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主   催：独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境基金 

企画運営：社団法人生態系トラスト協会  

協   力：財団法人高知県牧野記念財団 

後   援：高知県、高知県教育委員会、高知市、高知市教育委員会、高知新聞社、朝日新聞高知総局、 

毎日新聞高知支局、読売新聞高知支局、産経新聞社高知支局、日本経済新聞社高知支局、 

共同通信社高知支局、時事通信社高知支局、RKC 高知放送、KUTV テレビ高知、KSS さんさん 

テレビ、NHK 高知放送局、エフエム高知、高知ケーブルテレビ 
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はじめに 

 

地球温暖化、オゾン層の破壊、熱帯雨林の減少など、私たちは今、地球規模で起こっている環

境問題に直面しています。先進国、発展途上国に関わらず、私たちの社会を支えている経済活動

は、時により資源の乱用を引き起こすとともに、私たち自身の生活基盤である環境に大きな影響を

もたらしています。こうした問題は私たちの身近な環境に影響を与えるだけでなく、国境を越え、隣国、

さらには地球規模の環境破壊につながることさえあります。環境問題は一国、一地域、一企業、一

個人の力だけでは解決することができません。地球環境の危機を救い、持続可能な社会を作るため

には国際的な協力が必要不可欠です。 

こうした状況の中で、市民の環境意識は急速に向上してきました。そして自主的な活動を展開す

る非営利団体（NPO）・非政府組織（NGO）の役割が世界的にますます注目されるようになってきま

した。 

1992 年（平成４年）、ブラジルのリオデジャネイロにおいて、100 カ国以上の元首・首脳、180 カ国

以上の政府代表者が出席する環境保全のための会議「地球サミット（環境と開発のための国連会

議）」が開催されました。また、我が国では地球サミットに先だち同年に、「地球環境賢人会議（世界

環境と開発財源調達のための著名人会議）」が開催されました。このような機運の中で、日本政府

も ODA のような国と国との援助協力に加えて、NGO による環境保全活動を支援するという施策を

表明しました。 

 

「地球環境基金」は、民間団体（NGO）の環境保全活動への資金の助成や、その他の支援を行

い、環境保全活動に向けた国民的運動の発展を図ることを目的として平成５年５月に環境事業団

に創設されました（平成 16 年 4 月 1 日より独立行政法人環境再生保全機構へ移管）。 

「地球環境基金」は、国及び民間の拠出をもって構成され、国が出資等を行う他、国民、企業

等からも広く資金拠出（寄付）をお願いしています。基金の運用益は、環境保全活動に取り組む

NGO の活動への助成や人材育成等を行う財源になります。また有識者による委員会の指導を得て

運営され、その成果は広く国民の皆様に公表されます。 

 

今回の「環境ＮＧＯと市民の集い」は、民間の環境保全活動を広く市民に紹介することでその役

割に理解を得て、市民の方々の環境保全活動への参画・支援の促進を図るとともに環境 NGO 等

相互交流が深まることを期待して開催しています。 

また、地球環境基金が助成している環境保全活動を資金提供者である国民に対して報告する

ことも大切な目的の一つで、全助成団体に参加していただくことにしています。 

 

今回の集いが環境ＮＧＯの果たす役割について理解を深めていただくことができれば大変嬉しく思

います。 
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プログラム 

 

 

 

この催しでは、実際に環境保全活動に取り組む中四国の環境 NGO との交流を通じ、各地の活動

についてともに考え、理解を深めます。さらに、漫画クラブに所属する学生等とのコラボレーションにより、

表現すること、多様な立場・世代層に広がっていくことを目指します。 

 

９：３０  開場・受付 

１０：００  開会 主催者 挨拶 

１０：１０  プログラム説明・アドバイザー紹介・グループワーク説明 

１０：２０  くさか里樹氏より漫画づくりに向けてのメッセージ 

１０：３０  第１部 ワークショップ「みんなで描く環境まんが！」 

         １２の環境 NGO、漫画クラブの学生、参加者が協力（コラボレーション）して、各環境

NGO の活動をモチーフとした環境まんがをグループで作成します。 

１２：３０～ 昼食 

１３：３０  第２部「環境 NGO の活動発表／環境まんがの発表」 

        各団体の活動発表と併せて第１部で描いた環境まんがを発表します。 

１５：３０  アドバイザーからのコメント 

１６：００  閉会挨拶 

 

 

* 開会前や昼食休憩の空き時間にぜひパネル展示もご覧下さい。 

* My 遊バス 最終便 16：54 植物園発-17：18 高知駅着 。 
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司会者・アドバイザー プロフィール 

  

 

 

◆ 司 会  

 

城下 秀二 氏（流木アーティスト） 

流木クラフトアート、マリンスポーツ、俳優などの多彩な趣味を持ち、環境 NGO の役員として、また

学校 PTA 活動、地元町おこしイベントも行っている。 

 

 

◆ アドバイザー  

 

くさか里樹 氏（漫画家） 

高知の地元で漫画を描き続けている。「ヘルプマン！」（講談社イブニング）、「ファイブ」（小学館ビッ

クコミック）、「らぶり～」（小学館 Judy）現在連載中。読者に感動と勇気を与える作品づくりがモット

ー。 

 

 

竹村 志麻 氏（テレビ高知アナウンサー） 

イブニング KOCHI キャスター。「がんばれ高知 eco 応援団」ではレポーターとして、県内各地の環境

保全活動を取材、体験し伝えている。 

 

 

前島 正二 氏（高校教師） 

四万十川を中心とした自然環境教育を軸に、県立四万十高校自然環境コースの環境教育担当

として、また自然環境部の副顧問として東奔西走している。 
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晴れの国野生生物研究会（鳥取県） 

「東中国山地における特別天然記念物オオサンショウウオ生息環境再生事業」 

 

１ 団体の紹介・連絡先 

晴れの国野生生物研究会は、バブル後期のリゾート開発計画が全国に展開する平成３年３月に発足した生物

研究会で、ふるさとの自然は地域の人で調査し、大切にしようと、大山蒜山地域を中心に中国地方を主なフィール

ドとして活動している。 

  晴れの国野生生物研究会 本部事務局 

（〒６８９-2352 鳥取県東伯郡琴浦町浦安 250-10 tel：0858-53-1237） 

岡山事務局は、〒７１９-3121 真庭市上河内 652-1 tel：0867-55-2831 

 

