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釧路湿原自然再生事業のうち旧川復元事業では、茅沼地区に続きヌマオロ地区での旧川復元

を新たに実施することとなった。旧川復元の効果は、湿原中心部への土砂流出の軽減、湿原植

生の再生、魚類などの生息環境の復元、湿原景観の復元の４項目が挙げられ、それぞれについ

て効果の予測とモニタリング計画を検討し事業実施計画としてとりまとめた。 
ここでは、この事業効果の予測方法と予測結果、予測検証のためのモニタリング計画につい

て報告する。 
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1.  はじめに 

釧路湿原自然再生事業では過去に直線化された河川を

元の蛇行河川に戻す旧川復元事業を実施しており、先行

して実施した釧路川茅沼地区（以下、「茅沼」）では平

成19年2月に工事着手し、平成23年3月に工事が完了した。

ヌマオロ地区は湿原中心部への土砂流出の効果が大きい

こと、湿原植生の変化が顕著で回復効果が期待されるこ

と、周辺に民有地や農地がなく社会的影響が少ないこと

から茅沼に次ぐ旧川復元事業実施地区とし、茅沼でのモ

ニタリング結果を参考に、平成29年7月に「ヌマオロ地

区旧川復元実施計画」を策定したところである。 
釧路川流域では河道の直線化により河川水位が低下し

て周辺の地下水位も低下し、氾濫頻度も減少して周辺の

土地が農地として利用可能となった一方、1.湿原中心部

への土砂流出の増加、2.湿原植生の減少、3.魚類などの

良好な生息場の減少、4.湿原景観の喪失などの環境面で

の課題が生じた。旧川復元事業での目的は、これらの課

題を解決しながら失われた自然を再生することである。 

ここでは、ヌマオロ地区旧川復元実施計画を策定する

際に検討した効果予測とモニタリング計画について示す。 

2.  ヌマオロ地区の現状 

(1)   対象地の概要 
ヌマオロ川は釧路川河口から30km付近で本川に合流す

る釧路川の一次支川である（図-1）。旧川復元対象区間

は釧路川本川合流点より上流4.6kmから約1.7kmの区間に

位置する（図-2）。ヌマオロ川流域では1970年代から国

営総合農地開発事業等による農地造成が進められ、ヌマ

オロ川は1973年から1982年の直轄明渠排水事業により沼

幌幹線排水路として整備され直線化された（図-3）。河

道の直線化から30年以上が経過した現在も旧川は現河道

の左右岸に残されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-1  旧川復元対象地区位置図（茅沼、ヌマオロ） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2  ヌマオロ地区旧川復元対象区域 
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図-3  ヌマオロ川と周辺土地利用の変遷 
注:2013(H25)年の空中写真は一部2004(H16)年の空中写真を合成したもの 

 

 

 
 
 
 
 
 
図-4  現況写真（左：直線河道、右：旧川、2016年撮

影） 

現在のヌマオロ地区の状況を図-4 に示す。現在の河

道は川幅が 20m程度で平面形状は直線的である（以下、

「直線河道」と記す）。旧川は川幅が概ね 10m 以下で､

もとの蛇行形状のまま現河道から切り離された状態で残

っており、流れはないが水がたまっている。 

河道周辺の植生の大部分はハンノキ林であり、旧川周

辺にはヨシ群落やヤチダモ－ハルニレ群落も見られ、直

線河道の水際にはヤナギが連続している。魚類は、直線

河道ではウグイ等の流水性魚類が確認されているが、下

流の自然蛇行河道区間に比べて種数は少ない。また下流

の自然蛇行河道区間では、カワシンジュガイ類が確認さ

れている。旧川は閉鎖性水域となっておりトミヨ属淡水

型等のトゲウオ類が生息している。また、ヌマオロ川周

辺ではしばしばタンチョウの飛翔が確認されている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

図-5  ヌマオロ地区旧川復元事業の課題と目標 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図-6  実施手法のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7  各実施手法の実施箇所 

(2)   ヌマオロ地区の課題と旧川復元事業の目標 

河道の直線化により周辺の土地が農地として利用可能

となったが、その一方で湿原中心部への土砂流出の増加、

湿原植生の減少、魚類などの良好な生息場の減少、湿原

景観の喪失などの環境面での課題が生じた。 
旧川復元の目的はこれらの課題を解決しながら自然再 
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図-8  氾濫解析による堆積厚分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9  湿原中心部への土砂流出軽減効果 

