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上サロベツ自然再生協議会の活動経緯

【再生普及部会】【再生技術部会】【自然再生協議会】

第１回協議会（H17.1.19）

第
１
期

　計画（緩衝帯・沈砂池）の作成

■上サロベツ自然再生協議会の設立

■会長及び会長代理選出

第２回協議会（H17.6.29）

第３回協議会（H17.11.1）

第４回協議会（H18 .2. 2）

■上サロベツ自然再生全体構想の作成

第５回協議会（H18. 7.13）

■農業と湿原の共生に向けた自然再生実施

第７回協議会（H19. 5.17）

第８回協議会（H21. 2.24）

■会長及び会長代理選出、各部会報告

■上サロベツ自然再生普及行動計画の作成

第６回協議会（H19. 2.20）

■会長及び会長代理選出、各部会報告

第
２
期

第
３
期

16

年

度

17

年

度

第５回再生普及部会（H19. 5.17）

・普及活動支援ＷＧの設置

第４回再生普及部会（H19. 2.20）

・座長、座長代理の選出

・自然再生普及行動計画骨子

第６回再生普及部会（H19.12.12）

・活動メニューリスト作成

・日欧共同ワークショップの報告

・普及活動支援ＷＧの報告

第7回再生普及部会（H20. 2.19）

・活動メニュー募集の報告

・活動メニューリスト

・活動参加者の募集

第８回再生普及部会（H20.12.24）

・普及活動の進め方

・ニックネームの選考

第１回再生技術部会（H17.11. 1）

・座長、座長代理の選出

第５回再生技術部会（H19. 2.20）

・座長、座長代理の選出

・再生技術部会の進め方

第６回再生技術部会（H19. 5.17）

・砂丘林帯湖沼群の調査報告

・上サロベツ湿原に関する調査報告

・今後の取り組むべき課題

第７回再生技術部会（H19.12.12）

・自然再生事業実施計画の骨子(環境省)

・緩衝帯実証試験の報告

第8回再生技術部会（H20. 2.19）

・自然再生事業実施計画の骨子(環境省)

第９回再生技術部会（H20.12.24）

・自然再生事業実施計画案(環境省)

・緩衝帯実証試験の報告

第１０回再生技術部会（H21. 2.24）

・座長、座長代理の選出

・自然再生事業実施計画案(環境省)

