
TIME TABE
１３：００　開会
　　　　　　開会挨拶：独立行政法人環境再生保全機構　地球環境基金部　部長　佐々木修

１３：１０　パネル・ディスカッション
            パネリスト　大島 透　氏（毎日新聞宮崎支局長）
　　　　　　　　　　　　立山 芳輝　氏（特定非営利活動法人　くすの木自然館　理事長）
　　　　　　　　　　　　細田 史雄 氏（NHKアナウンサー）
　　　　　　コーディネーター　井上　優 氏（宮崎県ＮＰＯ活動支援センター　センター長）
　　　　　　参加者との意見交換
　　　　　　　　　　　　
１４：3０　それぞれの団体による、活動報告事例発表会（３会場にて分科会）及び参加者との意見交換
　　　　　　自然保護関係：　会場研修ホール　
        　  【（財）阿蘇グリーンストック・ＮＰＯ法人おきなわ環境クラブ・ＮＰＯ法人くすの木自然館・ＮＰＯ法人どうぶつたちの病院・ＮＰＯ法人宮崎文化本舗】　
　　　　　
　　　　　　国際協力／公害防止関係：会場　研修室　　　
　　　　　　　　　　【ＮＰＯ法人アジア砒素ネットワーク・（財）北九州国際技術協力協会・ＮＰＯ法人国際マングローブ生態系協会・（財）水俣病センター相思社】

　　　　　　環境保全リサイクル関係：会場　視聴覚演習室
　　　　　　【ＮＰＯ法人環境カウンセリング協会長崎・ＮＰＯ法人エコシステム・ＮＰＯ法人しぜん・あそまな・くらぶ・ＮＰＯ法人地域循環研究所・ＮＰＯ法人まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会】

１６：００　全体会

１６：３０　交流会

当日配布資料
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阿蘇千年の草原を守る阿蘇千年の草原を守る

野焼き支援ボランティア活動野焼き支援ボランティア活動

財団法人財団法人 阿蘇グリーンストック阿蘇グリーンストック

20062006年年1212月月

阿蘇の草原は、千年もの昔から人々と自然との阿蘇の草原は、千年もの昔から人々と自然との
営みによって創られてきた世界に誇る人文景観営みによって創られてきた世界に誇る人文景観

阿蘇の草原は、多様な環境と生物の宝庫阿蘇の草原は、多様な環境と生物の宝庫 阿蘇は九州の水がめ阿蘇は九州の水がめ
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阿蘇の草原は国民共有の宝物阿蘇の草原は国民共有の宝物

国内外から年間千数百万人の人々が訪れる癒しの大地

阿蘇の草原は国民共有の宝物阿蘇の草原は国民共有の宝物

＜阿蘇の草原は千年以上もの昔から自然と地元の
人々が作り上げてきた美しい二次的自然＞

阿蘇の草原は採草・放牧・野焼きで維持されてきました。阿蘇の草原は採草・放牧・野焼きで維持されてきました。

消えゆく草原消えゆく草原

■明治大正期■ ■昭和20年代■ ■昭和末期～平成初期■

都市・農村、企業・行政の連携で、阿蘇都市・農村、企業・行政の連携で、阿蘇
の生命資産を後世にの生命資産を後世に

• 平成７年、主に熊本県内の巾広い企業・団体、行
政、個人の賛同を得て、財団法人阿蘇グリーンス
トックが発足

• 阿蘇の草原を守るためのあか牛肉の産直や水源
涵養の森づくり活動に取り組む
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地元農家と共に阿蘇千年の草原を守る地元農家と共に阿蘇千年の草原を守る
市民ボランティア市民ボランティア

平成11年春110名のボランティアから始まった活動が
昨年度は1567名に
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輪地切り(名)

野焼き(名)

ボランティア主力は50歳代と60歳代

ボランティアメンバーの年齢構成ボランティアメンバーの年齢構成

10代
3%
20代
4% 30代

6% 40代
9%

50代31%60代42%

70代 5%

ボランティアは九州各県から参加ボランティアは九州各県から参加

鹿児島県1％

九州外3％

沖縄県0％

熊本県57％

福岡県29％

佐賀県3％

大分県3％

長崎県3％

宮崎県1％

野焼きボランティアの合言葉は野焼きボランティアの合言葉は
「阿蘇への恩返し」「阿蘇への恩返し」
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輪地切り輪地切り

昨年地元農家とボランティアで行った昨年地元農家とボランティアで行った
野焼き再開による草原再生活動野焼き再開による草原再生活動

内牧 田子山

野焼き野焼き野焼き後野焼き後

輪地切り輪地切り

南阿蘇村 夜峰山

野焼き野焼き

野焼き後野焼き後

南阿蘇村 夜峰山

２００６年の輪地切り支援活動

• 今年は、３５ヶ所の輪地
切りを予定しています。

8月26日から12月3日ま
で行なわれた今年の輪地
切り支援活動は、延べ
659名の参加がありました。
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大変な労力が必要な草原管理のための大変な労力が必要な草原管理のための
輪地切り、野焼き作業輪地切り、野焼き作業

安全な野焼きを行うための輪地切り作業は阿蘇
郡全体で総延長約640km（平成10年調査より）。

益々高まる地元農家からの期待益々高まる地元農家からの期待

野焼きボランティア活動への認知度および受け入れについ
て「よく知っている」が46.0％、「聞いたことはある」45.4％と
なっている。ボランティアへの認知は確実に高まっている。

（H15年調査）

良く知っている

46.0%

聞いたことはある

45.4%

知らない

1.2%

不明

7.4%

支援ボランティアの受け入れについて支援ボランティアの受け入れについて

「すでに受け入れている」は18牧野（11.0％）「今後是非とも
受け入れたい」とうるのが8牧野（4.9％）あり、「受け入れを
検討したい」は34.4％にあたる56牧野となっている。

（H15年調査）

既に受け入れている
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今後是非とも受け入れた
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4.9%

受け入れを検討したい

34.4%
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い

39.3%

不明

10.4%
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私たちの大切な生命資源である里地・里山の水や私たちの大切な生命資源である里地・里山の水や
緑の資源を都市・農村・企業・行政の連携でぜひ緑の資源を都市・農村・企業・行政の連携でぜひ
後世に残していきましょう。後世に残していきましょう。
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沖縄における島嶼生態系環境教育システム
の構築・普及事業

