
環境ＮＧＯと市民の集い 北海道・東北ブロック 
私からはじめるエコアクション、エコライフ 

プログラム 
 
13:00～14:30 

第一部 パネルトーク「サステナブルな社会のつくり方」 

 開会挨拶    柳橋 泰生（環境再生保全機構 総務部次長） 

 パネルトーク  進行：宮内 泰介（さっぽろ自由学校「遊」共同代表） 

   ゲスト：田中 優（未来バンク事業組合理事長） 

    結城 幸司（アイヌアートプロジェクト代表） 

 

14:30～17:00 

第二部 ポスターセッション「北海道・東北における環境ＮＧＯの活動紹介」 

【全体発表】 

14:30～ テーマ１「エネルギーと資源循環」 

 発表団体：循環ネットワーク北海道（札幌市） 

   北海道グリーンファンド（札幌市） 

   ひまわりの種の会（札幌市） 

15:20～ テーマ２「自然環境保全と地域コミュニティ」 

 発表団体：北の海の動物センター（網走市） 

   おおせっからんど（青森県八戸市） 

   尻別川の未来を考えるオビラメの会（ニセコ町） 

   自然教育促進会（小樽市） 

16:20～ テーマ３「環境教育とＥＳＤ」 

 発表団体：仙台いぐね研究会（宮城県仙台市） 

   当別エコロジカルコミュニティー（当別町） 

   さっぽろ自由学校「遊」（札幌市） 

   サイカチネイチャークラブ（宮城県仙台市） 

 

17:00～18:00 

第三部 全体まとめ／アイヌアートプロジェクトの演奏と踊り 

 

全体進行：菊田融（さっぽろ自由学校「遊」理事） 

 

 



パネルトーク「サステナブルな社会のつくり方」 
講師のプロフィール 

 
 
田中優（たなかゆう）さん 

 1957 年、東京生まれ。未来バンク事業組合理事長。Mr.Children の桜井一寿さん、音楽

プロデューサーの小林武史さん、音楽家の坂本龍一さんが立ち上げた「ap bank」への支援、

日本国際ボランティアセンターでの国際的な活動など、国内外で平和・環境・持続可能な

社会づくりの活動をしている。主著『環境破壊のメカニズム』『どうして郵貯がいけないの』

（以上、北斗出版）、『戦争をやめさせ環境破壊をくいとめる新しい社会のつくり方』（合同

出版）他。 

 

 

 

結城幸司（ゆうきこうじ）さん 

 1964 年生まれ、札幌市在住。アイヌアートプロジェクト代表。アイヌ民族の伝統的な文

化を継承する傍ら、従来の枠にとらわれない形で、新たな民族文化を創造しようと取り組

んでいる。版画作家としての他、ユーカラの創作や語り部としても活躍中。 

 

 

 

進行：宮内泰介（みやうちたいすけ）さん 

 1961 年生まれ。さっぽろ自由学校「遊」共同代表。北海道大学大学院文学研究科助教授

（環境社会学）。ソロモン諸島、北海道、沖縄などで環境、生活、移民の調査を行う。著書

に『自分で調べる技術』（岩波アクティブ新書）、『ヤシの実のアジア学』（共編著、コモン

ズ）他。 



 

 



