚を持って、その環境整備へ
の取り組みを急ぐ必要があります。

自然環境に対する関心の高い市町も多い
区域であり、県、市町、住民が協力したこ
の地域なりの取り組みを育てていくことが
大切です。

このような現状を踏まえ、以下の具体的な事項に取り組む必要があります。
地域内で取り組む必要のある主な対策

カシノナガキクイ
ムシ対策

カシノナガキクイムシについては、この地域の伝統的な産業の一つであ
る紀州備長炭の生産にも影響が大きく、被害の押さえ込みや択伐施業に
よる小径木化が必要

伐採跡地の適切な
管理

人工林が伐採時期に来ており、主伐が行われているが、跡地への再造林
については適地への植樹を徹底し、成長の悪い尾根付近や急傾斜地、渓
流沿いについては、天然林への転換を促す

世界遺産周辺森林
整備

世界遺産に登録されている熊野古道沿いの人工林は、適正な間伐の推進
に努めるとともに、景観的な観点からこの地域本来の植生である広葉樹
林を中心に針広混交林や長伐期の択伐林などへの誘導を行い世界遺産と
しての価値を高める

地域特性のあるヤ
マザクラ育成

特にこの地域独特のピンクのヤマザクラについては、遺伝子の多様性の
観点から特に重要で植樹用苗木の育成が急務

アフリカツメガエ
ル対策支援

アフリカツメガエル駆除活動について、現在の活動を支援し、成果を広
報していくことで、生物多様性を高める活動を県内に広げる

ニホンミツバチの
保護育成

ウメの生産地では、ポリネーターとしてのニホンミツバチの保護育成の
ために有機農業の推進や、場合によっては古座川区域のように蜜源植物
の積極的な保護や植樹活動なども含めた総合的な取り組みを実施
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ヨドシロヘリハン
ミョウ保護

日置川のヨドシロヘリハンミョウについては地域で正確な生息の現状を
把握し保護のための活動を育成

アカウミガメ産卵
地保護

アカウミガメ産卵地の調査と夜間の保護対策について、紀伊半島ウミガ
メ情報交換会などの活動を活性化させるなどの取り組み

サンゴ群集保護 サンゴ群集におけるオニヒトデ等サンゴ食害生物の駆除活動の推進

オオウナギ保護 天然記念物 ｢オオウナギの生息地」の啓発活動と生息環境の改善

４　地域活動の例
活動団体名 活動内容

いちいがしの会 熊野地域本来の植生である照葉樹林の復元に向けた各種活動。田辺市が
実施する「よみがえりの森整備事業」のパートナーとしても活動

（公財）天神崎の自
然を大切にする会

田辺市天神崎の自然を別荘開発から守るべく、日本で初めてナショナル
トラスト運動を展開。現在もトラスト活動を続けるとともに、天神崎の
自然観察や保護活動を実施

自然体験学習支援
センター

ダイバーを組織し、海中の生物調査とサンゴなどの保護活動のほか、シュ
ノーケリングやダイビング体験受け入れなど

すさみ町立エビと
カニの水族館

和歌山近海を中心としたエビとカニの水族館。アカウミガメ調査や移動
水族館など館外活動も活発

田辺高等学校中学
校生物部

地域の生物調査と保護活動。最近は田辺市鳥の巣半島の生物調査やアフ
リカツメガエル駆除活動なども実施

高緯度にあるサンゴ群集としては、ラムサール条約にも登録された串本沿岸海域が知られているとこ
ろですが、黒潮からの暖水波及※により串本町よりも北の田辺市・白浜町・みなべ町の沿岸及び沖合に
もサンゴ群集があります。

平成 22 年に県が調査したところでは、権現崎、四双島、沖島ではクシハダミドリイシやエンタクミ
ドリイシといったテーブル状サンゴの群生が確認でき、天神崎では希少なエダミドリイシの規模のある
群落が確認されています。

しかし、近年、これらサンゴはオニヒトデ
や巻き貝による食害を多数受けており、 ボラン
ティアダイバーによる駆除活動が続けられてい
ます。また、この海域は平成 27 年に国立公園
に編入されたことから、平成 28 年からは環境
省によるオニヒトデ駆除も実施され始めました。

沖島から約１km 北西にあるショウガセと呼
ばれる場所の水深 40m 付近には、オオカワリ
ギンチャクという体色が蛍光黄色の希少なイソ
ギンチャクの仲間が生息しています。

しかし、販売目的による密漁等が後を絶たな
いため、平成 26 年にショウガセをオオカワリ
ギンチャク生息地として県の天然記念物に指定
し、保護されるようになりました。
※暖水波及…黒潮から分かれた高温水が紀伊水道に入り込む現象

サンゴ礁の発達とオオカワリギンチャク
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１　概況
【区域】

大塔山を源流とする二級河川古座川流域
の古座川町に串本町を加えた区域としま
す。

【面積】　　43,032 ha

【人口】　約 21,000 人

【公園などの指定区域】　
・国 立 公 園：串本町内の海岸域
・県立自然公園：古座川流域
・南紀熊野ジオパーク：古座川町と串本町の区域
・ラムサール条約湿地：串本サンゴ群生地

【土地利用面積と概況】　
この区域の林野率は 90％。人工林率は

52％。耕地はわずか１％に過ぎません。
古くからの林業地域ですが、土壌が浅い

こともあって人工林率は 52％です。古座川
中流域では人工林利用が多くなっています。

天然林面積は過半を下回っていますが、
源流部や支流の小川流域にはカシ類を中心
にした天然林が、串本町の海岸付近や紀伊
大島にはスダジイを主体とした天然林が分
布しています。

この地域は土壌が浅く植栽したスギやヒ
ノキは 50 ～ 60 年を過ぎると成長が著しく
停滞してくるため、50 年生までに収穫する
短伐期と言われる林業が行われ、収穫した木
材は江戸時代から江戸に送られてきました。

急峻な地形もあって川や海岸沿いの集落
付近を除き里山利用の痕跡は比較的少な
く、シイ・カシや紀州備長炭に利用される
ウバメガシなどの２次林が目立ちます。

平地が少ないため農地は少なく、農業生
産の多くは自家消費にあてられています。

海岸付近ではグンバイヒルガオなど黒潮

が西南日本からの様々な生物を運びます。
ヘゴ、リュウビンタイなど南方系のシダも
この地方に定着しているほか、紀伊大島で
は分布の北限として県レッドデータブック
に掲載されているアオノクマタケランが観
賞用切り花として畑栽培されており、年末
には関西、中部地方を中心に特産品として
出荷されています。

里海では藻場の衰退によりアワビなどの
収穫は減少しています。ラムサール条約湿地
に登録されている串本のサンゴ群生地でも
世界最北とされているテーブルサンゴ（クシ
ハダミドリイシ）の群集が北上し、代わって
より南方系のスギノキミドリイシという鹿の
角状のサンゴが増加しており、海水温の上
昇が里海の環境に変化をもたらしています。

この区域も全域、「南紀熊野ジオパーク」
として、日本
ジオパークに
認定されてい
ます。

アオノクマタケラン

古座川

Ⅴ　古座川
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２　自然環境の現況と問題点
（1）　森林

①天然林

大塔山系に生育するブナ林は本州最南端
のブナ林として貴重で、アカガシなど常緑
樹とモミ・ツガなどの針葉樹が混交する独
特の景観を示しています。古座川源流域で
はモミ・ツガ林に特定の地域に遺存した分
布域を持つコウヤマキやトガサワラが混じ
ります。

この大塔山ブナ林の一部（0.22ha）が平
成 10 年に誤って伐採されました。伐採箇
所に防獣ネットを張りシカの食害を防ぐな
どの回復対策はとっていますが、伐採箇所
の樹木生育は充分ではなく、こうした長い
年月を経てその地域の環境との絶妙なバラ
ンスの上に成立している極相林の保護と回
復にあたっては慎重で適切な対応が必要に
なってきます。