生を行うことであり、ヌマオロ地区では図-5 のように、

湿原中心部への土砂流出の軽減、氾濫原の再生による湿

原植生の再生、ヌマオロ川本来の魚類などの生息環境の

復元、湿原景観の復元の4つを目標として設定した。 

 (3)   目標達成のための具体的手法 
これらの目標を達成するため、「①旧川の復元（直線

河道から旧川に通水切替）」「②直線河道の埋め戻し」

「③河岸残土の撤去（直線河道掘削時に発生し河道沿い

に置かれた土の撤去）」を実施する（図-6,7）。旧川へ

の通水の際には接続部を除く現況旧川の掘削は行わない。

また河岸残土は撤去し直線河道の埋戻しに利用する。特

に茅沼では残土撤去箇所での植生回復が良好なことがモ

ニタリングでわかったことから、周辺地盤高まで切り下

げるよう積極的に残土撤去を行うこととした。 

3.  事業実施により期待される効果予測 

事業実施による効果の予測は、旧川復元の先行例であ

る茅沼での検討手順や結果を参考にした。効果予測は４

つの目標それぞれに対して行った。 

(1)   湿原中心部への土砂流出の軽減 
直線河道から断面が小さい旧川に切り替えることで洪

水が氾濫しやすくなり、洪水時の土砂の河道周辺への堆

積量を増加させることで、湿原中心部への土砂流出を軽

減させる効果を想定し、この土砂流出量の減少割合を予

測計算により定量化する。 

茅沼では非定常平面2次元計算による土砂移動解析モ

デル1)により復元による土砂の軽減量を事前予測してお

り、通水後数年のモニタリング調査の段階であるものの、

概ね事前予測結果相当の土砂堆積の結果が得られている。 

このためヌマオロ地区の土砂流出軽減効果の予測でも茅

沼と同様の方法で行うこととした。 

1)  予測方法 

旧川復元前後での氾濫形態と土砂の堆積状況を計算し、

通過する土砂量を比較することで、旧川復元区間からの

土砂流出軽減効果を確認した。対象流量は既往最大規模

の平成25年9月出水流量（Q＝96.2m3/s）に加え、既往最

大流量より小さい流量として平均年最大流量を含む４ケ

ースを対象流量として設定した。 

計算手法は茅沼の場合と同様に非定常平面2次元流れと

土砂移動解析としiRIC Nays2DH2)を使用した。旧川復元

区間より上流を含めた氾濫域を計算範囲に設定し、旧川

復元前及び旧川復元後の計算結果を比較することで下流

への流出土砂量の軽減率を算定した。 

2)  予測結果 

氾濫解析による土砂の堆積厚の計算結果の一例を図-8

に示す。旧川の河道断面は直線河道より小さいため、旧

川復元後の計算ケースでは直線河道から旧川に水が流れ

込む際に水があふれ旧川周辺に広がることが計算結果に

表れている。既往最大流量のケースでは、旧川復元後の

ほうが赤囲いの範囲で土砂が特に堆積する結果となって

いる。効果としては、既往最大流量の場合を含め、土砂

流出軽減割合はいずれも約４割以上となった（図-9）。

旧川復元区間で氾濫域が拡大し、その氾濫域に土砂が堆

積することにより湿原中心部への土砂流出量が軽減する

と予測されることから「湿原中心部への土砂流出の軽

減」の効果を約４割と設定した。 
(2)   湿原植生の再生 

河道断面の小さい旧川に通水することにより、平常時

の河道水位が現状より上昇し、それに伴い河道周辺の地

下水位が上昇する。洪水も氾濫しやすくなることで河道

周辺の冠水頻度が増加し、河道周辺の植生が湿原植生に

変化していく効果を想定した。 

この効果を地下水位シミュレーションにより定量化す

る。茅沼でも同様の方法3)で湿原植生の再生効果を予測

しており、モニタリング調査では徐々に植生の変化は現

れてきているが、通水後数年では植生の変化が大きく進

むことは考えにくく、長期的に調査を続けているところ

である。ハンノキと冠水環境との関係については、矢野 

ら4)による釧路湿原での調査により、ハンノキが根系を

高い位置で発生させることで冠水環境に適応しているが

長時間冠水する場合には樹高が低く、萌芽木が多いとの

知見が得られている。また佐藤ら5)は、旧川復元箇所近

