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第 25 回霧ヶ峰自然環境保全協議会議事録 

 

１ 日 時  平成 27 年 2 月 27 日（金）午後 1 時 30 分～3 時 35 分 

２ 場 所  諏訪合同庁舎 ５階 講堂 

３ 出席者  団体 24 団体 

４ 会議内容  

【確認：伊東課長】 

 お手元の資料のご確認をお願いいたします。 

 一番上に今日の協議会の次第がございますが、まず資料 1－1 平成 26 年度個別作業実施

報告について、資料 1－2 刈取り地の植生の季節的変化とハルザキヤマガラシの駆除につい

て、資料 1－3 外来植物が侵入、定着した群落の現状について、資料２平成 27 年度個別作

業計画（案）について、その後ろに全体のスケジュールと裏側に位置図、それからその後

ろにアクアソーシャルフェス!!2015 企画概要（案）、資料 3 平成 27 年度霧ヶ峰自然環境保

全協議会の取組み（案）について、資料 4 平成 27 年度霧ヶ峰における電気柵等の設置（案）

について、資料 5 霧ヶ峰における植生と立地条件に関する研究成果について、資料 6 霧ヶ

峰踊場湿原モニタリング調査中間報告について、資料７第４回美ヶ原トレイルラン＆ウォ

ークイン in ながわ大会の結果報告及び第 5 回開催予定について、その後ろに資料ナンバー

はついておりませんけれど、人と生きもの パートナーシップ推進事業、お茶で信州を美

しくというパンフレットの写しでございます。資料等漏れ等ございませんでしょうか。・・・

よろしいでしょうか。 

 それでは、定刻となりましたのでただ今から第 25 回霧ヶ峰自然環境保全協議会を開会い

たします。 

 それでは、規約に基づき土田座長に議長をお願いいたします。 

 

【土田座長】 

 皆様、こんにちは。多くの方が朝から講演会に見えられての参加ですけれど、お疲れ様

でございます。本日は皆様大変お忙しいところご参集をいただきまして、ありがとうござ

います。本年度第 2 回目の霧ヶ峰みらい協議会の開催となります。本年度は、一昨年 10 月

に策定しました「霧ヶ峰自然保全再生実施計画」に基づく個別作業をはじめて実施しまし

て、手探りで始めたわけでございますが、皆様方のご協力の下、予定した作業を無事終え

ることができました。誠にありがとうございました。 

本日は冒頭、その個別作業と個別作業に係るモニタリング調査の報告をさせていただき、

来年度の個別作業について提案をさせていただきます。 

それから、平成 27 年度に予定するそのほかの協議会事業について提案をさせていただき

ます。 

そのほか各構成団体の事業について、それぞれの団体からご報告をいただきます。 
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 非常に議題が多い今日の協議会でございますけれど、時間内に終了させたいと思います。

皆様から忌憚のないご意見をいただき、よりよい方向へ進めたいと思いますので、ご協力

をお願いいたします。 

それでは、まず協議事項の（１）「霧ヶ峰自然保全再生実施報告に基づく個別作業の平成

26 年度実施報告及び平成 27 年度計画案について」ですが、作業の報告を事務局から、モニ

タリングの報告を私と大窪先生からご説明させていただき、引き続き来年度の計画を事務

局から説明させていただきます。その後で個別作業について一括してご質問等を受けたい

と思います。まとめてかなり内容の多いものとなりますけれど、最後にご質問を受けたい

と思いますのでよろしくお願いします。 

それでは、資料 1－1 伊東課長お願いします。 

 【伊東環境課長】 

資料 1－1 について説明  

 

【土田座長】 

 ありがとうございました。続きまして②のモニタリング実施報告でございます。２つご

ざいまして、１つが「刈取り地の植生の季節的変化とハルザキヤマガラシの駆除について」、

これを土田、私がご報告いたします。もう一つは「外来植物が侵入、定着した群落の現状

について」を大窪先生から報告させていただきます。いずれもパワーポイントでご説明い

たします。資料の方はお手元にあると思いますので、ご覧いただきながらお聞きいただけ

ればと思います。時間がなくて短時間で 1 人 15 分以内と言われておりますので、多少端折

っての説明となり分らない点もあろうかと思いますがご容赦願います。 

【土田座長、大窪教授】 

資料 1－2、1－3 についてパワーポイントにより説明 

 