サステナブルな社会のつくり方

溶けゆく氷河：アラスカにて撮影



http://www.jccca.org/education/datasheet/　より



地球温暖化はライフスタイルでは解決できない

・　家庭のライフスタイルが問題にされるが、現実には
家庭の二酸化炭素排出量は全体の１／８程度。



そもそも誰の排出か

• 開示された上位１６７事業所で、日本全体の排出量の半分を
占める。



• 電気と車のＣＯ2を減らすのが大事！



家庭の中の待機電力

• 家庭の中の待機電力は、オーディオ・ビジュアル（Ａ
Ｖ）と通信機器（ＩＴ）で三分の二を占める。

• そこにスイッチつきコンセントをつけるだけで、待機
電力は簡単に防止できる。



家庭内の電力消費、四天王！

http://www.eccj.or.jp/result/index.htmlより作成

エアコン、冷蔵庫、照明、テレビで電気消費量の
３分の２を占める！



ものぐさでも、省エネと
自然エネルギーで暮らせる日が来る

省エネ後の
電気需要は
半分。

これを自然エ
ネルギーに
変えよう！

拙著「Eco エコ省エネゲーム」合同出版



まずは電力使用量を調べよう



買い替え後の実際の電気料金

• 一年間で、約２万５千円の節約になっている。
• 「努力・忍耐」で省エネしなければ地球温暖化を防止できな
い、というのは本当？



買い換えるとゴミになるし、長く使った方がいい？

• １年４ヶ月以上使うなら、
買い換えた方が省エネ
になる。

• 省エネ製品に買い換え
たら、末永く使おう！



地域でできる省エネは？

• 沖縄の冷房需
要は極めて大き
い。

• 札幌の暖房は
極めて大きい。

• 地方によってニー
ズは大きく異な
る。

• 必要なのは、オー
ル電化にしない
こと。

• それと省エネ・
自然エネ利用だ。



省エネの照明にすると

　たとえば白熱球から蛍光灯球、ＬＥＤへ
• 電気消費量　６０ｗ→１３ｗ→１ｗｈ
• 寿命　　　　　　１　→　８倍　→　８０倍



創エネ（自然エネルギー）と省エネ

• 自然エネルギー導入の前に省エネを！
• 経済的になり、やがて自然エネルギーだ
けで自給できるようになる！



省エネ後の電気消費

• 省エネ後の電力消費は熱利用ばかりになる。
• この熱利用を効率的にするには・・・。



冬の断熱で最も重要なのは開口部

• アルミサッシはヒート
ブリッジになるので、
外の熱を内側に伝え
てしまう。その伝達率
は木材と千倍も違う。

• ゆがみの心配がある
が、木製の方がいい。
次の写真は北海道
「木の城たいせつ」社
の三層六重ガラス。



夏の断熱で重要な日よけ

• 普通のブラインドは光は遮光
するが、その熱は室内に入り
込む。

• よしずやブラインド状の雨戸
で、光を外で反射することも
できる。

• 緑のカーテンなら水を撒いた
のと同じ効果が得られる。



体感温度は(気温＋壁の温度)÷２

出典：宿谷昌則氏
講演資料

なんと気温は15℃
もないのに、体は
快適と感じる。

• クールビズが暑い理由は、室温28℃でも、窓の温度が高いため。たとえ
ば窓が42℃あれば、体感温度は35℃になる。耐えられる温度ではない。

• 日除けは、窓の温度を劇的に下げる。だから涼しく感じられる。



相根さんの造った本物のエコハウス

• 外壁は杉を住民自身が焼いて作ったもの。
• 外断熱で光熱水費が半分以下。屋上緑化（畑）、化学物質過敏症・電磁
波過敏症対策、300年以上持つコンクリートなど、随所に工夫がある。



「電気が必要」のロジック

たくさんの電気が必要

それには大規模な発電所が必要

電気は貯められない

数多くの巨大発電所と、揚水発電所
のような蓄電施設が必要 必要悪、やむを得ない

すると地球温暖化や戦争、原子力の危
険性は避けられない



「電気が必要」、もう一つのロジック

電気が必要 必要なのは明るさ、温もり

電気は貯められない

自然エネルギーに強い
ECaSSキャパシタの発明

省エネ製品なら同じ明るさ、便利
さを少ない電気で実現できる

少量の電気なら自然エネルギー
でも作れる

でも高い太陽光発電＋小さなキャパシタを、それ
ぞれの装置につけていく

やがて大規模な電気の供給は不要になる



「電気が必要」、熱のロジック
熱なら電気にするより、最初から
熱として使ったほうがいい

省エネ後は熱が重要

断熱すれば快適になる

人間が感じる熱は対
流熱と輻射熱

輻射熱はモノの表面から出るので、
床・壁暖房を考える

低利融資の仕組みを入れ、光熱費から
取り戻せるようにする

熱には断熱が一番よい。熱が漏
れるのは開口部、窓が重要

自然エネルギーを利用する

でも高い

やがて電気も石油も不要になる



石油が安いというのはトリック

• 石油の価格には、環境コストも、戦争コストも、補助
金も、含まれていない。含めたら自然エネルギーよ
り高い。 http://www.sipri.org/contents/milap/milex/mex_database1.html　