傍のハンノキ林において、旧川復元後にハンノキ根系の

冠水時間が増加した調査区でハンノキの枯死を確認して

いる。これらのことから冠水環境の変化に伴い、ハンノ

キ林に変化が生じることが示唆される。このため、ヌマ

オロ地区でも植生変化の予測を行いつつ実施後の変化は

長期的にモニタリングするように計画する。 
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図-10  旧川復元による地下水位の変化予測結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-11  旧川復元による冠水日数の変化予測結果 

1)  予測方法 

湿原植生の変化の予測手順は４段階とし、まず現況の

地下水位・冠水日数の平面分布を地下水位シミュレーシ

ョンにより予測する。それに現況の植生分布を重ねて、 

地下水位・冠水日数に対する植生成立条件を整理する。

次に復元後の地下水位・冠水日数を計算し、地下水位・

冠水日数に対する植生成立条件に照らして復元後の植生

を予測する手順とした。地下水位シミュレーションは二

次元非定常地下水モデルを用い、長期熱・水収支モデル

(LoHAS)により水分条件を与えた。 

2)  予測結果 

地下水位シミュレーションによる現況及び旧川復元後

の地下水位・冠水日数の平面分布の予測結果を図-10及

び図-11に示す。旧川復元により河道周辺の地下水位は

上昇し冠水日数も増加している。ただし下流側旧川付近

で地下水位は現況より低下し冠水日数も減少する場所が

ある。これは現況直線河道の河床に土砂堆積が進んだこ

とで、現況では下流端付近の河道水位が高く地下水位の

上昇と洪水の冠水日数が多いのに対し、旧川の河床が直

線化時のまま残ったため旧川の河床が直線河道の現況河 

床より低く、旧川復元後の河道水位が現況直線河道流下

時の水位よりやや低めになり、周辺地下水位が下がり冠

水日数も減少することによると考えられる。これら地下

水位・冠水日数のシミュレーション結果をもとに旧川復

元後の植生の変化を予測したものが図-12である。旧川

復元後に地下水位が上昇し冠水日数が増加する場所でヨ

シ群落となる予測となっている。また、下流側旧川周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-12  植生回復予測図 

の地下水位が低下し冠水日数が減少する場所で、現況の

ヨシ群落からハンノキ群落になる予測結果が一部あった｡

全体ではハンノキ群落から湿原植生であるヨシ群落(ヨ

シ混生を含む)になると予測される場所が約28haであり、

ヨシ群落からハンノキ群落に変化すると予測される場所

が約0.5haであることから､旧川復元により河道周辺の地

下水位の上昇及び冠水日数の増加からヨシ群落の適地が

拡大し「湿原植生の再生」効果が得られることが期待出

来る。ただし、茅沼のモニタリング結果を参考にすれば､

この変化は長期的に推移するものと考えられる。 
(3)   魚類などの生息環境の復元 

直線河道は、川幅が広く水深が浅い河道であり、魚類

など水生生物の生息環境は良好とは言えない状態である。

川幅が狭い旧川に流れを切り替えることで水深が深くな

り、蛇行した流れで深い場所や浅い場所でき、魚類など

の生息環境が多様になることが期待される（図-13）。 

1)  予測方法 

旧川復元後の河道の流れがリファレンスサイト（旧川

復元区間より下流側の自然蛇行区間）の流れの状態に近

づくことで魚類などの生息環境の復元効果が得られるこ

とと考える。直線河道及びリファレンスサイトの流れの

状態は現地の実測値、復元後の流れの状態は復元後の断

面を用いた不等流計算による計算値とし、復元後の水

深・流速がリファレンスサイトの水深・流速に近づくこ

とを確認する。 
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間 周 辺 の 湿原
は、広い範囲で
冠水日数が増加 