一方、古座川町で２箇所 595ha、串本町
で１箇所 38ha の森林を町有林として購入
し、貴重な地域の森林保護に努めています。

源流地域はこの地域の固有亜種であるナ
ンキセダカコブヤハズカミキリの生息地と
もなっており、その環境の保護は重要です。

区域内の海岸に沿った森林はシイを中心
とする暖帯林で、串本町紀伊大島には海岸
性のスダジイ林が広がり、林内には県絶滅
危惧種のオオタニワタリも見られます。ま
た、浦神半島南部にはウバメガシ林が広
がっており、紀州備長炭の原料としても利
用されてきました。

また、この流域ではシカの食害が目立ち、
天然林内の植物がシカのエサとなっている
ためスズタケ、ウンゼンツツジ、アオキな
ど減少している植物も見られますし、この
地域が北限域のアオノクマタケランは紀伊
大島を除きほとんど見られなくなっていま
す。

②人工林
植林適地が少なかったこともあって人工

林率は 52％に止まっていますが、この地
域もやはり大面積の植林がこの地域の生物
多様性を圧迫しています。

この地域の林業は短伐期林業として栄え
てきたので、100 年を超えるような古い人
工林は少なく、昭和 50 年代後半以降の木
材価格の下落はこうした若齢の人工林を直
撃し、経営意欲が低下して間伐などの手入
れが滞っています。その結果、手入れ不足
で林内が暗くなり、植林木以外の植物が育
たずに生物多様性環境が低下しています。
県では人工林の間伐を推進するために補助
事業などを活用した整備を働きかけていま
すが、思うように整備が進まないのが現状
です。この流域には土壌が浅く長期にわた
る植林木の成長を支えることができない地
域もあり、そういった地域の中には植林し
たスギ・ヒノキの成長が不良で貧弱な人工
林にしか育っていない場所も見られます。

③里山林
この流域でも隣接する富田川 ･ 日置川区

域の南部と同様、集落周辺の里山のほとん
どはシイ・カシ林になっています。このま
ま自然の遷移にゆだねることで良好な自然
環境に育っていくでしょう。

里山に多く生育するヤマザクラはやはり
ピンクが濃く、開花時に葉が開かない、一
見するとオオヤマザクラのようなヤマザク
ラで極めて華麗です。

大塔山のブナ



− 43 −

この地域には竹林はそれほど多くありま
せんが、紀伊大島内ではモウソウチクが繁
茂し、この島の自然植生を圧迫しています。
また、この島にはマテバシイの純林があっ
て、重要な植物群落として県レッドデータ
ブックに掲載されていますが、マテバシイ
自生地は沖縄から九州と考えられているた
め、食糧としてこれら地域から持ち込まれ
たものが定着したと考えられます。

古くからニホンミツバチを使った養蜂が
盛んで、江戸時代には関東で熊野蜜として
もてはやされた歴史もあり、古座川町では
ニホンミツバチの蜜源植物となるトチノキ

などの植樹や保護を進め、伝統産業である
ニホンミツバチによる養蜂を進めています。

（2）　里地
この地域でも山間部を中心に高齢化など

に伴う耕作放棄地が増加しているため、こ
れがエサ場や生息場所となってシカ、イノ
シシなどの被害の助長につながっていま
す。この流域では畑地にシキミを植え、仏
花として販売していますが、有毒植物であ
るシキミすらシカの食害にあっています。

また、下流域の里地には湧水地が各所に
あり、様々な湿地性の植物や 70 種を超え
るトンボ類が見られます。

特に、古座川町直見の湿地では、世界最
小のトンボであるハッチョウトンボが生息
していることが確認されたため、町がその

古座川町松根地区が発祥とされている紀南地域のニホンミツバチによる養蜂は、江戸時代に紀州藩主
徳川頼宣が養蜂を推奨したこともあって、「熊野蜜」のブランドとして江戸でもてはやされていました。

天然林が多く残る古座川町では「熊野養蜂」の伝統を引き継いで、現在でもニホンミツバチによる養
蜂が行われています。

セイヨウミツバチのように同じ花に集まる性質を持たないニホンミツバチは巣の周りの様々な花から
蜜を集めるため、その蜜は百花蜜などと呼ばれます。海岸付近
の里山よりも奥山地域から産する蜂蜜の方が甘いとされてお
り、地域に生育する樹木の種類により蜜の味も変わってくるよ
うです。

また、2010 年からは学校法人玉川学園と連携して、ニホン
ミツバチに関する研究や調査が行われるとともに、ニホンミツ
バチ蜂蜜を大学で販売するなど、ニホンミツバチを通して地域
の活性化や交流の発展に取り組んでいます。

ニホンミツバチの蜂蜜

古座川のヤマザクラ ハッチョウトンボ
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湿地を購入し地域住民の手でその環境が保
護されています。

この区域の源流部の一つであるすさみ町
佐本地区では、30 年以上前からキイジョウ
ロウホトトギスの栽培が盛んで、地域興し
の資源となっています。このように地域の
貴重な生物について、野生のものは保護
し、販売やイベント利用には栽培により増
殖したものを使用する方法は、希少種の保
護に悩む他地域でも参考にできる取り組み
です。

串本周辺にはカンサイタンポポは分布せ
ず、伊豆半島から三重県伊勢地方が主な生
育地であるトウカイタンポポが自然分布し
ています。

（3）　河川・湖沼
古座川は大塔山を源流とし、途中、滝ノ

拝で有名な小川を合流し太平洋に注いでお
り、県内有数の清流として知られ、川沿い
のほとんどは県立自然公園に指定されてい
ます。

この清流を利用して、カヌーを楽しみに
訪れる人が多く、観光協会ではカヌーやカ
ヤックのレンタルを行っており人気を博し
ています。

流域に開発地が少なく自然の状態をよく

残した支流が多く見られるため、スズキ、
ウナギ、アユ、モクズガニなど海と川を行
き来する生物は豊富で、ウナギ料理をはじ
めアユの背ごし、テナガエビの煮付けなど
魅力的な食文化も生まれています。

また、本流で行われているアユの火振り
漁や、支流の小川にある滝ノ拝と呼ばれる
景勝地で行われているアユのトントン釣り
など独特の鮎漁も行われています。

女性がアユの友釣りを楽しむことで有名
な源流域の平井地区には人為的に持ち込ま
れたと考えられているオオサンショウウオ
が定着・繁殖しています。兵庫県北部や京
都府など中国産との交雑種が問題になって
きている地域が現れてくる中で、この地区
は日本産オオサンショウウオの安定した生
息地という見方もありますが、本来、人為
的放流による国内外来種であり、この地域
固有の生態系に影響を与える可能性がある
ため、その取り扱いには注意が必要です。

（4）　里海
藻場の衰退は里海の生物の減少の原因の

一つと考えられています。磯焼け現象の原
因については、食害や高水温、基盤不足等
の多くの要因が絡んでいると考えられ、そ
の地域に最も適した藻場回復手段を見いだ
すべく母藻移植、食害生物駆除、磯清掃等
に取り組んでいます。これらの取り組みの
結果として、一部の区域では回復効果が認
められ、串本町姫地区では磯清掃によりヒ
ジキの収穫量が安定的に確保されていま
す。また、橋杭岩付近には県内有数のアマ
モの生育地が確保されています、

串本町にはウミガメが産卵のために上陸
する小規模な浜がいくつかあり、その保護
は大切です。産卵に関する正確な情報提供
と保護意識を高める活動を行うとともに、
光に集まる習性から国道の照明に子ガメが
引き寄せられないための対策が必要になっ
てきます。