ＯＥＣとは
ＯＥＣ概要、環境教育を基軸とする活動

この事業の背景・目的（目標）
島嶼地域の観光開発と環境保全

島嶼（とうしょ）における環境教育とは

事業概要
３年計画

当年度活動

今後の課題とまとめ
中間報告と今後の課題

ＮＰＯ法人 おきなわ環境クラブ（ＯＥＣ）

下地邦輝

ＯＥＣとは？

地域の自然保護・環境保全をめざす

子どもと大人のＮＰＯ・ＮＧＯ団体

おきなわ環境クラブ（ＯＥＣ）

Okinawa Environment Club

主な活動方針

①地域の自然と環境の保全

② 環境教育の推進

③ まちづくりの推進

④ 文化振興

⑤ 関連団体への支援協力

自然と環境の保全は足元から！

環境保全・教育の推進

地域の雇用創出

地域経済への貢献

観光産業への貢献

ワークショップの開催

水辺緑化

環境教育に関する観察会及び研修会

自然と環境の題材を活かした地域振興

必要な調査研究、情報収集及び提供

会報及び出版物の発行

OECの位置付けと役割

ガイド養成・人材育成ガイド養成・人材育成

資源と関連情報のストック

教材作成・情報発信

エコツアー 学習・体験プログラム

民間企業
・旅行社、バス会社
・ホテル、旅館
・展示館等

行政・公益団体
・自治体
・協議会
・公益団体・ｻｰｸﾙ

OEC
企画・実践

トータルコーディネート

連携 協働

観光客 学校・地域
交
流

対価対価

対
価

対
価

サービス 物品（ガイドブック・教材
等）

教材・情報

当事業では平成18～20年度の３年をかけて、沖縄の学校や地域に普及・定着する効果的な島嶼生態系

環境教育システムを構築する。そして、それらを他の地域にも適用できるマニュアルとして

まとめる。

河川を国場川・饒波川流域、地下水を宮古島、サンゴ礁を糸満市大度海岸など、モデル地域やフィー

ルドとして。

1) 島嶼生態系の水環境啓発プログラム開発と実践・検証

2) フィールドと教材の研究・開発

3) 指導者・講師の養成と実施体制の確立

4) 島嶼生態系環境教育マニュアルを作成
〒902-0075沖縄県那覇市国場370-107
Tel.098-833-9493 Fax.098-833-9473
URL  http://www.npo-oec.com
E-mail  kokuba@npo-oec.com

平成18年度地球環境基金助成活動

NPO法人おきなわ環境クラブ
Okinawa Environment Club

当助成活動の概要

この事業では、沖縄において３年をかけ島嶼（とうしょ）生態系環境教育システム

を構築して普及させ、それらを他の地域にも適用できるマニュアルとしてまとめる。

この教育システムが島や地域で定着することにより、子どもから大人まで『各自が

何をどうすればよいか』の認識が深まり、個人の日常行動に変化がおき、その変化

が社会的に拡大していくことをこの事業は目的としている。

沖縄における島嶼生態系環境教育システム
の構築・普及事業
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教育プログラム

北谷教育委員会
NPO等と学校教育との連携の在り方についての実践
研究事業

• 北玉小学校（白比川）
• 北谷第二小学校（健康食）
• 北谷中学校（沖縄の世界遺産、桑江公園・白比川）

嘉手納町立屋良小学校
総合的な学習の時間「屋良っ子タイム」

• 小さなマングローブのビオトープづくり

県内外の修学旅行プログラム

OECが考えるエコツアーとは
都市にある身近な資源をプロのガイドが紹介・解説

（自然や文化・歴史＝現在と過去の生活）

自然

マングローブ、さんご礁、水鳥、湧水、ゴミ

文化・歴史

世界遺産、史跡、琉球舞踊、音楽、食

施設

街並み、伝統的建物、公園、街路樹、教
室、舞台、交通、モノレール

人材

沖縄エコツアーガイド、歴史ガイド、専門
家、地域の人々

などなど・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

南国の
都市型エコツ
アー
の確立を目指す

これらを組み合わせて

沖縄都市モノレール（40万人圏）を
軸にした都市型エコツアー創出
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マングローブ保全活動

希少種、危急種対策

調査、育苗、移植、保育・管理
• 沖縄本島のヒルギモドキ
• 宮古島のヒルギモドキ、ヒルギダマシ
• 石垣島のマヤプシキ、ミミモチシダ、ゴバンノアシ
• 那覇市天然記念物のナハキハギ

育苗方法、植生回復方法の研究開発

ヒルギモドキ、ヒルギダマシ、ミミモチシダなどは確立

マヤプシキも確立

沖縄エコツアーガイド

沖縄県商工労働部雇用対策課「緊急雇用対策事業」
沖縄の観光産業と環境教育を支える人材育成

到達目標
沖縄本島を代表する次の14地点のガイド・解説ができる。
また室内での講義ができる。

• 沖縄本島にある世界遺産群 9ヶ所
• 本島マングローブ 4ヶ所
• ラムサール条約登録湿地 「漫湖」

素材の探し方・まとめ方、勉強の方法、案内の方法を学ぶ

400時間／3ヶ月の訓練
講義、施設見学、現場学習、ガイド実習

現在56名の登録ガイド

JICAの人材育成事業

集団研修
熱帯・亜熱帯地域エコツーリズム企画・運営

カリコム諸国「持続可能な観光開発コース」

ミクロネシア３ヶ国「持続可能な観光開発コース」

南太平洋諸国「水産多様化促進コース」

個別研修
メキシコ・ユカタン半島湿地保全プロジェクトなど
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写真 資源データベースの構築

資源「ひと、もの、金、情報」の電子化

資源の捉え方、分類の考え方

資源調査方法

データベース化の考え方

資源データの蓄積

教材作成・頒布

情報発信

教材作成・情報発信

おきなわ自然ガイドブックシリーズ①～⑤

リーフレット

マングローブ胎生種子、苗木

マングローブとサガリバナ等の鉢植えセット

ビオトープセット

エコツアー催行時のしおり

教育プログラム時のレジュメ

地域環境センター管理

外部WEBサイト構築
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今後の課題

プログラムの整理・検証
ワークショップ、講習会、研修

教育プログラム

エコツァープログラム

教材・フィールドの開発

実施・普及体制の確立

マニュアル作成に向けた整理
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錦江湾採泥調査

【目的】生物変遷の動きをつかむ

生物減少は自然の影響か人的影響かを探る

【手法】干潟おきの海底における泥を採取し、

生物分析を行う

【調査場所】錦江湾４箇所

【調査日】平成１８年１１月１６日

【協力者】鹿児島大学総合博物館 大木教授

【調査員】６名

解散17：00

鹿児島大学総合研究博物館到着・片
付け

16：30

鹿児島本港北埠頭出発16：15

鹿児島本港北埠頭入港・下船16：00

Sta.5 採泥12：30

昼食11：30

Sta.12 採泥11：00

Sta.37 採泥10：30

Sta.57 採泥10：00

南星丸出港8：45

鹿児島本港北埠頭到着・乗船8：30

鹿児島大学総合研究博物館出発8：15

鹿児島大学総合研究博物館集合8：00

内容時間
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調査結果

【現在の進行状況】

コアの採取後、資料サンプルの作成中
（着色などの作業処理及びサンプルづくりに時間がかかる）

【これからの取組】

流動分析機による泥成分の判定

水産学部との貝類生息によるヒヤリング

河川調査(中流～上流）
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河川調査（河口部編）
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「重富干潟の小さな博物館」

重富及び錦江湾の再生を願い、環境教育
拠点としての住民参加型のプロジェクトと
して、博物館作りに助成をいただきました。

干潟のガイドがフィールドにて解説すると
ともに、展示や教材を使っての環境教育
を提供します。

学校や会社の研修などに
是非ご利用ください

地域の方や子どもたち・ボランティアで
みんなで手作りしました
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毎月、大潮の干潮時に干潟の
生き物を採取し、生息数などの
データーを集める調査・研究です。