２ 団体の活動概要 

 これまでの活動として、中小河川について底生生物調査、山地や丘陵地で小型哺乳類の生息調査を実施する

ほか、カスミサンショウウオ、モリアオガエル、ルリボシヤンマ、ムカシトンボ、ハッチョウトンボ、サラサヤンマ棲息地の保全

再生調査（主に湿地や池沼の保全や再生）を行っている。これらの調査保護活動に加えて、地元町村と連携し、

岡山県北部や鳥取県内で親子を対象に自然観察会を多数開催している。 

中でもオオサンショウウオ保護については、研究会発足当時から取り組んでおり、地元住民・団体などとの連携に

より、生息の場となる清流環境について調査活動を継続している。あわせて、石積み護岸の復元や石積み技法の

伝承など、伝統的な川づくり工法に着目し、「里川工法」による「昔懐かしい故郷（ふるさと）の川の再生」をテーマに

した川づくりを提唱している。 

平成 17 年度より、地球環境基金の助成を受けて、「東中国山地におけるオオサンショウウオ生息地生物多様性

調査」を実施している。 

このれらの活動とあわせて、大山蒜山地域における草原環境再生活動に取り組んでいる。 

 大山蒜山地域は、鳥取県西部から岡山県北部にかけて広かる山岳高原・山麓農村地帯で、広く大山隠岐国

立公園に含まれている。蒜山地方には、山焼きや放牧、茅刈りによって維持された茅場（草原）が広く分布し、美し

い草原の風景が広がっている。そこには、近年までウスイロヒョウモンモドキをはじめとする希少な野生生物が多く棲息

していた。かつて中国地方に広く分布したウスイロヒョウモンモドキは、生息環境となる草原が急速に消滅し、蒜山地

域でも絶滅の危機に瀕している。このようなススキを主体とする草原は、かつて人間が利用することによって維持され

てきた半自然草原であるが、このような草原は、人が利用しなくなって急激に環境が変化し、ウスイロヒョウモンモドキ

をはじめとする草原の野生生物の一部は、絶滅の危機に瀕している。ウスイロヒョウモンモドキの棲む環境を保全し、

再生していくことは、多様な生きものを育む自然環境を守ることに通じる。あわせて、美しい草原風景やビューポイント

を大切にすることにも通じる。 

 大山蒜山地域で草原生態系を復元するということは、かつて中国山地の里山に広く分布した二次草原を再生さ

せるということであり、そのための手法として、①放牧、②火入れ、③草刈りの三つの方法があり、今回は、全国草原

シンポジウムにおいて「火入れ」の重要性をアピールし、草原生態系復元のための実践活動として、ウスイロヒョウモン

モドキ生息地の再生を目的とした草刈りグラウンドワークを展開している。 

 草原再生のためには、行政の他、地域住民の理解と協力、さらには、地域外住民・市民の参加応援が必要であ

り、希少野生生物の保護のみならず「美しい草原風景の保全」という観点で活動を行うことで、より多くの市民・行政

の賛同を得ることができると考えている。このことは草原生態系のみならず、昔懐かしい農村景観・風景を保全再生

することにより、絶滅の危機に瀕した多くの野生生物の生息環境を保全復元することに通じ、「昔懐かしい農村風

景」と「希少な生態系」いう二つの地域資源を同時に保全することであり、観光と自然保護の両立を考える上で重

要と考えている。 
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３ 今年度の地球環境基金助成活動 

今年度の地球環境基金助成活動は、以下の流れで進めている。 

●ハンザキ・サンクチュアリー（生態系保全区）の指定 

●ハンザキ・サンクチュアリーでの生態系調査 

●ハンザキ・サンクチュアリーでの環境保全計画の策定 

●エコツアーの実施と環境紹介によるネットワークの形成 

●ハンザキ・サンクチュアリーでの自然再生作業の実施 

 

■ハンザキ・サンクチュアリー（生態系保全区）の指定 

  2005 年度のオオサンショウウオ生息地における生物多様性調査の結果を受けて、良好な自然環境の残る河川

域及びその背後地となる森林域を生態系保全区（ハンザキ・サンクチュアリー）およびその候補地として１６箇所を

選定することができた。 

■ハンザキ・サンクチュアリーでの生態系調査 

  サンクチュアリーごとに、野生生物調査（野鳥・小動物・昆虫・水生生物調査）、水辺植生調査を実施し、保全

区のオオサンショウウオの生息状況と現況生態系の把握を進めており、ホームページで紹介する計画である。 

■ハンザキ・サンクチュアリーでの環境保全計画の策定 

  サンクチュアリーごとに生態系保護保全計画、自然環境再生計画、森林管理計画など自然保護ガイドラインを

策定している。 

■エコツアーの実施と環境紹介によるネットワークの形成 

  住民・県民を対象にオオサンショウウオ棲息地見学エコツアーを開催するとともに、オオサンショウウオの生態やサン

クチュアリーの環境を紹介した冊子や電子パンフレットを作成することで、東中国山地におけるオオサンショウウオを

シンボルとした清流環境保全のネットワークづくりを進める計画であり、７月に岡山市の小中学生とその保護者を

案内し、オオサンショウウオ生息地を訪ねている。 

■ハンザキ・サンクチュアリーでの自然再生作業の実施 

  サンクチュアリーごとに策定された環境保全計画を受けて、渓畔林の再生などの自然復元グラウンドワーク活動を

実施するとともに、自然観察舎となるグラウンドワーク作業小屋と自然解説板を設置する計画であり、真庭市や

地元環境保全団体と連携し、ブナ林の再生活動を行っている。 

 

４ 活動工夫点・課題（活動により期待できる環境効果） 

 これまでオオサンショウウオは、地域住民にとって、愛されて保護される対象ではなかったが、清流環境保全について

の地域的な関心は高く、良好な自然環境の残る河川域及びその背後地となる森林域を生態系保全区（サンクチュ

アリー）に指定することで、オオサンショウウオを環境指標とする清流環境イメージを確立することができ、自然保護に

ついて地域住民の積極的な関与が促され、市民と地元教育委員会との協働による河川水辺での生物多様性を

回復させる活動が促進される。あわせて、中国地方におけるオオサンショウウオをシンボルとした清流環境保全のネッ

トワークも形成される。 

今回、従来からの調査活動・環境保全活動に加え、エコツーリズムを導入した環境観光交流活動を展開してお

り、地元湯原温泉と旅館組合と連携し、ハンザキフォーラム（オオサンショウウオ・シンポジウム）やエコツアー企画を行っ

ている。自然再生活動をエコツーリズムに取り入れることで、これまで、オオサンショウウオの保護に関心が低かった県

民、市民がエコツアーに参加し、環境問題に関心をもち、活動に参加するというシステムをつくっていきたい。 

ハンザキ・サンクチュアー探訪集合写真 
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財団法人 宍道湖・中海汽水湖研究所（島根県） 

中海再生の第一歩を見守る～堤防開削により劇変が予想される水域環境のモニタリング調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宍道湖・中海の位置図 

 

 

１．活動を始めたきっかけ 

宍道湖・中海の淡水化事業の凍結が決定（1988 年５月）した後、事業の反対運動に関わった市民が、湖の保

全を目指し 1989 年に設立しました。淡水化反対運動の経験のなかで、「今後の市民運動は、科学的な調査研究

に基づいた政策提言が必要」、「運動のエネルギーを拡散し消滅させないように」という思いが、設立への動機となりま

した。                                         

 

２．研究所の主な取り組み 

 

●自主研究，普及・啓発活動として、①水位計設置による水位変動（日本海―中海―大橋川―宍道湖）特性

の研究／1989～1997 年〉②ヤマトシジミを始めとする湖沼生物（魚類・水鳥・水生昆虫・水草）の生態調査／

1990～現在③湖岸環境改善のための生態学的手法の研究（1992～1997 年）④中海「本庄工区」1,700ｈａの水

面の価値を問いなおす試み、調査及び啓発活動／1994～2000 年⑤中海・宍道湖をラムサール条約登録湿地と

するための調査及び啓発活動／1997～2005 年⑥中海干拓・淡水化事業中止後の湖の環境再生のための調

査・啓発活動／2000～現在⑦大橋川中洲での自然体験イベント／1994～現在、等に取り組んだ。④、⑤、⑥に

ついては連続講座という形でそれぞれ 13 回、５回、11 回実施。 

 

●干拓中止後の中海の環境修復を目標とし、

2001 年から３年間、「湖底の貧酸素水」を解消す

る方法を探るため市民の手による「水質解析シミュ

レーション」を実施し、結果をもとに 2002 年２月、

島根県に「干拓堤防の一部の開削を柱とする湖

流の回復策等」の政策提言を行ないました。その

中で、湖再生の理念として「『ラムサール条約』登

録湿地にすること」を掲げましたが、2005 年 11月、

宍道湖・中海はともに登録湿地となりました。 

 

 

 

（財）宍道湖・中海汽水湖研究所 

〒690-0049 松江市袖師町９９ 内藤ビル２０３ 

TEL/FAX ０８５２－２１－８６８３

E-mail ：Kisuiko@mvb..biglobe.nｅ.ｊｐ
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３．今年度の地球環境基金助成活動 

 中海の干拓事業が終結したことで、干拓予定地であった本庄水域（1700ha）を囲む堤防の一つである森山堤防

は、2008 年に開削工事が終了する予定です。20 数年間も閉鎖状態であった水域に潮流が戻るということは、水環

境の劇変を意味します。研究所では、本基金の助成を得て、この開削事業を環境修復へ活かせるよう、水質・生

物のモニタリング調査を実施しています。 

 中海の生態系回復を検証するための指標として調査対象としているサルボウガイ（通称：赤貝、統計によればピー

ク時の 1955 年には 1,610 トンを漁獲）とアマモは、1950 年代以前は中海で大量に採取されていました。生活排、化

学肥料、農薬の流入が増えたことや、干拓工事による潮流阻害、浅場の消失等が複合的に原因となり、生存、増

殖が難しくなったと推測されています。かつて最後までサルボウ漁が続いていたのが本庄水域でした。堤防開削による

環境改善（貧酸素水の解消、水の流れ）によって復活の可能性は大いにあると期待し、調査を進めているところです。

昨年度の潜水調査では、湖底で生息しているサルボウガイを発見し、撮影に成功しました。 

   

サルボウガイ（写真中央、2005 年 9 月 30 日、本庄工区西部承水路） 

  

 今年度も広範な潜水調査を行っていますが、これまでのところ、残存生貝は確認されていません。 

7 月豪雨の影響により中海の塩分が低下し、アサリやカキが大量に死にました。潜水調査時、湖底はそれらの著

しい量の死骸で覆われていました。 

 今年度からは、サルボウの発生学的繁殖生態を解明し、残存サルボウガイの繁殖を行なうための基礎研究実施

のために、水槽飼育調査も実施しています。 

 

