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嘩寧
特集2持続可能社会を実現するための実効性のある制度としてのユネスコエコパークの可能性
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要旨：綾町は約半世紀前から産官学民の協働によって先進的な人と自然が共生する町づくりを進め、 2005年からは照葉

樹林の復元事業を通じて保全活動を強化し、 2012年には町の全域がユネスコエコパークに含まれることになった。移行「

地域を含めたユネスコエコパークの登録は日本では初めてである。ユネスコエコパーク登録は、綾町が移行地域を中心

に核心地域や緩衝地域の保全にも主体的に関与することを明示化したものである。登録後、綾町はユネスコエコパーク

推進室を創設し、綾町生物多様性地域戦略を通じて生物多様性保全や学術研究教育支援等を検討するとともに、綾町内

外の多様な主体と連携をすすめていく新たな体制づくりを進めている。本稿では、ユネスコエコパーク登録後の社会変

化についていくつかの指標、すなわち観光客数、人口増減、ふるさと納税額の変化を使って自然に配慮した持続可能な

地域づくりにむけた社会動向を明らかにした。さらにユネスコエコパークの目的である生物多様性保全、持続可能な地

域づくり、学術研究支援という 3つの観点からみた今後の課題について報告した。

キーワード．学術研究教育支援、持続可能な地域づくり、生物多様性地域戦略、人と自然の共生、ユネスコエコパーク

Abstract: Aya Town and its surroundings in Miyazaki Prefecture, southern Japan, were registered as the Aya Biosphere Reserve (Aya 

BR) by UNESCO in 2012. We report initial responses after this registration in te町田 ofthe number of tourists, population, amount 

ofjurusato tax paid (by which taxpayers can choose to divert tax to their municipality企omtheir income and residence tax), and the 

management system of Aya Town. We observed initial effects of an incr巴asein the amount of furusato tax paid and changes in the 

town management system connected to the other sections and built several committee to share the information among related actors 

in Aya Town for three years. We need to continue to monitor the effi巴ctivenessof registration of the Aya BR because various steps are 
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needed to implement a new system with multiple stakeholders. 

Keywords: academic research and education support, coexistence of humans and nature, sustainable community development, 

regional biodiversity strategies and action plan, Biosphere Reserve 

はじめに

綾ユネスコエコパーク（AyaBiosphere Reserve）は、

2012年7月 11日のユネスコの国際調整理事会において、

国内では 32年ぶりにユネスコエコパークに登録された。

綾ユネスコエコパークは主に宮崎県東諸県郡綾田Tからな

るが、小林市、西都市、国富町、西米良村を含めた 5市

町村の一部を含み、核心地域 682ha、緩衝地域 8,982ha、

移行地域4,916haで構成されており、総面積は 14,580ha 

である（図 1）。核心地域は、生態系や生物多様性保全上

重要な地域であり、緩街地域は核心地域の周辺あるいは

隣接し、核心地域に影響を及ぼさないバッファーの機能

をもっ地域である。移行地域は、緩街地域の周固または

隣接する地域であり、緩街地域を支援する機能を有し、

自然環境の保全と調和した持続可能な発展のためのモデ

、、’
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ルとなる取組を推進している地域である。

ユネスコエコパークと類似した自然保護の枠組みに、

同じユネスコが認定する世界自然遺産があり、屋久島等

が登録されている。ユネスコエコパークと世界自然、遺産

には主に次のような違いがある。世界自然遺産は顕著か

っ普遍的な価値をもっ自然を保護、保全することを目的

としているため、ユネスコエコパークの核心地域や緩街

地域に相当する地域のみが保護対象となっており 、周辺

の人の活動が行われている地域 （ユネスコエコパークの

移行地域に相当）は含まれない。また、世界自然遺産で

はサイトの選定や保全管理において国が主導的な役割を

果たすが、ユネスコエコパークでは自治体がその両方に

自ら主体的に関与できる点で大きく異なる。綾ユネスコ

エコパークは、 1980年に登録された他の 4つのユネスコ

エコパーク（屋久島、大台ヶ原・大峯山、白山、志賀高原）

とは異なり、日本で初めて移行地域をもっサイ トとして

登録された。その登録理由は、①東アジアの照葉樹林の

北限付近にあり、日本固有種が多い、②日本に残されて

いる照葉樹自然林の面積が一番広く、標高が高い地域で

はブナの自然林に連続している、 ①約半世紀にわたる自

然生態系農業を基調にした町づくりを通じ、自然と人間

の共存に配慮、した地域振興策などが行われている、 ④

2005年から「綾の照葉樹林プロジェク トjに取り組み、

照葉樹林を保護し、その周辺の人工林を復元することを

百十旨していることであった。

綾町は、1967年伐採計画から照葉樹林を守るとともに、

1973年から町民の健康を守るために資源循環型農業を推

進し、 1978年に尿尿を堆肥化する施設を建設した。1988

年には「自然生態系農業の推進に関する条例」を制定して、

全国に先駆けて農産物の認証制度を設けた（郷田 1998）。

綾町には 1965年に発足した自治公民館制度と 1967年に

告示された「綾町自治公民館活動補助金交付要綱」によ

って、22地区の住民が自ら町づくりを進めていくととも

に、自然生態系に配慮した持続可能なまちづくりを約半

世紀にわたって取り組んできた長い歴史がある。ユネス

コエコパーク申請に際した関係者聞の合意形成を進める

上では、 2005年から始まった官民協働の自然林復元プロ

ジェクトである綾の照葉樹林プロジェクトの枠組みが活

用された。綾町の申請及び登録までの経緯に関しては、



綾ユネスコエコパーク登録後の動向

朱宮ほか（2013）に詳しく報告されている。

この綾ユネスコエコパーク登録が契機となり、国内に

おけるユネスコの人間と生物園計画（Manand the 

Biosphere Programme、以下MABとする）の取り組みの

うち、特に生物園保存地域（BiosphereReserve、略称BR)