2005年4月から、鹿児島大学の
佐藤助教授との共同研究として
生物の採取・同定・分析を行って
おります。

また、10年前との比較調査も
実施しました。

毎日、駐車場から松林などの
私たち人間が出したゴミを
海に流れ込む前に回収しています

ビニール袋を亀などが間違えて
食べてしまったり、テグスが野鳥
の足や首に絡まり命を奪ってしまう
原因になります。

美しい浜辺を取り戻すご協力を！

平成17年度(1年間）
・たばこ 本
・花火 本
・その他資料をご覧ください

干潟のネイチャーガイドの
育成に取り組んでいます。

生き物の事や環境の事を学び、
人に伝えることにより、
環境保全を進める人材である
「干潟のﾈｲﾁｬｰｶﾞｲﾄﾞ『潟守』」の
仲間を求めています。

保全活動やガイドのお手伝いを
お願いします。

「潟守（がたもり）とは！
毎月、観察会や調査・ｸﾘﾝｱｯﾌﾟ等を行っております。

干潟の観察会やワークショップを
提供します。

干潟の生き物との出会いや
環境保全活動、環境学習の
お手伝いをいたします。

事前に内容や潮に合わせた時間
調整をお願いします。
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定期的に野鳥の生息数・利用数の
調査を行っています

通年でミサゴ等の絶滅危惧種や
コサギ・アオサギが採餌する姿が
見られ、5月・10月には、世界を渡る
シギ・チドリたちが羽を休めます。
また、冬は多くのカモが河口部に
集まります。

自然・干潟に親しんでもらうため
干潟の遊び方を提供します！

楽しみながら干潟のしくみを
体験してみませんか！

毎年10月の大潮に「干潟ん祭」を開催
干潟で遊ぶ運動会や芸術祭
ワークショップやのんびり喫茶など
開催しています
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ＮＰＯ法人 どうぶつたちの病院

ー野生を守るのが仕事ですー

マングース根絶プロジェクトリーダー

仲地 学

どうぶつたちの病院の沿革

• 2001年：ネコからのツシマヤマネコへのエイズウィルス感染発覚！
九州地区獣医師会連合会ヤマネコ保護協議会

• 2001年：ネコによるヤンバルクイナの捕食発覚！
• 2002年：ヤンバルクイナたちを守る獣医師会発足
• 国頭村安田区において飼いネコの避妊･去勢手術･マイクロチップの
処置

• 2003年：国頭村･大宜味･東村で飼いネコのモデル事業スタート
• 2004年：西表島においてノネコの生息数増大(感染症の恐れ）
• ノネコの捕獲事業参画
• 対馬動物医療センター設置
• 2005年：NPO法人 どうぶつたちの病院設立
• 4月：やんばる3村、ネコ条例施行
• ヤンバルクイナ救命救急センター設置
• 2006年：マングース根絶プロジェクト開始

•

Tsusima Wildlife Conservation Center (TWCC)

どうぶつたちの病院が取り組むどうぶつたちの病院が取り組む４４つのプロジェクトつのプロジェクト

対馬プロジェクト 東京プロジェクト

西表プロジェクト やんばるプロジェクト

西表プロジェクト
～救え！イリオモテヤマネコ～

生息地: 西表島
生息数: 約１５０頭
生息を圧迫: 生息地の環境改変(湿地帯の消失）
する要因 交通事故

ノネコからの感染の恐れ、競合

西表島
人口：約2000人
面積：28,927 ha
外周：約130 km
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活動内容（沖縄県獣医師会と協働）

2001年～ 西表動物診療所 設立
●繁殖抑制手術
●ウイルス検査
●予防接種
●マイクロチップの処置
●地域住民との交流（アンケート、学習会）
●ゴミ捨て場のネコ捕獲

→

←

西表動物診療所

ゴミ捨て場のネコ87頭中５頭に
エイズウイルス感染が判明

沖縄本島に設置している
どうぶつたちの病院のねこシェルターへ

エイズのねこの部屋
ちょっと、太りすぎ

捕獲ネコはどこへ
行く？

新たな飼い主を探す・・・時間のかかる仕事です

シェルターの仕事は
ボランティアの皆さんに
支えられています。
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そしてゴミ捨て場の
ネコはいなくなった・・・

誰にとってもいい環境作りを
めざしています。

ゴミ捨て場を閉鎖する
→森へ入り込む（ヤマネコとの遭遇）
→民家周辺へ移動(生活への被害）

１９８１年に発見されてわずか２５年

日本で唯一の飛べない鳥

やんばるプロジェクト
ヤンバルクイナたちを救え！

生息地:世界中でやんばるにのみ生息
生息数: ７１７羽（２００５年）

生息を圧迫する要因:
外来種 （マングース、ネコ）

交通事故
生息地の破壊

２００５年 ２００７年予測？

マングースとヤンバルクイナの分布の関係

マングース

マングース

ヤンバルクイナ
ヤンバルクイナ

ネコの糞から検出されたヤンバルクイナの羽毛

ネコ
マングース



4

やんばるでの活動

• 避妊手術やマイクロチップ
• 普及活動･環境教育
• ヤンバルクイナ救命センター
• マングース対策

やんばるでの活動は行政、市民、NPOの協働で支えられています
⇒ ⇒

⇒

おかえり

動物病院に到着 手術 マイクロチップの処置

マイクロチップの確認

２年間で約５００頭を完了

飼い猫の避妊去勢・マイクロチップ（環境省モデル事業）

交通事故も何とかせねば！

みんなの力で！

救命センター開設

地
域
に
支
え
ら
れ

地球環境基金助成金事業

マングースによるヤンバルクイナの捕食を

証明し対策を立案するプロジェクト

●ボランティアを動員したマングースの糞の採取
●採取したマングースの糞の内容物分析
●採取したマングースの糞のＤＮＡ解析
●糞便中のヤンバルクイナ等を検出する実証実験を行う
●マングースの消化管内容物の分析
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ヤンバルクイナの保護対策

〈マングース対策〉

・２０００年 沖縄県捕獲開始

・２００１年 環境省捕獲開始

・２００３年 米軍北部訓練場で捕獲
開始

・２００５年 北上防止フェンスの建設

・１９９３年 沖縄総合事務局北部ダ
ム事務所捕獲開始

２００１年１２月沖縄タイムス

マングースによるヤンバルクイナの捕食を証明する

DNA解析によるマングースとヤバルクイナ
の検出

マングース糞・消化管の内容物の分析

糞便中からのヤンバルクイナ検出実験

ボランティアによるマングース糞の採集

進捗状況

• マングースを環境省から譲り受け、消化管
を採取

• マングースの糞を帝京科学大学の学生と
伴に採取

• 消化管の内容物を目視によって動物質、
植物質、骨片、毛、鱗などに選別

• マングースおよびネコ、イヌのＤＮＡ解析の
準備中

２００６．８．５～６ 学習会

糞拾い

ボランティアによる糞採取
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消化管内容物

◆ヤンバルクイナの羽なし

何をめざすのか
地域と共に

• ２０世紀は理論構築の時代
• ２１世紀は実践の時代
• NPOができることをやる(小さなことでも）
• 小さな成功事例の積み重ね
• 行政にどのような情報を提供できるか
• 市民参加できるメニューを出せるか
• 希望と誇りと夢を持ちたい

