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田烏キャンドル（小浜市）

カタクリ（南越前町）

柴漬け漁・若狭町

なれずし・小浜市

紅サシ・若狭町

王の舞・美浜町

ヒガンバナ・美浜町（福井生きもの歳時記投稿写真）

雁行・あわら市（福井生きもの歳時記投稿写真）

コウノトリ・若狭町（福井生きもの歳時記投稿写真）

ソメイヨシノ・あわら市（福井生きもの歳時記投稿写真）

ロウバイ・美浜町（福井生きもの歳時記投稿写真）
アキアカネ・越前市

（福井生きもの歳時記投稿写真）



ふるさと福井を元気にする

福井県里山里海湖研究所
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
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・
生育環境が失われつつあります。
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
えてきています。

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
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
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
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
されました。

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３０日に開所しました。

SATOYAMA国際会議2013越前市白山・坂口地区の取組み 三方五湖自然再生の取組み

基本理念

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

４つの多様性（Diversity）を育み、地域を元気にする。

（１）生物多様性（Bio 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

（２）生活多様性（Lifestyle  diversity）

地域社会が育む「地域それぞれの暮らし方や生き方」

（３）経済多様性（Economy  diversity）
里山ビジネスの開拓や工夫による、地域の経済活動の活性化

（４）景観多様性（Landscape  diversity）
生物多様性と生活多様性から招来される、多様な景観

ダイバーシティ
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進士 五十八 福井県立大学学長、東京農業大学名誉教授

副 所 長

研究アドバイザー

組織図

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
「研究」、「教育・普及」、「実践」を行います。

活動方針

○研究【地域に貢献する実学研究（Science for society）】

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
に結びつける様々な研究を行います。

○教育・普及【里山里海湖を「体験」し、「感性」を育む】

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
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。

○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】

里山里海湖の保全・再生・活用に取り組む地域や団体を応援や支援することに
より、里山里海湖を次世代へ継承します。

安田 喜憲
鷲谷 いづみ
澁澤 寿一
養父 志乃夫
寺岡 英男
青海 忠久

ふじのくに地球環境史ミュージアム館長（環境考古学）
中央大学教授（保全生態学）
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）
和歌山大学大学院教授（里地里山文化論）
福井大学副学長（教育方法学）
福井県立大学名誉教授（海洋生物学）

事 務 局 ・ 研究事務員（事務員 5名、里山里海湖相談員 4名)

・ 研究員

・ 併任研究員

・ 併任研究事務員（小学校長・教育機関職員 5名)

吉岡 俊人
富永 修
田原 大輔
松本 淳

福井県立大学教授 （植物生態学）
福井県立大学教授 （海洋生物学）
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）

宮本 康
石井 潤

（森里川海連環）
（保全生態）

顧 問

所 長



研究所の主な活動

自然再生活動を研究により支援

三方五湖自然再生協議会、北潟湖等の自然再生団体と連携し、研究所の
研究成果を活用して、その活動を支援します。

タイムスケィプ研究の推進

嶺南地域の自然や歴史を、年縞を活用してひも解くことにより、自然の
仕組みや自然と人との暮らしとの関わりを明らかに研究を推進します。

里山里海湖資源を活用した研究の推進

間伐材等の里山里海湖資源を有効活用して、地域活動や地域経済の活性
化につなげる研究を推進します。

大学・試験研究機関との連携

里山里海湖に関して、地域が抱える課題の解決に向けた実学研究を県内
外の研究者や学生を受け入れながら共動で実施します。

研究成果の発信

研究成果を学会で発表するとともに、SATOYAMAイニシアティブ国際
パートナーシップへの参加等により、研究所の研究内容および活動を広く
世界へ発信します。

研 究

「福井ふるさと学びの森」での共動

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、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、年間を通して、イベントや活動を行います。（県営3か所、登録団体
30か所）

里山里海湖学校教育プログラムの拡充

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
海湖学校教育プログラム」を作成・拡充し、各学校において実践します。

里山里海湖リーダーの育成

自然再生団体等の指導者のレベルアップを図るため、リーダーズカレッ
ジの開催を通じ、里山里海湖を取り巻く課題を自ら解決へ導くリーダーを
養成します。

教育・普及

・・

・ ・

（ヒシのワイヤー刈り）

（学生実習受入れ）

ねんこう



この他にも、活動方針に基づいて、研究、教育･普及、実践の様々な

活動に地域と共動して取り組みます。
● ●

実 践

「ふるさと研究員」の認定

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。
研究所主催のイベントや出張講座の講師等として、研究所と共に県内に
おける里山里海湖の活動を盛り上げていきます。

体験講座の運営

研究所において、里山里海湖の人の営みを題材とした気軽な体験メ
ニューを若狭三方縄文博物館や三方青年の家等の周辺施設と連携しながら
提供し、里山里海湖の魅力を幅広い世代に伝える拠点とします。

ふるさとの里山整備をサポート

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、薪割り機、
炭焼き機など、活動に役立つ資機材を貸し出すとともに、地域住民が企業
や地域おこし協力隊等と協力して行う里地里山の保全活動に対し、専門家
の派遣等の支援を行います。
また、福井県内で里山里海湖の保全・再生等に関して優れた活動を実施
している団体等を表彰します。

福井生きもの歳時記

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、
専用ホームページで公開しています。
情報は、ホームページの投稿フォームまたは郵送･FAXで受け付けていま
す。