指定の動きが活発化した。ユネスコエコパークは、 2010

年 1月に文部科学省が主催する「第22回日本ユネスコ囲

内委員会自然科学小委員会MAB計画分科会」において

ユネスコの MAB計画（人間と生物園計画）における一

事業である生物園保存地域（BiosphereReserve）の圏内で

の呼称と定められ、ユネスコからも認証を受けたものな

ので、本稿では以下ユネスコエコパークを使用する。

2014年6月 11日に南アルプスユネスコエコパーク、只

見ユネスコエコパークの新規登録2件（ともに移行地域

を含む）により国内のユネスコエコパークは 7地域とな

り、翌 12日には移行地域をもたなかった 4地域の lつで

あった志賀高原で移行地域の拡張登録が承認された

(http://www.mext.go.jp/unesco/001/2014/1348760.htm、2014

年6月 18日確認）。 1980年に登録された 4地域のうち、

未だ移行地域を持たない 3地域は、 2015年8月24日に

開催された第 33回日本ユネスコ国内委員会自然科学小委

員会MAB計画分科会において圏内推薦が決まった（http://

www.mext.go.jp/unesco/002/006/002/009/shiryo/l 36144 l. 

htm、2015年 10月 19日確認）。また、大分県と宮崎県に

またがる祖母傾山系周辺や群馬県みなかみ町周辺などが

新規登録に向けて準備を進めている。

1980年に登録された地域は、これまで活動母体がなく、

地元の自治体ですらほとんど認識しておらず活動はほと

んど行われていなかった。日本での MAB計画やユネス

コエコパークの認知度も世界遺産と比べればまだまだ低

い。本来、ユネスコエコパークの登録は、①自然と共生

する世界的な取り組みを具現化する地域としての「誇り」

を喚起し、②地域全体が国際的な認証を受ける地域商品

のブランド化による観光業と地場産業の振興、③世界生

物圏保存地域ネットワークを通じて地域の取り組みを世

界に紹介し、他地域との交流や情報交換を促す役割、④

文部科学省が認証するユネスコスクール、自然環境モニ

タリング地点として市民や教員にも学びの機会を提供す

る「環境教育・研究の場」という 4つの役割がある（松

田ほか 2012）。綾地域は日本のユネスコエコパークとし

て32年ぶりに登録されたが、期待される役割を果たして

いくことができるのかきちんと検証していく必要がある。

このような背景の中で、本稿では登録後約 3年が経過し

た綾ユネスコエコパークにおける登録後の状況や変化、
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新たな取り組みについて記載し、社会動向を示すいくつ

かの指標（人口、観光客数、ふるさと納税額）を使って

持続可能な地域づくりのための地域活性化や経済効果の

検証を試みる。そして、その目的である生物多様性の保全、

持続可能な地域づくり、学術研究教育支援を達成する上

での課題や今後の方向性について論ずる。

保全管理計画策定に向けた取り組み

生物多様性国家戦略への記載

2012年9月28日に閣議決定された生物多様性国家戦

略2012-2020は、 2010年愛知県名古屋市で開催された第

10回生物多様性条約締約国会議（CBD司 COPlO）に合わせ

て策定された生物多様性国家戦略2010を、 CBD-COPlO

で決議された 2020年までに達成すべき 20の愛知目標に

合わせて改訂したものである。すなわち、①愛知目標の

達成に向けたわが国のロードマップを提示、②2020年度

までに重点的に取り組むべき施策の方向性として 5つの

基本戦略を設定、③今後5年間の政府の行動計画として

約700の具体的施策を記載している。生物多様性の状況

を改善するため、愛知目標の第 11項目には、 2020年ま

でに少なくとも陸域及び内陸水域の 17%、または沿岸域

及び海域の 10%、特に、生物多様性と生態系サービスに

特別に重要な地域が、効果的、公平に管理され、かっ生

態学的に代表的な良く連結された保護地域システムやそ

の他の効果的な地域をベースとする手段を通じて保全さ

れ、また、より広域の陸上景観や海洋景観に統合される

ことが明記されている（愛知目標原文の環境省仮訳参照）。

IUCNは保護地域を「生物多様性及び自然、資源や関連し

た文化的資源の保護を目的として、法的にもしくは他の

効果的手法により管理される、陸域または海域」である

と定義している（IUCN1994）。すなわち、法的に担保さ

れた保護地域だけでなく、ユネスコエコパークの移行地

域における保全管理体制など、仮に法的な担保がされて

いなくても特定の地域が効果的に保全管理されているな

らば保護地域であり、 2020年までの数値目標とすること

ができる。これを受けて生物多様性国家戦略2012-2020

では、文部科学省、環境省、農林水産省が2020年までに

ユネスコエコパークについても、世界的な潮流を踏まえ、

生態系の保全と持続可能な利活用の調和（自然と人聞社

会の共生）を目的とする生物園保存地域（ユネスコエコ

パーク）の仕組みを活用する新たな施策の展開などの検

討について、自治体を含む関係者と連携して進めるとと

もに、新規指定候補地に対する情報提供や助言などを行
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うとしている。 2014年7月に生物園保存地域（ユネスコ