ご清聴ありがとうございました

応援してね
ぴよ！

2006年4月7日人工孵化
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環境NGOと市民の集い

地球環境基金助成活動報告
「照葉樹林の回廊構想 啓発事業」

特定非営利活動法人 宮崎文化本舗
野崎佳代子

日程：平成18年12月9日（土）
会場：宮崎県立図書館

「照葉樹林の回廊構想」実現化へ向けての取り組
み

「照葉樹林の回廊構想」とは？
宮崎県内に残存する照葉樹林を、綾の照葉樹林を中核地帯としながら、かつて
のように宮崎平野を取り囲む形で復元していく。

＜綾の照葉樹林＞

（およそ25箇所）
特定植物群落にリスト
アップされた極相性の
まとまった照葉樹林

＜点在する照葉樹林＞

失われた山域に
保護樹林として残る

＜パッチ状・線状に残る照葉樹林＞

宮崎県綾町の標高1,109ｍの
大森岳南東稜に広がる原生的照
葉樹林。まとまった中心部の面積
は約1700ヘクタールで、日本の
照葉樹林の中で最大の面積を誇
る。
周辺部にも部分的照葉樹林と
二次的照葉樹林が広く残り、「綾
の照葉樹林」を形成している。

綾の照葉樹林とは？
照葉樹林の回廊構想 啓発事業
＜平成１８年度事業内容＞

①照葉樹林文化シンポジウム2006の開催
（照葉樹林保全のための普及・啓発）

②照葉樹林ガイドボランティア養成講座の開催
（照葉樹林ガイドボランティアの新規養成）

③照葉樹林ガイドボランティアスキルアップ研修の開催
（ガイドボランティアの技能・知識の向上）

④照葉樹林ガイドボランティアの実践
（照葉樹林来訪者向けの遊歩道案内）
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パネル・ディスカッション
「地産地消と食育を考える」

パネリスト：辻信一氏、島村菜津氏、
郷田美紀子氏（綾の自然と文化を考える会代表）

基調講演Ⅰ 講師：辻信一氏（文化人類学者・環境運動家）
Ⅱ 講師：島村菜津氏（作家）

照葉樹林食文化体験

総合学習成果発表（綾小学校児童）
「照葉樹林について」

①照葉樹林文化シンポジウム2006：1日目 （屋内）
シンポジウムテーマ「森から学ぶスローライフ」

＜遊歩道修復ボランティア＞

＜ネイチャーゲーム体験＞

①照葉樹林文化シンポジウム2006：2日目 （野外）

＜照葉樹林ミニツアー＞

②照葉樹林ガイドボランティア養成講座
（平成18年9月～11月 全6回開催）

照葉大吊橋遊歩道

オリエンテーション宮崎市民プラザ小会議室２H18/9/16

「ガイドシュミレーション」講師：河野耕三氏H18/11/26⑥

「遊歩道ガイド体験」

講師：照葉樹林ガイドボランティア

照葉大吊橋遊歩道H18/11/18⑤

「インタープリテーション研修」講師：古瀬浩史氏
（㈱自然教育研究センター主任研究員）

綾町ふれあい合宿センター

照葉大吊橋遊歩道

H18/11/4
～11/5

④

「遊歩道植生解説」 講師：河野耕三氏照葉大吊橋遊歩道H18/10/28③

「植生調査のまとめ」「照葉樹林概論」

講師：河野耕三氏

「生態学基礎」講師：野崎佳代子

宮崎県立図書館研修ホールH18/10/8②

「植生調査実習」

講師：河野耕三氏（宮崎県立農業高校教諭）

椿山キャンプ場遊歩道H18/10/1①

内容・講師会場日程

☆1年目
・植物の知識習得中心

☆2年目
・植生調査実習
（コドラート調査の体験を通して、植物を見分ける目を養い、環境条件と植生の関
係を学ぶ。海岸生の照葉樹林についても学ぶことで、内陸型の照葉樹林との
構成種比較を行う。 ）

・生態学基礎講座
（ガイドをする際に必要となる基礎的な生態学を身につける。）
・インタープリテーション研修
（来訪者の視点に立ち、自然の発するメッセージを伝えることを学ぶ。）

☆3年目
・遊歩道ガイド体験
（照葉樹林ガイドボランティアの案内で照葉大吊橋遊歩道を歩き、実際にどのよ
うなガイドを行っているのか体験する。最終回での実践練習に向けて、自分な
りのガイドプログラムをイメージする 。）

3年間の講座内容比較

～照葉樹林ガイドボランティア養成講座～
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これまでの反省みやざきNPOハウス会議室H18/9/17①

「ネイチャーゲーム入門講座」講師：古田栄子氏

（フェニックス宮崎ネイチャーゲームの会運営委員長）

照葉大吊橋遊歩道H18/11/14⑥

「野鳥について知ろう」講師：猪崎悦子氏

（日本野鳥の会宮崎県支部副支部長）

照葉大吊橋遊歩道

川中キャンプ場周辺

H18/11/12⑤

「自分のガイドをチェック！」 講師：古瀬浩史氏

（㈱自然教育研究センター主任研究員）

照葉大吊橋遊歩道H18/11/3④

「川中神社と綾の生活文化」

講師：榮福保氏（川中神社宮司）

川中神社H18/10/14③

「遊歩道おさらい」

講師：河野耕三氏（宮崎県立農業高校教諭）

照葉大吊橋遊歩道H18/10/7
②

内容・講師会場日程

③照葉樹林ガイドボランティアスキルアップ研修
（平成18年9月～11月 全6回開催）

④照葉樹林ガイドボランティア実践
（平成18年5月14日から正式スタート）

日程

11/11（土）

10/16（月）

9/10（日）

7/29（土）

7/22（土）

7/19（水）

7/4（火）

6/10（土）

5/30（火）

5/29（月）

5/28（日）

5/14（日）

5/1（祝）

3/25（土）

3/22（水）

401来訪者数合計

13宮崎県ジャスコ延岡チアーズクラブ（小学生）15

16大阪府緑山会14

27九州観光誘致ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ企画の一環福岡県旅行会社主催ツアー13

12兵庫県あざみの会12

7大阪府ブナの会11

20視察宮崎県宮崎県観光審議会審議委員10

5視察関西地方近畿日本ツーリスト関西地方各支店職員9

14福岡県役場研修旅行8

145修学旅行兵庫県神戸市立桜が丘中学校7

5兵庫県櫻守の会6

33全国各地ビオトープ管理士会宮崎研修会5

26ガイドボランティア正式開始宮崎県照葉樹林文化シンポジウム20064

20東京都NPO法人東京賢治の学校父兄3

28
関東・関
西・九州

聖書友の会 青年会2

30
視察
(県内の観光ボランティア実践者)

宮崎県癒しの国みやざき観光ボランティア協議会1

参加者数備考在住地来訪者名（団体名）

「てるはの森の会」
連携会議の事務局として、市民と
プロジェクトを結ぶ窓口となり、プロ
ジェクト普及・啓発のための環境教育
プログラムやイベントの実施、広報活
動を行う。

発起人団体
・綾の森を世界遺産にする会
・綾の自然と文化を考える会
・水源の森づくりをすすめる市民の会
・どんぐり1000年の森をつくる会
・NPO法人 宮崎文化本舗