ふくい里山里海湖ＷＥＢサイト

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。

生きもの歳時記
投稿フォーム→



研究員紹介

里山里海湖研究所では、研究員が、県内をフィールドとして実学研究を行うだけでなく、教育・普
及・実践にも取り組んでいきます。
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。

専門は保全生態学です。これまでに、主に湖沼や河川、田んぼやため池をはじめとす
る水辺に生育する植物種や植生の研究と保全の実践活動に取り組んできました。
現在は、3つのテーマを中心に研究と教育、実践活動を行っています。1つ目は、研究
所がある若狭町および美浜町の三方五湖地域の自然再生であり、2つ目は、あわら市の北
潟湖地域の自然再生です。3つ目は、近年、集中豪雨などによる自然災害の増加が懸念さ
れていることから、防災・減災に役立つ自然環境保全手法について検討しています。
色々な方々との協働や意見交換を行い、その地域の人々の暮らしについての理解を深
めながら、自然共生社会の実現につながる里山里海湖の自然資源を活かした地域づくり
を目指して、これらの活動を進めていきたいと思います。

研究員 石井 潤

研究分野：保全生態

出身：大阪府高槻市

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、森里川海の連環を
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紐解くことが
私の主な研究テーマです。
三方五湖は、国内で海面上昇が最も顕著な日本海西部に面し、短時間豪雨の頻度も増
加傾向にあります。したがって、五湖の環境と生物の分布に気候変動の影響が及んでい
る可能性があります。そこで平成28年度より、汽水域の三方五湖を対象に、気候変動が
生物に与える影響を底棲生物に注目して調べ始めました。
研究を進める中で、この地域には自然とともに暮らすための伝統知が豊富に残されて
いることに気付きました。こうした伝統知を上手に活用しながら、五湖の豊かな生態系
を次世代に残せるよう、成果を気候変動への適応策につなげたいと思います。

研究員 宮本 康

研究分野：森里川海連環

出身：茨城県土浦市

伝統文化の継承や世代・地域を超えたネットワーク形成にとっても
重要な「お祭り」を存続させていこうと、さまざまな工夫や取組みが
全国各地域で見られます。
福井県里山里海湖研究所では、平成27～29年度にかけ、「里山里海
湖文化プロジェクト注」の一環として、彌美神社（福井県三方郡美浜町
宮代）の例大祭を軸とした伝統文化継承と地域振興に関する調査研究
を行いました。ブックレットでは、平成27年11月、平成28年12月、平
成29年10月になびあす（美浜町生涯学習センター）で開催した「明日
の例大祭を考える」イベントを中心に、その活動の軌跡をたどってい
ます。
ブックレットPDF版は、研究所ホームページよりダウンロードできま
す。明日の例大祭を考えるためのヒントとしてご活用ください。

注：里山里海湖文化プロジェクトとは、福井県の里山里海湖地域の魅力
や生活文化を解明するために、平成27～29年度にかけて実施された
実学的研究プロジェクト

里山里海湖ブックレット

『明日の例大祭を考える：福井県三方郡美浜町の彌美神社例大祭をめぐる活動記録』

監 修：橋本裕之
編 集：中村亮

(福井県里山里海湖研究所研究員
／平成26年4月～平成30年3月在籍）

協 力：明日の例大祭を考える会議
発行日：平成30年3月
発 行：福井県里山里海湖研究所
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里山里海湖を体感しよう！
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展示・体験コーナーをご用意しています。
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
させていただきますので、お気軽にお声かけください。

展示・体験コーナー

自然とともに暮らした昔の暮らしを伝えるため、どんぐりや松ぼっくりなどを使った気軽なクラフト作
りや、現在ではあまり利用されなくなった里山里海湖の資源を有効活用した体験を紹介しています。

里の恵みを使ってあそぶ/暮らしに活かす

どんぐりこま

三方五湖の中で一番大きな水月湖の底には、７万年以上の歳月をかけて積み重なった「年縞（ねんこ
う）」と呼ばれる縞模様があり、考古学や地質学における年代測定の「世界標準ものさし」に採用されて
います。縞ができるしくみや地形・周辺環境の条件、年縞から何がわかるか、パネルやDVDでわかりやす
く解説しています。

水月湖年縞の実物展示

薪をストーブに

入れてみよう

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。
また、自然散策や生きもの観察など、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。

里山里海湖の自然にふれる

（冬）建物から多く

のカモが見られます

（春）湖岸にシラウオ

の群れがやってきます

松ぼっくりアート

薪割り

平成３０年９月に、

約７万年分・４５ｍ

の水月湖年縞の実

物を直線的に展示

する「福井県年縞

博物館」が研究所

近くに開館します。

野鳥観察 自然散策



福井県里山里海湖研究所
〒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）
TEL 0770-45-3580 FAX 0770-45-3680
Mail ： satoyama@pref.fukui.lg.jp
URL： http://satoyama.pref.fukui.lg.jp

展示ホール開所時間 ９：００～１７：００ （年末・年始はお休みします）
体 験 受 付 時 間 １０：００～１２：００ １３：００～１６：００

交通アクセス

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。
三方湖畔に見られる生きものを中心に、里山里海湖の自然の豊かさに触れることができます。
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。

建物２階よりお入りください●JR

●自動車 研究所から望む三方湖

（平成３０年４月作成）

施設外観

JR 三方駅より
徒歩で約30分（約2.3㎞）

若狭さとうみハイウェイ
（舞鶴若狭自動車道）
若狭三方ＩＣより約10分
三方五湖スマートＩＣより約5分

スマートIC