エコパーク）に登録された宮崎県綾地域については、生

態系の保全と持続可能な利活用の調和を図る観点から、

関係省庁や自治体、地元のNPO団体等が連携し、国有林

野を核とした！照葉樹林の保護・復元を目指した適切な森

林の保全管理のほか、有機農業等との連携を通じた自然

と人間の共存に配慮、した地域振興策等を進めるとしてい

る。すなわち、愛知目標達成に向けた具体的な取り組み

のーっとしてユネスコエコパークを活用していくとし、

その具体的なモデルとして移行地域を含めて登録された

綾地域が挙げられている。

綾の照葉樹林プロジェクトによる核心地域と緩衝地域の

保全管理計画の策定

2005年に始まった「綾川流域照葉樹林帯保護・復元計

画（通称、綾の照葉樹林プロジ、エクト）」は、九州森林管

理局・宮崎県・綾町・一般社団法人てるはの森の会・公

益財団法人日本自然保護協会の 5者による協働プロジェ

クトである。約 I万haのエリアは国有林（8,703ha）、県

有林（720ha）、町有林（93ha）からなり、エリア内の人

工林を自然林に復元していくこと、森林環境学習に利用

すること、持続的森林経営を行うこと、人と自然が共生

する持続可能な地域づくりに貢献することを目的として

いる（朱宮 2010；朱宮ほか 2013）。 5者は「綾川流域照

葉樹林帯保護・復元計画推進協定書」を締結し、プロジ

ェクトの実施を担保している。平成25年4月には第2次

綾川流域照葉樹林帯保護・復元計画推進協定書（平成 25

年度～平成 34年度）が締結され、さらに 10年継続して

プロジェクトを実施することとなった。協定書には短期

行動計画、中長期行動計画が記載されているが、短期行

動計画は 5年ごとに見直されており、現在は第E期（平

成25年度～平成 29年度）計画を実施中である。また、

綾の照葉樹林フ。ロジェクトの計画は、 5年ごとに更新さ

れる九州森林管理局の国有林野事業における第4次地域

管理経営計画書（大淀川森林計画区、計画期間平成25年

4月～平成 30年3月）（九州森林管理局 2013）に反映され、

推進上の根拠となっている。九州森林管理局は、国有林

における人工林を照葉樹の天然林に復元するための効果

的な施業方法（施業ガイドライン）を策定した（九州森

林管理局資料より）。綾の照葉樹林プロジェクトでは年 2

回実施される連携会議において意志決定を行い、毎月実

施される連絡調整会議は、さまざまなアイデアを出し合

う場となっている。

実は、綾地域では、ユネスコエコパークへの登録申請
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以前に市民を中心に世界自然遺産への登録を目指す動き