４．今後の活動について 

 干拓堤防の一部開削も決まり、ため池状態だった本庄水域に潮流が戻るのは確実になりました。ラムサール条約

登録と相まって、湖再生へむけての輪郭はできつつあります。研究所としては、「宍道湖・中海のワイズユース」につい

ていっそう具体的な提案をするために、活動を継続していきたいと思っています。ラムサールブランド米の創出も、まだ

なじみのない理念をわかりやすい形で届たいと思い始めました。調査活動やその結果に対して住民の皆さんに関心を

持っていただき、湖を気にかけ見守る新たな輪が広がっていくことを希望しています。会員の方へは毎月、ニューズレタ

ーを配布し、ここでご紹介したような活動を報告しています。随時、報告会や講座を開催し、新しい知見をお伝えで

きるようにしています。 

私たちの活動に関心を持っていただける方は、上記研究所宛にご連絡のうえ、ご入会いただければ有り難いです。                              
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21 世紀国際協力活動しまね実行委員会（島根県） 

中国寧夏における砂漠緑化活動及び環境意識啓発活動 

 

【団体紹介】 

２１世紀国際協力活動しまね実行委員会では、１９９７年から島根県と友好都市提携を結んでいる中国

寧夏回族自治区に於いて、様々な日本の芸術、スポーツ等と共に中国でのお互いの文化交流を進めてきまし

た。また、銀川市南部にある砂漠地帯に参加者全員で記念植林を行い、島根県民と寧夏の人々との間に植

林を通じて相互の理解をし、将来のお互いの理解と人々の交流を更に深めていく考えです。 

 記念交流事業として県民参加の文化交流を多彩に繰り広げ、県民が寧夏の良さを持ち帰るとともに、今後

の更なる交流に相互理解が図れ益々積極的な交流が始まります。 

 そして、継続的な交流を進める上でも植林をキーワードに毎年広範囲な参加者を募り、音楽・スポーツ・芸

術等あらゆる面を毎年継続的に行い、寧夏へ行き文化交流が出来るような体制作りを目指しています。 

 日本の樹の文化と、中国の樹の文化の交流を通じ自然環境の理解・意識の向上を図りながら文化交流で

更なる総合理解が深まると考え活動しています。 

 

【連絡先】 

実行委員長 氏 名 倉井 毅（くらい つよし） 

      住 所 島根県安来市広瀬町下山佐２４３－４ 

      ＴＥＬ ０８５４－３２－２０５０／ＦＡＸ０８５４－３２－２１９５ 

 

事 務 局 氏 名 岩崎幸志（いわさき こうじ） 

      住 所 島根県安来市島田町６１７Ｅ 

      ＴＥＬ ０８５４－２２－６７８０／ＦＡＸ０８５４－２２－６７８０ 

 

【団体の活動概要】 

・島根県民交流団を結成し、毎年１回中国寧夏回族自治区を訪れ、砂漠緑化活動や文化交流事業を開

催（１９９７年～２００６年、参加者延べ人数９１５人） 

・国内（島根県）での交流活動として、中国青年の受け入れ事業及び学生支援を行う。 

・環境啓発活動として植林活動や意見交換会等を開催、また、青年受入事業時には県内のリサイクル施設

等の見学を実施 

・２００６年には「地球の秘密」中国語版１００００冊を寧夏政府に寄贈 

・ＰＲ活動として、島根県内で開催されるイベント等においてパネル展などを開催 

  

＜＜Ｈ１０年植林時に建立された記念碑＞＞  →    ＜＜同じ場所のＨ１８年の様子＞＞ 
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【今年度の地球環境基金助成活動】 

 活動対象地域である寧夏回族自治区は、中国中央部、黄河中流部に位置している。植林対象地域であ

る自治区北部は、年間降水量が２００mm と少なく、黄河に近接してはいるが、砂漠化の進んだ地域である。

農民は収入が得られる経済林には熱心だが、水源涵養や防風、保安のための生態林にはまだ関心が薄いよ

うである。 

 近年、中国においては、国土の緑化、砂漠化の拡大防止、環境保護を優先課題のひとつとし、「退耕還林

（草）」政策（失われた森林を取り戻し、緑の大地を回復するための政策）が本格的に動き出そうとしている。 

 また、寧夏回族自治区においても、砂漠化の拡大は、経済発展及び地場産業である放牧産業との兼ね合

いも有り、大きな課題のひとつである。 

 中国内陸部における砂漠化防止・砂漠緑化はその規模や影響力から見て地球規模の課題と考えられる。 

 これらのことを踏まえ、砂漠緑化面積が増えることはもとより、隣国である日本人が、同じ地球人、アジア人と

して、寧夏の砂漠緑化に協力し、環境意識啓発のために以下のような活動を行うことで、地元人民の環境意

識が高まるり、環境保全へとつながる。 

 そのことにより、参加日本人の意識改革も推し進められ、生活環境の見直し、環境保全への再認識がなさ

れる。 

 また、春先に飛来する黄砂の発生地である中国内陸部砂漠地帯において植林活動を体験することで、地

球規模の環境保全活動の必要性が再確認される。 

 中国寧夏砂漠地帯において、民間レベルでの交流活動・植林活動という共同作業を行ことにより、砂漠緑

化の手助けと、参加者自身の環境意識を養う。

省みて、日本の自然の豊かさ、環境保全の必要

性を再認識し、今後の環境保全活動の拡大に

寄与する。木を育てると同時に人を育てることこそ、

一過性ではなく持続可能な緑化対策と考え取り

組む。 

具体的な活動内容として、６月３日中国寧夏

回族自治区霊武市バイジータン砂漠において、

７０ａ（赤棗、樟子松等）の植林活動を日本人

参加者９３名及び地元中国人参加者が協力し

て行った。 

＜＜植林活動風景＞＞ 

 

【活動工夫点・課題】 

植林活動時には参加者にネーム入りプレートを渡し、自分の植栽した苗木に各自のプレートをかけることによ

り、植林作業という実践活動に合わせ、植栽後には各自の植林に対し愛着ができ、継続可能な活動となるよ

う工夫した。 

島根県の行う友好林造成は２００６年で１０年間の事業が完了した。今後は団体独自の活動として植林

活動を継続していく必要がある。そのため本年ＮＰＯ法人の認可申請を行う。 
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財団法人 水島地域環境再生財団 （ みずしま財団 ） （岡山県） 

瀬戸内海の環境再生を目指し、アマモ場を活用した環境教育の実践事業 

 

 

研究員 塩飽敏史 

【連絡先】 

〒712‐8034 倉敷市水島西栄町 13‐23 

TEL：086‐440‐0121 FAX：086－446－4620 

e-mail：webmaster@mizushima-f.or.jp 

URL：http://www.mizushima-f.or.jp 

 

1.みずしま財団とは 

 高度経済成長の時代、水島地域には巨大な石油化学・鉄鋼コンビナートが形成され、そこからの排煙により、大

規模な大気汚染公害が発生しました。そして 1983 年、主要企業 8 社を相手取り、公害患者たちは裁判を起こしま

した。倉敷公害訴訟です。 

 13 年間にわたる裁判を経て、1996 年に被告企業と原告公害病認定患者らとの和解が成立、解決金の一部を

水島地域の生活環境改善のために使用できるという和解条項が盛り込まれました。 

 これを受け、より良い生活環境を創造する活動を展開し、住民を主体に、行政・企業など水島地域の様々な関

係者と専門家が協働する拠点として、2000 年 3 月、みずしま財団は設立されました。 

  

2.みずしま財団の活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域再生】 
○ 地域資源の掘り起こし 
○ 調査活動 

八間川調査 

海底ゴミ調査 
コンビナートの環境改善に関する調査 

○ コミュニティとの連携 

【公害経験の継承・被害者支援】 

○ 資料保存 

 公害裁判資料の整理・保存 

 地域の公害体験“語り部”活動 

○ 公害患者の療養生活支援 

 

【公害・環境学習】 
○ 教材開発・普及 
○ 講座の開催 
○ 水島地域の紹介 

地域情報の発信 

公害に関する経験の途上国への発信 
 

【基本広報活動】 

○ 活動交流 

他団体との交流 

○ 広報宣伝 

「みずしま財団たより」の発行（隔月） 

FM くらしきでの情報発信 

子や孫により良い環境を手
渡したいという公害患者の

願いの実現を目指すために
＜手渡したいのは青い空＞ 
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3.瀬戸内海の環境再生を目指し、アマモ場を活用した環境教育の実践事業 