http://www.bp.com/downloads.do?categoryId=9003093&contentId=7005944　　他より作成

イラクからの
原油×04年
平均価格

アメリカの
年間軍事費

04年

二つのハリケーン、
カトリーヌとリタの

被害額



経済のグローバリゼーションはトリック

• 神戸－東京より、シンガポー
ル－東京で荷物を運んだ
方が安くなる。

• これは国境線を越える石
油が非課税であるためだ。

• これが経済のグローバリ
ゼーションを成り立たせて
いる。



非営利のバンクを、市民事業のために設立する

• 未来バンクは９４年に７人４００万円で始めたが、今では１億７
千万の出資額を持ち、累計で７億円以上を市民に貸し出した。

• 貸し倒れゼロ、引当金は５００万円。
• 融資対象は環境・福祉・市民事業、金利は３％の固定。



「ＮＰＯバンク」の進展

• これ以外にも
別な目的のた
めの「岩手信
用生協」や「日
本共助組合」
などがある。

東京には「未来バンク」
「東京コミュニティーパワー
バンク」「ap bank」「生活サ
ポート東京生活協同組合」

がある。

北海道には
「北海道ＮＰＯ
バンク」がある。

長野には
「ＮＰＯ夢バンク」
がある。

新潟には「新潟
コミュニティーバン
ク」がある。

名古屋にも
「コミュニティー・
ユースバンク

momo」がある。
神奈川には「女性・市
民信用組合設立準備

会」がある。

岩手には「いわて
ＮＰＯバンク」が
設立された。



１億円突破、ap bankの融資

http://www.apbank.jp/note/?uid=14&pid=archiveより

• 小さな個人や団体の、新たな試みに融資するap bank。
• ap bankの始まりで、大きくＮＰＯバンクが知られることになった。



マクロの対策とミクロの政策

• マクロな政策によって、全体の色を変えていくことが
できる。

• それが困難なときには、ミクロの点が広がることによっ
て全体の色を変えることもできる。



省エネ住宅に融資すると何ができるか

• イニシャルコストの高い分を低利で
融資すれば、ランニングコスト全体と
しては安くなる。光熱費＋住宅ロー
ンの額を比較すると安くなる。

• 長期的には利益になる仕組みに融資すると
• イニシャルコストが高いものでも、長期的には安くすることが
できる。

• 雨水利用、省エネ設備、太陽温水器などの自然エネルギー
をセットにすると、光熱水費を込みにすれば安い住宅ローン
が作れる。



運動の三つの方向性

ヨコ
となりの人に話
したり、多くの
人たちのムー
ブメントから変
える方法

ナナメ
全く別な仕組み
を考え、現実に
新たなやり方を
やってみせる
方法

タテ
自ら政治家に
なったり、影響
を与えられるポ
ジションから変
える方法

• まだ可能性はある。



石油社会から自然エネルギー社会へ

• 社会のヒエラルキーが逆転する。
• 社会は各地の小さな単位から
作られるようになる。

石油社会

石油コンビ
ナート

発電、自動車燃料、プラスチック、
土木、建築、農業、漁業・・・

働かされる人々

自然のエネルギー社会

発電、自動車燃料、プラスチック、
土木、建築、農業、漁業・・・

みずから自発的に働く人々



循環（くるくる）ネットワーク北海道の概要 
 

代  表：神山 桂一（こうやま けいいち） 北海道大学名誉教授 
会  員：２００個人・団体 
設  立：１９９５年５月２０日 
設立経緯：１９９４年７月、札幌で［合言葉は、循環（くるくる）］をテーマに「第８回牛乳パック

の再利用を考える全国大会」が開催され、この大会を支えた実行委員会メンバーが大会で

の熱い想いとエネルギーを北海道にも広めようと、翌１９９５年に合言葉：循環（くるく

る）を冠したネットワークを立ち上げた。 
目  的：北海道のすぐれた自然を保全し、より良い環境を次の世代に引き継ぐため、廃棄物の減量

化と資源の有効利用を図り、持続可能な循環型社会の形成に向けた幅広い活動を行なう。 
活動の柱：北海道の団体・個人の知恵や力をつなぎ合わせていくネットワーク活動 

北海道民のみなさんへの情報提供活動 
活動内容：１．会員交流〔総会、全道交流会〕 

２．情報提供〔機関紙「くるくる通信」の発行・年１１回〕 
３．普及啓発〔例会・学習会の開催、ごみ減量・リサイクル講座への講師派遣、札幌市環 

境保全協議会、環境道民会議等行政の会議への委員派遣、環境広場さっぽ

ろ・江別環境広場・３Ｒ推進北海道大会等イベントへの参加〕 
 ４．自主部会活動〔生ごみ部会、グリーンページグループ、くるくる経済研究グループ〕 
 ５．全国組織との交流〔生ごみリサイクル全国ネットワーク、グリーンコンシューマー全 

国ネットワーク、グリーン購入ネットワーク、容器包装リサイクル法の改 
正を求める全国ネットワーク、拡大生産者責任とデポジット制度の実現を 
めざす全国ネットワーク、古紙問題市民行動ネットワーク〕 

  ６．地球環境基金助成事業 
活動名：北海道における家庭系生ごみ等有機性資源の地域内循環システムの構築 

      １．ごみ減量講座：ダンボール箱を使った生ごみ堆肥化講座およびごみ減量リサイク

ル講座、グリーンコンシューマーへの啓発講座の開催 
         目的：ごみ減量実践者の拡大 
      ２．ごみ減量講座：ダンボール箱を使った生ごみの堆肥化指導者養成講座の開催 
         目的：ごみ減量指導者の拡大 
      ３．生ごみ等有機性資源の家庭等小規模循環の普及促進のしくみづくり 
         目的：小規模循環の取り組みの普及 
      ４．実験農場における生ごみ堆肥の効果の検証 
         目的：生ごみ堆肥の積極的な活用推進 
      ５．１～４のとりまとめ報告書作成のための情報収集 
         目的：生ごみ堆肥活用の普及と自治体に対する導入の提言 
 
連絡先：〒０６０‐０８０７   

札幌市北区北７条西１丁目１‐１１バームハイツ２０１号室 
      ＴＥＬ・ＦＡＸ  ０１１―７０９－５７５１ 
      Ｅmail  krjunkan@alles.or.jp 

運営委員：木村 雅治 



北海道グリーンファンド 
 
団体紹介 
  省エネルギーと自然エネルギーを拡げていく事で温暖化のない未来をめざしています。 

誰でも気軽に無理なく地球環境保全に貢献できるグリーン電気料金制度と、風力や太陽光などの自然エネルギー

普及のための発電所づくりに取り組んでいます。グリーン電気料金制度は毎月の電気料金に、5％の「グリーン

ファンド」を加えた額を支払っていただき、そのグリーンファンド分を市民共同発電所づくりのための「基金」

として運用しています。 また、未来の子どもたちに良好な環境を残し、持続可能な社会への転換を図るため、

エネルギー大量消費型社会からの脱却を目指すための省エネの普及啓発活動を行っています。 
 
発表内容の要約 
・ 市民風車建設地（北海道・石狩市、千葉県・海上市、秋田県・秋田市）において、地元小中学生を対象に

風車見学をおこない、自然エネルギーを体感した環境教育を実施しました。 
・ 様々なグッズ、ツールを使って行なう省エネ教室を開催しました。 
・ 地球温暖化と日常生活の密接な繋がりを理解し、自分たちができることを発見し、実践していくための手

