
現在
来場

者数

R2.05.12 火 第1回事務局会議
・緊急事態宣言に伴う当面の赤谷プロジェクトの運営について
・企画運営会議の議題について
・その他（ニホンジカの誘因捕獲試験、三国山のシカ柵設置etc.）

Web 赤谷プロジェクト 13 － -

R2.05.29 金 第2回事務局会議
・「イベント・外出自粛の段階的緩和」に伴う当面の赤谷プロジェクトの運営について
・企画運営会議の議題について
・その他（三国山のシカ柵設置）

Web 赤谷プロジェクト 13 － -

R2.06.09 火 第1回企画運営会議

・2020年度AKAYAプロジェクト活動計画について
・環境省谷川自然保護官事務からの報告
・利根沼田森林環境事からの報告
・みなかみ町からの報告
・たくみの里森のおもちゃの家について
・赤谷の森管理経営計画書の編成手順について
・赤谷プロジェクト2回目の協定更新について
・「いきもの村の将来像」の改定について
・その他

Web 赤谷プロジェクト 21 － -

R2.07.02 木 第1回植生管理WG

・植生管理WGの検討項目、WG運営スケジュールの確認について
・自然林復元試験地241つ林小班における植生モニタリング調査及び分析・評価の実施について
・2014年度から2020年度の植生調査結果のとりまとめ評価について
・指標植物に対する二ホンジカによる摂食状況の調査及び分析の実施について
・令和2年度の事業予定箇所について
・今後5箇年（2021～2026年度）の植生管理WGの基本方針・達成すべき目標（案）について

みなかみ町観光センター 赤谷プロジェクト 23 － -

R2.07.02 木 第3回事務局会議

・三国山のシカ柵設置について
・環境教育WGの進め方について
・いきもの村の将来像に向けての基本方針と5年間の活動計画の改定について
・メーリングリストについて
・ニホンジカ誘因捕獲試験の罠設置について
・協定書の更新について
・その他（皮むき間伐体験会、来年度の植生復元試験地伐採箇所）

みなかみ町観光センター 赤谷プロジェクト 15 － -

R2.07.10 金 第1回環境教育WG
・2019年度の環境教育にかかわる活動実績の共有について
・今後5年間の環境教育WGの方向性の検討について

みなかみ町観光センター 赤谷プロジェクト 14 － -

R2.07.20 月 第1回猛禽類WG

・今年度の猛禽類モニタリングWGの活動の確認について
・イヌワシ・クマタカのモニタリング結果について
・イヌワシのハビタットの質を向上させる森林管理手法の開発について
・クマタカのモニタリングについての検討
・その他（イヌワシの狩場創出試験地でのドローン撮影）

みなかみ町観光センター 赤谷プロジェクト 18 － -

R2.07.22 水 第1回哺乳類WG

・2020年度哺乳類調査について
・ニホンジカの摂食状況の現状評価の考え方と評価基準2020年度版（案）について
・2020年度ニホンジカの捕獲調査について
・2014年度から2020年度の哺乳類調査結果の取りまとめ評価について
・その他

みなかみ町観光センター 赤谷プロジェクト 15 － -

R2.07.22 水 第4回事務局会議

・シカ罠の設置について
・渓流環境復元WGについて
・赤谷の日について
・皮むき間伐体験会について
・協定の更新について
・次回の事務局会議について
・植生管理WGの試験地の間伐方法について

みなかみ町観光センター 赤谷プロジェクト 10 － -

R2.08.17 月 第1回渓流環境復元WG

午前：茂倉沢（No5ダムからNo1ダム区間）の現地視察
午後：会議
・2020年度茂倉沢渓流モニタリング調査概要について
・水生生物調査結果からの中央部撤去の効果の検討
・2021年度の茂倉沢モニタリング調査の検討
・「過去の渓流調査の時系列」の検討
・渓流復元WGの5年間（2020－25年）の計画の検討

みなかみ町観光センター 赤谷プロジェクト 16 － -

備　考

令和2年度　赤谷森林ふれあい推進センターの会議等一覧
令和3年4月1日

年月日 曜日 名称 内容 開催地 主催者
参加
人数



来場

者数
備　考年月日 曜日 名称 内容 開催地 主催者

参加
人数

R2.08.17 月 第5回事務局会議

・シカ罠の設置について
・渓流環境復元WGについて
・赤谷の日について
・皮むき間伐体験会について
・協定の更新について
・次回の事務局会議について
・植生管理WGの試験地の間伐方法について