キイジョウロウホトトギス

ウナギ
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３　森里川海の連環
すばらしい自然環境を有するこの区域に

おいて、豊かで魅力的な自然資源を活用し
た食やジオパークを楽しむジオツアーなど
の体験ツアーや修学旅行などの学習ツアー
は、重要な観光産業となります。特にこの
区域の核となる清流古座川の魅力を高める
ことは、体験、食、景観などこの地域の魅
力をブラッシュアップしていく上で不可欠
であり、そのためには、森林景観の改善と
ともに、里地、河川、海岸域の整備に景観
や自然に配慮した工法を導入するといった
総合的な取り組みが重要になってきます。

ニホンミツバチの蜜源植物の森を保護す
ると共に積極的に育成する取り組みによっ
てこの地域の魅力は一層増していきます。
ジオツアーを充実させ、このツアーに地質
的な話題だけでなく、豊かな古座川流域の
生物多様性の魅力を盛り込むことで、より
参加者の興味をそそるツアーができあがり
ます。

ハッチョウトンボの生息地を町をあげて
保護しているように、町と地域住民が一体
となって古座川区域の生物多様性を高める
取り組みを進めることにより、観光的魅力
を高め、住民が地域に誇りを持てる環境を
作り上げることが重要です。

このように、流域の様々な魅力を複層的
に利用できる取り組みをすすめることで、
生物多様性がもたらす様々なサービスの享
受が可能になります。

これらのことを踏まえ、以下の具体的な事項に取り組む必要があります。

地域内で取り組む必要のある主な対策

希少生物保護を目的
とした里地整備

ハッチョウトンボの保護地のように希少な生物が見られる農地や湧水地
周辺の里山は必要な範囲内で整備作業を実施

地域住民の関わり 整備作業には、地域住民が積極的に関わっていけるよう誘導

自然体験の場として
の里地・里山整備の
普及

里地の整備活動は地域住民が自然の魅力と役割を再認識する場として、
また、子どもたちの生きる力をはぐくむ自然体験の場としても有効であ
り、積極的に普及

大塔山頂のブナ林回
復対策の継続

大塔山ブナ林の回復対策について、学識経験者の意見を踏まえて今後も
適切な対応が必要

ナンキセダカコブヤ
ハズカミキリの保護

古座川源流地域はこの地域の固有亜種であるナンキセダカコブヤハズカ
ミキリの生息地であるため、その環境を保護

個性あるヤマザクラ
の活用

この地域独特のピンクのヤマザクラについては、遺伝子の多様性の観点
から特に重要で、植樹用苗木の育成し、区域内の植樹に活用

ニホンミツバチ蜜源
植物の保護育成

伝統的なニホンミツバチの養蜂を継続するため、蜜源植物となるトチノ
キなどの蜜源植物の植樹や保護を実施

湧水地の保全 トンボの種数が極めて豊富な地域であり、湿地性植物や水生昆虫の保護
のために湧水地の適切な管理を実施

ジオツアー風景
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ウミガメ産卵地保全
対策

串本町には国道沿いの小さな浜にもウミガメが産卵しており、ヘッドライ
トや街灯に引き寄せられる子ガメ対策などこの区域なりの保護対策が必要

オニヒトデ駆除対策
の継続

ラムサール条約湿地のサンゴ保護のためにボランティアで実施してきた
オニヒトデ駆除作業を、今後も継続して実施

４　地域活動の例

活動団体名 活動内容

大塔山山頂保全検討会 森林管理署が中心となり、学識経験者を組織して、大塔山頂のブナ林復
元のため、現地調査や必要な対策を話し合っている

串本海中公園 この地域の海域の魅力を広めるための展示活動やスキューバ体験などの
海中観察会と調査活動を実施

熊野自然保護連絡協
議会

隣接する熊野川区域と合わせて、この地域の自然保護活動、調査及び観
察会などの普及活動を実施

サンゴを食害する
動物駆除実行委員会

串本海域のサンゴの維持と保護をめざし地元ダイビングショップの協力
によりオニヒトデ等の駆除を実施

串本　海金剛
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１　概況
【区域】

熊野川は奈良県大台ヶ原を源流域として
和歌山県にいたり、大塔山系を源流域とす
る大塔川やその南の赤木川、北山村から流
れ込む北山川など個性的な支流を合流しな
がら三重県と和歌山県の境界を南下し、熊
野灘に流れ込みます。

この区域は新宮市、北山村及び田辺市本
宮町エリアの熊野川区域に那智の滝で有名
な那智川区域の那智勝浦町、太地町を加え
た区域とします。

区域内には全国で唯一の村全体が飛び地
である北山村があります。

【面積】　　69,711 ha

【人口】　約 53,000 人

【公園などの指定区域】　
・国 立 公 園：北山川周辺、熊野川周

辺及び海岸域、那智山
周辺

・県立自然公園：大塔山東斜面、白見山
周辺、和田川周辺

・世 界 遺 産：熊野古道中辺路・小辺
路と熊野本宮大社、熊
野速玉大社、熊野那智
大社など

・南紀熊野ジオパーク：新宮市、那智勝浦町、
太地町、北山村

【土地利用面積と概況】
この区域の林野率は 91％。人工林率は

64％。耕地はわずか２％に過ぎません。
古くからの林業地域であり、人工林率は

県平均よりも高い 64％。
かつては、伐採した木材は川を流して新

宮市に運びました。北山村は筏師の村とし

て 600 年以上の伝統があり、明治時代には
その技術を買われ中国鴨緑江まで出稼ぎに
出向いていました。ジオサイトにもなって
いる北山川の急流に鍛え上げられたその技
術は当時門外不出の技術として北山村の筏
師たちにのみ伝えられたといいます。

植林が多く、天然林は多くはありません
が、急峻な地形もあって海岸付近を除き里
山利用の痕跡は少なく、モミ・ツガ林、ア
カガシ林、ブナ林などの天然林が点在する
ように残り、それら林内にはオオダイガハ
ラサンショウウオ、ヤマネ、ツキノワグマ、
ルーミスシジミ、着生シダやカンランなど
希少な動植物が見られます。

厳しい地形ゆえ農地は少なく、明治時代
でも稲作は海岸地域を中心に行われている
のみで、山間部ではカシ類のドングリが普
通に食糧とされていました。現在も少ない
耕地で自家消
費が中心の農
業が営まれて
います。

海岸付近で
は黒潮が南方 ルイスツノヒョウタンクワガタ

熊野川

Ⅵ　熊野川
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からの様々な生物を運びます。ルイスツノ
ヒョウタンクワガタは和歌山県が北限の生
息地ですし、サツマニシキ、アオノクマタ
ケラン、リュウビンタイなど南方系の生物
がこの地方に定着している一方、中部地域
では亜高山地域まで分布するバイカオウレ
ンが低標高地にみられることや北方系のウ
ラナミアカシジミがウバメガシを食草に紀
伊半島南部亜種（ナンキウラナミアカシジミ）
としてみられるなど北方系と南方系の生物
が混在する貴重な区域となっています。

２　自然環境の現況と問題点
（1）　森林

①天然林
広大な人工林の中に残存的に点在する天

然林は、生物多様性維持のためには貴重な
森林です。大塔山系に生育するブナ林は本
州最南端域のブナ林として特筆すべきもの
で、アカガシなど常緑樹とモミ・ツガなど
の針葉樹が混交した複合的な相観を示して
います。北山村と旧本宮町ではモミ・ツガ
林に特定の地域に遺存した分布域を持つコ
ウヤマキやトガサワラが混じり、これも特
筆すべき森林です。