もあった。 1998年からはじまる九州電力による送電線敷

設に対する反対運動やそれに続く 2002年からの綾の森を

世界遺産にする運動では、約 14万筆の署名を集めるほど

大きな反響があった。しかし、世界遺産選定委員会は、

最終的に綾周辺にはまとまった自然林が残されていない

こと等により推薦候補地に選ばなかった。したがって、

綾の照葉樹林プロジェクトを通して、まとまった照葉樹

自然林を復元し、世界遺産をめざす目標は、地元の関係

者の中には要望として残っていた。このような中、 2005

年から綾の照葉樹林プロジェクトがはじまり、九州森林

管理局が森林生態系保護地域、植物群落保護林、郷土の

森といった保護林を設置すると、九州中央山地固定公園

の国立公園化や天然記念物指定などの可能性が検討され

た。しかし、九州森林管理局と協働管理している状況に

おいてはすでに保護担保措置は十分である等の理由によ

り、これらの指定には至らなかった。また、綾の照葉樹

林プロジェクトの目標には人と自然が共生する持続可能

な地域づくりに貢献することも含まれてはいたが、プロ

ジェクト対象地域が人の住まない奥山であったため、綾

町の主体的な取り組みも含め、綾町民の参加がなかなか

得られなかった。一方、ユネスコエコパークは、綾町民

を含む綾の照葉樹林プロジェクト関係者に比較的好意的

に受け止められた。この理由は、ユネスコエコパークが

世界的な枠組みであり（5者ともに合意）、かっ担当省庁

が環境省や林野庁などの自然環境に関する専門省庁では

なく文部科学省であること（特に、九州森林管理局）、森

林生態系保護地域の地域区分が生物圏保存地域のゾーニ

ングを参考にしていたこと（九州森林管理局）、既存の森

林管理計画の変更を伴わないこと（九州森林管理局、宮

崎県）、屋久島のように世界遺産と共存できること（特に

町民、てるはの森の会）、移行地域の取り組みが重視され

るため綾町の半世紀にわたる取り組みが再評価できるこ

と（特に綾町）、綾の照葉樹林プロジ、エクト（核心地域と

緩街地域）とそれ以外の綾町（移行地域）を関連づけ一

体的な取り組みができること（特に公益財団法人日本自

然保護協会）などであると考えられる。ただし、当時は、

日本語の規約やガイドラインなども整備されておらず、

日本で初めてのゾーニングに対する関係機関の疑心暗鬼

もあって、試行錯誤の中で申請し登録に至った。

2015年9月5日に綾町で「綾の照葉樹林プロジェクト

IO周年記念フォーラム」が開催され、 10年間の取組の再

確認と今後の方向性が議論された（綾プロ 10周年記念誌

編集委員会 2015）。現在、移行地域で実施されるユネス



綾ユネスコエコパーク登録後の動向

コスクールを中心とした ESD（持続発展教育）等、綾の

照葉樹林プロジェクトエリア外の取り組みとの整合性を

図る必要性から、九州森林管理局は森林環境教育基本計

画の策定を進めている。また、九州森林管理局は保護林

を対象とした保全管理計画の策定を計画しており、ユネ

スコエコパークエリア内の相互連携が期待される。

いのち豊かな綾をめざして～綾町生物多様性地域戦略～

の策定

ユネスコエコパークに登録されると 10年ごとに保全管

理状態についてユネスコに報告する義務がある（生物圏

保存地域世界ネットワーク規約第 9条： TheStatutory 

Framework of the World Network of Biosphere Reserve, 

Article 9) (UNESCO 1996）。綾町は、保全管理計画の策

定にあたり環境省の生物多様性保全推進支援事業の補助

金（1/2補助）を活用して調査や収集を実施し、 3年間で

綾町の生物多様性地域戦略を策定した。実施期間は 2012

年度～ 2014年度の 3年間で「綾BR地域生物多様性調査

及び地域戦略策定事業」というタイトルで綾町、てるは

の森の会、公益財団法人日本自然保護協会の 3者で綾生

物多様性協議会を設置し、以下の4つの事業を実施した。

すなわち、①自然環境基礎調査（植生、維管束植物、森

苔類、地衣類、菌類、小型晴乳類、鳥類、水生生物、陸

産淡水産貝類、見虫類、土壌動物）、②生物多様性再生区

域の設置、③綾町民全世帯対象（小学生4年生以上全員）

のアンケート調査、④生物多様性地域戦略策定（2015年

3月発行）である（綾生物多様性協議会 2014；綾町

2015）。

①自然環境基礎調査

綾町は自然環境基礎調査を実施するにあたって、これ

までまったく調査がされていなかった里山地域に重点を

置いた。これまで九州中央山地固定公園内の掃部岳や大

森昔周辺を含む奥山（核心地域と緩衝地域で 9,664ha）の

植物相調査では維管束植物 150科、 1,025種が確認されて

いた（宮崎県 1979,2004；宮崎植物研究会 2009）が、里

山（移行地域で4,916ha）の調査を実施したところ 169科、

990種が確認された。その結果、 37科、 510種が追加され、

奥山と里山（全域で 14,580ha）をあわせると 176科、1,350

種となった。そのうち環境省のレッドリスト掲載種は 83

種が記載された。奥山（0.106種/ha）だけでなく里山（0.201

種/ha）における種多様性の豊かさが改めて確認された（綾

生物多様性協議会 2013，綾生物多様性協議会 2014）。そ

の他、今回の調査だけのまとめでは、蘇苔類 184種、地
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衣類21種、菌類 288種、小型晴乳類 11種、鳥類 74種、

水生生物（魚類 26種、甲殻類 10種、水生見虫類 68種、

その他 12分類群）、陸産淡水産貝類 100種、昆虫類（重

複未整理）里山全般 1,284種、甲虫類 603種、ガ類 787種、

ホソカタムシ類 12種、土壌動物 182種が確認された。

②生物多様性再生区域の設置

綾町は、生物多様性の重要性を町民に普及するため、

生物多様性再生区域の設定を行った。選定方針は、かつ

て綾町内の集落の周辺に身近にあった動植物の生育・生

息地で、近年、著しく減少しているもの、とくに、利用

の減少、耕作放棄や土地利用改変に伴う湿地生態系と草

地生態系の減少が著しいことから、それらの復元が望ま

しいとした。綾町民に知ってもらうことが目的なので、

選定区域は集落に近いこと、利用しやすいこと、小中学

校に近いこと、土地問題が発生しないこと、現状の環境

を大きく改変しないことなどとした。検討の結果、豊富

な湧水があるため湿地や草地生態系の復元が可能となる

綾町役場の裏側の耕作放棄水田が選定された。復元作業

にあたっては、水辺や築山の創出では業者による工事を

行ったが、その他一部作業は公募により市民が参加でき

る形で実施された。愛称を公募し、 2015年 1月には区域

のボランテイアも参加した愛称選考委員会で「綾トープ

はっけんじま」と名称も決まり、地域の絶滅危倶種のオ

キナグサ （Pulsatillacernua）やイヌハギ （Lespedeza

tomentosa）などの種子を採取L、苗を育て築山に植え戻

す希少種保全の取り組みも実施している。今後、綾町は

モニタリング調査、管理体制構築、市民との協働実施及

び担い手育成などを進めていく予定である。

③綾町民全世帯対象（小学生4年生以上全員）のアンケ

ート調査

綾生物多様性協議会は、町民参加で生物多様性地域戦

略を策定するために、町民が大切に思っている自然につ

いての全世帯対象の「人と自然とのふれあい重要地域調

査」のアンケート調査を 2013年7月に実施した（小此木

2014，道家 2014）。アンケートは無記名で行われ、年齢、

居住年数、地区、性別、職業など基本的な内容に加えて、

1. 「綾町内であなたが自然との関わりを持っている場所

でこれからも大切にしていきたいと思っている場所の名

前とその理由を上位3カ所まで教えてください」、 2. 「l

で記入した場所を以下の方法で地図に記してください（地

図に記載）」という聞いに答えるものである。アンケート

の回答は町民（全戸）から 1,734、小中学生 386となり、



朱宮丈晴ほか

大切な場所として記入された場所は 2,614カ所、小中学

生481カ所となった。これらの結果を 500m ×500 mの

メッシュごとに集計し、多く回答のあった町民にとって

の大切な場所をメッシュで示した。また、この結果を使

って町民、綾中学校 I年生、役場職員向けにワークショ

ップを開催し、大切に思う自然を守るためにどのように

したらよいか意見交換を行った（綾生物多様性協議会

2014）。この結果、 4つの地域、すなわち Aエリア：川中

神社～綾の照葉大吊り橋～千尋の滝周辺、 Bエリア・千

尋の滝～上畑橋周辺、 Cエリア：馬事公苑～綾手づくり

ほんものセンターなど町中、Dエリア：綾川荘～小田爪橋、

杢道公園周辺が特に多くの町民にとって大切な場所とし

て認識されていることがわかった。

④綾町生物多様性地域戦略の策定

綾町は、自然環境基礎調査、生物多様性再生区域、綾

町民全世帯対象（小学生4年生以上全員）のアンケート

調査の結果に基づいて綾生物多様性協議会が中心になり

綾町における生物多様性保全に向けた方針や考え方を示

した「いのち豊かな綾をめざして～綾町生物多様性地域

戦略～」（綾町 2015）を発行した。綾町生物多様性地域

戦略の策定は、綾の照葉樹林プロジェクトにおける森林

環境教育基本計画の策定準備やそれまで進んでいなかっ

た保護林における保全管理計画の策定に向けた取り組み

が再度動き出すきっかけになるなど相乗効果を生み出し

ている。綾町生物多様性地域戦略に基づく具体的な行動

計画については「綾町景観形成計画jや「第七次綾町総

合長期計画」を始め、綾ユネスコエコパークの運営の際

に反映される予定である。

保全管理体制の確立及び運営

綾町役場内部の体制

核心地域と緩衝地域の保全管理については、ユネスコ

エコパーク登録以前から「綾の照葉樹林プロジェクト」

の中で国有林内の保護林を対象とした計画策定の動きが

あったが、移行地域については枠組みがなかった。移行

地域の保全管理は、綾町役場の中で綾BR運営会議が移

行地域を中心とした保全管理についての計画作りを策定

することとし、「綾の照葉樹林プロジェクト」との関係性、

役割分担を鑑み、ユネスコエコパークに関わる多様な主

体のメンバーが集まり情報交換をする綾ユネスコエコパ

ーク地域連携協議会（2015年4月）を設置し、全体の調

整が図られるようにした。
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ユネスコエコパーク登録前は、移行地域の計画策定に