１）趣旨・目的 

我が国では、高度経済成長期以降、産業立地などを目的に沿岸部、特に干潟や藻場といった浅海域の大

規模な埋め立てが行われてきました。そのため、干潟・藻場の面積はここ数十年で急激に減少し、また、大量廃

棄社会によってもたらされた海底ゴミの堆積により、海底環境も悪化しています。そのため、人々特に子供たちが

良好な水辺環境に触れる機会もほとんど無くなっているのが現状です。しかし、「海のゆりかご」と呼ばれるアマモ場

をはじめとする浅海域の存在は、沿岸漁業の持続的発展、生物多様性の保護、水質の浄化などに有効である

と考えられています。そこで、海底ゴミ問題も含め、アマモ場の再生に向けた調査・研究を進めるとともに、子どもた

ちがアマモ場・海底ゴミという教材を通して自然環境の大切さについて学ぶことができるように、調査・研究の成果

を環境教育プログラムに組み込むことで、海域環境の再生に向けた総合的な取り組みを進めることを目的としてい

ます。 

２）アマモ場をフィールドとした体験学習プログラムづくり 

   かつて岡山県内には、4,200ha を超えるアマモ場がありましたが、600ha くらいまでに減少してしまいました。かつて

水島地域には、瀬戸内海でも有数の広大なアマモ場が広がっていましたが、コンビナートの建設に伴う埋め立てに

よりほとんど消滅してしまいました。 

  そこで、アマモ場の再生に向けて、まず現状の把握を行っています。岡山県内の漁協や県の水産課との懇談を行

うことで各地の状況や課題などについて話し合いました。また、アマモ場の現状を直接知るための現地見学も行い

ました。さらに、再生のための環境整備の一環としてその育成に重要な役割を果たすと考えられる海底土壌の調

査も行っています。これらのデータを元に、専門家を交えて、海底ゴミ調査や、漁業体験も加えた、体験型環境学

習プログラムづくりに向けた検討を進めています。 

３）海底ゴミ調査活動 

海洋環境の悪化の一つの要因として海底ゴミの問題があります。みずしま財団では、2000 年度から地球環境

基金の助成を受けて、備讃瀬戸海域での海底ゴミの実態把握調査を行い、その回収･処理体制の確立に向け

た取り組みを行ってきました。これまでの調査から、ポリ袋や空き缶など、日常生活から排出されたと考えられるゴミ

が大半を占めていることが明らかになっています。その多くは自然には分解されず堆積し続けるため、海底の環境

破壊の一因となっていると考えられます。海底ゴミは、ほとんどの人が普段目にすることがないため、放置されてきま

したが、岡山県の「瀬戸内海環境美化推進事業」、環境省の呼びかけによる「瀬戸内海海ごみ対策検討会」な

ど、行政と漁業者を中心とした具体的な取り組みが始まっており、みずしま財団も協働を目指して協力していま

す。 

 

4.活動の工夫点、課題 

 環境再生の取り組みを進めるにあたって、市民、企業、漁業者、行政の協働（パートナーシップ）を重視して取り組

みを進めています。様々な主体、特に市民にこの取り組みに関心を持ってもらうために、各種イベントでの展示や、学

会、シンポジウム等での発表を積極的に行いました。また、漁業者や行政とも懇談を行うことで、良好な協働の体制

が構築できつつあると思います。 

 海辺やアマモ場をフィールドとして活用することを考えた場合、時期的に限られることもあり、年間を通してのスケジュ

ールの組み立てに工夫が必要と感じています。特にアマモ場を見学するのに都合のいい時期と、漁業体験に適した

時期の組み合わせや、学校や生涯学習の現場でのニーズに合わせてどのようなプログラムが提示できるかが課題で

す。 
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NPO 法人 千羽鶴未来プロジェクト（広島県） 

千羽鶴の再生紙化プロジェクト「鶴の恩返しプロジェクト」 

 

 

 

１．団体の紹介・連絡先 

 2002 年に設立した NPO で、平和の祈念に折られた千羽鶴を再生し国際交流・環境問題・平和

教育に貢献する団体です。 

 

連絡先 

名 称  特定非営利活動法人 NPO 千羽鶴未来プロジェクト 

連絡先 広島市中区大手町２丁目２-１３ muruku office 内 

電 話 082-245-4649 Fax 082-245-4667 

mail  mirai@npo-jp.net 

URL  http://www.mirai.npo-jp.net/ 

 

 

 

ルワンダ共和国 
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２．活動概要 

広島市・沖縄・長崎・高知など各県の平和記念碑、平和イベントなどに集積される千羽鶴を、ノー

ト、ボールペンなどのグッズに再生し、配布、販売などの利益で再生グッズを内発展途上国の子供達

に届ける事を主な事業としている。 

 

 

３．今年度の地球環境基金助成活動 

各県からから届いた千羽鶴の再生紙費用、再生グッズを作る費用に充当。 

 

 

４．活動工夫点・課題 

①会員の増強 

②再生紙費用の確保 

③再生グッズを海外へ送る費用と方法の検討 

④新しい再生グッズの開発と、その販売委託先の拡大。 

⑤その他、ボランティア団体との連携など 
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NPO 法人 日本ツキノワグマ研究所（広島県） 

西中国３県におけるツキノワグマの絶滅回避緊急事業 

 

 

NPO 日本ツキノワグマ研究所 

〒738-0301 広島県廿日市市吉和 1107 

Ｔ＆Ｆ ０８２９－７７－２０８０ 

URL  http://ha3.seikyou.ne.jp/home/kmaita/ 

 

 

私たちは野生鳥獣の保護管理に関する総合的調査研究、被害対策支援、人命救助、国際協力、環境教育

情報発信などの事業を長く行って来ました。 

基本的にはツキノワグマ、ヒグマの基本的な生態を知ることが大事で、クマを観察し続けています。 

その中から、人身、農林被害の防除法が分かって来る、というのが私たちの考え方です。 

ツキノワグマは東アジアに生息する「アジアの動物」であることから韓国での保全、中国黒龍江省での被害対策支

援を行って来ました。 

そして近年、再び広島、島根、山口の西中国３県のツキノワグマ個体群の生息状況が危険になり、日本国内に

活動の重点を移しました。この地域は日本版ＲＤＢ中の絶滅の恐れのある地域となっています。 

現在の生息数４８０頭±２００頭の内、０４年度に２３２頭が駆除され。０６年度は２２０頭（未確定）が駆除され

て、ここ５年間でも７００頭超駆除されて、生息数に匹敵する数が駆除されて絶滅の現実に直面しています。 

そこで民間団体ができる既存技術事業を緊急に実施する必要があります。 

西中国３県は被害対策先進地であったためにイノシシ、クマ対策用に電気柵が長大に設置され両種は耕作地、

集落周辺で餌を取れなくなり山奥で種の維持をかけた闘争が始まったと思われます。 

近年、クマの越冬・繁殖に重要な堅果類（クリ、コナ

ラ、ミズナラ、ブナ）が０４年のように並作以上、０６年度

はクリが大豊作、ブナ、ミズナラ、コナラが、いずれも半数

の地点で並作、半数の地点で皆無で、中規模な出没

と考えられている状況で、大駆除が進行しました。 

０４年の大駆除で生息の中心部が空洞化（３県合

同調査）し、周辺部の里グマが０６年に大量駆除され

ました。０６年のように集落依存型のクマの割合が多い

西中国ではクリの大豊作がクマを里に引き付け、駆除

努力がなされて、駆除数が増加する現象が見られま

す。 

ために西中国のクマの保全は①西中国山地での正

確な生息数の把握②クマ自体を救助する③イノシシの

駆除を推進する④山間地住民にクマの生態と防除法

を講習する必要に迫られています。 

しかし山間地は過疎・高齢化で被害対策、里山保

全、防除ができずに推移しています。 

そこで、緊急に都市市民が駆除数の減少に貢献で

きる方法を模索し、全国へのモデル事業としたい。 
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１ カキの実もぎ隊、トタン板巻き隊   

秋になると全国でカキに誘引されて駆除される

クマが増加します。駆除数の４０％以上が、この

形態と思われます。そこでカキ依存型のクマを、こ

れ以上作らないため、カキの実をもぐ事業を１９９

１年より継続中です。もいだ実が野生動物に再

利用されないように青い未熟な８月末から行うこ

とが重要ですが、実が葉と同色で識別が困難で

除去効率が悪い、落果したカキの実が硬く参加

者の頭部を打ち危険、残暑でボランテアーに熱

中症が多発するなど、困難が伴ないました。 

そこで０６年度は時期をずらして、９月中ごろ

からボランテアー参加を呼びかけ週ごとに、各県

の主要被害地町村で実施し所有者の了解のもとに利用されない放棄カキの実をもいだ。 

そのときクマとの共生の仕方を記したパンフレットを配布しました。 

もいだカキの実の利用方法は事前に考えておかなくてはならず、また破損カキは地中に埋没させて処理しました。

実を利用しているカキ、クリの木にクマが登れなくするため樹幹にトタン板を巻く方法で、１９９１年に実施したトタン板

は現在も、役立っています。 

この事業に付随して新たに「根本的にカキの木を除去する、カキの木の伐採」を開始しました。 

これもカキの実を利用しない所有者の了解を得て伐採しました。 

 