助けとなるよう、保温調理講習会、省エネ教室、省エネエコメッセなどを開催し、毎日の暮らしの中で簡

単に実践できる地球温暖化防止のための行動を広く市民に伝えました。 
・ 地球温暖化についての認識・現状を理解し、市民一人一人の取組みの重要性をつたえるために、ＤＶＤ「Ｓ

ＴＯＰ！地球温暖化 未来のために今できること」を作成しました。 
・ 前年度実施した札幌における消費エネルギー調査をもとに、自然エネルギーを普及し、地球温暖化を食い

止めるための政策提言を策定作業中です。 
・ 事業所所属員が各自の家庭へと省エネ行動を広げることを目的に、ＤＶＤ・保温調理レシピなど作成した

グッズを連携事業所従業員教育に活用しました。 
 
活動の様子 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   連絡先：ＮＰＯ法人北海道グリーンファンド 

                             札幌市中央区南 1条西 7丁目岩倉ビル 3階 

    TEL 011-280-1870   FAX 011-280-1871 



［特定非営利活動法人 ひまわりの種の会 団体・事業紹介］ 
 

「次世代に美しい地球を残していきたい」という想いから、平成１２年に娘がお世話

になった幼稚園の保護者を中心として環境サークルひまわりの種の会を立ち上げまし

た。 
「身近に感じる」環境保全活動をテーマに、自然エネルギーの普及啓発や環境教育、

省エネルギーの推進を中心とした地球温暖化防止活動を行なっています。 
札幌市大通公園で毎年開催される「ホワイトイルミネーション」の期間中、自然エネ

ルギーで明かりを灯す「ソーラーイルミネーション」の展示を 2001年から現在まで継
続して行なっています。 
「ソーラーイルミネーション」の反響から、多くの市民の協力によって、常設の市民

太陽光発電所を札幌市円山動物園に「てるてる発電所」という名前で 2004年に設置し
ました。 
その後、そのような活動を通じて設置した「てるてる発電所」や「ソーラーイルミネ

ーション」を活用した体験学習会などの環境教育を行っています。 
ひまわりの種の会は 2003 年に NPO 法人を取得し、現在 25 名の会員を中心に活動

をしています。 
 理念を継続し、環境保全に貢献していくための事業計画を立てる目安として、 
■市民・行政・企業・大学・町内会・NPOとの協働、連携を深めていくこと 
■様々な対象とニーズに対応した、分かりやすく取り組みやすい提案をするとこ 
■活動を通じて得た課題に対する解決を考えていくこと 
■活動を通じて得た成果を有効に発展させていくこと 
■知識・経験・情報を蓄積して効果的に活かしていくこと 
■効果的な情報発信を工夫していくこと 
■広い視野を持って、広く連携していくこと 
などに配慮した事業提案をしています。 
今年度は実践してきた環境教育の課題を踏まえ、より親しみやすく、分かりやすい教

育プログラムを構築するために、ワークショップを重ねています。 
 また、北海道、東京、高知と連携し、お互いの地域の良さと違いに気づくことによっ

て、地元の特色を活かした地域に根ざした環境教育プログラムづくりを目指しています。 
 楽しみながら学ぶことで環境行動に結びつき、多くの方々が地球温暖化防止の実践者

として広がりることを事業の目的としています。 



特定非営利活動法人 北の海の動物センターの紹介 

 

この法人は、主として北方四島および千島列島から北海道沿岸海域を中心に、海の生態系保全の象徴

的な動物たち（海生哺乳動物・海鳥など）と人間とが、共生していくための諸活動を行う。海の動物に

ついて多角的に調査・研究すると同時に、その海域の生態系を保全しながら、その沿岸の住民の持続的

生活が成り立つような環境整備のための、啓蒙およびエコツアー等を含む産業育成に関する事業を行い、

生態系保全とまちづくりに寄与し、地域社会全体の利益の増進を図ることを目的としている。「調査・

研究」「啓蒙普及」「政策提言」を３つの柱として運営している。 

 

自然環境保全と地域コミュニティー 

「北方四島における持続的産業と自然生態系の保全に関する調査研究」 

 

北方四島および周辺海域は第２次世界大戦後、日露間で領土問題の係争地域であったため、約半世紀

にわたって研究者すら立ち入れない“世界最後の秘境”とされてきた。査証(ビザ)なしで日露両国民が

お互いを訪問する「ビザなし交流」の門戸が、1999 年より各種専門家にも開かれたため、長年の課題で

あった調査が可能になった。そこで、NPO 法人「北の海の動物センター」では、1999 年から 2005 年の 7

年間に計 9 回、日露共同で北方四島の現地調査を実施してきた。その結果、極めて高い生物生産性･生

物多様性を保持していることが確認され、ソ連･ロシアの半世紀にわたる保護政策によって原生的自然

環境が復活し、世界でも稀な動物群集が存在することも明らかにしてきた。しかし、近年その背景で、

水産業の発達に伴う近代漁業の導入、水産資源については密漁が横行し、資源枯渇さえ危ぶまれ、陸圏

は保護区の設定により比較的よく保全されてはいるものの、インフラ整備はされていなく、農業・家畜

生産は全く安定せず、一部では密猟も聞かれる。  

そこで、豊かな自然がほぼ原生の状態で残されている北方四島で、「ヒト」を含めた新しい形の保全

のためにも、日本への豊かな地域のままでの返還や返還後のこの地域の管理方針を打ち立てておくため

にも、北方四島の特徴を生かした「ヒト、動物、自然の共生」モデルを形成し、日露共同でのモニタリ

ングおよび管理体制の確立を目標として調査を行い、その結果を基に保全案を提案する。 

活動の様子: 