関することは「綾ユネスコエコパーク町づくり協議会」

(2014年 8月設立）の中での検討を目指していたが、町

づくり協議会は地域住民が主体となった組織のため、よ

り専門的な立場から議論が出来る諮問機関である「部会」

を運営会議のもとに設置することとした。 2015年4月か

ら組織を全面的に見直し、生物多様性保全部会、調査教

育部会、地域づくり部会というテーマごとに 3つの部会

を設置し、新たに綾町ユネスコエコパーク運営会議とい

う役場の幹部が構成する会議に、各部会で策定された計

画案を議論し実践していく体制を構築した（第 l回綾ユ

ネスコエコパーク地域連携協議会資料など）。また、 2014

年2月に発足した専門家からなる綾ユネスコエコパーク

専門委員会では、半期ごとの取り組みが報告され、専門

的なアドバイスを受けている。綾町は、ロゴ〉マークの作成、

認証産品の試作、電線地中化など通り沿いの修景等の自

然環境に配慮、した取り組みを行うとしている。すでに専

門委員会は 3回開催された（2015年4月現在）が、綾ユ

ネスコエコパーク地域連携協議会及び綾ユネスコエコパ

ーク運営会議は、ょうやく発足したばかりである（図2

参照）。うまく機能していくかは今後の進捗を見守る必要

がある。

綾町は、 2014年4月から綾ユネスコエコパークの運営

にあたっては横断的な取り組みやさまざまな主体との調

整や合意形成を着実に実行していくために役場内部の体

制の変更を行った。すなわち、 2014年4月から副町長、

照葉樹林文化推進専門監 l名、エコパークまちづくり専

門監 1名、正職員 l名、臨時職員 2名の合計6名体制の

エコパーク推進室を設置した。さらに総務税政課、企画

財政課、町民生活課、福祉保健課、農林振興課、産業観

光課、建設謀、教育委員会（教育委員会は代表 l人で兼

務辞令なしのオフゃザーパー参加）の職員を I名ずつエコ

ノTーク推進室兼務とし横の連携が取れるように工夫した。

しかし、 1年間実施して、兼務職員についてはうまく機

能しなかったため、 2015年4月からエコパーク推進室を

ユネスコエコパーク推進室と名称を変えるとともに、綾

町ユネスコエコパーク運営会議を組織することで実効性

を担保することとした（図 3）。これにより、役場内部で

の縦割りを排除し、各課との連携を促進していく予定で

あるが、 1年間で体制が変更されるなど試行錯誤が続い

ている。

また、ユネスコに 10年に一度提出する義務がある定期

報告（PeriodicReview）は 2022年に予定されている。こ

れについては、綾の照葉樹林プロジェクトで策定が進め



主な対象地域

移行地域

綾ユネスコエコJtーク
運営会議

綾町課長会

行政・屈体・企業・地域・有識者等

綾ユネスコエコパーク登録後の動向

連携調整及び助言機関

主な対象地域

核心地域
緩衝地域

綾ユネスコエコパーク地域連携協議会除剤 綾川流域照葉樹林帯｜ ！ 
関係機関代表者・鯛ユネスコエコパーク運営会議 引｜ 保護・復元計闇 I ! 

専門委員会等 川｜ 連携会議 ｜ 

綾の照葉樹林プロジェクト I : 

綾川流域照葉樹林帯 I! 
川 保護・復元計画 I; 

＋｜綾ユネスコヱコパーク専門委員会叫 調整会議 ｜ 

3つのエリアの保護保全・利活用法に憶する情報交換と誘整。
川 九州醸理局 Ii 
川 綾町 ！； 

有識者による科学的知見からの助言・指導 川 公益 F法人白本自然保護協会 ｜ リ｜ 一般土団法人てるはの森の会 ｜ 

有識者・専門委員・隠係機関代表者等

綾BR事務局：綾町ユネスコエコパーク推進室 ii 事務局てるはの森の会 j 
4長一ーヲー連携調整

図2 ユネスコエコパークを推進する仕組み（第 l回綾ユネスコエコパーク地域連携協議会資料より改変）。

綾ユネスコエコJtーク推進体制

綾川流域照葉樹林帯保護・復元計画

綾BR地域連携
協議会

綾自民専門萎貢蚕

図中ではユネスコエコパ－'Jを一部BRと表記

図3.2015年4月からの綾町役場体制の変化。太線が新たに設置された体制（第 l回綾ユネスコエコパーク地域連携協議会資料より改変）。

ユネスコエコパーク推進室を事務局とする綾ユネスコエコパーク地域連携協議会、綾ユネスコエコパーク運営会議により横断的

な取り組みの実効性を上げようとしている。

られている保全管理計画と、生物多様性保全部会で策定

され綾ユネスコエコパーク運営会議を通じて上がってき

た保全管理計画を綾ユネスコエコパーク地域連携協議会

において調整・統合する形で作成していく計画である。
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てるはの森の会の一般社団法人化

2014年4月綾の照葉樹林プロジ、エクトの事務局を務め

てきた市民団体てるはの森の会が任意団体から一般社団

法人に移行した。これまでてるはの森の会は、事務局運

営とともに市民参加の森づくり、地域づくり、ユネスコ
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エコパークの登録推進など多くの取り組みを行ってきた