２ 堅果類調査による豊凶調査と出没予想システムの構築   

西中国３県にボランテアーを配置し堅果類（クリ、ブナ、ミズナラ、コナラなど）の花芽の様子と、なり具合を調査して

メールにて本部に送信し分析の上、出没予報を出す方法です。 

これにより関係者は事前に対策の準備ができることになります。 

１０年ほど前まではドングリ類の豊凶でクマは里に出没を数年置きに繰り返してきましたが、 

近年はドングリの豊凶とは関係なく、イノシシとの関係、温暖化（巨大台風、酷暑）、ワナ免許者の増加などで、

以前とは違う状況が加わり、即断ができなくなりましたが、基本的にはドングリ類の豊凶が、出没の主因になっている

ので、全国で行われています。 

 

３ 孤立個体群間の生息状況の把握 

西中国３県で有刺鉄線を利用してクマの毛髪を収集し、遺伝子分析を大学と連携しておこない、個体数把握を

行う調査を行っています。 

 

４ 巡回学習会開催                  

クマの頭骨、糞、堅果類、紙芝居などのクマキットをアルミトランクに入れて教育機関、行政でのクマの生態・防除

法の学習会を行っています。 

これらにより「人も助かり クマも助かる」方法を追求しています。 

どのような団体の活動にも困難と課題がありますが、クマへの人々の恐怖、農林被害の発生（年間１億程度です

が）、一頭５０万円（韓国では８００万円、中国では１５０万円）もする有価物であり既得権者がいること、保護か駆

除かと世論が分かれる点などで、解決が難しい問題と思います。 
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NPO 法人 ひろしま生涯教育研究所（広島県） 

水循環系の構築のための「太田川流域フォーラム」等の活動 

 

１．団体の紹介・連絡先 

 

【団 体 名】  特定非営利活動（NPO）法人 ひろしま生涯教育研究所 

 

【所 在 地】  〒730-0016 

         広島市中区幟町 14-11 銀山不動産第 2 ビル４F 

         TEL：082-511-5890 FAX：082-511-5891 

 

【団体の設立経緯・目的】 

21 世紀社会は、国際化、少子高齢化、環境保全、福祉社会、団塊の世代問題、ＩＴ化、男女共同

参画社会へと多様な変化と進展がみられる社会で、今、個の確立と自己責任が強く求められて人間

の生き方が問い直され、さまざまな課題に直面しています。そうした課題の解決のために社会貢献を行う

のが目的です。 

 

２．団体の活動概要 

  ▲研究例会  

歴史、文化、環境、福祉、経済、教育など多様なテーマで原則毎月１回行われる。2007 年 2 月で

316 回。 

  ▲フォーラム  

   メセナ、国際交流、地域づくり、環境保護、福祉などのテーマ 

2005 年 9 月「太田川ふるさとフォーラム」安芸太田町 

2006 年 7 月「安全と安心のフォーラム」廿日市市 

         9 月「太田川ふるさとフォーラム」2 回目安芸太田町 

 ▲福祉施設の第３者評価 

  福祉サービスの向上と利用者への情報公開のための第 3 者評価を受託 

 ▲受託助成事業 

  公益事業として財団、行政などからの助成を受けて実施 

・広島県から「ひろしま 100 選」事業を 2002 年に 受託実施 

・㈳日本たばこ財団から「地域文化を学ぶ日曜 学校」事業を 2003 年に受託実施 

・広島市から「水と環境」を学ぶ資料作成事業を 2003 年に受託し、広島市内小中学校に配布 

・独立行政法人福祉医療機構より助成を受け「子育て支援ネットワーク」事業を展開 
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３．今年度の地球環境基金助成活動 

 

【活 動 名】  水循環系の構築のための太田川フォーラム等の活動 

 

（１）活動の背景と目的 

太田川流域は上流域、中流域、下流域までその流域地域は広域であり、人々の河川や水資源等につ

いての問題意識にも格差があり、河川環境への関心や理解も不十分である。それの背景には流域の人々

の環境学習や流域間交流等も十分になされていない現状があった。そうした現状を打開し、太田川の環境

問題についての人々の認識を深めると共に、「太田川に学び」そして「太田川との共生」を考える人々の意

識や姿勢を育てるべく、今回の活動を企画し、推進することとした。併せてその成果を「自然環境保全への

（太田川探訪）」という冊子にまとめ、広く多くの人々の参考資料として提供することも目的とした。 

 

（２）活動の概要 

本事業を計画・推進し、その成果をあげるためには広く関係者の協力が必要なので、事業主体のＮＰＯ

法人と流域関係の諸団体等の関係者の理解と協力を得て実施した。その手法は調査研究、研究協議、

相互交流、フォーラム、資料提供、現地踏査等の多様な方法で行った。 

当初計画通りに 5 月以降、行動委員会、流域交流会、意識調査、フォーラム開催、現地踏査、冊子

編集作成等の諸活動と諸作業を行ってきた。その間、本活動に参加した住民・関係者は延７００名を超え

る規模であった。なお、本活動の成果と広がりを実証づける動きとして、太田川下流域の広島市内の女性

会、自治会、ロータリークラブ等の参加協力がかなりあったことが評価できる。 

 

（３）これからの課題 

本活動の参加対象は当初から多世代の参加を求めていた。今回のプロジェクト効果で地元の高校生及び

森林組合等へのインパクトが見られ、２年目以降の展望が開けてきた。ただし本活動がイベント的傾向になら

ないように常に反省評価し、流域の人々の日常的活動と「太田川（通）」のボランティア活動への発展と、環境

保全への意識と生活行動の向上への持続的戦略の展開が課題である。 
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おららの炭小屋（徳島県） 

過疎地における人工林の持続可能な利用方法に関する知識と技術の普及啓発 

 

１． 団体の紹介・連絡先 

 

いま世界は暴力と不安を抱えています。それは人類が自立して生きることへの

「自信」を失いかけているからでしょう。助けあって生きることより、他人よりも「豊

かな」暮らしを志向することでますます失われて行く、そんな時代だからこそ身近

にある資源を知恵を使って利用し、共に汗して働くことで「自信」を取り戻す。わ

れわれはそうありたいと思います。  [http://olala.jp より] 

                   

ダム建設から川を守り抜いた木頭村（現那賀町）の貴重な宝は、このソーダ色の自

然な流れとそれを守り育んできた山の民の生き方です。そこで、このような「過疎地」

でかつての山の生業であった炭焼きをもう一度復活させようと、2000 年に炭窯づくり

から始まったのが「おららの炭小屋」です。荒廃した山の状況を憂い、資源循環型の

山の暮らしが途絶えようとしている現状をなんとかしようと、自給自足の時代を経験

してきた高齢者が中心となって活動を開始しました。 

 

団体名：おららの炭小屋 

代 表：大城慶太郎 

所在地：771-6512 徳島県那賀町木頭北川船谷 

連絡先：E-mail office@olala.jp（Web 担当/玄番） 

電話/FAX 0884-69-2901 

サイト：http://olala.jp 

 

２．団体の活動概要   

 

「地域の自然」と生きるために培われてきた「生活技術」を後生に残すため、次のような活動をしています。 

 

・ 炭焼き（原則毎月第３日曜日の定例炭焼き研修事業） 

  炭焼きの知識、実作業全般を修得できます。また、炭、木酢の 

  普及啓発と独自財源確保のための販売も行っています。 

 

・ 山仕事（植林・間伐・木挽き・小屋づくり等の研修事業） 

 森林資源の永続的な利用方法を実地に学ぶことができます。 

 木を暮らしの中に取り入れるために木工芸作品の製作販売も実施。 

 

・ 自然体験（四季折々の山・川・野遊び体験事業） 

一本乗りやゆず採り、魚釣り、動植物観察を通して、教育機関や 

環境 NPO/NGO 等への環境教育プログラムを提供しています。 

 

例えば、木の皮を屋根に、葛をバンセン代わりに、栗の木を柱に、間伐

材を桁や梁に、小径木を垂木に・・・これで雨露をしのぐ小屋ができます。

道具はナタ、ノコ、チョウナ、そして人の知恵。 

お金さえあれば専門家に任せることもできます。しかし、知らないうちに貴

重なエネルギーを多量に消費し、地球上のどこかの自然と暮らしを追い

詰めているかも知れません。身近な素材で近所の人にも手伝ってもらって、共に汗して作り上げるという"豊かさ"

はお金では代えられないものです。「おららの炭小屋」の活動はこのような点に根ざしています。自然と人、人と人

とを結び、持続社会のヒントをこの「過疎地」から発信していこうと思っています。 

http://olala.jp 
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３．２００６年度の地球環境基金助成活動 

