平成 23 年 2 月 15 日
小笠原諸島世界自然遺産候補地地域連絡会議事務局
環境省関東地方環境事務所
林野庁関東森林管理局
東京都
小笠原村

平成 22 年度小笠原諸島世界自然遺産候補地科学委員会
第２回会議の開催について
世界自然遺産候補地である小笠原諸島の自然環境の保全・管理について、科学的な見
地からの検討を行うこと等を目的に設置された標記委員会を下記のとおり開催します。
記
Ⅰ 平成 22 年度小笠原諸島世界自然遺産候補地科学委員会 第２回会議
●日時：平成 23 年 2 月 22 日（火）16:00〜18:00
●場所：アジュール竹芝 １３階 飛鳥
所在地：〒105‑0022 東京都港区海岸 1‑11‑2
代表電話 : TEL 03‑3437‑5566
●出席委員：別紙のとおり
●主な議題：1）IUCN 視察結果とその後の対応報告と今後の予定について
2）生態系アクションプランに基づく平成 22 年度の事業報告及び平成 23
年度の事業実施計画について
3）管理計画に基づく平成 22 年度の事業報告及び平成 23 年度の事業実
施計画について（生態系アクションプランは除く）
ほか
●そ の 他：会議は公開で開催されます。傍聴をご希望の方は、下記連絡先で事前登
録を受け付け（〆切 2 月 18 日（金）18:00 迄）ております。

−連絡先−
環境省 関東地方環境事務所
直通 TEL：048‑600‑0816
E‑MAIL：HIROSHI̲TODA@env.go.jp
担当：国立公園・保全整備課
戸 田（と だ）

別紙
小笠原諸島世界自然遺産候補地科学委員会
構成員一覧
【 委 員 】
氏

名

（５０音順）
所属機関・団体及び役職

海野 進

国立大学法人 金沢大学 理工学域自然システム学系 教授

大河内 勇

独立行政法人 森林総合研究所 理事

可知 直毅

首都大学東京大学院 理工学研究科

苅部 治紀

神奈川県立生命の星・地球博物館 主任学芸員

川上 和人

独立行政法人 森林総合研究所 野生動物研究領域 鳥獣生態研究室 主任研究員

鹿野 久男

財団法人 国立公園協会 研究員

清水 善和

駒澤大学 総合教育研究部 教授

田中 信行

独立行政法人 森林総合研究所 植物生態研究領域 主任研究員

千葉 聡

国立大学法人 東北大学大学院 生命科学研究科 准教授

堀越 和夫

特定非営利活動法人 小笠原自然文化研究所 理事長

安井 隆弥

特定非営利活動法人 小笠原野生生物研究会 理事長

吉田 正人

教授

筑波大学大学院人間総合科学研究科世界遺産専攻 准教授

参考資料１

科学委員会・地域連絡会議等の関係図
世界遺産条約関係省庁連絡会議
◇ 世界遺産一覧表への我が国推薦物件のとりまとめ

管理機関
候補地の選定

東京都
環境省

林野庁

文化庁

小笠原村

小笠原諸島の自然環境保護管理、運営
助言依頼

助言

意見・調整結果

科学委員会
メンバー：
＜委員＞
海野 進
大河内 勇
可知 直毅
苅部 治紀
川上 和人

聡
和夫
隆弥
正人

＜参画機関＞
小笠原総合事務所

協力

千葉
堀越
安井
吉田

＜管理機関(兼事務局)＞
関東地方環境事務所
関東森林管理局
東京都、小笠原村

＜参画団体＞
小笠原村商工会、小笠原村観光協会 、小
笠原母島観光協会、小笠原ホエールウォッ
チング協会、小笠原島漁業協同組合、小笠
原母島漁業協同組合、東京島しょ農協、NPO
小笠原野生生物研究会、NPO 小笠原自然文
化研究所

◇ 地元関係機関の連絡・調整
◇ 管理計画策定事項の履行にむけた
検討
・ 管理計画実行の検討
・ 外来種対策の検討

◇ 科学的な観点からの検討
・ 保護管理に関する事項

課題に対応した
ワーキンググループ
・種間相互作用ワーキング
・植栽に関するワーキング

地元

メンバー：
＜管理機関(兼事務局)＞
関東地方環境事務所、
関東森林管理局、
東京都、小笠原村

連携

鹿野 久男
清水 善和
田中 信行

(金沢大学 教授)
(森林総合研究所 理事)
(首都大学東京大学院 教授)
(神奈川県立生命の星･地球博物館
主任学芸員)
(森林総合研究所 鳥獣生態研究室
主任研究員)
(国立公園協会 研究員)
(駒澤大学 教授)
(森林総合研究所 植物生態研究領域
主任研究員)
(東北大学大学院 准教授)
(小笠原自然文化研究所 理事長)
(小笠原野生生物研究会 理事長)
(筑波大学大学院人間総合科学
研究科世界遺産専攻准教授)

地域連絡会議

連携

協力
個別の検討会・連絡会議
（アカギ、ノヤギ、ネコ等）

参考資料２

遺産登録に向けたこれまでの経緯と今後の主な手順
【地域連絡会議等の設置】
・平成１８年１１月２２日 小笠原諸島世界自然遺産候補地地域連絡会議の設置
・平成１８年１１月２９日 小笠原諸島世界自然遺産候補地科学委員会の設置
【暫定リスト提出手続】
平成１９年 １月２９日 関係省庁連絡会議による暫定リスト提出決定
平成１９年１月３０日 世界遺産委員会事務局（ユネスコ）への暫定リスト提出

【H19.1 から H21.8 までの関係機関による取り組み】
★以下の手続き・検討を地域連絡会議による合意・科学委員会からの助言を踏まえ実施
○『管理計画』の検討・策定

保護担保措置

・保全管理方策の検討

・国立公園
・鳥獣保護区
・森林生態系保護地域
・天然記念物

○『推薦書』の検討・作成
・遺産区域の検討、
・価値の証明
・推薦地の説明等
○『外来種対策』の実施・アクションプラン検討

↓
○管理計画のパブリックコメント
○関係審議会への報告
（環境省、林野庁、文化庁）

外来種対策
・中長期目標・取組方針の設定
・外来種駆除の重点実施
・継続的な事業推進の仕組みづくり

【遺産推薦手続】
平成２１年９月 25 日 関係省庁連絡会議による推薦書案の仮提出決定
平成２１年９月 29 日 世界遺産委員会事務局への推薦書仮提出
平成２２年１月１８日 関係省庁連絡会議による推薦書の本提出決定
平成２２年１月 26 日 世界遺産委員会事務局への推薦書本提出
【評価】
平成 22 年 7 月世界遺産委員会の諮問機関である IUCN（世界自然保護連合）による現地調査

【今後の手順】
平成 23 年５月 IUCN 評価報告書の締約国への送付
平成 23 年６月 第３５回世界遺産委員会による審議により遺産リストの登録の可否が決定

平成 22 年度小笠原世界自然遺産候補地科学委員会
第 2 回会議
会場のご案内
○ アジュール竹芝 13 階 飛鳥
住所：東京東京都港区海岸 1-11-2
電話： 03-3437-5566

【 マップ 】

会場：アジュール竹芝 13 階 飛鳥

【交通のご案内】
JR 山手線・京浜東北線浜松町駅北口より竹芝方向へ徒歩７分。
羽田空港からモノレール利用で浜松町まで 23 分。
都営浅草線大門駅 B1 出口より徒歩 8 分。
都営大江戸線大門駅 B1 出口より徒歩 8 分。
東京臨海新交通ゆりかもめ竹芝駅より１分。