18

年

度

19

年

度

20

年

度

第１回再生普及部会（H18. 2. 2）

・座長、座長代理の選出

第２回再生技術部会（H18. 3.22）

・再生技術部会の進め方

・上サロベツ地域における調査等の紹介

・農業と湿原の共生に向けた実施計画の

骨子案

第４回再生技術部会（H18. 12. 6）

・再生技術部会の進め方

・検討すべき課題

第３回再生普及部会（H18.11.27）

・行動計画策定ＷＧの設置

・上サロベツにおける普及活動

第９回再生普及部会（H21. 3.18）

・座長、座長代理の選出

・H20年度普及活動結果の報告

第３回再生技術部会（H18. 5.15）

・農業と湿原の共生に向けた実施計画案

第２回再生普及部会（H18. 5.22）

・再生普及部会の進め方

・上サロベツ及び周辺の普及活動



■会長及び会長代理選出、各部会報告

第
５
期

第１３回協議会（H25. 2. 7）

第
４
期

第１１回協議会（H24. 3.14）

■稚咲内砂丘林自然再生事業実施計画書の

第１０回協議会（H23. 2.18）

■会長及び会長代理選出、各部会報告

第９回協議会（H21. 7. 2）

■自然再生事業実施計画(環境省)の作成

第１２回協議会（H24. 6.21）

■上サロベツ自然再生普及行動計画の改訂

　作成

第
３
期

第１１回再生普及部会（H23. 2.18）

・座長、座長代理の選出

・H22年度普及活動結果の報告

第１３回再生技術部会（H23. 3.17）

・座長、座長代理の選出

・水抜き水路堰き止め工の経過

・緩衝帯実証試験の報告

・沈砂池モニタリング

第１４回再生技術部会（H23. 7.15）

・稚咲内砂丘林自然再生事業実施計画書案

第１５回再生技術部会（H24. 2.28）

・稚咲内砂丘林自然再生事業実施計画所案

・緩衝帯実証試験の報告

・沈砂池モニタリング

・サロベツ原生花園園地跡地の状況

第１２回再生普及部会（H24. 3.14）

・H23年度普及活動結果の報告

・自然再生普及活動計画改定案

第１３回再生普及部会（H25. 2. 7）

・座長、座長代理の選出

・H23年度普及活動結果の報告

21

年

度

22

年

度

23

年

度

24

年

度

第１１回再生技術部会（H22. 3.19）

・実施計画(環境省)の実施状況報告

・緩衝帯実証試験の報告

第１２回再生技術部会（H22.10.27）

・実施計画(環境省)の実施状況報告

・稚咲内砂丘林等の調査概要報告

・下エコロベツ川流域の河川現況調査

結果の報告

第１０回再生普及部会（H21.12.15）

・H21年度普及活動結果の報告

第１６回再生技術部会（H25. 3. 6）

・緩衝帯実証試験の報告

・沈砂池モニタリング

・サロベツ川放水路南側湿原周辺乾燥化

対策の報告

・サロベツ原生花園跡地植生回復試験の

報告

・泥炭採掘跡地植生回復試験の報告

・ペンケ沼の現状調査報告

・稚咲内砂丘林自然再生事業の実施状況

報告

第１７回再生技術部会（H25. 9.19）

（現地見学会）

・サロベツ原生花園跡地の植生回復試験地

・泥炭採掘跡地の植生回復試験地

・落合緩衝帯の実証試験地

25

年

度

26

年

度

第１８回再生技術部会（H26. 2.10）

・緩衝帯実証試験の報告

・沈砂池モニタリング

・サロベツ川放水路南側湿原周辺乾燥化

対策の報告

・サロベツ原生花園跡地植生回復試験の

報告

・泥炭採掘跡地植生回復試験の報告

・稚咲内砂丘林自然再生事業の実施状況

報告

第１９回再生技術部会（H26. 7. 4）

（現地見学会）

・ヘリによる上空からの湿原見学

・稚咲内砂丘林自然再生事業の実施状況見

第１４回再生普及部会（H26. 3. 6）

・H25年度普及活動結果の報告

・H26年度普及活動の進め方



平成30年度　協議会（第17回）（H30. 6.16）

■各部会報告、本年度事業計画の承認

第
７
期

■会長及び会長代理選出、各部会報告

平成２７年度　協議会（第15回）（H28. 2.２９）

第
６
期

第１４回協議会（H27. 2.19）

■会長及び会長代理選出、各部会報告

■各部会報告、次年度事業計画の承認

平成29年度　協議会（第１６回）（H29. 6.23）

■上サロベツ自然再生事業実施計画書(案)