冠水日数

  1 -  20

 20 -  40
 40 -  60
 60 -  80
 80 - 100

100 - 120
120 - 140
140 - 160
160 - 180
180 - 200

200 - 220
220 - 240

240 - 260

冠水日数

  1 -  20
 20 -  40
 40 -  60
 60 -  80
 80 - 100
100 - 120
120 - 140
140 - 160
160 - 180
180 - 200
200 - 220
220 - 240
240 - 260

冠水増加日数 

右岸旧川復元区間周辺

の湿原は、広い範囲で

地下水位が上昇 

直線河道の左岸
側及び左岸旧川
復元区間周辺で
地下水位が低下 

現在ヨシ群落が形成
されている一部の区
域は地下水位が低下 

（点線はシミュレーションの実施範囲） 

比高差(m)

-3.0 - -2.5
-2.5 - -2.0

-2.0 - -1.5
-1.5 - -1.0
-1.0 - -0.5

-0.5 -  0.0
 0.0 -  0.5
 0.5 -  1.0

 1.0 -  1.5
 1.5 -  2.0
 2.0 -  2.5

 2.5 -  3.0

比高差(m)

-1.8 - -1.6
-1.6 - -1.4
-1.4 - -1.2
-1.0 - -1.0
-1.0 - -0.8
-0.8 - -0.6
-0.6 - -0.4
-0.4 - -0.2
-0.2 -  0.0
 0.0 -  0.2
 0.2 -  0.4
 0.4 -  0.6
 0.6 -  0.8
 0.8 -  1.0
 1.0 -  1.2
 1.2 -  1.4
 1.4 -  1.6
 1.6 -  1.8
 1.8 -  2.0
 2.0 -  2.2
 2.2 -  2.4

水位上昇量

単位 ： 日／年 単位 ： 日／年 単位 ： 日／年 

凡例 
旧川復元による 

植生変化 

植生

変化

面積 

ヨシ回復 

面積 

 直線河道埋め戻し箇所 

河岸残土撤去箇所 

→ヨシ群落に回復 

約

8ha 
約28ha 

 ハンノキ群落 

→ヨシ群落(ヨシ混生

を含む) 

約

20ha 

 ヨシ群落 

→ハンノキ群落に変化 

約

0.5ha 

― 

 

旧川復元前（現況植生図）

右岸旧川～直線
河道左岸はヨシ
群落(ヨシ混生を
含む)に回復 

ヌマオロ川 

河岸残土撤去
及び埋戻し区
域はヨシ群落
に回復 

旧川復元前 旧川復元後 

ヌマオロ川 

地下水位が低下する箇所
の一部でヨシ群落がハン
ノキ群落に変化 

旧川復元後（植生回復予測）凡例と回復面積 

凡  例 

オオアワダチソウ群落 
エゾイラクサ群落 
ヨシ群落 
エゾオオヤマハコベ－クサヨシ 
エゾノキヌヤナギ－オノエヤナギ群集 
ホザキシモツケ群落 
ミヤコザサ群落 
ヤチダモ－ハルニレ群集 
ミズナラ群落 
ハンノキ群落（高木） 
ハンノキ群落（低木林） 
シラカンバ群落 
ケヤマハンノキ群落 
ハンノキ群落（亜高木） 
エゾノコリンゴ群落 
カラマツ植林 
畑地（畑地雑草群落） 
人工草地 
構造物 
道路 
開放水面 
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図-13  魚類などの生息環境の復元のイメージ 

 

 
 
 
 
 

図-14  横断形状のイメージ 

 
 
 
 
 
 