・ロキシーヒルの会

「綾の照葉樹林プロジェクト」スタート
①原生的な照葉樹林が分布するエリアで「郷土の森」
として保護するエリア
②原生的な照葉樹林が分布するエリアで「森林生態
系保護地域」を目指すエリア
③保護林と保護林の間にあり、「緑の回廊」として
かつての林相へ復元を図るエリア
④原生的な照葉樹林が分布するエリアで「植物群落
保護林」として保護するエリア
⑤保護林と保護林の間にあり、「緑の回廊」として
かつての林相へ復元を図るエリア
⑥保護林と保護林の間にあり、主として二次林から
かつての林相へ復元を図るエリア
⑦原生的な照葉樹林が分布するエリアで「植物群落
保護林」として保護するエリア
⑧綾北川のアクセスの良い所で、環境教育、
セラピー的利用を目指すエリア
⑨綾南川のアクセスの良い所で、環境教育、
セラピー的利用を目指すエリア
⑩持続的な林業経営を行い、資源循環利用林に接し
里山的な林業経営を行うエリア
⑪持続的な林業経営を行い、ダムに接し水土の保全
を図りながら林業経営を行うエリア

～綾の照葉樹林プロジェクト～

（九州森林管理局資料より抜粋）
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＜事業例：人工林から照葉樹林への復元＞

•スギ等の本数密度を間伐等で落とし、林内に光を多く入れ、保護樹帯からの天然下種で照
葉樹を発生させ、この照葉樹が十分育った頃に残るスギ等を除去し、照葉樹林を復元。

～綾の照葉樹林プロジェクト～

☆照葉樹林復元ボランティア事業（第1回 平成18年11月23日）

（九州森林管理局資料より抜粋）

＜３０年後の姿＞

若く細い帯状の照葉樹林が
出現し、保護林と連結

（九州森林管理局資料より抜粋）

～綾の照葉樹林プロジェクト～

＜50～100年後の姿＞

６,０００ha以上の連続した
照葉樹林の回廊が出現

（九州森林管理局資料より抜粋）

～綾の照葉樹林プロジェクト～

双石山・徳蘇山域鰐塚山・東岳・青井岳周辺

高房山周辺 木城町「新しき村」背後山域

尾鈴山域

国富町多羅原

国有林山域の保全

西都市国見山周辺
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環境NGOと市民の集い

地球環境基金助成活動報告
「照葉樹林の回廊構想 啓発事業」

特定非営利活動法人 宮崎文化本舗
野崎佳代子

日程：平成18年12月9日（土）
会場：宮崎県立図書館
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中国・内蒙古自治区・錫林郭勒盟
飲料地下水汚染問題に対する
調査研究と環境改善

＜正藍旗・蘇尼特右旗での実践例を中心に＞

☆この活動は、2005年度・2006年度の
地球環境基金の助成を受けて実施されています

アジア砒素ネットワークとは

土呂久・松尾休廃止鉱山公害（砒素汚染）
の被害者支援からスタート（１９７４～）

アジア各地の砒素汚染へ（１９９４～）

バングラディッシュ・中国内蒙古・ネパール

カンボジア・ミャンマー・タイetc
・2000年第１回明日への環境賞（朝日新聞社）
・2003年第9回日韓国際環境賞（毎日新聞社）

内蒙古自治区での活動地
中国・内蒙古プロジェクトの活動①

河套平野・五原県の砒素汚染

1996～2004年
★ 住民の健康調査

★ 水文地質調査

★ 安全な水源からの水道敷設（モデル事業）

★ 追跡調査

○相談⇒調査⇒改善⇒評価
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内蒙古プロジェクトの活動②

正藍旗の砒素・フッ素・硝酸態窒素汚染

＊２００４年に相談

＊05年度：4回の現地調査
1～2回目：スクリーニング調査
3～4回目：精査と改善の方策へ

＊06年度：新しい村づくりで給水事業を実施
(改善モデル村）

内蒙古プロジェクトの活動③

蘇尼特右旗の砒素・フッ素汚染

＊05年に相談～予備調査
＊06年に2回の現地調査

症状確認調査～水文地質調査

＊現在改善対策として、

砒素・フッ素の簡易除去装置の開発へ

調査活動は

露頭など地形地質の踏査

井戸水など地下水調査

住民検診・健康調査

電気探査

自然放射能探査

試掘ボーリングなどを経て

改善プラン作成⇔協議⇔実施へ

現地の風景
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露頭踏査 湧水探査

大口井戸（浅井戸６Ｍ） 井戸（浅井戸６Ｍ）
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採水調査・簡易分析 巡回検診

巡回検診 骨フッ素症患者
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斑状歯・フッ素汚染 砒素中毒・手の角化

足の角化
フッ素と砒素の複合汚染
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電気探査 電気探査

簡易試掘 試掘ボーリング
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試掘ボーリング フッ素・蛍石

砒素溶出の岩盤 ミーティング



8

ミーティング

改善事業の実施・新しい村づくり
井戸（深井戸・１２０Ｍ）～簡易水道敷設

完成した水道 新しい村・記念碑
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竣工記念 現状の成果と課題

汚染物質の特定

砒素・フッ素・硝酸態窒素etc
汚染構造の解明（水文地質的評価）

フッ素は蛍石・砒素は基盤からの溶出

現地に合った改善案の検討⇒提案

等身大の改善案⇒実施

健康被害に対する精査の必要性

活動から観えるもの

飲料地下水汚染の問題は

その規模や原因、背景を充分に評価し

人間社会の営みとの関連で考える

◇地下水は有限な資源であり

環境問題としての視点が重要である

◇活動は現地のニーズを基本に、問題解決を
めざす⇒協働チーム（現地＋日本NGO)

草原のパオ
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草原 草原

草原 金蓮花（正藍旗の花）
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平原のなかの住居 平原のなかの住居

平原の夕日 ありがとうございました
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石田 哲也

（財）北九州国際技術協力協会

インドネシア国スラバヤ市におけるインドネシア国スラバヤ市における
分別収集・堆肥化による分別収集・堆肥化による

廃棄物減量化・リサイクル促進事業廃棄物減量化・リサイクル促進事業

ーー ＫＩＴＡ方式ごみ減量化事業ＫＩＴＡ方式ごみ減量化事業ーー

ＫｉｔａｋｙｕｓｈｕＫｉｔａｋｙｕｓｈｕ ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｅｃｈｎｏ－ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅＴｅｃｈｎｏ－ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅ ＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ

1960s現在

ごみ減量化事業とは・・・ごみ減量化事業とは・・・

資源化を図る資源化を図る

生ごみ生ごみ →→ コンポストコンポスト
瓶・缶など瓶・缶など →→ リサイクルリサイクル

スラバヤ市では、スラバヤ市では、
分別せず回収分別せず回収
生ごみ生ごみが約５０％が約５０％
全てを処分場へ投棄全てを処分場へ投棄
※※中継所や処分場で回収者が中継所や処分場で回収者が

売れる物のみ回収している。売れる物のみ回収している。
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分別収集分別収集モデル地区モデル地区

保管された生ごみの現状の問題保管された生ごみの現状の問題
・・ ２～３日ごとに回収２～３日ごとに回収→→腐敗腐敗
・・ 害虫の発生源害虫の発生源
・・ ネズミなど害獣のえさネズミなど害獣のえさ
・・ 悪臭発生悪臭発生