　の見直し

第１５回再生普及部会（H27. 2.19）

・座長、座長代理の選出

・H26年度普及活動結果の報告

・H27年度普及活動の進め方

27

年

度

28

年

度

第２０回再生技術部会（H2７. ３.５）

・緩衝帯実証試験の報告

・沈砂池モニタリング

・サロベツ川放水路南側湿原周辺乾燥化

対策の報告

・サロベツ原生花園跡地植生回復試験の

報告

・泥炭採掘跡地植生回復試験の報告

・稚咲内砂丘林自然再生事業の実施状況

報告

設立１０周年記念設立１０周年記念設立１０周年記念設立１０周年記念 事業報告会事業報告会事業報告会事業報告会

（（（（H27.H27.H27.H27.１０１０１０１０....３１）３１）３１）３１）

再生普及部会（第１６回）（H2８. 2.２9）

・H27年度普及活動結果の報告

・H28年度普及活動の進め方

第21回再生技術部会（H28. ２.２９）

・緩衝帯及び沈砂池モニタリングの報告

・サロベツ川放水路南側湿原周辺乾燥化

対策の報告

・サロベツ原生花園跡地植生回復試験の

報告

・泥炭採掘跡地植生回復試験の報告

・稚咲内砂丘林自然再生事業の実施状況

報告

再生技術部会 現地調査会

（H2８. 7. ２～３）

・「サロベツ湿原と稚咲内砂丘林帯湖沼群

その構造と変化ー」に関する講演会

・実施計画に基づく自然再生事業の実施状

29

年

度

第６期会員任期をH29年２月末からH29年６月末へ延伸し

次回以降の協議会開催を６月頃とする事務局提案の承認

（H28.12.13）

再生普及部会（第１7回）（H29. 3.9）

・H28年度普及活動結果の報告

・H29年度普及活動の進め方

第22回再生技術部会

（H29. 6.23～24）

・緩衝帯及び沈砂池モニタリングの報告

・サロベツ川放水路南側湿原周辺乾燥化

対策の報告

・サロベツ原生花園跡地植生回復試験の

報告

・泥炭採掘跡地植生回復試験の報告

・稚咲内砂丘林自然再生事業の実施状況

報告

・泥炭採掘跡地現地調査

再生普及部会（第１８回）（H30.3.6）

・H29年度普及活動結果の報告

・H30年度普及活動の進め方

・第3期普及行動計画改定案

第23回再生技術部会（H30. 6.16）

・緩衝帯及び沈砂池モニタリングの報告

・サロベツ川放水路南側湿原周辺乾燥化

対策の報告

・原生花園園地跡地における湿原植生の

回復

・泥炭採掘跡地の再生

・丸山周辺のササ対策

・稚咲内砂丘林自然再生事業の実施状況

30

年

度
再生普及部会（第１９回）（H31.3.5）

・H30年度普及活動結果の報告

・普及行動計画改定パンプレット

・H31年度普及活動の進め方

26

年

度

第26回再生技術部会（R2.８.26）

・農業と湿原の再生に向けた自然再生実

施計画(緩衝帯・沈砂池)に関する報告

→実施計画書の見直し承認

・上サロベツ自然再生実施計画に関する

報告



令和元年度　協議会（第18回）（R1. 6.20）

第
９
期

令和３年度　協議会（第20回）（R3. 6. 8）

■各部会報告、本年度事業計画

■第９期役員選出

第
８
期

令和２年度　協議会（第19回）（R2. 10. 5 ）

■各部会報告、本年度事業計画

■農業と湿原の共生に向けた自然再生実施

　計画書(緩衝帯・沈砂池)の見直し承認予定

■各部会報告、本年度事業計画

■第８期役員選出

１

年

度

第24回再生技術部会（R1.6.20）

・農業と湿原の再生に向けた自然再生実

施計画(緩衝帯・沈砂池)に関する報告

・上サロベツ自然再生実施計画に関する

報告

・稚咲内砂丘林自然再生事業実施計画に

関する報告

第25回再生技術部会（R1.12.6）

・農業と湿原の再生に向けた自然再生実

施計画(緩衝帯・沈砂池)に関する報告

→実施計画書の見直しに係る中間報告

・上サロベツ自然再生実施計画に関する

報告

再生普及部会（第２０回）（R1.12.7）

・Ｒ元年度普及活動の結果報告

・Ｒ２年度普及活動の進め方

第26回再生技術部会（R2.８.26）

・農業と湿原の再生に向けた自然再生実

施計画(緩衝帯・沈砂池)に関する報告

→実施計画書の見直し承認

・上サロベツ自然再生実施計画に関する

報告
２

年

度
再生普及部会（第２１回）（R3.2.18）

・Ｒ２年度普及活動の結果報告

・R３年度普及行動計画改定案

・Ｒ３年度普及活動の進め方

３

年

度

※※※※再生技術部会及び再生普及部会再生技術部会及び再生普及部会再生技術部会及び再生普及部会再生技術部会及び再生普及部会

については第８期をもって廃止については第８期をもって廃止については第８期をもって廃止については第８期をもって廃止