今年度から「過疎地における人工林の持続可能な利用方法に関する知識と技術の普及啓発」というテーマで次のよう

な助成事業を実施しています。 

 
【間伐材の利用方法の普及啓発活動】 

杉材の木炭利用、間伐材・株・杉枝などの燃料利用、新建材に代わる木本来の特性を生かした建築材への使用

方法、日常生活用品への木の利用などについての普及啓発を行う。 

 

【体験講座の開催】 

2006 年 1 月に実施された地球環境市民大学校四国中国ブロックでのエコ・ツアーの手法を実践する。 

 

林業不況下で手入れが進まない人工林に対する認識を広め、除間伐材の利用方法を、循環型の地域社会形成に

役立てることを目的とする。人工林を管理している過疎地域での技術の伝承と、それを地域の活性化のために各種用途

の開発を行う。そのことによって、水資源の確保や災害に強い山林をつくり、木を暮らしの中で使って行く社会形成を行う。 

 

■ ２００６年度活動内容 

間伐材利用研究 

杉 炭 生 産 用 簡 易 炭 窯

「伏せ窯」 

杉炭を使った濾過実験

装置「杉炭浄化水槽」 

間伐材利用建築１ 

「テラス」 

間伐材利用建築２ 

「ワークスペース」 

間伐材利用建築３ 

「ログハウス基礎」 

     

自家用の炭を作るための

伏せ窯を再現し杉炭生産

用に建設 

燃料としては品質面で劣

る杉炭を水質浄化に役

立てる目的で建設 

購入資材を極力抑えつ

つ、都市空間にもマッチし

たテラス建築 

地元の山林（会員所

有林）から伐り出した

資材を利用 

木頭林業振興会との協働

事業として、ログハウス建築

講座開催 

 

間伐材利用研究 体験講座 

間伐材利用サンプル 

「アニマルハウス」 

間伐材利用サンプル 

「チェアー」 

間伐材利用サンプル 

「ゴミステーション」 

間伐体験 

「夏のがっこう」 

間伐体験 

「冬のがっこう」 

   

小径木や端材、建

築廃材を用いて製作 

丸太間伐材の端材

のみで製作 

丸太間伐材の端材のみで製

作 

小学校/山村留学センターの依頼で開催 

 

 

４．活動工夫点・課題 

間伐材利用を促進するためのモデル造りとはいえ、当会の体験用施設としての建築にはスペース的にも限界があり、会

員所有地での建築となりましたが、当然、建築資材費はすべて個人負担となります。これらがモデルケースとなって間伐材

の利用促進にリンクするためには、当地へのエコ・ツアー（来年度予定事業「山里ステイ」）で、そのノウハウと共に間伐材の

伐りだし、運搬などの現場を体験してもらう必要性があります。そして何より「木を暮らしの中に取りいれる」ことの意義を地

球環境や心理面からも伝えることが課題としてあげられます。 

杉炭のついても浄化槽の維持管理にはそれなりの手間もかかりますが、浄化された水槽で水生生物を観察できるように

することで、エコ・ツアーや環境教育プログラムとのリンクも模索してみようと考えています。最終的には、間もなくせざるを得な

い河川改修工事に於いて、近自然工法を周辺の人工林（間伐を促進して混合林化）の手入れとも絡めて達成し、河川

生態系の再生を目指したいと考えています。 
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NPO 法人 新町川を守る会（徳島県） 

吉野川、新町川等の環境保全グランドワーク推進モデル事業 

 

 

１．団体の紹介・連絡先 

〒770-0832 徳島県徳島市寺島本町東 1-17 

ＴＥＬ 090-3783-2084  ＦＡＸ 088-623-2707 

http://www2.tcn.ne.jp/~nposhinmachigawa 

新町川を守る会 会長  中村 英雄 

 

新町川を守る会は、１９９０年３月に「市民の汚した川は市民の手できれいに再生しよう！」と有志１０人で会を

発足し、毎月２回ボートで川の清掃を始めました。 

今では、徳島市のひょうたん島を囲む新町川と助任川の他、田宮川、吉野川の清掃、 ひょうたん島周遊船の運

航、花植え、植樹活動など、年間を通しての多彩なイベントを行っています。 

発足以来 17 年が経過し、現在では会員数も約 300 人になりました。初心を胸に、市民の皆様の一層のご支援

と協力を戴き、さらに多彩な活動を充実し、川を守り、水を活かしたまちづくりを進めていきたいと考えています。 

会は「できる人が、できる時に、できることを」を基本に、参加するすべての人々によって活動が支えられています。 

人々の善意による活動の輪と和をさらに広げていきたいと思います。一人の百歩より百人の一歩を！  

 

２．団体の活動概要 

新町川を守る会は、新町川を中心にした徳島の川全体をみんなの手できれいにしていこうとする有志の会です。 

月数回の清掃や花植え、植樹、イベント活動をなどを通じて徳島の川を「チョビットづつ」きれいにしていきたい…楽し

みながらボランティア活動をしてゆく肩の張らない会です。 

「最近、川がきれいになったね。」そんな声をかけていただけるようになりました。どのような形でも結構です。この会の

活動にご賛同いただきましたら、ぜひ参加、応援して下さい！ 

●クリーンアップ活動  

◇新町川、助任川、田宮川流域一帯 

◇吉野川河川敷    

◇沖洲マリンターミナル周辺 

◇伊島クリーンアップ大作戦 

●リバークルージング活動  

◇ひょうたん島クルーズ 

◇津田港[とれとれ市]への送迎船 

◇吉野川クルージング 

●リバーサイド修景活動  

◇田宮川堤防の緑化運動 

◇藍場浜公園の花植え 

◇3001 年の森植樹活動 

●イベント活動 

◇吉野川フェスティバル  

◇とくしま夢あかり 

◇川からサンタがやってくる 

◇水際コンサート（不定期） 

◇寒中水泳大会 

クリーンアップ活動の様子 

リバークルージング活動の様子 
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３．今年度の地球環境基金助成活動 

 住民と企業と行政との協働の観点から、四国と徳島県を代表する吉野川と新町川において、住民と企業と行政と

が十分な連携を図り、それぞれが役割分担のもと、環境の保全と自然と人間の共生関係を築き上げる諸活動を行

い、全国のモデルケースとなるような活動展開を図ろうとするものです。 

（１）１０，０００人による吉野川クリーンアップ大作戦の開催 

     吉野川の源流から紀伊水道の海まで、広域的な連携を図り１０，０００人による河川一斉清掃の実施 

（２）アドプトプログラムに加入、活動している団体の大集合と意見交換会の開催 

   河川、道路等のアドプトに加入、参加している団体が一堂に会し、意見交換と連携を深める。 

（３）吉野川の恵みに感謝するイベントの開催 

   吉野川を見て、触れて川の恵みに感謝し、河川環境保全啓発のイベント吉野川フェスティバルの開催 

（４）新町川リバークリーンアップ等活動 

   住民に身近な河川として、新町川等の河川清掃と無料遊覧船の運航 

（５）「３００１年の森」づくり活動 

   吉野川の源流に広葉樹の苗木を植樹し、１０００年後の森づくりを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．活動工夫点・課題 

 何事も楽しくやることが活動の工夫点です。課題は、いかに若い人をひきつけて、行事やボランティアに参加してもら

うか。そして、協力してくれる人は様々な能力を持った方が多いので、その能力をうまく引き出していくことです。 
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香川淡水魚研究会（香川県） 

Conservation of fresh-water fish of Kagawa 

ニッポンバラタナゴ（Rhodeus ocellatuskurumeus）の保護 

 

 

設立趣旨 

本会は、生物多様性の維持に貢献することを目的とし、その達成のために 

・香川県を中心とする淡水魚類の分布調査 

・在来種の保護・保全活動 

・移入種問題啓発 

を行うことを趣旨としています。 

と、いうのが大前提ですが、活動スタンスは「水

辺遊び」です。 

発見の喜び・新鮮な驚きを感じることを楽しん

でいます。 

当会のＳＴＡＦＦのほとんどは、高校生もしくは

教員です。 

この活動が、拡がりをみせて、地域の自然環境

を見つめ直す、ひとつのきっかけになることを目標に

しています。 

 

 

活動 

香川県を中心に 

・分布調査（生物・水質調査） 

  淡水魚類を中心に、どこにどんな生き物がいるのだろう？ 

・絶滅の危険性が高い種の保護または保全、増殖研究活動 

身近にいる生き物たちの絶滅をただ見ているのは嫌！ 

・自然環境保全活動 

人間にとって自然は、想像以上に価値が大きいのかも？！ 

・観察会（水辺の学習会など） 

次世代に豊かな自然を伝えていくためには、身近な自然に触れてみることが大切だと思う。 

・移入種問題に関する活動 

日本在来の生き物が、移入生物に置き換わっても問題ないの？！ 

といった活動を展開しています！ 

 