大塔山系にある国有林の一画は 516ha に
及ぶ「黒蔵谷森林生物遺伝資源保存林」に
指定されており、この地域の貴重な自然資
源の保護に一役買っています。

区域内の海岸に沿った森林はシイを中心
とする暖帯林で、区域内には国の天然記念
物に指定されている那智原始林もあり、こ
の森は吉野熊野国立公園に指定されている

とともに、世界遺産区域の一部にもなって
いる貴重な森林です。シイ林には亜熱帯性
の植物が生育しており、太地町や那智原始
林に生育するリュウビンタイ、新宮市鈴島
のノアサガオ、那智勝浦町宇久井のアオノ
クマタケランなどはそれぞれの種の北限ま
たはそれに近い生育地になっており貴重で
す。

宇久井半島のシイ林には発光性キノコで
あるシイノトモシビタケの県内最大の生育
地があります。

②人工林
区域内の人工林率は県平均を上回る 64%

に及びます。この地域の植樹の歴史は古い
ようですが、その面積が急激に増加したの
は県内他地域と同様に昭和 30 年代からで
す。しかしながら、昭和 50 年代後半以降
の木材価格の下落に伴い、間伐などの手入
れが遅れがちになり、その結果、ヒナノシャ
クジョウやバイカオウレンなどの生育地も
狭められるなど、生物多様性環境が低下し
ています。

県では人工林の間伐を推進するために補
助事業などを活用した整備を働きかけてい
ますが、長引く木材価格の低迷から森林所
有者の林業経営意欲の低下もあって、思う
ように整備が進まないのが現状です。

この地域は雨量が多いため尾根付近を中

バイカオウレン

管理された人工林
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心に土壌の流失が激しく、そういった場所
に植林したスギ・ヒノキの多くは成長が不
良で貧弱な人工林になっています。

また、世界遺産に登録されている熊野古
道沿いの人工林は、適正な間伐の推進に努
めるとともに、景観的な観点からこの地域
本来の植生である広葉樹林を中心に針広混
交林や長伐期の択伐林などへの誘導を行い
世界遺産としての価値を高めていく必要が
あります。

また、この区域のバイオマス利用として
間伐材パウダーや薪ボイラーによる温泉加
熱が行われています。

③里山林
この地域の里山はシイ、カシを中心とし

た森林であり、自然の遷移にゆだねること
でより良い森林に遷移していくでしょう。
平成 11 年度に県内で初めて発生したカシ
ノナガキクイムシの被害も最近では沈静化
しています。

本宮町大日山では地滑りが発生し、切り
土を行った跡地では大規模な広葉樹植樹が
行われています。

竹林は 178ha と紀北地域に比べるとわず
かです。それでも、熊野古道大辺路の高野
坂などではモウソウチクの侵入が問題にな
り、その駆除活動なども行われました。

（2）　里地
特に山間部を中心に高齢化などに伴う耕

作放棄地が増加しているため、これがエサ
場や生息場所となってシカ、イノシシ、ニ
ホンザルなどの被害の助長につながってい
ます。

地域内には県内唯一のヒメノボタンの生
育地があります。生育適地である畑の畦地
の管理が行われなくなり、このままでは消
滅してしまうのではないかと危惧されてお
り、現在は自然保護活動家の手による里地
管理により保護されています。こうした里

地にはバイカオウレンなども見られ、すべ
ての里地管理は無理にしても、重要な生物
が見られる何カ所かの保護区域を設定して
草刈りや除伐などの集中した里地管理を行
うことによりこれら植物の保護を図る必要
があります。

また、これら下流域の里地には湧水地が
各所にあり、様々な湿地性の植物や 70 種
を超えるトンボ類が見られます。古座川流
域と同様この地域のトンボの種数は極めて
豊富で、これら湧水地の効果的な管理が湿
地性植物や水生昆虫の保護のためには重要
になってきます。

（3）　河川・湖沼
北山川から熊野川にかけては国立公園

に、和田川の一部は県立自然公園に指定さ
れています。

流域に開発地が少なく自然の状態をよく
残した河川が多く見られるため、スズキ、
熊野川ではモドリと呼ばれているサツキマ
ス、ウナギ、アユ、モクズガニなど海と川
を行き来する川の生物は豊富でこれらを
使った食は地域独特の食文化にもなってい
ます。

また、ジェット船、熊野古道川の参詣道
熊野川の川舟下り、筏下り、ラフティング
など川を使った様々なアクティビティーもあ
りこの地域の区域の魅力を高めています。

静閑瀞
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護岸工事がされていない自然渓流も多
く、そういった川岸の岩盤にはサツキ、ウ
ラハグサ、ウナズキギボウシなど多様で特
徴的な植物が数多く生育しています。

新宮藺沢浮島植物群落として国の天然記
念物に指定されている浮島の森はオオミズ
ゴケやヤマドリゼンマイといった北方系植
物と暖地生のテツホシダが同時に見られる
貴重な群落です。

（4）　里海
概して自然海岸が多くこれら自然海岸区

域は国立公園にも指定されています。
藻場の衰退は里海の生物の減少の原因の

一つと考えられています。磯焼け現象の原
因については、食害や高水温、基盤不足等
の多くの要因が絡んでいると考えられ、そ
の地域に最も適した藻場回復手段を見いだ
すべく母藻移植、食害生物駆除、磯清掃等
に取り組んでいます。

県内最大のラグーンである那智勝浦町の
ゆかし潟にはハマボウの大群落があり、そ
の河口付近にみられるハマサジ、フクドと
いった塩生湿地特有の草本群落は県内唯一
のものです。また、オオウナギをはじめ豊
富なハゼ類やカニ類が生息しています。

新宮市大浜ではアカウミガメの産卵も見
られ、これを保護する活動も行われていま
す。

また、那智勝浦町においては、マッコウ
クジラを中心としたクジラやイルカを観察
するホエールウオッチングが体験型観光と
して実施されており、この地域の魅力を高
める大きな要素となっています。

３　森里川海の連環
観光が主要産業であるこの区域におい

て、素晴らしい自然景観こそが最大の資産
であるとの考えに立ち、森林景観の改善に
取り組むと共に里地、河川、海岸域の整備
に景観や生物多様性に配慮した工法を導入
するなど景観維持のための取り組みを総合
的に進めることが重要です。

森の再生は、河川を通して海の再生にも
つながることが期待できますし、里地・里
山の整備活動やアカウミガメ産卵地の保護
活動は、地域住民が自然の魅力と役割を再
認識する場として、また、子どもたちの生
きる力をはぐくむ自然体験の場としても有
効です。

森里川海が連環し、お互いが活かしあっ
ているという認識に立って熊野川区域の生
物多様性を高める取り組みを進めることに
より、この区域の観光地としての魅力を高
め、住民が地域に誇りを持てる環境を作り
上げることが重要です。

ホエールウオッチング
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これらのことを踏まえ、以下の具体的な事項に取り組む必要があります。

地域内で取り組む必要のある主な対策

人工林対策 人工林が伐採時期に来ており、主伐が行われているが、景観への配慮を
踏まえ、跡地への再造林については適地への植樹を徹底し、成長の悪い
尾根付近や急傾斜地、渓流沿いについては、広葉樹林への転換を促す

熊野古道景観保全 世界遺産に登録されている熊野古道沿いの人工林は、適正な間伐の推
進に努めるとともに、景観的な観点からこの地域本来の植生である広
葉樹林を中心に針広混交林や長伐期の択伐林などへの誘導を行い世界
遺産としての価値を高める

