三方駅より

徒歩で約30分（約2.3㎞）

JR

建物２階よりお入りください

0770-45-3580

FAX 0770-45-3680

（平成２８年５月作成）

１０：００〜１２：００ １３：００〜１６：００

９：００〜１７：００ （年末・年始はお休みします）

表紙の写真：「うららの里山里海湖」写真コンテスト入賞作品

体 験 受 付 時 間

展示ホール開所時間

URL ： http://satoyama.pref.fukui.lg.jp

Mail ： satoyama@pref.fukui.lg.jp

TEL

〒919-1331 福井県三方上中郡若狭町鳥浜122-31-1（道の駅三方五湖隣）

研究所から望む三方湖

施設外観

福井県里山里海湖研究所

若狭三方Ｉ.Ｃ.より約5分

（舞鶴若狭自動車道）

若狭さとうみハイウェイ

●自動車

●JR

交通アクセス

また、里山里海湖に関する相談窓口も設けておりますので、ぜひお気軽にお越しください。

里山里海湖の暮らしを伝える展示や、気軽な工作体験などをご用意しています。

福井県里山里海湖研究所は、土日・祝日も休まず開所しています。

写真提供：新田美優氏

写真提供：石亀嶽氏

写真提供：広部紀美子氏

写真提供：岡田栄一氏

写真提供：高鳥紀子氏

写真提供：天谷菜海氏

さ と や ま さ と う み

写真提供：川縁功氏

写真提供：原田寿氏

写真提供：岡田政治氏

写真提供：半田信和氏

写真提供：細井久子氏

写真提供：西本吉右ェ門氏

う

み

北川 淳子

康

三方五湖自然再生の取組み

SATOYAMA国際会議2013

生物多様性と生活多様性から招来される、多様な景観

（４）景観多様性（Landscape diversity）

里山ビジネスの開拓や工夫による、地域内経済経営の活性化

（３）経済多様性（Economy diversity）

地域社会が育む「地域それぞれの暮らし方や生き方」

（２）生活多様性（Lifestyle diversity）

多様な土地利用と人の営みの中で育まれる生き物のにぎわい

（１）生物多様性（Bio diversity）

４つの多様性（Diversity）を育み、地域を元気にする。

ダイバーシティ

ふくいの里山里海湖の「生物多様性」「生活多様性」「経済多様性」「景観多様性」の

基本理念

越前市白山・坂口地区の取組み

石井

潤

中村

亮
研究分野：里地里山文化
出身：山口県下関市

研究員

研究分野：保全生態
出身：大阪府高槻市

研究員

研究分野：森里海湖連環
出身：茨城県土浦市

ます。

興などに反映させてゆくことで、福井が元気になるための実学的研究に取り組んでいき

した。国内外との比較のうちに各地域の文化的特質を認識し、その成果を教育や地域振

その経験をもって、福井県の里山里海湖地域の生活文化について調査研究を開始しま

外を主な調査地としてきました。

海（スーダン、サウジアラビア、エジプトの沿岸）、マレーシアの熱帯雨林河川など海

これまでは、東アフリカのスワヒリ海岸（タンザニアとケニアの沿岸部）と中東の紅

りや儀礼などの側面から研究しています。

を中心に、地域の歴史、物質文化、食文化、資源利用と管理の在来知、流通経済、お祭

専門は文化人類学です。水辺に生きる人びとの生活文化について、なりわい（漁撈）

び防災・減災に役立つ自然環境保全手法の検討に関する研究を行っています。

現在は、北潟湖と三方五湖を対象とした自然再生に関する研究、実践、教育活動およ

（GIS）、リモートセンシングなどの手法を用いて研究に取り組んでいます。

野外ではフロラ（植物相）調査や植生調査、室内では統計手法や地理情報システム

自然環境の保全においては、種と生態系の両面から取り組むことを大切にしています。

んできました。

まで、湖沼、河川、ため池などの水辺に生育する植物の研究と保全の実践活動に取り組

生き物と触れ合うようになったのは生態学の研究を始めた大学生からで、それ以降現在

専門は保全生態学です。大阪出身で、山を開発してできた住宅地で生まれ育ちました。

活動に還元していきたいと思います。

海湖の連環を守るための研究を行い、成果を里山里海湖の保全・再生に取り組む人々の

福井県では貝類のほか、魚類をはじめとする水生動物にも目を向け、広い視野で森里

事でした。

著しく減りました。こうした貝類を地元の方々との共動で守ることがこれまでの私の仕

が激減しました。その結果、地域の食文化が失われ、地域住民による里海湖の利活用が

宮本

ました。環境問題が深刻化した昭和40年代以降、かつての豊かな里海湖を象徴した貝類