 

連絡先 

 担当 ：川田正明 

E-Mail：m_kawada@js4.so-net.ne.jp 

WebSite：香川淡水魚研究会「消えゆく日本の淡水魚たち」 http://www.purety.jp/fish/ 
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ニッポンバラタナゴが天然分布する池 

保護池での定期調査 

香川県東讃地区におけるニッポンバラタナゴの現状と保護 

香川淡水魚研究会代表 川田正明 

（香川県立高松工芸高等学校 教諭） 

 

 本団体は、平成１５年に結成し、香川県内の河川・ため池で生物調査を行っ

てきました。平成１６年からは、地球環境基金助成活動である二ッポンバラタナ

ゴ（絶滅危惧ⅠＡ類）の保全活動に取り組んでいます。本県においてニッポンバ

ラタナゴの保全という意識は決して高いとは云えません。現在、本団体が課題・

問題視している点として次のようなことが挙げられます。 

１．ニッポンバラタナゴを保全する団体が複数あり、連携がとれていない。しかも、  

各団体によってニッポンバラタナゴに対する理解度の深さが異なる。団体によっ

ては不適切とされる移殖・配付を行っており、遺伝子攪乱、場合によってはタ

イリクバラタナゴとの交雑を進める危険性をはらんでいる。 

２．ニッポンバラタナゴか？タイリクバラタナゴか？ 

公的機関のバックアップによって判定するシステムが確立されていない。本団

体は、清風高校 加納義彦先生の指導・協力を得て、来年度早期のうちに

アイソザイム分析による純系判定ができるように取り組んでいるが、資金面で

厳しい状況におかれている。 

３．溜池の浚渫工事などで、県職員で構成する任意団体が、一次避難のため 

の移殖を行っているが、移殖するニッポンバラタナゴが本当に純系なのか、移

殖先のため池の下流側にニッポンバラタナゴが生息していないか（異なる水系

にも移殖している）、などを十分に調査せずに移殖を行っている。 

４．外来種問題・希少生物保全に係る普及啓発が不足している。地域住民や

一般に広く生物多様性の価値を人間活動に関連付けて知識提供することが急務。 

  

本団体は、香川県立高松工芸高等学校環境研究同好会と連携を図りながら、次世代を担う高校生と共に活

動しています。加えて、これまでの活動を同校演劇部と協力し、「寂寞のせせらぎ」と題する演劇作品を創作して、昨

年文部科学大臣賞をも受賞しました。本作品は、引き続いて平成１９年度も、広く一般公開したい考えです。 

 保護池でのニッポンバラタナゴ保全活動も順調に進んでおり、毎年ニッポンバラタナゴの再生産が確認され、移殖

時、約３００尾のスタートから、現在は、２０００～１００００尾程度の間で推移しているものと考えられます。昨年は、

ニッポンバラタナゴの産卵母貝であるドブ貝の再生産についても確認できました。 

本団体の取り組みは、サイトを通じて広く一般に公開しています。平成１７年度にはさぬき市造田地区より要請が

あり、ニッポンバラタナゴ復元のための、オオクチバス・ブルーギル防除を目的とした池干しを行いました。当該地区にお

いて本団体が幹事団体となり、平成１８年７月１８日付で環境大臣・農林水産大臣から全国初のオオクチバス防

除認定を受け、オオクチバス･ブルーギルが違法放流される以前の生態系再生を目指して、地域住民・行政・自然

保護団体らと合意形成を図りながら取り組んでいます。 

 

香川淡水魚研究会 「消えゆく日本の淡水魚たち」 http://purety.jp/fish/ 

ニッポンバラタナゴ雄 ニッポンバラタナゴ雌 オオクチバス防除作業中のため池 
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社団法人 大川村ふるさとむら公社（高知県） 

大川村どんぐりランドプロジェクト 

 

 

１． 団体の紹介 

〒７８１－３７０４  高知県土佐郡大川村朝谷２６    

社団法人大川村ふるさとむら公社   

連絡先 ０８８７－８４－２２０１ 

 

① 村の名勝（自然）⇒巨樹、村内めぐり、写真の説明 

村内にひっそりとたつ巨樹！四季おりおりの新緑や秋の紅葉、又常緑樹についても緑を保ち多彩な風景を見せ

てくれています。 

② 循環型産業を目指して⇒大川黒牛の放牧場⇒大川村のすばらしい自然環境だけでなく、自然の持っている生

命力、自然の命のサイクルを大切にした畜産⇒イベント、加工品の謝肉祭への展開 

堆肥センター⇒資源エネルギーの再利用と自然を汚さない技術（家畜の排泄物を資源と考え再利用） 

・牛ふんを酵母槽でかき混ぜながら液肥を加え、水分調整を行った土壌菌を供給し土に近いコンポストをつくる

これにより臭いや汚水がなくなり、家畜特有の病気予防や土壌改善がはかられる。 

肉用牛肥育センター⇒牛の成長や体質を考えた飼料の与え方がされている 

・大川黒牛は畜舎に敷き詰めた分厚いオガ屑や上記のコンポストのうえで、和牛飼育の基本を忠実に味本位

に恵まれた自然の中で育てられています。 

白滝小水力発電⇒地球における水の輪廻転生、山に生まれ森を抜け野にいたるまでは、水を思いやりいとお

しむことが、山で生活するものの努め、水気耕栽培ハウスへ供給 

水気耕栽培⇒省エネルギー自然活用型農業、軽労働と収益性の高い農業、他産業への波及効果、地域エ

ネルギー開発利用など（当初の目的、現実） 

③ 大川村ふるさと留学制度（留学の要項、お山のガキ大将写真、新聞記事の説明） 

⇒親元を離れ異年齢集団生活を共にし大川村の自然体験や地元の子ども達との交流による刺激を受けな

がらお互いの長所を伸ばすことを目的とした留学制度 

 

２． 団体の活動概要 

   地域の特性を生かした資源の活用、生活環境の整備及び総合的な産業振興を計画的組織的に推進するた

め、行政及び産業団体並びに村民の連携のもとに相互の機能を有機的にして最大に発揮できる総合調整を

図る中核的組織として、活力に満ちた潤いのあるふるさと村づくりを推進することを目的とする。   
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３． 今年度の地球環境基金助成活動 

①．環境教育の推進：山へのつながり 

・どんぐり銀行植樹祭：どんぐり銀行の預金者、都市住民、地元住民・都市との交流 

・どんぐり銀行ネットワーク形成強化 

どんぐり銀行の支店は全国に散っているので、全国のどんぐり銀行ネットワーク形成強化を進める。大川

村で作られたドングリ苗木が、栃木県佐野市の植樹祭で植樹されている。どんぐり銀行支店の NPO 法人

ZEN（ゼン）と交流を行う。大川村の児童は植樹祭で植樹活動を行っていて、森づくりの意識があり、交流

のなかで体験発表等を行う。 

・ 自然とふれあい事業：森林の学校事業 

エコツアーの開催：川遊びや登山、木炭づくりや森林探索等 

エコツアー参加者・高松市栗林小学校、古高松小学校 

・香川県内小学校等、副読本を使った環境学習の出前講座 

②．ブナの巨木が存在する、大座礼山 

・巨木の地下根の保護・ササ等雑木除去・専門家による池復活、山調査（継続） 

・どんぐり銀行ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでの情報発信収集・四季それぞれの映像記録（継続） 

・各関係機関などとの研修会 

③．ボランチィアによる登山道整備 

   講師の指導を受けながら、ボランチィアによる登山道を整備する 

④．大座礼山から白滝の里周辺の山岳道調査  

   稜線を越えながら測量を行い山岳道の調査をする 

 

４． 活動工夫点・課題 

今年は巨木の大座礼山ルートの道路が通行止めで、９月からの活動となりましたが、暖冬傾向で冬場の時期

でもボランティアの方たちと登山することができました。 

１年のなかでどうしても夏場にいろいろな事業が重なりますが、効率よく調整をおこない交流活動拡大を進めて

いきたい。 

 

大座礼山に昔存在した池の跡での作業 
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社団法人 生態系トラスト協会（高知県） 

高知県高岡郡四万十町におけるヤイロチョウの地域保護管理マニュアル検討及び策定活動 

 

１．団体の紹介・連絡先 

社団法人生態系トラスト協会 
（ECOSYSTEM TRUST SOCIETY） 

事務局 

〒781-0270 高知県高知市長浜 4964-11  

TEL・FAX:088-841-5400 

E-mail: ecokochi@k5.dion.ne.jp  

URL:http://www.h7.dion.ne.jp/~ecokochi 

目的：広く社会に生態系保護の思想を普及するとともに、生態系に関する調査研究、提言等を行い、もって人間

性豊かな社会の発展に寄与することを目的とする。 

 