里地保全 トンボ類やヒメノボタンなど希少な生物が見られる農地や湧水地に隣接
するシイ林は、必要な範囲内で除伐し、それら生物の生育環境を確保

里地保全活動への住
民参加

これらの作業は、地域住民が自らの手で行うよう誘導していくことが
重要

自然渓流の保全 貴重な植物が生育している渓流が多いこの地域で、河川工事を実施す
るにあたっては工法や時期などについて慎重な検討が必要

アカウミガメ対策 新宮市大浜のウミガメ保護について、効果的な取り組みを実施

４　地域活動の例

活動団体名 活動内容

熊野自然保護連絡協
議会（再掲）

隣接する熊野川区域と合わせて、この地域の自然保護活動、調査及び
観察会などの普及活動を実施

宇久井海と森の自然
塾運営協議会

宇久井半島にある環境省のビジターセンターを活動拠点に、この地域
の自然保護と観察会など普及活動を実施

浮島の森外来種駆除 市民や企業が共同して浮島の森周辺に繁茂し始めたアマゾントチカガ
ミの駆除活動を実施



− 52 −

第
５
章

河川などの水系が、森林、農村、都市、
沿岸などをつなぎ、生態系ネットワークが
形成されています。前章では、各区域が持
つ特色や希少種、農林業の実態、それに地
域住民の保全活動や享受している生態系
サービスなどを、県内の主な区域ごとに記
述しました。

その結果、様々な取組やサービスが存在
することがわかりました。

しかし一方で、それぞれの取組が、地域
の「森」や「里」、「川」、「海」などの局面
に限定された取組の域を出ていないことも
わかってきました。また、木材価格の低下
や地域住民の高齢化などによる人工林の管
理不足や耕作放棄地の増加に加え、地域離
れや高齢化などに伴う活動メンバーの減少
による環境保全活動の低下などが、地域の
生態系サービスの低下をもたらしている現
状も判明してきました。

例えば、串本町田原などの湧水のある休
耕田の湿地保全活動をはじめ、和歌山市南

東部の拡散を続ける竹林の管理活動や紀南
地域各海岸へ産卵に上陸するウミガメ保護
活動などは、 今後、活動の低下が懸念され
ています。

こうした状況の中、県では以下の基本的
考え方に立ち、各主体の取組の強化と連携
を促進するとともに、何よりも強いリー
ダーシップを発揮することで本県の生物多
様性を維持していきます。

第５章　自然と共生する和歌山県づくりのために

生態系ネットワークを形成し、自然の恵
みを最大化するためには、個別の取組の枠
を越えた流域ごとの自然のつながりをもっ
た地域を俯瞰し、行政をはじめ関係者や地
域がより一層、連携 ･ 協働することが求め
られています。

また、地域だけに生態系の維持管理を負
わせるべきではありません。生態系サービ
スは、その地域にとどまるものではなく、
自然が持つ根源的な恵み（清浄な空気、清
らかな水、食糧や資材など）をすべての人
に提供してくれているからです。従って、
地域外に存在する資金やマンパワーを地域
に呼び込む仕掛けづくりが必要です。

本県は平成 23 年に死者 ･ 行方不明者 61

人という大水害に見舞われました。また、
将来、海溝型の巨大地震の発生が予測され
ています。これら災害からの復旧や備えに
人工構造物は不可欠ですが、自然はときに
大変厳しい災害、脅威をもたらすというこ
とを認識した上で、｢恵みと脅威｣ の両面
性を持つ自然と対峙するのではなく、私た
ちも自然の一部であり、自然に順応するか
たちで、自然と共に生きていく姿、あり方
を考えていく必要があります。

国においては、近年、自然災害に強いし
なやかな国土づくりを進めるため、自然の
持つ防災 ･ 減災効果に期待する取組が注目
されています。本県においても、この考え
方を取り入れ、森林や水田、畑地、ため池

耕作放棄地

人工林

１　生物多様性の保全のための基本的考え方
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などが持つ災害対応力の活用・強化を図り
つつ、併せて健全な生態系を維持し、自然
との共生社会の実現を目指します。

豊かな自然環境のもと多種多様な生物
が生息する県土づくりを進めていくため
には、 生物多様性に係る様々な問題を一体
的、総合的に捉える必要があり、自然公園、
農林水産業、県土保全、都市計画、文化的
景観などに関わる分野横断的なアプローチ
が欠かせません。

こうした取組において、行政は、地域に
おける自然環境や生物多様性の将来像・方
向性に関する合意形成にリーダーシップを
発揮することが求められています。また、

併せて、都市部の企業や市民も含めた多様
な主体が参画する「持続可能な生物多様性
のための仕組み」の構築にも努めなければ
なりません。

２　生物多様性と地域振興
生物多様性の維持を考えるとき重要なポ

イントは、保全一辺倒では維持していくこ
とが難しいということです。維持していく
ためには、活動の担い手である地域住民が
生活の糧を得て、その地域でいつまでも暮
らしていけることが大前提になります。

そのためには生態系の「保全」と「活用」
を二項対立的に捉えるのではなく、両者の

バランスの上で生物多様性を維持していく
必要があります。

本県においては、 前章に記述したとお
り、既に、体験型観光「ほんまもん体験」
や南紀熊野ジオパークなど自然環境や生物
多様性を活かした特色ある地域づくりが進
められていて、今後もこうした取組をさら
に進めていきます。

また、多種多様な生物が生息する豊かな
自然環境は、県民の心身を健康に保つ上で
も大変重要であり、ウォーキングやジョギ
ング、サイクリングなど自然の中で楽しむ
スポーツの振興のための基盤として自然公

防災機能を備えた棚田



− 54 −

第
５
章

３　各主体による生物多様性向上のための期待される役割

園やサイクリングロード、遊歩道等の整備
に努めていきます。

さらに、豊かな自然に容易に触れ合える

環境整備は、観光客の誘致につながり、本
県が ｢観光立県」を標榜する上でも欠かす
ことができません。

生物多様性の保全及び持続可能な利用に
向けた取組を効果的に進めていくために
は、県はもとより、県民、民間団体、事業
者、教育・研究機関、行政などが、それぞ
れの役割を着実に果たすとともに各主体が
連携・協働していくことが重要です。

とりわけ、県では、和歌山大学や和歌山
県立医科大学など県内に在する高等教育機
関が、地域連携事業の柱として取り組む生
物多様性の保全や持続可能な利用に資する
調査研究や技術開発を支援するとともに、
教育・啓発事業等で積極的に活用していき
ます。

（1）　県
●生物多様性の保全や持続可能な利用の

ため、各種施策を推進します。
●生物多様性に関する情報の発信や、各

主体からの情報の収集、また、各主体
間での取組を連携・協働させていくた
めのネットワークを構築します。

●各主体の取組が連携・協働していくた
め、リーダーシップを発揮するととも
に各主体間のコーディネートを行いま
す。

（2）　市町村
●地域独自の生物多様性の保全や持続可

能な利用のための施策を検討し、方針
を共有した上で、計画的に推進します。

●地域住民の生物多様性への理解を深め
るため、環境教育や啓発活動の充実を
図ります。

●地域住民や地元民間団体等が自ら行う
生物多様性の保全や持続可能な利用に
向けた取組を支援します。

●地域住民や地元民間団体等と連携・協
働し、地域の特性に応じた生物多様性
の保全や持続可能な利用に向けた取組
を進めます。

（3）　教育 ･研究機関
●生物多様性の保全や持続可能な利用に

資する調査研究や技術の開発に取り組
み、広く社会に普及させます。

●生物多様性の専門家として、各主体の
取組への助言や協力を行うとともに、
連携・協働し取組を進めます。

●学校への出前授業や、ESD（持続可能
な開発のための教育）を基盤とした学
校での環境教育などを通して、子ども
達に生物多様性の重要性について広く
普及活動を継続します。

●自然環境に関心のある県民を対象にし
た自然観察会、展示会等を行い、各主
体で活躍できる人材を育成します。
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（4）　事業者
●事業活動が、生物多様性の保全と持続

