
みなかみBR_注目のトピック

2019.7.24日本ユネスコエコパークネットワーク報告会
みなかみ町エコパーク推進課 髙田悟



○ ふたつのトピック

・「SDGｓ未来都市」選定

・「生物多様性保全推進支援事業」採択

本日の内容



みなかみ町・・・ちょこっとおさらい

■上越新幹線を利用
東京駅から最速６６分

■関越自動車道を利用
練馬から１時間３０分

首都圏から近い！

2014ゆるきゃらグランプリ
第１位

ぐんまちゃん



 

■町の
・総 人 口 18,870人
・男性人口 9,160人
・女性人口 9,710人
・総世帯数 8,072世帯

町の人口（令和元年7月1日現在）

http://www.jreast.co.jp/amenity/e4/index.html
http://www.jreast.co.jp/amenity/e4/index.html


約３，０００万人の命と
暮らしをささえる利根川



利根川源流のまち

水と森林と人を育む

ユネスコエコパーク



BRとして：地域の森林に対する意識・関心の高まり

広葉樹の活用・・・

里山の整備・・・

薪ストーブ・・・

獣害問題・・・

水源を守る・・・

人づくり・・・

雇用創出・・・



住民が森林に目を向けはじめた
◆自伐型林業の取組



×みなかみ町

豊富な広葉樹資源の活用

みなかみユネスコエコパーク

森林を育む広葉樹産業化プロジェクト
〜環境・産業・地域を繋ぐ新しい事業モデルの創出〜
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ふるさとづくり大賞受賞

地域資源活用
多様な人材

みなかみユネスコエコパークにおける自伐型林業の推進と
森林資源の活用による環境保全



群馬県みなかみ町 10

SDGｓ未来都市 ・・・ BRは持続可能な開発のモデルになる！



群馬県みなかみ町

■みなかみ町の概要

 群馬県の最北端に位置し、広大な面積（東京２３区の約１．２倍）の
９０％以上を山林が占める。

 利根川源流の町であり、首都圏の水瓶として流域約３，０００万人
の経済と暮らしを支える重要な責務を担う。

 観光と農業が基幹産業で、首都圏からの近接性にも優れ（東京駅
から最短６６分）、自然の恵みを活かした質の高い魅力（温泉、ア
ウトドアスポーツ、農産物、里山景観と農村文化など）が幅広く存
在することが特徴で、年間約４００万人の来訪がある。

 本町の自然環境とそれをよりどころとしてきた人々の生活や文化
は、自然と人間社会が共生する世界的なモデル地区として、２０１
７年６月にユネスコエコパーク（生物圏保存地域、Biosphere 
Reserves）に登録された。

 人口は、１９５５年をピークに２０１５年には１９，３４７人まで減少。
若者世代を中心とした人口減少に歯止めがかからず、町の活力が
大きく低下しかねない危機的な状況にある。
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※ ユネスコは、ＭＡＢ計画及びリマ行動計画において、ユネスコエコパークで
発展した持続可能な開発モデルの世界的な普及によって２０３０アジェンダの
実施に貢献するとしている。

世界が認めた「ユネスコエコパーク」のまち

■年齢３区分別人口と人口構成比率の推移（1985～2045年）

資料：総務省「国勢調査」

（千人）



群馬県みなかみ町

 面積の９割を占める森林資源を活用し、川上から川下まで一貫した流通システムを「みなかみモデル」
として構築する。

 町内での買い物のほか、エコ活動やボランティア活動等と連動したポイントシステムにより、地域で活
動・消費する意識を高める。

①木材の伐倒から利用まで一貫した林業の六次産業化

■モデル事業の概要①（経済）

森林資源を活用した稼ぐ力の強化と循環経済の確立

▲自伐型林業による担い手を育成

▲流通を促す木材ステーションのイメージ

 単に町内産の木材を使用するだけではなく、将来の森林管理を担う
人材育成をセットにしているところがポイント

 山林所有者や地域住民が主体的に継続して関わることができる「自
伐型林業」を推進し、多様な人材を巻き込んだ担い手の育成を推進
する。アウトドアスポーツのインストラクターなどとの相性もよい。

 町内の民有林のうち約７割を占める広葉樹林の活用といったこれま
での林業分野ではあまり重視されてこなかった分野にもチャレンジ

 国産材にこだわった高級家具メーカーや町内木工職人、製材所、福
祉作業所などと連携して、一貫した流れを構築

■今後の取組（統合的取組と連携）

 自伐型林業による担い手の育成と就労機会の創出

 木工製品の商品化と木材のブランド化

 木材ステーション設置による木材集出荷の仕組み構築

 山林マッチング制度の試行

▲国産材高級家具メーカーと包括連携協定

▲伐倒から製品化までの工程が見える家具
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群馬県みなかみ町

 地域に対する誇りや愛情を育むため、地域の自然や文化など多くの魅力とその重要性などを学ぶ環境
学習を推進

 森林や木との関わりを主体的に考えられる豊かな心を育てる「木育」を推進

 官民連携やサポータ制度によるＳＤＧｓ推進体制を構築

①「ユネスコスクール」の登録

 町内の小中高等学校をユネスコスクールに加盟し、持続可能
な開発のための教育（ＥＳＤ）の場としてユネスコエコパークと
の連携による相乗効果を発揮させる。

■モデル事業の概要②（社会）
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②暮らしに木を取り入れていく「木育」を推進