図-15  旧川復元後の景観予測 左：合成写真、右：リ

ファレンスサイト 

2)  予測結果 

直線河道とリファレンスサイトの河道断面、復元後の

予測結果の河道断面を図-14に示す。直線河道が浅く平

たい単調な河道で、リファレンスサイトの河道断面形状

とは大きく異なるのに対し、復元後の河道断面形状はリ

ファレンスサイトの断面と類似するようになり、魚類な

どの生息環境が自然蛇行河道の環境に近づくと予測され

る。また、河道平面形状が現在の直線的な流れから蛇行

した流れに変わり、湾曲部が多数できることで長期的に

は自然に侵食・堆積が進み、さらに河道が多様な形状に

なっていくものと考えられる。以上の予測結果から目標

とした「魚類などの生息環境の復元」は可能と考えられ

る。 

(4)   湿原景観の復元 

直線河道は人為掘削してできた流路であり、湿原河川

の景観とは言えない状況である。旧川はほぼ元の蛇行し

た形状で現河道の両岸に残っており、旧川に切り替える

ことで、河道が蛇行した湿原河川の景観に復元されるこ

とが期待できる。この湿原景観の復元効果を予測した。 

1)  予測方法 

旧川復元後の景観は合成写真により予測する。通水後

の景観がリファレンスサイトの景観に近づくことで湿原

景観の復元効果として評価する。合成写真は旧川の現況

写真をベースに、不等流計算により算定した通水後の平 

表-1   モニタリング調査を実施する項目 

待される効果 

（目標） 

評価のための

調査 
調査項目 

湿原中心部へ

の土砂流出の

軽減 

湿原中心部へ

の土砂流出調

査 

浮遊砂量調査 

濁度計測、流量観測 

航空レーザー測量 

湿原植生の 

再生 

水環境調査 地下水位、冠水頻度 

植生調査 
植生図作成（空中写真撮影含む） 

群落組成調査・ハンノキ調査 

魚類などの 

生息環境の 

復元 

水域調査 

（河道物理環

境調査） 

水深、流速、水面幅 

河床地形（河川縦横断） 

底質 

瀬・淵の数 

水際の状況（植生・沈木） 

水質（水温・pH等） 

魚類調査・底

生動物（ｶﾜｼﾝｼ゙

ｭｶ゙ ｲ類）調査 

魚類などの生息状況 

(種名・体長・個体数) 

湿原景観の 

復元 
景観調査 

定点撮影（水面幅、河道形状な

ど） 

 
水時の流量相当の水位で仮想水面を重ねて旧川復元後の

景観とした。 

2)  予測結果 

旧川の現況写真に通水後に想定される水面を合成した

写真と、リファレンスサイトの現況写真を図-15に示す。

合成写真では現況のリファレンスサイトのような自然蛇

行する湿原河川の景観が形成され、旧川の景観がリファ

レンスサイトと同様の河道景観になると予測される。こ

れより旧川復元により目標とした「湿原景観の復元」が

可能と考えられる。 

4.  モニタリング計画と効果予測の検証方法 

旧川復元の達成状況を評価するため、効果の調査項目

を設定してモニタリング計画を立て予測結果の検証を行

うこととした。調査項目の一覧を表-1に示すとともに、

調査内容について以下に示す。 

(1)   湿原中心部への土砂流出の軽減効果の検証 
湿原中心部への土砂流出の軽減量を把握するため、旧

川復元区間の上流及び下流で通過浮遊砂量を観測し、こ

れらの差から旧川復元区間内に堆積する土砂量を推定す

る。濁度計を現地に設置して自動計測する濁度と洪水時

の河川水を採水して得られる浮遊砂濃度との関係式を作

成し、濁度と観測流量から浮遊砂量を算定する。旧川復

元区間上下流の浮遊砂通過量の差を旧川復元実施前後で

比較し、旧川復元による氾濫の増加による土砂流出軽減

効果として評価する。また、大規模な出水で大量の土砂

堆積が発生したときには、航空レーザー測量を行い土砂

堆積シミュレーション結果の妥当性を検証する。 

(2)   湿原植生の再生効果の検証 
旧川復元前後の地下水位及び冠水頻度及び植生を比較

し、旧川復元による場の変化と植生回復効果を評価する。

 旧川復元前(直線河道) 旧川復元後(蛇行河道) 旧川復元前（直線河道） 旧川復元後（蛇行河道） 

旧川復元河道 直 線 河 道 

平均0.5m 

平均18.3m 平均8.1m 平均8.8m 

リファレンスサイト 

平均0.8m 平均1.1m 

環境が近づく 

旧川復元後（合成写真） リファレンスサイト（現況） 
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また、現地観測結果とシミュレーション結果とを比較し