的な利用により成り立っていることを
理解し、生物多様性の保全に配慮した
事業活動に取り組みます。

●社会貢献活動の一環として、自然保護
活動や生物多様性保護のための取組に
参加、協力します。

●生物多様性の保全や持続可能な利用に
資する技術の開発や普及に取り組みま
す。

（5）　民間団体（NPO団体、自然保護
活動団体など）

●地域での生物多様性の保全や持続可能
な利用への取組を進めます。

●自然観察会や保全活動など、県民参加
型の取組を進めます。

●幅広い主体を受け入れ、生物多様性保
全の必要性を広く普及させるためのプ
ログラムの開発や提供を行います。

●地域での活動などを通して得た情報を
行政機関等の各主体と共有します。

●専門的な知識や経験を活かし、各主体
が連携・協働する中核主体として活動
します。

 
（6）　県民

●生物多様性の保全と持続可能な利用の
重要性を理解し、生物多様性が日々の
暮らしと密接に関わっていることを認
識します。

●自然とのふれあいや、自然体験活動な
どを通して、豊かな生物多様性を体感
し、その経験を多くの人々に伝えます。

●自ら生物多様性の保全に資する取組に
参加します。

●生物多様性の保全に積極的に取り組む
事業者を応援するため、生物多様性に
配慮した商品やサービスを選択します。

（7）　各主体間の連携
●（1）～（6）に各主体の期待される役

割を記しました。それぞれの役割を着
実に果たす事が重要であることはもち
ろんですが、各主体が連携し生物多様
性の保全及び持続可能な利用に向けた
取組を進める事は、更に重要です。

●例えば、民間団体が企画した自然観察
会などに子ども達が参加し、専門家か
ら生物多様性について学ぶというよう
な各主体連携による取組は、単に各主
体の役割を果たすだけではなく、各主
体間での情報共有や、人的ネットワー
クの構築につながり、新たな取組にま
で広がる事が期待できます。

●平成 21 年に日高川源流域であった大
規模な違法伐採※を契機に、県では、
森林を違法伐採から守るため、伐採地
に許可証を掲示するなど、誰でもそれ
が合法的な行為であるかどうかを確認
できるシステムを構築しました。今後
も、貴重な生物や大切な自然を保護す
るため、行政の力だけでなく県民参加
型の取り組みを進めていきます。

●県においては、各主体の取組が連携・
協働していくため、リーダーシップを
発揮するとともに各主体間のコーディ
ネートを行います。（再掲）
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※日高川源流域であった大規模な違法伐採とは
平成 21 年、田辺市龍神村字五百原（通称 ｢赤木谷」）

のモミ・ツガ天然林で、保安林伐採の許可範囲を大きく
逸脱した伐採が行われた。県では、その復旧に向けて復
旧命令を行うとともに、｢無許可伐採｣ と ｢無届伐採」
の監視に地域住民の協力を得やすいよう、伐採許可や伐
採届済みであることが一目でわかる旗を掲げてもらうこ
ととした。

生物多様性の保全は、きわめて長期にわ
たる取組が必要であり、世代をまたいで受
け継いでいかなければならない課題です。
そのためには、子どもの頃から地域の自然
環境に親しみ、理解する習慣を身につける
ことが重要で、教育の果たす役割は、大変
大きなものがあります。

県内には、里山や竹林、湿地、耕作放棄
地など生物多様性保全のための取組が必要
な箇所が各地にあります。すでに地域住民
やボランティアによる熱心な保護保全活動
が実施されている箇所もありますが、情報
不足のため、希少性等の認識を持てずにい
る箇所もあるはずです。そうした箇所へ、
保全のための取組を普及させることは喫緊
の課題です。

（1）　教育対策
地域における希少生物や貴重な環境の保

護・保全活動、生物調査の取り組みなど
は、具体的で子どもたちにも理解しやすく

達成感が味わえ
る教材として学
校教育にも有効
です。

ま た 幼 少 期
に、例えば昆虫や魚、植物などの採取を通
して生物の命にじかに触れることは、健全
な人格形成につながるとともに、このよう

な体験を積み重ねた子どもたちは自然への
関心を高め、最終的には地球環境全体を考
え、環境保護活動だけでなく環境への負荷
の少ない暮らし方を送るなど様々な行動を
起こし、未来の地球環境に好影響を及ぼす
ことが期待できます。

一方、保護地域の側から見ると、具体的
な保護活動が進むことの他に、子どもたち
が積極的に関わることでその家族や地域住
民のみなさんにも注目してもらいやすく、
地域の関心が高まることにより盗掘や密猟
などの防止効果も期待できます。

（2）　普及対策
様々な主体と方法により県内の生物調査

を実施し、その結果、保護・保全活動が必
要であることが明らかになった箇所につい
ては、その情報を地域で共有し、先進活動
地の事例も有効に活用しながら、手遅れに
ならないうちに１箇所でも多くの保護・保
全活動を立ち上げる必要があります。

そのため、県では、観察会や講演会など
の開催を通して、地域の環境の価値と魅力
の再認識に努め、行動へのモチベーション
を高めていきます。さらには、こうした活
動を支え深化させるための専門知識やマン
パワーも必要であることから、大学や企業
等の参画を働きかけていきます。

赤木谷伐採地

虫取りのこども

４　県民の理解を深め行動を促す　～教育と普及活動～
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（3）　情報の集積と分析
教育・啓発活動を進めていくためには、

その前提となる地域の自然環境や生態系の
状況を把握するための継続的なモニタリン
グとデータベース化が不可欠です。

そのため、県立自然博物館や高等教育機
関に加え、在野の専門家などの協力を得て、
広く情報の集積に努めます。

５　生物多様性の保全に向けての仕組みづくり～県による組織形成～
生物多様性の保全に向け、県は強力に

リーダーシップを発揮していくこととして
いますが、そのためには、県は、各種事業
の実施に際し生物多様性に常に配慮した取
組が求められます。また、県民、NPO、学校、
自治体等様々な主体が参画し地域の生態系

及びその連環を理解し、保全と経済活動等
との調和を取るための場を設ける必要があ
ります。

そのため、庁内に「生物多様性調整会議」
を、流域を中心にした区域ごとに「（○○区
域）森里川海連絡会議」の設置を進めます。

（1）　県生物多様性調整会議
持続可能なかたちで本県の生物多様性を

保護・保全していくためには、生物多様性
に影響を及ぼす様々な事業を一体的、総合
的に捉える必要があります。そのため、庁
内に、自然公園、農林水産業、県土保全、
都市計画、文化的景観、県立自然博物館な
ど幅広い分野のセクションからなる会議を
設け、関係する県事業の進め方、配慮事項、
事業評価等を検討 ･ 実施していきます。

（2）　（○○区域）森里川海連絡会議
生物多様性の保全と活用に取り組む県

民、NPO、学校、自治体等様々な主体が
情報を交換し、各団体の個々の取組を県内
主要河川の水系を中心とした周辺区域を単
位とした面的取組に拡大強化するととも
に、地域ぐるみの情報発信に努め、都市住
民や企業の CSR とのマッチングを進める
場を設置します。

県生物多様性調整会議

（○○区域）森里川海連絡会議
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６　基本戦略　～まとめに代えて～
本章では、自然と共生する和歌山県づくりのために必要ないくつかの考え方や実行体制につ

いて整理しました。
これらを踏まえ、本戦略では以下の７点を基本戦略とします。

【天然林等の保全】
天然林等、ほとんど人の手が加わっていな

い自然については、生物多様性の観点から非
常に貴重な存在です。人間活動の拡大により
自然環境が破壊されることが無いよう、適切
な保護に努める必要があります。

【里地・里山の保全】
これまで人の生活との関わりの中で形成・

維持されてきた、里地・里山やため池等につ
いては、ライフスタイルの変化や少子高齢化
等により人の関わりが薄れ、その維持が困難
となってきています。維持活動の担い手であ
る地域住民が暮らし続けられるよう、「保全」
と「活用」のバランスを考慮する必要があり
ます。