 ２０１６年７月に「ウッドスタート宣言」を行い、生まれてきた子
供に本町が発祥のカスタネットをプレゼント

 東京おもちゃ美術館と連携して木育キャラバンを毎年開催

地域に根差した特色ある教育の推進と関係人口の増加

▲町内小中学生による環境学習発表会 ▲日本自然保護協会と連携した環境学習

▲林野庁赤谷プロジェクトと連携 ▲町内小中学生は本町の自然を体験

▲町内産材の木のおもちゃで木育を推進

▲生まれてきた赤ちゃんに本町が
発祥のカスタネットをプレゼント▲東京おもちゃ美術館と連携した木育キャラバン



群馬県みなかみ町

■モデル事業の概要③（環境）

①山林所有者や地域住民を主体とした森林・里
山整備の促進

 山林所有者や地域住民自らが森林の管理を行える体制を構
築することで、森林や里山の整備が促進されると同時に、山林
が良好な状態で価値あるものとして次の世代に引き継がれて
いく。

 美しい里山とそれを活用した生活は本町の財産であり、観光・
農林業・教育・健康・福祉・エネルギーなど様々な分野を横断
的かつ有機的に連結し地域を経営する。

森林・里山整備と木質バイオマス利用推進

 水源地である本町の森林を再生・整備することは、森林が有する多面的機能（生物多様性の保全、土
砂災害の防止、水源の涵養、地球温暖化の防止、木材等の生産、保健休養の場の提供など）を持続
的に発揮させるために不可欠

 町内の公共施設や温浴施設、宿泊施設などの大型施設、飲食店などの小規模な事業者や一般家庭
への薪ボイラー・ストーブの導入を積極的に推進

②公共施設や一般家庭等における再生可能エ
ネルギーの導入推進

 広葉樹の活用の一つとして薪（熱エネルギー）は非常に有効

▲町内民間事業者が薪ボイラーを導入 ▲想いを共感し薪の販売を始める業者も

▲自伐グループが薪の利用に関する環境学習

■今後の取組

 薪ストーブ補助金を新設

 導入可能性を調査

 公共施設での普及啓発▲町内に発足した６つの自伐グループが
自らのフィールドで森林整備を開始

▲住宅裏の竹林整備も促進
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自伐型林業の推進と森林資源の活用による環境保全みなかみＢ Ｒモデル構築事業



16

持続可能な
地域づくり



「生物多様性保全推進支援事業」採択

（環境省）

ねらい

・点の活動をBRとして拡大、成果の集約

・定期報告を見据えた基礎データの必要

・科学委員会の機能として継承

みなかみBR生物多様性調査並びに
保全計画策定及び実施事業



みなかみBR生物多様性調査並びに保全計画策定及び実施事業
（群馬県みなかみ町） みなかみBR生物多様性保全推進協議会

資料3
令和元年7月3日
第1回みなかみBR科学委員会

みなかみBRは、群馬県の最北端に位置しており利根川最上流域に位置しており首都圏約3000万人の市民の水源地域としてだけでなく絶滅危
惧種を含め生物多様性保全上重要な地域である。特に、優先課題となっているみなかみBR全域のイヌワシ分布調査、ニホンジカの低密度管理

の推進と市民協働による里山調査、既存の調査から分類群ごとの保全上重要な地域を把握する重点調査を通して現状把握を行う。事業後の成
果としてみなかみBR全域における多様な主体からなるモニタリング調査データを統合し、みなかみBR生物多様性保全実施計画に反映し、生物
多様性保全策に繋げるとともに生物多様性保全ネットワークのモデルを形成することを目指す。

事業の背景・目的

赤谷プロジェクトエリアや谷川岳エコツーリズムエリアだけで行われていた生物多様性保全に関する監視体制がみなかみBR全域に拡張され

る。イヌワシの分布状況確認エリアの拡大、ニホンジカ監視体制エリアの拡大、市民協働による里山の生物相把握とセンサーカメラ設置、み
なかみBR生物多様性重点地域マップの作成が行われる。また、みなかみBR生物多様性保全推進協議会の機能はみなかみBR科学委員会に発展継
承され、みなかみBR生物多様性保全実施計画策定や登録後10年後に提出が求められるみなかみBR定期報告作成に資するものとする。

期待される成果

事業の内容

【１年目 調査体制構築】
・イヌワシ調査（調査体制の構築及び調査開始）、
ニホンジカ調査（センサーカメラ設置）、里山調査
（センサーカメラ設置）、重点地域調査（関係者会議開催、
ヒアリング）

【２年目調査の実施】
・イヌワシ調査（分布調査）、ニホンジカ調査（分布確認
および捕獲試験）、里山調査（データ回収及び解析）、
重点地域調査（分権調査、データ収集）

【３年目統括レポート作成】
・イヌワシ調査（分布状況とりまとめ）、ニホンジカ調査
（分布確認および捕獲試験、里山調査（データ回収及び解析）、
重点地域調査（生物多様性重点地域マップ作成）、総括レポート作成

【事業期間】令和元年度～令和２年度 【事業メニュー】（２） 【要望額】7,634千円

核心地域

緩衝地域

移行地域



保全管理のための体制

みなかみ町
エコパーク推進課

日本自然保護協会
【事務局】

群馬県立
自然史博物館

みなかみBR生物多様性保全推進協議会

外部有識者
地域内の専門家

みなかみBR

【活動主体】

イヌワシグループ

ニホンジカグループ

里山グループ

重点地域グループ

情報提供・活動協力・提言

「科学委員会」を
中心とした協力体制

外部調査員
地域内の市民活動グループ

調査協力・情報提供

協議会

推進
委員会

科学
委員会

赤谷
プロジェクト
・林野庁
・地域協議会
・NACS-J

谷川エコツーリズム
推進協議会

参考資料１
令和元年7月3日
第1回みなかみBR科学委員会





 