この10年間は、里海湖である汽水域の貝類の保全と再生のための研究を主に行ってき

ことが私の研究テーマです。

常に反映しています。こうした汽水域の環境とそこに棲む生き物の関係を明らかにする

専門は汽水域の生態学です。淡水と海水が出会う汽水域の環境は、森里海湖の連環を

上での参考にして、人間と自然の関わりを考えていきます。

がどのような歴史を経て形成されてきたかを調べています。福井県の森の将来を考える

研究所では、三方五湖と北潟湖の湖底堆積物に含まれる花粉を調べ、現在の森の状態

３０日に開所しました。

研究員

研究分野：環境考古
出身：滋賀県彦根市

主任研究員

また、年縞堆積物を利用して、最近の植生変化と気候の関連を調べてきました。

ノキの利用と気候の関係を調べたり、木曽ヒノキや秋田スギの人間の森林伐採の歴史を、

これまでは、青森県の三内丸山遺跡や亀ヶ岡遺跡などの花粉分析をして、クリやトチ

森と人間の関わりをその中に含まれている花粉を調べることで明らかにしてきました。

専門は環境考古学です。環境考古学は昔の環境を自然遺物をもとに調べていくもので、

皆様の地域に伺う出前講座なども積極的に行っていきますので、お気軽にご相談ください。

だけでなく、教育・実践にも取り組んでいきます。

里山里海湖研究所では、４名の研究員が、県内をフィールドとした４つの分野による実学研究を行う

研究員紹介

という地域のみんなが元気になる」ことを目指し、県は「福井県里山里海湖研究所」を平成２５年１０月

これらを契機に「県民のため、社会のため、実社会に役立つ研究を行い、美しい風土を残しながら福井

されました。

が一層図られたとともに、福井の里山里海湖の魅力と保全・再生に取り組む人々の活動が世界に広く発信

れました。この会合では、フォーラムやエクスカーションなどを通じて県民の里山里海湖保全の意識醸成

ＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ国際パートナーシップ第４回定例会合（ＩＰＳＩ−４）」が本県で開催さ

こうしたなか、平成２５年９月に、人の営みと自然が調和し共生する社会を目指すための国際会合「Ｓ

きています。

が集まった「三方五湖自然再生協議会」など、里山里海湖が抱える問題に目を向け活動する人々も増えて

一方で越前市白山・坂口地区におけるコウノトリとの共生を目指した米作りや、三方五湖周辺の活動者

生育環境が失われつつあります。

よる活力の低下で人の営みが失われることにより、利用や管理が適正に行われなくなり、生き物の生息・

人と自然が適切に関わり維持されてきた本県の里山里海湖の自然環境は、資源利用の変化や高齢化等に

福井県里山里海湖研究所

さ と や ま さ と

ふるさと福井を元気にする

（冬）建物から多く
のカモが見られます

野鳥観察

自然散策

竹とんぼ

里遊び・体験コーナー

竹馬体験

わら細工作り

手作りのしめ縄
を飾ろう

を有効に活用して、楽しみながら行う体験メニューを用意しています。

薪割り

薪をストーブに
入れてみよう

自然とともに暮らした昔の暮らしを伝えるため、現在ではあまり利用されなくなった里山里海湖の資源

里の恵みを暮らしに活かす

どんぐりこま

ニューを用意しています。

竹やどんぐり、松ぼっくりなど、季節に応じた里山里海湖の恵みを使った気軽な里遊び・工作体験メ

里の恵みを使ってあそぶ

（春）湖岸にシラウオ
の群れがやってきます

また、季節ごとに自然散策や生き物観察など、里山里海湖の自然を楽しむイベントを企画していきます。

研究所は、三方湖に飛来する野鳥の絶好の観察ポイントです。

里山里海湖の自然にふれる

せていただきますので、お気軽にお声かけください。

来所時にいつでも体験できるメニューのほか、地域団体や子供会、学校などのリクエストに応じて対応さ

里山里海湖研究所では、里山里海湖の自然の恵みを生かした様々な体験メニューをご用意しています。

里山里海湖を体感しよう！

体験メニュー紹介

事

事

長

進士 五十八

務

局

局

長

長

福井県立大学名誉教授（海洋生物学）

福井大学副学長兼国際地域学部長（教育方法学）

（環境考古）
（森里海湖連環）
（保全生態）
（里地里山文化）

北川 淳子
宮本 康
石井 潤
中村 亮

福井県立大学准教授 （魚類生態学）
越前町立福井総合植物園園長 （植物分類学）

田原 大輔
松本 淳

併任研究事務員（小学校長・教育機関職員 5名)

福井県立大学教授

富永 修

（海洋生物学）

福井県立大学教授

吉岡 俊人

（植物生態学）

研究事務員（事務員 5名 、 里山里海湖相談員 4名)