みなかみ町観光センター 赤谷プロジェクト 8 － -

R2.09.04 金 第6回事務局会議

・協定三者の報告事項及び今後の予定について
・新治小学校について
・環境教育WGについて
・シカ罠の設置について
・次回の事務局会議について

Web 赤谷プロジェクト 12 － -

R2.09.15 火 第2回猛禽類WG

午前：イヌワシの狩場創出試験地現地視察
午後：会議
・イヌワシ試験地の評価と次の方向性の検討
・2021年以降のクマタカのモニタリングについて検討

イヌワシの狩場創出試験地
みなかみ町観光センター

赤谷プロジェクト 14 － -

R2.10.02 金 第7回事務局会議

・協定三者の報告事項及び今後の予定について
・地域づくりWGについて
・植生管理WGについて
・シカ罠の設置について
・環境教育WGについて
・次回の事務局会議について

Web 赤谷プロジェクト 11 － -

R2.10.06 火 第1回地域づくりWG

午前：町役場より自伐林業（リンカーズ）について説明を受けた後、現地視察
午後：会議
・地域づくりWGにかかわる赤谷プロジェクトの状況報告
・みなかみ町の自伐林業の現状を踏まえた赤谷PRJと民有林との連携の検討
・第6次「赤谷の森管理経営計画書」の検討
・地域づくりWGの2021-25の活動方針の検討

みなかみ町月夜野農村改善セ
ンター
みなかみ町観光センター

赤谷プロジェクト 12 － -

R2.10.07 水 第2回植生管理WG

7日： 三国山登山道脇ニッコウキスゲシカ柵設置箇所及び旧三国街道の現地視察
8日午前： 小出俣植生復元試験地の現地視察
      午後：会議
・指標植物に対する二ホンジカによる摂食状況の調査及び分析の実施について
・令和3年度の小出俣周辺事業予定箇所について
・2014年度から2020年度の植生調査結果のとりまとめ評価について

三国山シカ柵設置箇所及び旧
三国街道
小出俣植生復元試験地
みなかみ町観光センター

赤谷プロジェクト 17 －
7,8日の2日間
センター職員
は宿泊無し

R2.11.04 水 第8回事務局会議

・協定三者の報告事項及び今後の予定について
・シカの誘因捕獲試験実施状況について
・各WG等の開催場所について
・今後の予定について
・その他

Web 赤谷プロジェクト 14 － -

R2.12.03 木 自然環境モニタリング会議

3日：会議
・イヌワシの狩場創出試験の取り組みとその成果について
・今後5年間のイヌワシの狩場創出試験の取り組みについて
4日午前： イヌワシの狩場創出試験地の現地視察
      午後：会議
・イヌワシの狩場創出試験の今後の進め方と現地視察の振り返り
・赤谷プロジェクト及び各WGの進捗状況について
・その他

みなかみ町新治公民館
イヌワシの狩場創出試験地

赤谷プロジェクト 20 －
3,4日の2日間
センター職員
は宿泊無し

R2.12.09 水 第9回事務局会議

・協定三者の報告事項及び今後の予定について
・シカの誘因捕獲試験実施状況について
・各WG等の開催場所について
・今後の予定について
・その他（たくみ小屋の窓ガラス修理完了）

Web 赤谷プロジェクト 13 － -

R2.12.14 月 第2回渓流環境復元WG

・2020年度調査結果の確認（委託モニタリング調査／高橋委員調査）について
・2021年度モニタリング調査の検討
・平成17年度以降の時系列について
・2019年10月のイベントを踏まえた平成26年（2014年）度以降の成果の取りまとめについて
・5カ年計画（2020-2025） について

みなかみ町観光センター 赤谷プロジェクト 18 － -

R2.12.21 月 第2回環境教育WG
・2020年度の環境教育活動の整理と情報共有について
・今後5年間の環境教育WGの方向性の検討
・.環境教育WGのゲストの検討