【土田座長】 

 どうもありがとうございました。いずれも二つのテーマにつきましては、報告書として

すでに事務局の方に提出してございまして、今回はその概要といいますかそういう形で報

告しました。 

 続きまして、イの「平成 27 年度個別作業計画（案）について」を事務局から説明をお願

いします。 

【伊東環境課長】 

資料２について説明 

 

【土田座長】 

 ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、地権者の皆様から補足がござ

いましたら、お願いいたします。 
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 何かございますでしょうか。・・・ではないようでございますので、以上四つのテーマに

つきまして説明・報告が終わりましたけれど、ご質問どの部分でも結構ですので、あるい

はご意見等ございましたらお願いいたします。 

 本年度個別作業実施報告、私どものモニタリング報告、来年度の計画について何かご質

問ご意見ありますでしょうか。 

それでは、ないようでございますので、又何かありましたらいつでも事務局やら私ども

の方にください。ちょっと時間がおしておりますけれど、それでは協議事項（１）につい

ての質問・意見を締め切らさせていただきます。 

個別作業は当面 5 年間継続して実施する予定でございます。 

来年度は今年度の経験を活かし、より効率的・効果的な作業を実施してまいりたいと思

います。今年度と同様、詳細が決まりましたら事務局で皆様にお知らせし、広く一般のボ

ランティアも募集してまいります。多くの人の力を結集して霧ヶ峰の自然再生を進めてま

いりたいので、積極的にご参加いただきますよう、皆様方のさらなるご協力をお願いいた

します。 

それでは引き続きまして、協議事項（２）平成 27 年度霧ヶ峰自然環境保全協議会事業等

取組（案）にまいります。資料 3 の協議会の取組案及び資料 4 電気柵等の設置（案）につ

いて続けて事務局から説明させていただきます。その後で、一括してご質問ご意見を承り

ますので、よろしくお願いします。 

【伊東環境課長】 

資料 3・４について説明 

 

【土田座長】 

 ありがとうございました。平成 27 年度に霧ヶ峰自然環境保全協議会として実施する事業

につきまして説明がありました。資料 4 電気柵の設置について、下桑原牧野農業協同組合

さん、車山高原観光協会さん何か補足がございましたらお願いします。（なしの声） 

 それでは、ただ今の説明につきまして何かご質問がございますでしょうか。 

 何かご意見でも結構ですけれど・・・ありますでしょうか。 

 特にございませんようですので、この件につきましては終了させていただきます。 

 平成 27 年度は引き続き、霧ヶ峰自然保全再生実施計画に基づく多くの作業が予定されて

おります。その他にも継続する事業、構成団体独自の事業等多くの計画があります。来年

度も構成団体の皆様には、様々な面でご協力をいただくと思いますけれど、よりよい霧ヶ

峰の実現のためよろしくお願いいたします。 

 それでは、続いて報告事項にまいります。まずはじめに「霧ヶ峰における植生と立地条

件に関する研究成果について」信州大学の大窪先生から報告をお願いいたします。 

【信州大学：大窪教授】 

資料 5 について報告 
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【土田座長】 

 ありがとうございました。ただいまの報告に関しまして、ご質問・ご意見等ございます

か。 

 こういう構造土は、車山・ゼブラ山・南の耳の稜線脇に存在して非常に貴重なものであ

るということで調査をしていただきました。皆さん方も現地等ご確認いただければと思い

ます。 

 特にございませんでしょうか。 

 では次のところで報告をお願いします。（２）霧ヶ峰踊場湿原モニタリング調査中間報告

について、諏訪市生涯学習課から報告をお願いします。 

【諏訪市生涯学習課：田中係長】 

資料 6 について報告 

 

【土田座長】 

 ありがとうございます。私の方から補足説明ということを言われておりますけれど、私

の調査地はまわりの草原のところですが、延焼の中心部分は湿原で田中先生の調査された

資料二番目の湿原関係になります。今後、この二番目がどうなるかが一番気になるところ

でございます。今ご説明がありましたように、一応順調に回復しているという内容でござ

いましたので、来年度 3 ヵ年の経過を見て最終的に結論という形でまとめさせていただい

て皆様方にご報告できたらと思います。 

それでは、何かご意見・ご質問等がございましたらお願いします。 

いずれにしても、延焼によってある程度の影響は出ておりますけれど、それ程大きいも

のでなくて時間が経つにつれて徐々に修復されつつあるということで、わずか 2 年間のこ

とですけれど大雑把に言えばそのように言えると考えられます。 

 何かご質問・ご意見がございますでしょうか。 

 これもいきなりのことでございますので、現時点でのご質問ご意見は難しいと思います

がまた生涯学習課にでもお問い合わせいただければご不明な点はお答えできるかと思いま

す。特に他にございませんか。なければ次の報告でございます。 

 （３）「第 4 回美ヶ原トレイルラン＆ウォーク in ながわ大会の結果報告及び第 5 回開催

予定について」信州長和町観光協会から報告をお願いします。 

【信州長和町観光協会：小林事務局長】  

 資料７について報告 

 