分別された生ごみの保管状況分別された生ごみの保管状況

２００４年調査 環境NGOによる
コミュニティレベル堆肥化活動

BenowoBenowo 廃棄物処分場の様子廃棄物処分場の様子

堆肥化の状況

完成した堆肥の状況

堆肥化の取り組み（従来の方法）堆肥化の取り組み（従来の方法）
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堆肥化の状況

拡大写真

堆肥化の取り組み（スラバヤ市）堆肥化の取り組み（スラバヤ市）
ＫＩＴＡ（北九州市）での研修ＫＩＴＡ（北九州市）での研修

20042004年年99月月2727日～日～1010月月2222日日
PUSDAKOTAPUSDAKOTA（ＮＧＯ）（ＮＧＯ） １名１名
スラバヤ市美化局スラバヤ市美化局 １名１名

（株）ジェイペックで

堆肥化技術について学ぶ

北九州市役所で環境行政について学ぶ

スラバヤでの技術移転・スラバヤでの技術移転・発酵菌の拡大培養発酵菌の拡大培養 NGONGO運営運営 コンポストセンターコンポストセンター

・約２週間で堆肥完成
・悪臭がしない
・適宜適量の散水のみで管理が容易
・１０００世帯対象の中規模コンポストセンターとして機能
・レストランの近くにも設置することが可能であり他のＮＧＯ等へ展開中
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TakakuraTakakura Home MethodHome Method TAKAKURA HOME METHODTAKAKURA HOME METHOD （アンケート数３６）（アンケート数３６）

効果あり効果あり: 88,9 %: 88,9 %

回答なし回答なし: 11,1 %: 11,1 %

効果がある？効果がある？

100
%

満足度は満足度は ??

コミュニティからの反応コミュニティからの反応

11.1

66.7

22.2

回答なし

受入れる

受入れない

満足満足

取り扱いは簡単取り扱いは簡単 ??

簡単: 88,9 %

回答なし: 11.1 %

11.1

44.4 44.4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

回答なし はい ときどき

生ごみはなるべくカットして生ごみはなるべくカットして
小さくしている？小さくしている？

はい
できます
78%

いいえ
22%

最初に生ごみをなるべく小さくカットすることは、できる？最初に生ごみをなるべく小さくカットすることは、できる？

臭う
5.5 臭わない

94.5
0

50

100

Smell Not Smell

臭いますか臭いますか ??

悪い 11.1
良い

88.9
0

50

100

Bad Good

TakakuraTakakura Home MethodHome Methodのの
見た目はどうですか見た目はどうですか ??

テラスのような所
22.2

台所
77.8

0

50

100

"Teras" Kitchen

TakakuraTakakura HHome Methodome Methodをを
置くのに最適な場所は？置くのに最適な場所は？

11.1

55.6

22.2
11.1

0

20

40

60

父親 母親 子供 お手伝いさん

家ではどなたが扱っていますか？家ではどなたが扱っていますか？
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TakakuraTakakura Home MethodHome Method

・モデル地区の住環境（不衛生状態）が大きく改善された

・取り扱いが簡易で腐敗するという失敗がほとんどない

・堆肥になる生ごみとは何か体験的に学べ、また自ら堆肥化の
取組みができ、環境意識の向上につながった

・メンテナンスとしては、半年ごとに発酵菌（堆肥）と、仕切りである
段ボールの交換が必要→改良版の製作も同時に進行中

・交換時の発酵途中の堆肥は、住民から買い取っている

・集められた発酵途中の堆肥は、コンポストセンターで熟成

・デンパサール市２５０世帯、タラカン市２５０世帯、スマラン市
１００世帯に普及（２００６年末現在）

評価と今後の展開評価と今後の展開

発芽インデックス試験発芽インデックス試験

・試験に最適な野菜の種を選定・試験に最適な野菜の種を選定
・野菜の種の発芽状態で堆肥の・野菜の種の発芽状態で堆肥の
品質を判定品質を判定
・３日間で判定可能。安価で簡易な・３日間で判定可能。安価で簡易な
測定方法測定方法

堆肥化技術移転テキスト堆肥化技術移転テキスト

全４０ページ

堆肥化技術移転研修堆肥化技術移転研修
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東ジャワ最大の市場での堆肥化東ジャワ最大の市場での堆肥化 市場での堆肥化開始に向けた試験市場での堆肥化開始に向けた試験

市場での堆肥化開始に向けた試験市場での堆肥化開始に向けた試験

※※最終試験結果最終試験結果

・約７日間で完成・約７日間で完成
・水分量調整容易・水分量調整容易
・悪臭発生なし・悪臭発生なし
・温度推移良好・温度推移良好

↓↓
市場にてコンポスト市場にてコンポスト
センター運営中センター運営中

新たな方式と従来方式の改良新たな方式と従来方式の改良
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WASTE MANAGEMENT BASE ON COMMUNITYWASTE MANAGEMENT BASE ON COMMUNITY
CASE STUDY IN PUSDAKOTA (Dec 2005)CASE STUDY IN PUSDAKOTA (Dec 2005)

Composting Process in 
each household Pick up compost in 

community
Change with new native 

microorganism

Data Input (weight and 
the quality of the 

compost)

Transportation to the 
composting center

Composting Center

スラバヤ市

デンパサール市

品質管理・効率的運営品質管理・効率的運営

短期間で極端な生ごみの増加(1050世帯）

悪臭の発生・ハエの発生源

・問題解決のための品質管理活動
・状況から要因を特定する手法

彼ら自身が持続・発展的に活動できるための
フォローアップ

悪臭が発酵状態の悪化
から発生していることを
突き止め、水分量調整の
重要性を学ぶ。

ハエの発生源とならない
ためにはどうするか、QCC
活動から改善方法を考える
ことを学ぶ。
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堆肥化によるスラバヤ市ごみ減量化評価堆肥化によるスラバヤ市ごみ減量化評価

2006年11月1日現在・・・・ 年間 2,336 トン 削減

約 13,000 世帯分に相当

2006年度末予定・・・・・・年間 6,338 トン 削減

約 35,000 世帯分に相当

2010年度末見込み・・・・・年間 60,225 トン削減

約 330,000 世帯分に相当

コンポストセンター経済性評価コンポストセンター経済性評価

2006年6月のデータとして、1ヶ月間に 1050世帯から生ごみを集め、
13,102.5kgのコンポストが完成(Rp. 700/kg)

１０％分はコミュニティへ還元（Rp.917,175≒12,230円）

●収入
90%にあたる11,792kgは、Rp 8,254,400 ≒110,000円

●支出
維持管理費 Rp. 4,770,000
作業員人件費 Rp. 2,152,846

計 Rp. 6,922,846          ≒ 92,300円

●利益
110,000円－ 92,300円 ＝ 17,700円

Waste Bank Waste Bank 状況状況

リサイクル品 1kg当たり価格

白紙 Rp. 1,200
色付紙 Rp.   400
新聞 Rp.   800
段ボール Rp.   700
厚紙（牛乳パック） Rp.   250
透明プラスチック Rp.   500
プラスチックボトル Rp. 1,500
缶（鉄） Rp.   600