【外来生物への対応】
人の手によって意図的又は非意図的に国外

や国内のほかの地域から持ち込まれた生物
が、地域固有の生物を捕食したり、生息・生
育場所を奪ったり、近縁種と交雑したりする
等、外来種による生態系への影響は大きく、
その対策が必要です。

【人工林への対応】
人工林は、植栽された後も間伐などの適切

な管理に努める必要があります。また、健全
な人工林は二酸化炭素（CO2）吸収源として
地球温暖化防止に効果を発揮します。

【野生鳥獣の適正管理】
野生鳥獣、特にニホンジカの生息数の増加

や生息域の拡大は、森林の下層植生の消滅や
土壌の浸食、植生の単純化など生態系に大きな
影響を及ぼすとともに、農作物の食害や人工林
での剥皮など農林業に多大な被害を与えます。

生態系と調和し人間との良好な共存を図る
ため、増えすぎた野生鳥獣の適正な管理に努
めることが必要です。

【生物多様性の保全に係る意識の醸成】
自然共生社会を目指す上で、人と自然の共

生関係のあり方や、とりわけ生物多様性の重
要性について、社会に浸透させていく取組が
必要です。

【森里川海の連環をはぐくむ多様な主体の連携】
豊かな森林が生み出す水は、里に暮らす

人々の生活や産業を支え、海に注がれます。
自然共生社会を目指す上で、これら森、里、

川、海がお互いにつながり、影響しあってい
ることを認識し、行動することが重要です。
そのため、県をはじめ、市町村、教育研究機
関、事業者、森林や里地の保全活動に取り組
む団体など多様な主体の連携が必要です。

以上の基本戦略を実行していくため、県は、生態系保全に取り組む様々な主体が連携 ･ 協働
できるようリーダーシップを発揮するとともに、各主体間のコーディネートを行っていきます。
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生物多様性和歌山戦略成果指標

県の取組と指標化 目標と達成年

公有林化面積 H26 年度を基準年→ 100ha（H32 年度）

保安林面積 116,035（H26 末）→ 120,000ha（H29 年度）

森林整備面積 5,720ha（H26 年度）→ 8,500ha（H29 年度）

「企業の森」参加企業数 65 企業（H26 末）→ 100 企業（H31 年度）

NPO等による里地里山保全活動団体育成数 0団体（H27 年度）→ 15 団体（H32 年度）

体験型観光利用者数 27 万 3 千人（H26 年次）→ 30 万人（H31 年次）

世界農業遺産交流者数 10,406 人（H26 年度）→ 12,500 人（H31 年度）

ラムサール条約湿地交流者数 140,593 人（H26 年度）維持・増加

湿地環境の再生数 0箇所（H27 年度）→ 5箇所（H32 年度）

サンゴ食害生物駆除活動 4,198 個体（H26 年度）　活動の継続

外来種リストの作成 平成 30 年度作成

外来生物被害対策防止条例制定 平成 31 年度制定

レッドデータブックの改訂 平成 33 年度改訂

シカ捕獲頭数 10,528 頭（H26 年度）　年間 16,000 頭以上を捕獲

生物多様性に係るシンポジウム等の開催 毎年開催

啓発・学習冊子「和歌山の自然」の作成 平成 28 年度作成

県が実施する自然観察会数 20 回（H27 年度）→ 24 回（H32 年度）

緑育に取り組む小中学校数 106 校（H26 年度）毎年度 100 校以上を堅持

和歌山県自然公園指導員数 114 名（H27 年度）→ 120 名（H31 年度）

南紀熊野ジオパーク認知度 67％（H25 年度）→ 100％（H32 年度）

里地里山保全活動取組団体の交流会・意見交換会の開催 毎年開催

区域連絡会議の設置 平成 29 年度より設置
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資　

料

●用語解説
読み 用語 ページ 説明文
せいたいけい 生態系 1 ある一定の区域における、生物とそれを取り巻く環境の一つのまとまりのこと。

さとやま 里山 1 集落に隣接し、人間活動の影響を受けた山林

さとち 里地 1
一般的には、集落とそれを取り巻く里山、それらと混在する農地、ため池など
で構成される地域を指す。本戦略ではそこから里山を切り離した地域を「里地」
としている。

てんねんりん 天然林 1 主に自然の力で成立した森林。本戦略では、間伐など一部人の手が加えられて
いても、自然の力で成立した森林は天然林に含めている。

わかやまけんかんきょう
きほんけいかく 和歌山県環境基本計画 2

和歌山県環境基本条例に基づき、環境の保全に関する施策の総合的かつ長期
的な施策の大綱を定めるもの。平成 28 年３月に、３回目の改定版となる「第
4 次和歌山県環境基本計画」を策定した。

せいぶつたようせいこっ
かせんりゃく 生物多様性国家戦略 2

生物多様性国家戦略とは、生物多様性条約及び生物多様性基本法に基づく、生
物多様性の保全及び持続可能な利用に関する国の基本的な計画。平成７年の
策定から、過去に４回の改定を経ており、COP10 を踏まえ平成 24 年に策定
された「生物多様性国家戦略 2012-2020」が現行の戦略。

しんたんりん 薪炭林 5 薪や炭の原料となる木材を採取するための森林。本県南部の里山では製炭業が
古くから栄え、「紀州備長炭」の材料となるウバメガシ林が発達している。

がいらいせいぶつ
（がいらいしゅ） 外来生物（外来種） 5

元々はその地域にいなかったが、人間の活動によって他の地域から入ってきた
生物。平成 16 年に制定された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防
止に関する法律」では、明治時代以降に人間の活動によって他の地域から入っ
てきた生物を指しており、本戦略でもこの定義を使用している。例え、国内由
来の生物であっても、人間活動によって、本来生息していない地域に侵入した
生物は外来生物として扱われる（国内外来種）。

ざいらいせいぶつ
（ざいらいしゅ） 在来生物（在来種） 6 元々からその地域に生息する生物

いでんしかくらん
（いでんしおせん） 遺伝子攪乱（遺伝子汚染） 6 在来生物のある群の遺伝子が、人間の活動により外来生物と交雑し、その群の

遺伝子が変化すること

さとうみ 里海 6 人の手が加えられたことにより、生物多様性や生物生産が高まった沿岸海域

じんこうりん 人工林 6 木材供給等の目的により、天然林を伐採した後、主に人の手によって成立した
森林

くまのろくぼく 熊野六木 7 クスノキ、カヤ、ケヤキ、スギ、ヒノキ、アカマツのことであり、古くは紀州藩
が山林復興のため、熊野六木として指定し、伐採を禁じた。

おとめりん 御留林 7 江戸時代に紀州藩などが山林復興や土砂災害防止などのため、立ち入りや伐採
を禁じた森林

おね 尾根 7 山の一番高い部分の連なりのこと

かんばつ 間伐 7 林床に光を届かせ、良好な森林の状態にするため、間引くように伐採すること

きしゅうびんちょうたん 紀州備長炭 8 和歌山県田辺市が発祥の、主としてウバメガシを原料に製造した炭材

せいぶつそう 生物相 10 一定の区域における全ての生物を一纏めにしたもの

ひがた 干潟 10
沿岸域で潮が引いた時に出現する、砂または泥が堆積した場所。波の影響が少
なく、砂泥を供給する河川が流入する場所にできる。「前浜干潟」「河口干潟」「潟
湖干潟」などの種類がある。