 

高次動物目視調査風景           発見マッコウクジラ 

連絡先：特定非営利活動法人 北の海の動物センター 

〒093-0084 網走市向陽ヶ丘 3丁目 1番 22 号 

       TEL：090-8271-4973 FAX:0152-43-6882  E-mail:m3kobaya@bioindustry.nodai.ac.jp 



ＮＰＯ法人おおせっからんど 
 
団体の紹介：  
 NPO法人おおせっからんどは、2005年 11月にラムサール条約に登録された青森県三沢市仏
沼干拓地で活動しています。仏沼で繁殖する絶滅危惧種オオセッカを中心とした野生生物全般

の生息環境（生態系）の保全を図るために調査研究を行うと同時に、ラムサール条約の理念に

ある地域住民と環境との共生を実現させるために総合的な環境教育・自然観察会などの普及啓

蒙活動を行い、豊かな生態系が残されているこの地域を次世代へ継承すること事を目的として

います。 
 
発表要旨：  

                 NPO法人おおせっからんど 理事長 向山 満 
 

 昨年度に引き続いて今年度も地球環境基金の助成を受けてラムサール条約登録区域の保全と

利活用を目指す活動を実施できました。ラムサール条約登録までの長い過程を経て、2005年 11
月の登録後は新しい時代への第 1歩と位置づけて地元三沢市民への啓蒙普及活動を続けてきま
した。 

 春には三沢基地米軍の方々と共同で、三沢市当局の支援を受けて登録区域の清掃活動をしま

した。普段は交流がない基地関係者と準備を含めて言葉の壁を乗り越えて親交を深められたこ

とは地域にとけ込む貴重な体験でもあり、今後の継続活動に指針を得ることが出来ました。さ

らに、増える一方の観光客への普及啓蒙活動として、貴重な野生生物の宝庫であるものの、特

殊で脆弱な生態系である仏沼の賢明な利用を進める第一歩として自然観察パンフレットをつく

りました。来春からの活用が期待されます。また、他の登録区域との交流会を開き、活動の参

考になりました。それに、市民への啓蒙普及活動として、これまでの活動を活かしながら展示

会、シンポジウム、DVD自主制作などに取り組んで、地域との交流を深めながら活動を続けて
います。 

 
NPO法人おおせっからんど 
〒039-2241 
青森県八戸市市川町字桔梗野上 19-137 麦沢方 
 NPO法人おおせっからんど事務局 
事務局：麦沢 勉（むぎさわ つとむ） 
TEL & FAX 0178-28-6031 
ygwct355@ybb.ne.jp 
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尻別川の未来を考えるオビラメの会 
 

 

 

 

〒048-1501 北海道虻田郡ニセコ町富士見 65 

TEL/FAX 0136-44-2472 

http://homepage3.nifty.com/huchen/Obirame/ 

オビラメの会とは？ 
 北海道・胆振地方から後志地方にかけてゆるやか

に流れる尻別川は、「幻の魚」イトウの生息南限です。

これまで数多の「イトウ士」たちがこの魚に挑み、

１メートル超級の大物が剛竿を満月に引き絞ってき

ました。しかし急激な環境破壊と乱獲のため、現在

では尻別川のイトウは絶滅寸前といっても過言では

ありません。当会は、そんな危機的状態にある「尻

別イトウ」を何とか救えないかと、流域のイトウ士

たちと研究者たちが結成したＮＧＯです。 

 

オビラメの会の活動 
 発足 11 年目に当たる 2006 年は、ニセコでは４年

ぶりとなる公開シンポ「イトウ復活大会議」（３月４

日）で幕開け。カヌーイストの野田知佑さんをゲス

トに迎え、オビラメの会と地元行政機関とのコラボ

レーション（協働）をどう進めればいいのか、聴衆

も交えて熱っぽい議論が展開されました。 

 活動の柱である「オビラメ復活 30 年計画

（2001-2030）」に基づいたイトウ再導入は、2010 年

以降の本格的な再導入に向けて、尻別川産イトウの

飼育・増殖に全精力を傾注。かたや、尻別川水系倶

登山川水系の実験河川で人工孵化稚魚を初放流した

2004 年秋以降、追跡調査（モニタリング）を継続し

ており、2006 年夏の捕獲調査では、20cm ほどに立派

に成長した若いイトウ（標識付き）が確認され、実

験成功に向けて意を強くしています。 

 平行して、放流稚魚が成長して再遡上してくる

2008 年ごろをめどに、同水系に設置されている数カ

所の落差工（ダム）をイトウが安全に通過できるよ

うな形状に改修してもらうよう地元・後志支庁長ら

に要望。担当部局と意見交換会を重ね、2007 年度か

らの後志支庁「農村振興事業」として、５カ所のダ

ムでの魚道増設工事着工にめどが立ったことは、オ

ビラメの会と、再導入された尻別イトウにとって、

とても大きな朗報です。 

 オビラメの会のこうした活動は、会員のみなさま

の献身的なご協力はもちろん、地球環境基金、パタ

ゴニア日本支社などからの経済的なご援助、北海道

立水産孵化場や北海道工業大学などからの技術的・

学術的なサポート、ニセコ町・倶知安町・後志支庁

など地元自治体機関および地域住民のみなさまのご

協力、メディア各社のご理解と報道によって支えら

れています。尻別川の野生イトウ個体群復元に向け

て、引き続きご支援いただきますよう、よろしくお

願い申し上げます。

 