2006年9月に50世帯で実証実験を行い、下記の価格で売れることを確認。
住民への協力依頼も終わり、今後276世帯で開始、4地区に分けて週に
一度集積所に住民が持ち寄り、PUSDAKOTAが回収する。

本事業における成果本事業における成果

Environmental BenefitEnvironmental Benefit
投棄される投棄される一般ごみの減量一般ごみの減量

モデル地区住民のモデル地区住民の分別収集とリサイクル意識の向上分別収集とリサイクル意識の向上

堆肥化施設からの臭気問題の解決堆肥化施設からの臭気問題の解決

市民の環境意識向上（市場コンポストセンター）市民の環境意識向上（市場コンポストセンター）

Social BenefitSocial Benefit
住環境衛生状態の改善住環境衛生状態の改善

地域住民地域住民や環境改善関係者のネットワークや環境改善関係者のネットワーク

他都市他都市NGONGO・行政機関・行政機関とのネットワークとのネットワーク

Economical BenefitEconomical Benefit
処分場の延命処分場の延命

NGONGOのの収益性の向上収益性の向上

住民への住民へのインセンティブとコミュニティ整備インセンティブとコミュニティ整備
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ＫＩＴＡ方式ごみ減量化事業ＫＩＴＡ方式ごみ減量化事業

☆成功の秘訣☆

１１ 適材適所の技術移転適材適所の技術移転
・現地で安価に入手可能なものを利用
・気候、生活習慣に合わせた技術移転

２２ 行政機関と協調した事業展開行政機関と協調した事業展開
・モデル地区でのセンター建設地の提供
・住民への周知、ＰＲを行政機関からも支援
・活動ＮＧＯへの資金協力

３３ 市民との協働市民との協働
・ごみの分別
・モデル地区住民が積極的に活動を行うための環境教育
・セミナー開催による詳細な活動紹介、必要性PR

ＫＩＴＡ方式ごみ減量化事業ＫＩＴＡ方式ごみ減量化事業

行政 事業者
(NGO)

・ごみの分別
・堆肥化への協力意識向上
・環境教育

・市民活動への協力ノウハウ
・センター運営ノウハウ
・環境教育

・廃棄物行政の能力向上
・市民・事業者への情報提供方法
・活動への支援方法
・センター運営ノウハウ

コンポストセンター
エコセンター

市民
・相互の良好な関係構築を
事業の中で取り組むため、
持続的な活動となる。
・堆肥の販売についても
検討し、解決を図る。

技術及び施設管理ノウハウ移転

国際機関からの評価国際機関からの評価

UNESCAP     ：スラバヤ市で「KITA方式の成功事例を研究」
するワークショップを2月初旬開催決定
アジア各国から約10名、インドネシア国内から
約7名参加予定

IGES ：11月下旬、スラバヤ市でCDMセミナー開催

UN-HABITAT：12月のフィリピン・マニラでの会議において
スラバヤの成功事例を紹介。スリランカ事業
での活用を期待

JBIC ：インドネシア・メダン市でのごみ問題解決に
KITA方式の導入を検討

最後に・・・

助成金がシードマネーとして、現地NGOが活動を継続

Tarakan
タラカン

Denpasar
デンパサール

PUSDAKOTA スラバヤ市
・スラバヤ市及び周辺都市で活動中
・スマラン市、デンパサール市へ移転済
・メダン市へ紹介→移転を計画
・タイ・バンコクへ紹介
・各地から見学者多数

BINTARI スマラン市
・スマラン市で活動中

BALI FOKUS デンパサール市
・バリ州で活動中
・タラカン市から事業を受託

バンコクへ
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石田 哲也

（財）北九州国際技術協力協会

インドネシア国スラバヤ市におけるインドネシア国スラバヤ市における
分別収集・堆肥化による分別収集・堆肥化による

廃棄物減量化・リサイクル促進事業廃棄物減量化・リサイクル促進事業

ーー ＫＩＴＡ方式ごみ減量化事業ＫＩＴＡ方式ごみ減量化事業ーー

ＫｉｔａｋｙｕｓｈｕＫｉｔａｋｙｕｓｈｕ ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｅｃｈｎｏ－ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅＴｅｃｈｎｏ－ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅ ＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ



1

島嶼国での住民の命と生活を守るた
めの海岸防災林の造成（モルジブ）

特定非営利活動法人

国際マングローブ生態系協会

ドー二と呼ばれるモルジブの船

国際マングローブ生態系協会の紹介

国際マングローブ生態系協会の名称よりも

International Society for Mangrove Ecosystems 
(ISME)の名称の方が、国際的には名前が通っている
1990年に国際NGO・NPOとし設立－－理事の半数は
外国人（タイ、マレーシア、セネガル、フランス等）

本部は、琉球大学農学部内にある

現在世界89ヵ国に960人を越える個人会員と機関会員
がいる

マングローブに関する情報の収集・発信、技術指導、
保全再生技術の普及活動、保全に関する啓蒙活動、研
修活動については世界で最大のNGO・NPOだと思って
いる

モルジブ共和国
Republic of Maldives
1965年に独立し、1968年に共和国となる

人口：28.9万人、首都：マーレ
人口7.7万人、全人口の1/4以上の27%が住む

首都は世界で最も過密な島と言わる

埋め立て拡張されても東西2.5km、南北1.5kmなので、大き
く見積もっても面積3.75km2

そこに7.7万人、すなわち1km2に2万人以上(1m2に2人以
上）

公用語：ディベヒ(Dhivehi）語

平均気温26-33℃、高温多湿

モンスーンが２回
北東モンスーン11-4月：乾季

南西モンスーン5-10月：雨季
首都のマーレ

例えば、上の写真は下の図
のように表現される

（写真と図はMalwaysから引用
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モルジブ共和国（つづき）
面積が100m2から2km2にしかすぎない1,190以上の島々
から構成される（首都マーレの元々の面積は知らない
ので首都を除く－－3.75km2は広すぎ）

有人島は約200

リゾートは約90－－住民の住む島にリゾートは建設で
きない－－住民の生活と文化を守るため？

26の環礁（アトール:atoll）－－行政的には19のに区
分

リゾート以外での外国人の宿泊は、環礁管理局にて許
可を受ける必要がある

拡大すると
約150km

こんなドーニだと
10時間もかかる

さらに拡大すると

今年プロジェクトを実施している場所
はミームアトールのムラック島が中心

ミームアトール

スピードボートを利用することが多い

時には、水上飛行機を利用することもある

新婚旅行の方々に人気の
water cottage

私た
ちに
は、
高く
て泊
まれ
ない

移動手段 地球環境基金の助成で、これまで実施し
てきたプロジェクト
ベトナムのマングローブ生態系保全に関する啓発
（1993年度）
ヴェトナム語と英語でのスライドセットの作製と配付

タイのマングローブ生態系保全と持続的利用に関する
啓蒙（1994年度）
タイ語と英語でのスライドセットの作製と配付

現在でも有償（コピー代金と郵送料を負担）で英語版は配付し続け
ている

スライドは76枚のカラー
スライドが１セットに
なっていて、説明者用の
テキストがついてい
るーー最近はCD-ROMで配
付することが多い
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地球環境基金の助成で、これまで実施し
てきたプロジェクト（つづき）
フィジーでのマングローブ生態系の保全と持続的利用
に関する啓蒙と保全技術の普及(1995年度)
ビデオの作製と配付