青海 忠久

寺岡 英男

・ 併任研究員

・

認定NPO法人 共存の森ネットワーク理事長（コミュニティ論）
養父 志乃夫 和歌山大学大学院教授（里地里山文化論）

澁澤 寿一

・ 研究員

・

立命館大学環太平洋文明研究センター長（環境考古学）

福井県立大学学長、東京農業大学名誉教授

鷲谷 いづみ 中央大学教授（保全生態学）

安田 喜憲

研究アドバイザー

所
務

副

所

組織図

より、里山里海湖を次世代へ継承します。

里山里海湖の保全・再生・活用に頑張る地域や団体を応援や支援することに

○実践 【次世代につながる持続可能な里山里海湖の保全・再生・活用】

るとともに、地域の保全・再生活動を担うリーダーを育成します。

里山里海湖の自然を子どもから大人まで体感してもらい、その大切さを伝え

○教育 【里山里海湖を「体験」し、「感性」を育む】

に結びつける様々な研究を行います。

里山里海湖に関する研究者が、生物多様性を守り、その恵みを人々の暮らし

○研究 【地域に貢献する実学研究 （Science for society）】

「研究」「教育」「実践」を行います。

里山里海湖に関する様々な分野の研究者や自然再生活動の参加者が集い、地域との共動による

活動方針

海湖の知恵・技の伝承活動を盛り上げていきます。

講演活動や体験イベントなどに対する支援を実施し、県内における里山里

協力いただける一般県民を「ふるさと研究員」として認定します。

県内において、地域に根差した伝統、習俗、技を熟知し、その伝承活動に

「ふるさと研究員」の認定

里山里海湖の次世代への継承

す。

ど里山里海湖に関わる様々な人々が集う情報の拠点づくりを目指していきま

する情報を網羅したホームページを運営し、活動者や研究者、教育関係者な

県内の里山里海湖の魅力を伝えるとともに、イベントや研究活動などに関

ふくい里山里海湖ＷＥＢサイト

里山里海湖の情報発信拠点

究成果により、その活動を支援していきます。

三方五湖自然再生協議会や北潟湖等の自然再生団体と連携し、研究員の研

自然再生活動を研究により支援

生を積極的に受け入れます。

また、本県での里山里海湖の調査・研究の活性化を図るため、研究者や学

つなげていきます。

進や研究を進め、その研究の成果を、教育・実践に反映させ地域の活性化に

国内外の大学や試験研究機関との連携を強化することで、研究員の交流促

大学・試験研究機関との連携推進

地域に貢献する実学研究の推進

里山の大切さを感じていただくイベントや活動を行います。

年間を通して、県民の皆さまに楽しみながら里山と人の暮らしとの関わり、

と学びの森」として新たに３０か所を登録しました。

で触れ親しみ学ぶ活動を行っている団体およびその活動場所を「福井ふるさ

越エリアをオープンしました。また、平成２８年２月には、福井県内の里山

平成２６年６月に若狭エリア、平成２７年５月にはあわらエリアおよび奥

●

●

この他にも、活動方針に基づいて、研究・教育・実践の様々な活動に
地域と共動して取り組みます。

団体等を表彰します。

福井県内で里山里海湖の保全・活動等に関して優れた活動を実施している

「ふくい里山里海湖活動表彰」

定期講座「里山里海湖リーダーズカレッジ」を開催します。

高めることを目的として、県内外の専門家や先進的な活動の実践者を招いた

地域で頑張る自然再生団体等の活動者のレベルアップや一般県民の関心を

活動の意識醸成・レベルアップ

源の有効活用についても推進していきます。

資機材による里山の保全・再生に加え、チップや薪、炭などによる里山資

炭焼き機械など、活動に役立つ資機材の貸し出しを行います。

県内で里山の保全活動に取り組む活動者に、ウッドチッパーや薪割り機、

里山保全活動資機材の貸出

里山里海湖の保全・再生活動を支援

た授業を行い、修了者を「里山里海湖ジュニアマスター」に認定します。

また、県内の小中学校に赴き、研究内容と地域の里山里海湖資源を活かし

出前講座を開催します。

研究員等が、地域や学校、公益団体等の要請に応じ、里山里海湖に関する

「出前講座」・「里の学校」

的な活動となるよう支援しています。

専任アドバイザーの派遣、活動経費への助成などを行うことで、長期的継続

また、学校周辺の身近な自然環境を調査保全する活動を行う学校に対し、

学校教育プログラム」を作成し、各学校において実践します。

し、生物多様性、人の営み、景観などについての授業が行える「里山里海湖

小中学校の教科（理科、社会等）において、県内の里山里海湖資源を活用

地域資源を活かした環境教育

しています。

います。

県民に身近な自然や季節の移ろいを感じていただくため、二十四節気など

自然体験、自然観察、自然再生の活動を通して、県民が気軽に自然に触れ、
の季節の移ろいに応じた動物や植物などの情報を県民から広く募集し、公開

季節に応じた生きもの情報の募集・公開

「福井ふるさと学びの森」

親しみ、学ぶことのできる里山として「福井ふるさと学びの森」を設置して

里山里海湖資源と研究成果を活かした人材育成・普及啓発

研究所によるフィールド活動

研究所の主な活動