 
 

左）飼育池整備作業

（10 月） 

右上）２年前の放流

イトウ。野生状態で

も順調に成長して

いることがモニタ

リングで明らかに。

（７月） 

右下）全長約 90 セ

ンチの尻別イトウ。

人工採卵のために飼育している。（撮影・足立聡氏） 

 



                               
 
 
 
 

 

ＮＰＯ法人 自然教育促進会 

 幼児から一般の人を対象に、自然体験活動（環境教育、野外教育を含む）や文化体験

活動等を行なうために、各種プログラムの企画、運営、研究とそれらの担い手となる指

導者の育成に関する事業を行う。人と自然に、そして人と人との新たな出会いとふれあ

いの場をつくり、人間らしい豊かな国際社会の実現を目指して、環境の保全、健全な青

少年の育成や地域づくり、文化・スポーツの振興、国際協力等、公益の増進に寄与する

ことを目的とする。 

設立趣旨 
 

 
 
 

 
  

  

活動内容 
 

①環境保全活動  

・森林育成活動・ヒグマ安全対策普及活動・出前環境教室・野生生物調査活動 

②スポーツの振興 

 ・野外スポーツの普及活動・FAN スポーツクラブ(水泳・ｽｷｰ)の運営・ｳｫｰｷﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ

の開催および支援活動・スポーツ振興調査活動 

③子ども健全育成活動 

   ・放課後自然塾「風の教室」の運営（文部科学省委託事業）・わくわくｻｲｴﾝｽ塾の運

営・週末自然塾「おたる、さっぽろアウトドアスクール」の運営・幼児教育園「青い

鳥」、青い鳥保育園の運営・自然教育研究、普及活動 

④まちづくり支援活動 

・北海道森林審議会・小樽市緑の策定委員会・景観審議委員会・水辺の協議会他

委員の派遣・後志地区自然ふれあい事業支援活動・小樽市主催 おたる健康総

合大学支援活動 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自然環境保全 

と地域ｺﾐｭﾆﾃｨ

 
 ＜時代の変化＞  

 子どもの自然体験活動を始めて２０年経ってしまった。その間に時代は大きく移り変わ

っていった。環境破壊、少子高齢化、核家族化、犯罪の低年齢化、異常気象また、アウ

トドアブーム、団塊の世代などの変遷期でもあった。自然と人との架け橋を目的とした

当会では、このような時代の中で迷いながらも活動を続けてきた。 

 

＜今、こんなことしています。＞ 

 この２０年間の中で幼児期からの自然体験の重要性に気づき、今、幼児、小学生の自

然学校の運営を行っている。また、高齢化社会の対策として高齢者と自然をむすぶ活動

を始めた。そして、ヒグマという、北海道にしか生存しない野生生物を通じて子どもの頃

から自然のことを考え、感じてもらうために人と自然との付き合い方をテーマにしたビデ

オを製作して普及活動を行っている。 

 

＜これから、こんなことしたいです。＞ 

 乳幼児と自然、子ども・高齢者と自然など、人が自然との付き合い方を考え、楽しめる

場づくりを増やしたい。自然の中から人々の歓声が湧き出るような活動を目指している。

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           そくしんかい本部（NPO法人 自然教育促進会） 
・幼児教育園「青い鳥」・放課後自然塾「風の教室」・わくわくサイエンス塾 ・FAN スポーツクラブ 

・おたる/さっぽろアウトドアスクール事務局 ・おたる進学教室 

・おたる健康総合大学「健康森林クラブ・自然の旅クラブ」事務局 

〒047-0155 北海道小樽市望洋台 2-14-1 望洋ヴィレッジ  TEL.0134(51)5666 FAX.0134(51)5667 

E-mail:sizen1991@sokusinkai.com      http://www.sokusinkai.com/ 



仙台いぐね研究会の活動報告 

1. 主な活動(＊印＝地球環境基金助成事業) 
①仙台広域圏RCEの若者向け環境市民セミナー(年 5回) ＊ 
②地域活性化プロジェクト(栗原市有壁地区) 
③リサイクル野菜プロジェクト(仙台市・合同市) 
④いぐねの学校プロジェクト(名取市洞口家住宅)・田んぼの学校 
⑤国際交流プロジェクト(モンゴル若者研修９月実施 14名参加) 

2. 助成事業の概要 
国連ESD「持続可能な開発のための教育の 10年」(2005年 1月開始)に呼応し、仙台広
域圏は同年 6月にESDの地域拠点(RCE)に認定された。このESDの活動を市民とりわけ
若者(高校生、大学生他)に啓蒙・普及し、この活動を担う
てESDセミナーとワークショップを実施する。 
＜セミナー内訳＞ 