（相馬 2014）。その結果、てるはの森の会の活動は 2012

年4月みどりの日自然環境功労者環境大臣表彰（環境省）、

2013年3月第 12回生涯学習賞共生賞（京都府亀岡市）、

2013年 10月第3回生物多様性日本アワード優秀賞（公

益財団法人イオン環境財団）、 2014年6月宮崎県地域環

境保全功労者等表彰（宮崎県）を受賞している。また、

個人としてもてるはの森の会代表であった上野登氏（故

人）は 2013年2月第 12回沼田真賞（公益財団法人日本

自然保護協会）、同 3月MRT環境賞大賞（MRT宮崎放送）、

同11月宮崎県文化賞文化功労部門（宮崎県）といった環

境や文化に関する賞を受賞した。また、一般社団法人へ

の移行に合わせて代表理事となった河野耕三氏（綾町照

葉樹林文化推進専門監）は 2014年4月平成26年度宮崎

県地域づくり顕彰大賞に選ばれた。

てるはの森の会は、 100年先を見据えて活動に取り組

むために一般社団法人化したことで資金面での裏付けを

確保しつつ、自然共生社会の実現に向けて取り組む綾町

と連携し、照葉樹林の保護・復元に取り組むとしている。

てるはの森の会の法人化はこれまでも議論が進められて

きたが、事務局体制確保や資金面の確保において見通し

が立たなかったため実現してこなかった。しかし、綾ユ

ネスコエコパークの登録により綾町との協働体制が見込

めることから任意団体だ、ったてるはの森の会の事務局や

関係者にとって体制を変更する上で大きな動機付けにな

ったと考えられる。したがって、綾ユネスコエコパーク

の登録は、綾町役場内だけでなく関わる市民団体の体制

強化へもつながったともいえる。

登録後の変化

事業資金

環境省の生物多様性保全推進支援事業（112以下補助）

をはじめ、ユネスコエコパーク登録により綾町やてるは

の森の会が申請する各種の補助金の獲得がより得やすく

なったといえる。他にも 2011～2012年度新しい公共支

援事業（新しい公共の場づくりのためのモデル事業）（宮

崎県）を獲得した。実施主体は綾エコパーク推進協議会（て

るはの森の会、 NPO法人宮崎文化本舗、公益財団法人日

本自然保護協会、東京大学）で、ユネスコエコパークや

ユネスコの MAB計画の広報や普及、ふれあい調査や自

然環境調査を実施することができた。また、ユネスコエ

コパーク登録後、綾町は 2014年度で地域づくり活動支援

体制整備事業（国土交通省）を獲得した。実施主体は綾
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ユネスコエコパークまちづくり協議会であり、ユネスコ

エコパーク認定制度の確立、名産品の商品化、中間支援

機能の強化を目指している。

一方で、、綾の照葉樹林プロジェクトの予算の再編が進

んでいる。ここ数年の事業計画における九州森林管理局

と綾町の支出予算計画をみてみると、 2012年度は 1,070

万円と 686万円、 2013年度は 961万円と 933万円、 2014

年度は 366万円と 1016.9万円というように逆転してしま

った。最大の受益者である綾町が必要な予算措置を講ず

るという資金の流れは健全なものだが、 8,703ha (91.5%) 

は国有林であり、核心地域と緩衝地域という生物多様性

保全上重要な地域を管理する九州森林管理局の予算が削

減されることは、今後の保全管理の実効性における不安

材料のひとつである。

イベント、企画広告、住民意識

2012年9月 1日にユネスコエコパーク登録記念式典が

綾町主催で開催された。その際に綾ユネスコエコパーク

オフィシャルテーマソング「Shiningleaf story」（トキメー

カーズ feat.MisaChi ＆坂本梨奈＆村上三絃道）が発表さ

れた。また、雲海酒造により限定販売本格焼酎「！照葉」

が発売された。

九州を中心に就航しているソラシドエアの機体側面に

綾町の紹介ラッピング（2012年 10月から 2013年 10月

までの 1年間）及び綾ユネスコエコパークの旅（綾町と

の共同企画） (2012年 10月～ 2013年 1月）、宮交パスに

おける宮崎一福岡聞の高速パスに車体広告（2012年 12

月～ 2013年 12月）、空港で、の綾町のパネル紹介や特産品

のコーナーの設置が行われている（2015年 10月 14日現

在継続中）。

綾町内でも 2013年7月に綾ユネスコエコパーク登録記

念 l周年記念イベント自然と共生する綾を再認識する 11

日間として 13種類の体験イベントを開催した。

こうしたイベントや広報は一時的なものであり、評価

の方法が確立されていないためどの程度効果があったか

はわからない。実際に綾町民の反応は様々であり、 22の

自治公民館においてもユネスコエコパークについての理

解は大きく差があり、普及については今後の課題とのこ

とである（河野私信）。

しかし、登録前に綾町が5000 kwのバイオマス発電建

設計画の誘致を断念した背景に少なからずユネスコエコ

ノfーク登録があったと考えられる。このように、綾町が

ユネスコエコパーク登録により開発をはじめ施策を行う

際にユネスコエコパークの理念や目的に沿っているかど
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棒グラフは記事の内容に関するもので綾プロは綾の照葉樹林プロジェクト、エコパークは綾ユネスコ

エコパー夕、綾JI日はそれ以外の綾町に関する記事を示す。

うか自ら判断し、選択する際の基準となっており、自然

保護への動機付けとして働いた意味は大きいといえる。

研修や視察、取材、雑誌、新聞記事掲載

2012年 l年間における視察対応は41団体（宮崎県議会、

栃木県那須町議会、和歌山県上富田町、 日本大学、久留

米大学、アメリカジョージア大学など）、綾町内外で開催

されたユネスコエコパークに関連するテーマで担当者が

登壇したシンポジウムや講演会は 14回 （東京大学、福島

県只見町、宮崎県町村監査委員など）となっており全国

から視察が来ている。他にもメディア（MRT宮崎放送、

UMKテレビ宮崎、 MRTラジオなど）、雑誌（日本エコツ

ーリズム協会季刊誌、 infoMAB、観光雑誌るるぶなど）

などで取り上げられた（綾の照葉樹林プロジェク ト資料

より）。 20日年も変わらず多くの視察団体（静岡県函南町、

愛知県経済同友会、兵庫県丹波市議会、龍谷大学、ペン

シルパニア大学、韓国銀安郡、国際ソロプチミスト、 川

南町赤十字奉仕固など41団体）が訪れ、シンポジウムや

講演会は 15回（美しいエコパークタウン綾フォ ーラム、

森ー林をめぐる伝統知と文化に関する国際会議など）、その

他新聞や雑誌で取り上げられた。

図4は、ユネスコエコパークに登録された 2012年度と

前年度までの綾町に関する新聞記事の掲載回数を示す。

綾町に関する記事は年度ごとで異なる（238～437回）が、
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掲載内容をみてみるとユネスコエコパーク申請が行われ