にほんのじゅうようしっ
ちごひゃく 日本の重要湿地 500 10

湿原・干潟等の湿地の減少や劣化に対する国民的な関心の高まり、ラムサール条
約における湿地定義の広がりなどを受けて、ラムサール条約登録に向けた礎とす
ることや生物多様性の観点から重要な湿地を保全することを目的に、平成 13 年
に全国各地から500ヶ所の湿地を環境省が選定したもの。その後、見直しがあり、
平成 28 年度に「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」として公表された。

りあすかいがん リアス海岸 11 河川の浸食によりできた谷が連続して海に沈降してできた地形。

ふろんと フロント 11 温度など性質が異なる潮と潮の境目のこと。

らむさーるじょうやく ラムサール条約 11
正式名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」。国
際的に重要な湿地の保全及び湿地の適正な利用を目的として、1971 年イラン
のラムサールで採択された。水鳥の生息地だけではなく、様々なタイプの湿地
を対象にしており、本県では「串本沿岸海域」が条約登録湿地となっている。

いそやけげんしょう 磯焼け現象 11
海藻の枯死により藻場が消滅し、それによってアワビなどの水産資源も減少し、
漁業に大きな打撃を与える現象。この現象自体は古くからあるとされているが、
磯焼け現象が起こった後、藻場が回復しないのが問題となっている。

しょくもつれんさ 食物連鎖 12 生物間の「食べる」「食べられる」の関係

きょうどかんばつ 強度間伐 13 間引きの割合が高い間伐のこと

しんこうこんこうりん 針広混交林 13 広葉樹と針葉樹とが混生する森林

わか や まけんきょうど
じゅしゅしようししん

和歌山県 郷土樹 種使
用指針 13 和歌山県の環境に適した郷土樹種を適切に使用するために、平成 23 年に県が

定めた指針

ばいおます バイオマス 13
木材、海草、生ゴミ、糞尿、プランクトンなど、化石燃料を除いた再生可能な
生物由来の有機エネルギーや資源のこと。燃焼時に二酸化炭素の発生が少な
い自然エネルギーとして注目されている。
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もば 藻場 15 沿岸域にける海草及び海藻の群落

しんりんいんすとらくたー 森林インストラクター 16 林野庁が平成 3 年に創設した資格制度で、森林を利用する人に、森林や林業に関する
適切な知識を伝え、森林の案内や森林内での野外活動の指導を行う専門家のこと。

りんや 林野 17 森林と原野（雑草地）のこと

しぜんこうえん 自然公園 17
すぐれた自然の風景地の保護とその利用の増進を目的として自然公園法や自然
公園条例に基づき指定された公園で、国立公園、国定公園および都道府県立自
然公園がある。

わかやまけんれっどでー
たぶっく

和歌山県レッドデータ
ブック 19

「保全上重要なわかやまの自然 - 和歌山県レッドデータブック -」の略称。保全
すべき希少な種や誇るべき自然環境について、詳細な情報を盛り込んだ資料集。
自然環境に関する施策や普及啓発などにおける基礎資料として用いられ、和歌
山県は 2012 年に改訂版を出版した。

もばしょう 藻場礁 21 藻場を形成させるために海中に設置する人工物

ちょうばつき 長伐期 22 林業において、植樹してから伐採まで、80 年以上育成させる期間のこと。通
常は 40 ～ 60 年であり、これを短伐期という。

たくばつ 択伐 22 森林状態を維持しながら、木材に適した木を間引くように伐採すること。

もりのようちえん 森のようちえん 22
屋内では無く、自然の中で幼児教育を行う活動。自然体験活動の対象を幼児に
まで広げたものから、通年を通して屋内施設を使用せずに自然の中で幼児教育
するものまで、活動内容の定義には幅がある。

やとちけい 谷戸地形 23 丘陵地が浸食されて形成された谷状の地形

せかいのうぎょういさん 世界農業遺産 28
世界重要農業遺産システム（GIAHS）の略称。伝統的な農業と農法、それにより
育まれ維持されてきた土地利用（農地やため池など）、文化、景観、生物多様性
の保全を目的に、世界的に重要な地域を国連食糧農業機関（FAO）が認定している。

ぼうちょうりん 防潮林 28 潮風や高波・津波などの被害を防ぐために海岸に造成された森林

げんせいりん 原生林 29 天然林のうち、人の手が加えられていない森林

よしのすぎ 吉野杉 29 奈良県吉野地域で生産されるスギ材。国産木材の高級ブランドとして知られる。

きぎょうのもり 企業の森 30
和歌山県内の森林資源について、企業や労働組合などが、森林所有者、森林組
合と賃借契約等を結び、森林整備や様々な活動の場として利用することにより、
県内の森林環境保全に様々なかたちで取り組んでもらう事業の総称。

しーえすあーるかつどう ＣＳＲ活動 30 企業が倫理的観点から、事業活動を通じて、社会に貢献する責任において行う活動

みつげんしょくぶつ 蜜源植物 30 ミツバチが蜂蜜を作るために花から蜜を集める植物

にほんじおぱーく 日本ジオパーク 34 日本ジオパーク委員会によって認定された国内のジオパーク。世界ジオパークに
なるためには、ユネスコの審査及び承認が必要。

わかやまけんしぜんかん
きょうほぜんちいき

和歌山県自然環 境保
全地域 36

現存する貴重な自然環境を保全するため、自然・社会的諸条件からみて自然環
境を保全することが必要として、和歌山県立自然環境保全条例に基づき指定し
た地域。県内の７地域が指定されている。

しょうようじゅりん 照葉樹林 36 温帯に成立する常緑広葉樹の森林の一つ。葉の表面の照りが強い樹種が多いこ
とから、この名がある。県内では、主に紀南の沿岸部に成立している。

なしょなるとらすと ナショナルトラスト 37 自然環境などを開発などによる環境破壊から守るため、市民活動等によって買
い上げ、または自治体に買い取りを要請し、保全していく活動

せぎれ 瀬切れ 38 降雨が少なく河川の流量が少なくなり、河床が露出して、流水が途切れる現象

すいげんのもりききん 水源の森基金 38 水源となる森林の整備や普及啓発活動などを行うために自治体が独自に設立し
た基金。自治体によって名称や内容が異なる。

えころじー エコロジー 39 生態学のこと。生物間、生物と環境との関係を解明する生物学の一分野。

ゆうきのうぎょう 有機農業 39
化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を
利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り
低減した農業生産の方法を用いて行われる農業（「有機農業の推進に関する法
律」第２条）

きょくそうりん 極相林 42 森林は長い年月をかけて樹種の構成が変化していくが（遷移）、遷移が進んで樹
種の構成がほぼ変化しない状態に達した森林のことをいう

だんたいりん 暖帯林 42 暖帯に発達するシイ・カシなどの常緑広葉樹林

しんりんせいぶついでん
しげんほぞんりん

森林生物遺伝 資 源保
存林 48 森林と一体となって自然生態系を構成する生物の遺伝資源を森林生態系内に保

存し将来の利用可能性に資するため、保護された国有林

らぐーん ラグーン 50 湾口などが砂の堆積によって海から隔てられて湖沼化したもの。

そうほん 草本 50 木にならない植物。一般的に草といわれる植物。

しゅばつ 主伐 51 木材の利用のために木を切ること

せいたいけいねっとわーく 生態系ネットワーク 52
保全すべき自然環境や優れた自然条件を有している地域を核として、人と自然
との関係、生息・生育空間のつながりや適切な配置を考慮した上で、これらを
有機的につないだネットワークのこと。

いーえすでぃ ESD 54

Education for Sustainable Development の略で「持続可能な開発のため
の教育」と訳される。地球に存在する人間を含めた命ある生物が、遠い未来ま
でその営みを続けていくための課題を自らの問題として捉え、自分にできるこ
とを考え実践することを身につけ、課題解決につながる価値観や行動を生み出
し、持続可能な社会を創造していくことを目指す学習や活動。