人材育成を行うことを目的とし

~１２日 日韓若者ESD交流セミナ

生態系調査セミナー(栗原市有壁地区)と溜池池さらいワー

Eサミット～ 
大学

境財団と共催 

台広域圏

シンポ：モンゴルの持続可能な発展

、

金澤研究室気付 022-214-3386 

【第 1回】７月９日
ー：韓国・統営市の大学生・宮城教育大学・東北工業大

学・東北大他の交流セミナー（統営市と仙台市のESDに
ついての活動報告、交流ならびに環境教育実践活動の報

告）。仙台広域圏 ESD・RCE地域への研修(気仙沼市)。
参加者 約５０名                   青葉の杜管理センターでのセミナー風景 

【第 2回】９月１６日 里山の
クショップ。講師：宮城教育大学助教授 棟方有宗氏(魚類学)。池さらい調査を下に、里
山の環境保全のあり方について意見交換を行う。参加者 約６０名 
【第 3回】１０月２８日 持続可能な地域社会を考えよう～国内RC
仙台市河北新報社ﾎｰﾙ 基調報告：廣野良吉氏（成蹊大学名誉教授）日本国内の国連

ESD/RCE の岡山市、横浜市、北九州市、仙台市の代表が各地域の RCE について報告を
行い、持続可能な地域づくりの課題を交流した。参加者 約 90名。 
【第 4回】12月 16日 持続可能な未来のための地域づくり 日立環
基調報告：｢森は海の恋人・自然学校｣ 畠山重篤氏(牡蠣の森を慕う会代表)  
シンポジウムでは、西川善久氏(河北新報社編集局長)をｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀｰにして、仙
ESD・RCE で取り組まれている地域の活動を報告し、討論した。内容は、広瀬川をテー
マにした環境学習、ラムサール条約に指定された蕪栗沼

での持続可能な農業、仙台スタジアムで３R 活動、気仙
沼での地域資源(山・川・海)を活用した国際交流の環境教
育、仙台平野のいぐねを活用した環境学習が報告された。

参加者 約 150名 
第 5回 3月 3日国際
のための教育と課題 講師：新モンゴル高校長(仙台市) 
ワークショップとしては、7月のいぐねの学校(約 100名)
9月の炭焼き体験(約 20名)、10月のいぐねの学校収穫祭 
（約 50名）、11月の合同市体験(約 250名)を実施した。 

 ７月いぐねの学校風景(名取市) 

●連絡先：仙台市青葉区荒巻字青葉 149 宮城教育大学小



団体名：特定非営利活動法人 当別エコロジカルコミュニティー 

団体紹介（団体の設立趣旨や活動内容など） 

私たち NPO 法人 当別エコロジカルコミュニティー（TEC)の設立趣意書の中に、『TEC は、町内はもちろ

ん、幅広く分野を越えたネットワークに基づいて、当別町をフィールドとした持続可能な社会のための教

育とまちづくりを目的として活動を行います。』とあるように、教育を通して持続可能な社会を目指して

いる NPO 法人です。その主なフィールドは当別町にある「道民の森」での『北海道環境の村事業』『道民

の森ワンダースクール（学校の宿泊学習）』『文部科学省：省庁連携事業「あぜ道とせせらぎプロジェクト』

を中心に、当別町だけではなく、全国をフィールドに環境教育活動を行っています。 

発表内容の要約（テーマに沿った事業の紹介など）  

『「ふゆみずたんぼ」が生みだす人と自然の多様性』 

『ふゆみず田んぼ』とは、その名の通り、冬の田んぼに水を張ることです。

本来は、収穫前に水を抜いてしまう田んぼにもう一度水を入れ、田んぼに住む

生き物が住み続けられる環境を作ります。また、春には水鳥たちが田んぼの生

きものをエサとして集まり、その残していく糞に施肥効果あり、イトミミズの

糞が作るトロトロ層の抑草効果や益虫による害虫の防除など、お米作りの過程での化学物質を抑え、安心・安全な農

業を多様な生き物の関わりによって実現していこうという取り組みでもあるのです。 

この試みは、宮城県田尻町などで積極的に取り組まれていますが、北海道では今まで試みられていなかったようで

す。そして、『ふゆみず田んぼ』の話をすると「北海道では寒すぎて無理でしょう。」「冬の田んぼは凍っているでし

ょう。」という返事が返ってきます。確かに一面の銀世界ですから。でも、土の中にはさまざまな生き物が暮らして

いるのです。この『ふゆみず田んぼ』の試みが、地域の人たちを、地域と都会の人たちを、人々と自然をつなぐきっ

かけを目的として行っています。 

 １，田んぼの生き物調査 

毎月１回、田んぼの生きもの調査を行っています。イトミミズが１０月にピ

ークになり、ユスリカの幼虫は８月がピークでした。今は、雪の中の田んぼの

土の温度を１時間毎に計測しています。 

２、子どもを対象とした農業体験学校の実施 

５月には田植えを行い、８月には調査を、１０月には稲刈りを行いました。

また、７月と９月、１月には地域の小学校の授業の一環として「生きもの調査」

を行いました。 

３，勉強会の実施 

８月に「冬水田んぼと渡り鳥」をテーマとした勉強会を行いました。冬期湛

水水田技術の地域および北海道への普及の為の勉強会を実施する。 

連絡先 

061-0206 北海道石狩郡当別町川下７５４－１１（旧川下小学校） 

TEL:0133-22-4305      FAX:0133-22-2263 

E-mail：tectec_ee@ybb.ne.jp           http://www.geocities.jp /tectec_ee/ 



さっぽろ自由学校「遊」 

 