【土田座長】  

 ありがとうございました。長和町さんの方から何か補足がございましたらお願いいたし

ます。（なしの声） 
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 ただ今詳細な説明がありましたが、何かご質問ご意見等がございますでしょうか。 

 来年の計画も決まっているそうです。 

 よろしいでしょうか。 

 特にないようですが、環境に配慮して実施していただくようお願いいたします。それで

は続きまして、資料番号はございませんが、県の自然保護課からお願いします。 

 

【自然保護課：尾関主査】  

１ 生物多様性保全推進支援事業の継続採択予定について（資料なし） 

２ 人と生きもの パートナーシップ推進事業（資料） 

 ３ お茶で信州を美しく（チラシ写し） 

 ４ 自然保護センター耐震改修の予定（資料なし） 

 

【土田座長】 

 ありがとうございました。ただいまの報告につきまして、何かご質問・ご意見等ござい

ますでしょうか。 

  

【伊東課長】 

 ただ今の４点目の霧ヶ峰自然保護センターの耐震改修でございますが、いま自然保護課

から説明があったとおりでございます。今 2 月の定例の県議会が行われておりまして、新

年度の当初予算が審議されておりまして、予算が可決成立されますと事業に着手というこ

とになります。具体的には 4 月以降の動きになりますが、ご案内のように自然保護センタ

ー敷地下桑原牧野さんの土地をお借りしております。また地権者というお立場でいろいろ

とこれからご相談させていただくことが出てくると思いますが、よろしくお願いいたしま

す。以上です。 

 

【土田座長】 

 ありがとうございます。他にございませんでしょうか。 

 我々の活動が、県やその他いろいろなところからご協力いただけるようになってきたと

いうことで、非常にうれしいことだと思います。 

 では特にございませんでしたら、続きましてこちらも資料はございませんが、諏訪市生

活環境課から連絡事項があるようですので、お願いいたします。 

【諏訪市生活環境課：樫尾係長】 

 平成 27 年度雑木処理について連絡 

 

【土田座長】 

 ありがとうございました。ご質問・ご意見ありますでしょうか。 
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 それでは、これにつきましても是非ご都合つけてご協力をお願いいたします。 

 その他、各団体から何かご報告等ございますでしょうか。（なし） 

 事務局の方からは何かありますでしょうか。（なし） 

 事務局からもありませんようですので、本日の全ての議題・報告は終了いたしました。 

予定の時間となりました。皆様のご協力ありがとうございました。 

次回の開催予定について、事務局からお願いいたします。 

 

【伊東課長】 

 次回開催予定でございますけれど、来年度５月下旬頃に開催を予定しております。場所

につきましては、この諏訪合同庁舎で開催したいと思います。日程が決まり次第早めにご

通知差し上げますのでよろしくお願いします。又先程お認めをいただきました来年度個別

作業実施にあたりまして霧ヶ峰草原再生協議会第 2 回の通常総会を 4 月の上旬に開催した

いと考えております。こちらの方も日程が決まり次第ご連絡を差し上げますので、こちら

に参画している構成団体の皆様方のご出席をよろしくお願いします。以上でございます。 

 

【土田座長】 

 ただ今事務局より次回につきましては、５月下旬に当場所で開催したいという提案が、

又草原再生協議会総会を 4 月上旬に開催するとのことでございますので、皆様方の出席を

お願いいたします。具体的な日程は決まり次第、早めに皆様にご連絡させていただきます。

次回の協議会が開催される頃には来年度の個別作業の募集が始まっていると思います。こ

れにつきましても皆様のご協力を重ねてお願いいたします。 

 

【伊東環境課長】 

 長時間にわたるご討議大変ありがとうございました。それでは以上をもちまして、第 25

回霧ヶ峰自然環境保全協議会を終了いたします。どうもありがとうございました。 