効果予測の検証を行う。地下水位及び冠水頻度（地下水

位が地盤高を上回る頻度）は現地に地下水位計を設置し

て観測する。植生の変化は空中写真をもとに植生図を作

成して確認する。また群落組成調査により植生の被度・

群度などの変化からヨシ群落の回復状況を確認する。あ

わせて、ハンノキ調査（樹高・胸高直径等）を行いハン

ノキの生長阻害状況を確認する。 
(3)   魚類などの生息環境の復元効果の検証 
旧川復元後の魚類の生息環境の変化を確認する河道物

理環境調査を行うとともに、魚類調査・底生動物（カワ

シンジュガイ類）調査を行い生息する魚類及び底生動物

の変化を確認する。河道物理環境調査では、河川縦横断

測量調査、河床材料調査、水域環境調査等を実施し、魚

類の生息環境に着目した瀬・淵の数、水深、流速、水面

幅、底質、水際の状況（植生や沈木の状況）、河床地形

（河川縦横断）を確認する。また、水温、pHなどの水質

調査を併せて行う。旧川復元区間とリファレンスサイト

の物理環境調査の結果を比較し、旧川復元区間の環境が

リファレンスサイトの環境に類似してきているかを確認

する。さらに、旧川復元区間の魚類などの構成種がリフ

ァレンスサイトの構成種に近づいているかを確認し、効

果予測の検証を行う。 

(4)   湿原景観の復元効果の検証 
湿原景観の復元効果は定点写真撮影により景観の変化

を確認することで確認する。旧川復元区間で撮影した写

真とリファレンスサイトでの写真を、水面幅、河道形状

などの観点から比較し、旧川復元区間の景観がリファレ

ンスサイトの景観に近づいているかを確認し効果予測の

検証とする。 
(5)   モニタリングの頻度・期間について 
モニタリングの頻度は項目ごとに設定するが、茅沼で

のモニタリング調査の結果を参考に、魚類など実施直後

に大きく変化がありそうな項目は旧川復元後の調査を密

に、植生など長期的に徐々に変化していくとみられる項

目は調査年の間隔を空けて調査するよう項目の特徴に合

わせて設定した。調査期間は工事実施前の調査を行うと

ともに、工事実施後は 10 年間実施することを基本とし

つつ現地の状況等により柔軟に対応していくこととした。 

5.  今後に向けて 

(1)   茅沼での調査結果のヌマオロ地区への反映 
先行して実施した茅沼旧川復元では、洪水時の土砂の

流出抑制効果や魚類の生息環境の回復など既に効果が現

れているものもあるが、湿原植生の回復など植生の遷移

に年月が掛かるため効果の発現が途上のものもある6)。

今後の茅沼でのモニタリング調査で得られる結果もヌマ

オロ地区での旧川復元に有効に活用していくよう務める。 

(2)   順応的管理 
ヌマオロ地区での旧川復元事業実施後、モニタリング

調査により期待される効果が現れていない結果となった

場合は、順応的管理として実施計画の内容にフィードバ

ックするなど柔軟に対応する。 
(3)   流域連携と地域との協働 
自然再生事業を進めていくためには、地域のさまざま

な人々の協力と理解が必要となる。ヌマオロ地区での旧

川復元事業の実施においても流域の視点や多様な主体の

の参加を重視する。また、最新の情報を地域住民と幅広

く共有するとともに、河川利用に関する安全教育、環境

教育、防災学習等の充実を図り、地域のより一層の連携、

協働を進める。 

(4)   湿原の賢明な利用 
茅沼では一般観光客が管理用木道を利用して旧川復元

後の川を見て歩く姿が多く見られる。ヌマオロ地区でも

旧川復元後に多くの一般観光客が訪れて、湿原の風景を

歩いて楽しむことが予想される。観光客の散策などの体

験が湿原環境の保全意識向上につながり、散策を通して

湿原の機能、価値および重要性が理解されるよう努めて

いく。 

(5)   各小委員会との連携 
ヌマオロ地区の旧川復元事業は、釧路湿原自然再生協

議会の旧川復元小委員会で内容を討議されて進めてきた

が、ほかの各小委員会との関連性もあることから、各小

委員会と連携を図り進めていく。また、今後も工事の予

定など最新情報について旧川復元小委員会及び釧路湿原

自然再生協議会に随時報告し、専門家および地域住民か

らの意見を取り入れて情報を共有しながら進めていく。 
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