た2011年度からその関連記事が増えた。ただし、綾の照

葉樹林プロジェクト 関連の記事かユネスコエコパーク関

連の記事かは、主題がどちらであるかで恋意的に分類し

ており記事として両方が併記されていた場合もその記事

の主題がユネスコエコパークであった場合にはユネスコ

エコエコパークとして整理した。2012年度は綾の照葉樹

林プロジェクトを抜き、 80回掲載され綾町関連記事の

34%となった。

登録の効果

綾ユネスコエコパーク登録の前後の変化については、

登録後3年しか経過していないこと、統計資料の取り方

についてきちんと準備がされていなかったことから結果

の読み取りについては慎重に評価を行うべきである。こ

こでは参考資料として綾町の人口、観光客の入り込み客

数、ふるさと納税額について登録前後の変化を示す。

人口

綾町の人口の変化をみると 1958年の 12,322人をピー

クに減少傾向にあったが、 1970年の 7,748人以降約 7,339

人～7,874人の聞を緩やかに変動し、最新の2013年は7,663

人となっていた（図 5）。中山間地の市町村と しては人口
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参考に第l次産業、第2次産業、第3次産業従事者の変化を示す。

区15

致して ＋2となっていたが、2010年は＋51人で増加傾向

が読み取れる。これは綾町を気に入って転入したいわゆ

るIターンによ る転入者や、 最近では東日本大震災後移

住してき た転入者による増加がみられる。2013年は転入

が371人、転出が297人で社会増減が＋ 57人と増加に転

じている。また、2009年以降死亡数 （108人）が減少し、

出生数（58人）が増加傾向にあり 、自然減の改善傾向が

見られる。2014年 IO月の新聞記事によれば、子育て世

代が綾町の自然や子育ての環境に惹かれ移住が増えてい

るそうである （宮崎日日新聞 2014年 10月 18日付け）。

減少がみられず、ほほ横ばいを維持している。登録後の

人口増加傾向は今のとこ ろ見られない。産業別の内訳を

見てみると第2次産業人口はほとんど変化していないが、

第 l次産業人口は減少し、 第3（欠産業人口が増加する傾

向がうかがえる。

一方、綾町人口の自然増減 （出生 数死亡数）と社会

増減（転入数一転出数） の変化を比較した （図 6）。自然、

増減は 1990年当時ですでに ー13人であったが、 2010年に

は－42人となり、 他の市町村と 同様に減少傾向にあった。

しかし、社会増減をみる と2005年は転入と転出がほぼ一
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図 6
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図7. 綾町の観光客数の変化（綾町ユネスコエコパーク推進室集計資料より）。

人に達した（入谷 2010）。しかし、その後は減少傾向が

続き、特に 2010年3月宮崎県で発生した口蹄疫、続く

II月高病原性烏インフルエンザの発生、 2010年 10月か

らは照葉大吊橋の老朽化に伴う改修工事により 1年間入

場禁止、 2011年 1月新燃岳噴火と周辺で災害が続き、

2010年は 660,956人、 2011年は 654,846人にまで落ち込

んだ。

2009年以降の月別の施設別入場者数を図 8に示す。綾

町の場合は自然災害や改修工事が重なり特殊な社会状況

を経てユネスコエコパークの推薦にいたっているため、

2011年9月、 10月、 II月と入場者数が増加しているこ

とが、すぐに推薦決定の影響であると判断しにくい。な

ぜなら新燃岳噴火後半月以上が経過し、沈静化してきた

こと、 9月、 10月、 II月は例年この順に入場者数は増加

しており、推薦決定後も同様の傾向を示しているからで

ある。また、ユネスコエコパーク登録が決定した 2012年

7月、 8月と増加傾向にあるが、 9月には減少し、同様に

10月、 II月と増加し、 12月に再び減少する傾向は例年

のパターンとまったく同様である。したがって、ユネス

コエコパーク登録決定がすぐに観光客の増加に結びつい

ているわけではないと推測できる。全体の傾向をみても

一定の減少傾向の先に 2012年、 20日年の観光客数とな

っており、登録により増加したとはいえない。

平成 14年の 30代の人口は約 850人で人口の約 l割に相

当し、平成 9年と比較して約 100人増加した。背景には、

空き家の活用や保育料免除といった子育て世代支援があ

るようだが、安心安全の自然生態系農業による農産物や

豊かな自然環境が子育てによいと考え、子育て世代の移

住の際の決定要因になっているのではないかと推測され

る。これらの結果、綾町の人口は見かけ上、一定を保っ

ているといえる。

なお、同様の傾向は、鹿児島県屋久島町でも見られる。

1960年24,010人で人口が多かったが、 1985年には 15,074

人と減少したが、 1990年 13,860人、 1995年 13,593人、

2000年 13,875、2005年 13,761、2010年 13,589人となっ

た（住民基本台帳年報）。 1990年～ 2010年の人口減少率

は約 2.0%と1993年に世界自然遺産に登録された後現状

維持を続けており、この場合にも屋久島に魅力を感じて

移住した新規転入者によるところが大きい。
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観光客の動向

綾町への入り込み客数は 1980年代に開始された観光関

連施設の建設によって 1997年までは年々増加していた

（図 7）。特に焼酎蔵、工芸工房、レストラン、宿泊施設

を備えた酒泉の社が 1989年にオープンし、さらに 1994

年に宮崎・綾ワイナリ一、 1996年に杜の麦酒工房が併設

されると 1997年には綾町への入り込み客数は 1,151,000
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棒グラフは内数ではなく 3カ所の入場者数を重ねて表示していることに注意。