みなかみ町観光センター 赤谷プロジェクト 13 － -



来場

者数
備　考年月日 曜日 名称 内容 開催地 主催者

参加
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R2.12.23 水 第2回哺乳類WG

・2020年度哺乳類モニタリング調査結果について
・2020年度ニホンジカ捕獲試験結果について
・ 2014年度から2020年度の哺乳類調査結果のとりまとめ評価について
・ 赤谷の森におけるニホンジカの摂食状況の現状評価の考え方と評価基準2020年度版（案）について
・その他

みなかみ町観光センター 赤谷プロジェクト 16 － -

R3.01.13 水 第10回事務局会議

・協定三者の報告事項及び今後の予定について
・企画運営会議及びみなかみ町連携会議ついて
・今後の予定について
・その他（巨樹・巨木の森動画YouTubeアップ）

Web 赤谷プロジェクト 11 － -

R3.01.14 木 第3回植生管理WG

・植生管理WGの検討項目及びWG運営のスケジュールの確認について
・自然林復元試験地241つ林小班における植生モニタリング調査及び分析・評価の実施について
・2014年度から2020年度の植生調査結果をとりまとめ評価について
・第6次伐採計画箇所（最終版）について
・今後5箇年（2021～2026年度）の植生管理WGの基本方針・達成すべき目標（案）について

Web 赤谷プロジェクト 20 － -

R3.01.21 木 第3回猛禽類WG
・今年度のイヌワシ・クマタカの モニタリング 結果について
・2021-25のイヌワシ・クマタカのモニタリングについて

Web 赤谷プロジェクト 19 － -

R3.01.25 月 第3回環境教育WG
・一般社団法人みなかみ町体験旅行の取組について（北山氏、福田氏による講演）
・質疑応答

みなかみ町観光センター 赤谷プロジェクト 21 － -

R3.02.04 木 第11回事務局会議

・協定三者の報告事項及び今後の予定について
・企画運営会議及びみなかみ町連携会議ついて
・今後の予定について
・その他（国交省への猛禽類調査データの提供依頼について）

Web 赤谷プロジェクト 18 － -

R3.02.16 火 第12回事務局会議

・協定三者の報告事項及び今後の予定について
・企画運営会議及びみなかみ町連携会議ついて
・今後の予定について
・その他（R2年度関東森林管理局森林・林業技術等交流発表会について）

Web 赤谷プロジェクト 14 － -

R3.02.19 金 みなかみ町連携会議
・赤谷プロジェクトの取り組みについての紹介
・意見交換

みなかみ町役場（本所）
赤谷プロジェクト

みなかみ町
33 － -

R3.02.19 金 第2回企画運営会議

・2020年度赤谷プロジェクトの活動レビュー
・環境省谷川管理事務所からの報告
・利根沼田環境森林事務所からの報告
・みなかみ町からの報告
・赤谷の森管理経営計画書について
・赤谷プロジェクト2回目の協定更新について
・いきもの村の将来像の改訂について
・2021年度赤谷プロジェクト活動計画の検討
・その他

みなかみ町観光センター 赤谷プロジェクト 23 － -

R3.03.12 金 第13回事務局会議

・協定三者の報告事項について
・協定更新について
・環境教育の依頼窓口一元化の検討
・赤谷の日の活動メニューについて
・今後の予定について

Web 赤谷プロジェクト 15 - -

500 0 -計



第1回植生管理WG 令和2年7月2日

令和2年度　赤谷森林ふれあい推進センターの会議等写真

第1回企画運営会議 令和2年6月9日

第1回環境教育WG 令和2年7月10日



第1回猛禽類WG 令和2年7月20日

第1回哺乳類WG 令和2年7月22日

第1回渓流環境復元WG 令和2年8月17日



第2回猛禽類WG 令和2年9月15日

第1回地域づくりWG 令和2年10月6日



自然環境モニタリング会議 令和2年12月3日

第2回植生管理WG 令和2年10月7日



第2回哺乳類WG 令和2年12月23日

第2回渓流環境復元WG 令和2年12月14日

第2回環境教育WG 令和2年12月21日



第3回猛禽類WG 令和3年1月21日

第3回環境教育WG 令和3年1月25日

第3回植生管理WG 令和3年1月14日

みなかみ町連携会議 令和3年2月19日



第2回企画運営会議 令和3年2月19日