団体紹介 

 さっぽろ自由学校「遊」は、市民がつくる市民に開かれたオルタナティブな学びの場です。人

権、平和、開発、環境、ジェンダー、多文化共生など私たち市民が未来に向けて取り組むべき課

題について、共に語り合い、楽しみながら共に学びあいます。そして、私たち一人ひとりが出会

いと共同作業の中で、新しい社会の担い手としての

力をつけていく場をめざしています。具体的には、

市民の視点から社会や文化について学ぶ連続講座

（年間 30 コース程度）の開催、講演会や映画上映な

どの公開企画の開催、スタディツアーの実施、ブッ

クレット等の出版や情報提供、調査提言活動など、

様々な形態の「学び」を提供しています。 

 

報告の要旨 

「遊」では、2005 年よりスタートした国連・持続可能な開発のための教育の 10 年（ＥＳＤの

10 年）を北海道という地域の中で広め、深めていきたいと考え、2003 年度よりＥＳＤ関連事業を

行なってきました。その取り組みは多様な形態をとっていますが、大きくは以下の２つの柱に沿

ってＥＳＤへの取り組みを行なってきました。 

１）「地域づくり」をテーマとした学び 

 「持続可能な社会」をつくりだしていくためには、私たち市民が環境や開発、人権などをめぐ

る課題に気づき、未来に向けてのビジョンを描き、具体的な地域づくりのプランを共同で練り上

げていく必要があります。2006 年度は、帯広市、函館市、江別市の３地域で地域の課題を見出し

未来のビジョンを描くワークショップと、具体的な地域の課題や新たな取り組みなどを取材し調

査する市民調査を組み合わせた取り組みを行ないました。 

２）「アイヌ民族との共生」のための学び 

 北海道という地域の未来を考えていく上で、欠かせないのが「アイヌ民族との共生」というテ

ーマです。「遊」では、これまでにアイヌ民族の文化や活動を訪れるツアーを行なったり、「共生

への学び」をつくるための合宿セミナーを行なってきました。現在、昨年夏に行なったシレトコ

先住民族エコツアーの様子を撮影した映像を基に、ＤＶＤ教材づくりに取り組んでいます。 

 

ＮＰＯ法人さっぽろ自由学校「遊」 

〒060-0061 札幌市中央区南１条西５丁目 

愛生舘ビル２Ｆ 

TEL.011-252-6752   FAX.011-252-6751 

syu@sapporoyu.org 

http://sapporoyu.org/ 



 特定非営利活動法人 

 

 サ イ カ チ ネ イ チ ャ ー ク ラ ブ 
（SNC Saikati Nature Club） 

設  立： 1994年（平成 6年）8月 1日（前身サイカチ・ネイチャー・クラブ） 
法人化 ： 2003年(平成 15年)5月 2日 
活動内容：定点観察を通して、身近な自然を「五感」を使って実感、体感し、 

自然保護、保全について、共に考える場を提供しています。 
また、自然環境の保全に関する提言や自然体験活動の講師や支援活動などを行なって

います。平成 19年 1月 13日の観察会で、月例定例観察会 150回を実施しました。 
 

観察地：宮城県仙台市青葉区西部、蕃山・斎勝沼緑地環境保全地域内の 
サイカチ沼、月山池南西地域遊歩道を主として定点観察会を行なっています。 
また、蔵王、栗駒山、泉ヶ岳、月山など東北各地の山々でも 

自然とふれあう活動をしております。 
 

定例観察会：原則第 2土曜日予定 ９：３０ 愛子諏訪神社前集合 
 
クラブの好きなことば： 
「わたしは、こどもにとっても、どのようにこどもを教育すべきか 

                  頭をなやましている親にとっても、 
                 『知る』ことは『感じる』ことの半分も重要でないと固く信じています。」 
                         （R・カーソン：センス・オブ・ワンダー/上遠恵子訳より） 
「進歩に盲目的に反対するのではなく、 
     盲目的な進歩に反対するのである。」 

1892年設立・米国自然保護団体 シエラクラブ・メインテーマ 
 
活動名：東北地区の環境教育拡充のための「こどもエコクラブ」交流・創設・支援事業 

東北及び宮城県では、自然豊かなフイールドは多く存在しているが、それらを継続的に 
環境教育に有効利用している場は多くありません。これらを支援する組織として、 
ゆるやかな行政、民間、市民支援組織「みやぎ・せんだい こどもエコクラブ・ネットワーク」を 

構築し、地球環境基金の助成を受け、こどもエコクラブの交流・創設・支援活動をしております。 
平成 18年度は、宮城県、福島県、山形県の南東北の活動の基盤づくりと交流を目指します。 

     また、「持続可能な開発のための教育 10年」ESD、の活動の一端として、環境 NGOの 
     実施する環境学習フオーラム～「やってみらいん！」フオーラム～（2月 17日実施予定）で 
     事例発表、パネリスト参加予定です。 
 
 
 
 
 
 

 
 
連絡先事務所：982-0812仙台市若林区五十人町８５番地 
TEL/FAX  ：０２２－２６２－２７３１ e-mail：mon@technowave.ne.jp 
ホームページ： http//www.geocities.co.jp/Outdoors/6545/ 