ふるさと納税

綾町は、ふるさと納税制度を行っている。この制度は

自分が住んでいる自治体に納める個人住民税の一部を、

出身地や応援したい地方公共団体に納めることができる

制度である。すなわち、地方公共団体へ 2,000円を超え

る寄附をした場合、 2,000円を超える部分について一定の

限度まで所得税と個人住民税から合わせて控除される。

なお、綾町は 10,000円以上の寄付をした場合、お礼 とし

て半額相当の綾の特産品を届けている。2009年度までは

300万円台で推移していたが、自然災害の続いた 2010年

度、 2011年度は 780万、860万円と増加傾向にあった。

ところがユネスコエコパーク登録が決まった 2012年度は

1,800万円となり 、2013年は 2倍、 4,000万円と急激な増加

を示した。 また、納税者数も l万 6,000人に達した。

2014年度は 9億 4,396万円、6万 2,991人となった。また、

2012年度の納税者の都道府県別の割合は、東京都

(26.9%）、大阪府 （12.6%）、神奈川県 （10.8%）、 2013年

度は、東京都（25.9%）、神奈川県（12.0%）、大阪府（9.7%)

となっており、上位 3都道府県を合計すると 2012年度は

50.3%、2013年度は 47.6%となっていた。特産品を選ぶ

際に納税理由について選択式のアンケートを行っている

が、2014年 l月から選択項目の中にユネスコエコパーク

が追加されたことからユネスコエコパーク登録により納

税者が増えたかどうか検証するにはもう少し時聞がかか

る。ただし、登録が決まり登録記念式典を行った 2012年

9月以降月別の納税額はそれまでは見られなかった 100

万円以上を維持していることから、登録の影響ーがあると

推測できる。

今後の展開に向けて

以上、ユネスコエコパーク登録前後の綾町の変化につ

いて保全管理計画の策定、保全管理体制の確立、外部へ

の露出、人口、観光客、ふるさと納税などの社会動向に

注目して検証した。その結果、生物多様性国家戦略 2012-

2020への綾ユネスコエコパークに関する記載がされ、生

物多様性国家戦略におけるモデル事業としても位置づけ

られたこと、綾の照葉樹林プロジェクト全体の保全管理

計画策定に向けた取り組みが始まったこと、綾町におけ

る生物多様性地域戦略が策定されたこと、実行計画の策

定に向けた取り組みが進められていること、綾町役場内

部の体制づくり 、人材の採用および実効性のある組織づ
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くりが進められていることは、ユネスコエコパーク登録

によってもたらされた大きな効果といえる。

登録によって各種メディアやイベントを通して外部へ

の露出が増え、競争的な活動資金獲得の確率も高まった

といえる。大学や地方自治体、議会、商工会など各種団

体からの視察が増え、綾の取り組みがさまざまな面での

先進的な事例として認知されてきた。一方、登録後綾町

役場の体制は徐々に整えられているが、急激な変化に一

部の職員だけに業務が集中し、役場の対応が追いついて

いないという負の側面もある。

持続可能な地域づくりのための指標のうち人口、観光

客の動向、ふるさと納税額の変化については、人口と観

光客の動向はほぼ一定であり、ふるさと納税については

急激な増加を示した。ふるさと納税については、動向に

ついてさらなる検証が必要であるが、ユネスコエコパー

ク登録によって東京、神奈川、大阪といった都会に住ん

でいる綾町ファンや出身者からの直接支援を得ることが

できたとすれば、地方における生物多様性に配慮した持

続可能な地域づくりの新たな資金調達先のーっとして期

待できる。一方、綾町の有機農産物を直接購入できる綾

手づくりほんものセンターの 2011年度以降の年度ごとの

売り上げをみてみると、 2011年315,808（千円）、 2012年

306,868 （千円）、 2013年301,976（千円）というように落

ち込んでおり、客数もそれに合わせて 295,970人、

277,915人、 271,443人とユネスコエコパーク登録後減少

傾向にあることは気がかりである（綾町ユネスコエコパ

ーク推進室集計資料より）。綾手づくりほんものセンター

は、 10年前から基本的な内装や販売スタイルが変わって

おらず、近隣住民や昔からのなじみ客が離れているので

はないかとも考えられる。

また、ここでは詳細にはふれなかったが、 2014年4月

には綾小学校と中学校が持続発展教育（ESD）を実践す

る場として宮崎県で初めてユネスコスクールに認定され、

取り組みが始まろうとしている。先生達の意識も少しず

つ変わろうとしているようである。 2015年2月に開催さ

れた綾ユネスコエコパーク専門委員会では、少額ではあ

るが綾町独自の学術研究助成基金の創設について予算化

したことが報告された。会社経営者の中には積極的に利

用しようと模索しているところもあるが、認識もしてい

ない人もいるというように企業や町民の意識もまだまだ

濃淡があるようである。 22地区の自治公民館も公民館に

よって認識に差があり、共通認識をいかに広げるかが課

題となっている。ふるさと納税が増えてもそれがどのよ

うに自然に配慮した持続可能な町づくりに使われるのか、
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決められていないし、町民も知らない。ともすれば町の

赤字補填やブランドを使って企業が利益を出すことに考

えが及びがちであるが、移行地域における経済活動の結

果をどのように生物多様性保全や学術研究教育支援に還

元していくか具体的に検討していく必要がある。自然環

境や生態系、あるいは生態系サービスの持続可能な活用

等について最新の情報を収集し、活用できる専門的な知

見をもっ人材の確保あるいは専門機関が設置され、あら

ゆる分野について助言を行う必要があるが、綾町にはよ

うやくユネスコエコパーク推進室ができたばかりであり、

将来的な課題となっている。

まだ、登録後3年間しか経過していないこと、統計デ

ータの取得も部分的であることから十分な検証ができて

いるとは言い難い。経済の動向は複雑な相互関係で成り

立つことから少数の指標だけでは全体的な傾向は表せな

いかもしれない。地域産品の売り上げだけでなく売り上

げが保全や教育に具体的に還元されたかどうか、その教

育効果など関連する事象についてどのような指標を使え

ば評価することができるのか検討する必要がある。綾町

民の意識の変化、例えば誇りや郷土への愛着の高まりな

ど数値指標でとらえられない効果も存在する。、今後、経

済的な動向だけにとらわれることなく、ユネスコエコパ

ークの目的である生物多様性保全、持続可能な地域づく

り、学術研究教育支援という 3つの観点から指標の開発

も含めてユネスコエコパーク登録の効果について把握し、

本当の意味での世界のモデル地域になれるよう取り組む

ことが求められている。
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