事業：（１）生態系保護思想の普及啓発 

（２）自然に親しむことを目的とした催しの開催 

（３）ビオトープ構想の普及啓発並びにビオトープ施設の設置及び管理 

（４）生態系の調査研究及び資料の収集 

（５）生態系に関する出版物及び機関誌の発行 

（６）地方公共団体が行う生態系保護事業に対する協力 

（７）前各号に掲げるもののほか、協会の目的を達成するために必要な事業 

 

２．団体の活動概要 

1994 年 2 月、日常的に環境学習や環境調査、トラスト活動などを行い、行

政や議会によりよい環境をつくるための政策を提言するボランティアの市民団体

として任意団体が設立。1997 年 4 月、社団法人となる。2005 年 7 月、団体

名称が「高知県生態系保護協会」から「生態系トラスト協会」となる。 

募金や寄付金（ナショナルトラスト手法）による、野生生物保護区の購入、

「めだかトラスト」や「グラウンドワーク活動」の支援、学校等への環境学習の講

師派遣、カヌーなどを用いた自然観察会、絶滅のおそれのある野生動物の調

査研究などを行ってきた。 

 

ヤイロチョウ調査研究・保護普及啓発の取組み： 

1995 年から高知県大正町（現四万十町）でヤイロチョウの保護を目的に調

査を開始。その結果、四国の西南部、四万十川流域の森が、日本で有数の

ヤイロチョウの飛来地域であることがわかってきた。しかし、繁殖地の照葉樹の森

は伐採されて年々少なくなっており、その保護対策が求められていた。 

協会では、2002 年からナショナルトラスト手法で「一口オーナー募金」を呼び

かけ、ヤイロチョウが生息する森を民間団体による恒久的な保護区として購入し

た。これまでに全国 596 名の方から 2057 万円の募金が寄せられた（2006 年 12

月 24 日現在）。これらの募金により、四万十川流域の山林約２１万平方メート

ル（２つがいが生息可能と推定）を購入し、「四万十ヤイロチョウの森」と名付け

た。この取り組みには、トラストのある集落の方も全員募金に協力して、地域の

賛同を得ながら進めている。2004 年には、購入した森で 6 羽のヒナの巣立ちが

確認された。 

トラストの森を軸に、学生や会員などボランティアの協力による整備作業やパ

トロール、現地調査活動を実施し、会員や寄付者、関係者に対して視察ツア

ーなどを行ってきた。 

2004 年からは、集落で無農薬により生産されるお茶を買い取り、会員や寄

付者などに「ヤイロチョウの森のお茶」として販売し、売上の一部を自然保護活

動にあてる試みも行っている。 

 また、本種が渡り鳥であることから、越冬地といわれるマレーシアや、中継地や

繁殖地の中国、韓国、台湾などの研究者や自然保護団体とワークショップを行

うなど、国際的な交流も進めている。 

 

ナショナルトラスト 

乱開発から歴史的な遺産や自然を守ること

を目的として、国民から広く寄付金をつのり、土

地や建物を購入し、（または寄贈をうけ）保存・

維持管理・公開して恒久的に残していこうとい

う市民運動です。１８９５年イギリスではじまり、

現在イギリスでは全国民の５％（300 万人）が

会員となって、トラスト活動を支えてる。 

 

ヤイロチョウ 

八色の色をもつ鳥、八色鳥。1937 年に高

知県（四万十川流域の森）ではじめて営巣が

確認された。高知県の鳥に指定されている。

姿をみることは稀で「まぼろしの鳥」や「森の妖

精」などとよばれている。現在、森林伐採など

によって生息地となるシイやカシの照葉樹林が

減ってきており、保護対策がいそがれる。 

赤道近くで越冬し、日本には夏鳥として５月

頃に飛来。主に九州、四国などの森林で繁殖

し、秋には越冬のため南へ旅立つ渡り鳥。体

長 18～20ｃｍ。さえずりは、「ピフィー、ピフィ

ー」。八色の色は赤・白・黒・青・緑・茶・黄・黄

土色。 
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３．平成 18 年度 地球環境基金助成活動 

 

活動の目的及び概要： 

 

○趣旨・目的 

ヤイロチョウ（Pitta brachyura nympha）は東南アジアから飛来する夏鳥であり、国の絶滅危惧種ⅠＢ類に指定されるなど全国

的に絶滅が危惧されているが、県の鳥に指定されている高知県でさえも、その保護対策はほとんど行われていない。そこで、わたし

たちは平成 7 年より生息地の調査を行い、平成 13 年からナショナルトラスト手法で募金を行った結果、高知県幡多郡大正町

（現四万十町）に 21 ヘクタールのヤイロチョウの生息する森を購入した。しかし、生息数や繁殖状況をモニタリングする調査手法や、

営巣地の安全を確保するパトロール手法、地域住民との合意形成手法など、未解決な課題を数多く抱えており、こうした課題を

具体的に検討して保護管理マニュアルを作成することが本調査の目的である。日本にはヤイロチョウ以外にも類似の夏鳥が数多

く飛来しており、ヤイロチョウの保護管理マニュアルは、その他の森林性の夏鳥を保全する上でも、先進事例として役立つと考えら

れる。 

 

○活動の概要 

１、フォローアップ調査 

・四万十町を中心として飛来数・繁殖状況のモニタリング調査、パトロール活動 

・国内におけるこれまで飛来が確認された地域での補足調査 

・ヤイロチョウ調査の手引きビデオ作成と観察指導 

２、検討会開催 

・研究者や、行政、関係団体、地域住民による検討会の開催 

３、シンポジウム開催  

・国内専門家などによるヤイロチョウの保全に係るシンポジウム開催 

（イオン環境財団助成による国際ワークショップと同時に行い交流・効果拡大を図る） 

４、ヤイロチョウ保護管理マニュアルの印刷配布 

 ・3 年間の調査と検討結果に基づく保護管理マニュアルの作成及びマニュアル印刷・配布 

ヤイロチョウ      

４．活動工夫点・課題 

 

○活動工夫点 

ヤイロチョウの繁殖期間５月から７月頃に鳴き声がよく聞かれることから、この時期を中心に集中現地調査やパトロール活動を行っ

ている。調査の手引きはＤＶＤ100 枚作成し、高知県教育委員会を通じて県内の約 50 の高等学校等に配布した。検討会、シンポ

ジウムでは国内専門家ならびに海外（台湾、韓国、タイ）の研究者らが参加し、有意義な意見交換や現地視察などが実施できた。

千葉県我孫子市で開催のジャパンバードフェスティバルにて、活動ＰＲを行った。保護条例に関する勉強会を現地で行った。マニュア

ルについては現在とりまとめ中。 

 

○課題 

 ・全国的に見ると、本種の飛来地域では、カメラマンなどの過渡の接近が圧力となって、繁殖の阻害要因となり、また多数の観察者が

訪れることで地域住民の暮らしを阻害した事例がある。ヤイロチョウの森の場所が知られて、森に人が入り、営巣地に近づくと、繁

殖阻害要因となりうる。 

トラストのある地域の方も、不審者が入ってくることを歓迎していない。トラスト地内では、不法侵入者として立ち退きをさせるこ

とができるが周辺部に関しては不可能である。 

→協会が購入したトラストの森の保全については担保されているが、その他の地域では、国立公園や鳥獣保護区といった地域指

定もされていないため、「ヤイロチョウ保護条例の制定」による・一般のバードウォッチャーなどの一定期間・地域指定範囲の立

入禁止や地域監視員による不審者の見回り（少なくとも繁殖期の５月～７月の３ヶ月間）を行う必要がある。 

・現在の（社）生態系トラスト協会が購入した山林は21ヘクタール（推定およそ２つがい分が生息可能）であるが、現状では不十分で

ある。 

→将来的には、100ヘクタールをヤイロチョウの恒久的な保護区として購入し、ヤイロチョウの10つがいの繁殖地確

保を目標にする。 
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地球環境市民大学校 

環境 NGO と市民の集い 中国・四国ブロック 資料集 

 

日  時：2007 年 2 月 11 日 10：00～16：00 

会  場：高知県立牧野植物園 映像ホール （高知県高知市五台山 4200-6） 

主  催：独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境基金 

 

「地球環境基金」は、国内外の民間団体（NGO）が行う環境保全活動への資金助成

や人材育成、情報提供を行っています。 

 

〒212-8554  神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 ミューザ川崎セントラルタワー 

TEL：044-520-9505 ＵＲＬ http://www.erca.go.jp/ 

 