現在でも英語のものは有償（コピー代金と郵送料を負担）で
配付し続けている

タイのマングローブ生態系保全とマングローブ林持続
的利用（1996年度）
ビデオの作製と配付

英語のものは有償（コピー代金と郵送料を負担）で英語版は配付
し続けている

フィジー（左）とタイ（右）の
ビデオプログラムのカバー

地球環境基金の助成で、これまで実施し
てきたプロジェクト（つづき）

マングローブ林保全のための簡単な植林方法の概説書
の出版 (1997年度)
沖縄県内のすべての小・中・高等学校や各種学校に無料配付

現在でも、配付の要望が強いので、コピーを有償で配付して
いる

モルディブ共和国の海岸線保全のためのマングローブ
植林(2000年）と同国でのマングローブな苗畑造成と
植林(2001年と2002年度）
モルディブ共和国でのマングローブの植林と苗畑の造成

モルディブの島は小さいが、こんな大きな
マングローブもある（マヤプシキの仲間）

2006年12月

2000年、2001年、2002年

海岸侵食がどの島でも起こっている

わが国では、ほとんど報道されることが
なかったが、モルディブでの津波被害
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地球環境基金の助成で、今年、実施して
いるプロジェクト

島嶼国での住民の命と生活を守るための海岸防災林の
造成（モルジブ）

プロジェクトの現状
今年は、天候が不順で雨季（南西モンスーン）が終わってくれ
ない－－－極めてめずらしく、毎日のように雨が降っている

現地に滞在している国際マングローブ生態系協会の職員（女
性）二人が、住民の協力で種子の採取と苗畑作り、ポットへの
種子の播種作業中

テリハボクが2,400個－－1,200ポットは終了

モモタマナ等の採種とポット作業を行っている

ムラック島の街並み

採種と苗畑作業

地球環境基金以外での活動

世界のマングローブ林の面積を網羅したWorld Mangrove 

Atlasなど英語の出版物の印刷・出版

地球環境基金以外での活動（つづき）

英語ベースのマングローブデーターベスであるGLOMIS 

(Global Mangrove Database and Information System)の

構築と情報発信

GLOMISはGlobal Mangrove 
Database and Information Systemの
略でITTOから委託を受けてISMEが
1997年から開始した事業です。
Phase IIが終わり、2004年6月から
Phase IIIを開始しました。

ガーナ、ブラジル、フィ
ジー、マレーシアの４ヵ
所に地域センターを設置
し、そこから沖縄にデー
タ転送しています
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地球環境基金以外での活動（つづき）

太平洋島嶼諸国のキリバツでのマングローブ植林、ツバ

ルでのマングローブ植林の可能性調査、サモアでのマン

グローブ林内での木道の設置など

植栽後約６カ月目のマングローブ

400人の小学生と一緒になって4,000本を超えるマングローブ植林

人材育成
持続可能なマングローブ生態系管理技術に関する研修コース
JICA（国際協力機構）の委託を受け、1995年から沖縄の西表島などで約2ヵ月半の研修を実施。
2006年までに36カ国から84人の研修を修了し、それぞれの国で活躍している。

持続可能な開発のための環境教育－沿岸生態系と住民生活の保全―に関する研修コース
JICAの委託を受け、2005年から沖縄県内、屋久島、水俣市などで約2ヵ月半の研修を実施。
2005年は８カ国10人、2006年も10人の研修を修了。

地球環境基金以外での活動（つづき）

海外でのボランティアマン
グローブ植林と国内からの
インターンの受け入れ 出前講義や国際交流の促進

国際協力機構(JICA)の草の根パートナー型事業
国際協力機構(JICA)から事業資金を得て、ブラジル北部、アマゾン川河口のマングロー
ブ荒廃地でマングローブ生態系復元事業を2005年から３年間の予定で実施。
現地にプロジェクトマネージャーと現地調整員を派遣しているが、必要に応じて技術サ
ポートのためのマングローブ専門家も派遣。
現地パラ州のパラ連邦大学ブラガンサ校を窓口にして地域住民と共働して、マングロー
ブ生態系の復元に取り組んでいる。

村人の協力

カニ採りの漁師村人との話し合い 高さ35mを越えるマングローブ

地球環境基金以外での活動（つづき）

荒廃したマングローブ

私たちが直面している問題点

人材確保とそれに必要な活動資金・運営資金の確保
東京や大阪などでのNPO・NGOの活動が中心となって
評価される傾向にあり、地方都市での活動がなかな
か評価されない悩み
英語の出版物ではなく日本語の印刷物も出したいが、
必要なボランテァイの確保が地方都市ではできにく
いという悩み

次回は皆さんとマングローブ林の中で
お会いしたいものす！！

仕事を拡大すると、人材
と資金が確保されていな
いので､個々人の負担が増
大するという悩み



1

はじめに

２００６年 水俣病公式確認から５０年

２００４年 相思社設立３０周年

一歩前進、半歩後退

・水俣病に対する偏見・差別

・水俣病の経験・・・同じあやまちを繰り返さない

水俣病を巡る最近の動き

2004年10月 水俣病関西訴訟最高裁判決。水俣病拡大における行
政責任が確定。認定申請者が急増（2006年10月現在、申請者数
4,000名以上）

2005年4月 環境省、水俣病医療事業・保健手帳受付再開及び
「水俣病問題に係る懇談会」設置を発表

2005年10月 新たな国賠訴訟を提訴（2006年10月現在、原告数
1,000名以上）

2005年10月 水俣病医療事業・保健手帳受付再開（2006年10月
現在、申請者数6,000名以上）

2006年9月 「水俣病問題に係る懇談会」が環境大臣に『提言書』
を提出

もう一つのこの世を目指してもう一つのこの世を目指して

水俣病センター相思社水俣病センター相思社

水俣病センター相思社水俣病センター相思社 弘津敏男弘津敏男

相思社相思社 設立の経緯（１）設立の経緯（１）

１９６９（昭和４４）年１９６９（昭和４４）年 水俣病訴訟（第一次訴訟）提訴水俣病訴訟（第一次訴訟）提訴

１９７１年頃１９７１年頃 患者側勝訴の見通し患者側勝訴の見通し
→→判決後を意識判決後を意識
地域の中でいかに生きるか、胎児性患者の将来は地域の中でいかに生きるか、胎児性患者の将来は
→→「患者・家族の拠り所」を作りたい「患者・家族の拠り所」を作りたい

１９７２年６月１９７２年６月 ストックホルム・第１回「国連人間環境会議」ストックホルム・第１回「国連人間環境会議」
→→「水俣アピール」「水俣アピール」==「水俣病センター」設立を呼びかけ「水俣病センター」設立を呼びかけ
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相思社相思社 設立の経緯（２）設立の経緯（２）

１９７２年１０月１９７２年１０月

「水俣病センター（仮称）を作るために」「水俣病センター（仮称）を作るために」
（水俣病センターの機能・役割）（水俣病センターの機能・役割）

①①患者の拠り所、闘いの根拠地、「もうひとつのこの患者の拠り所、闘いの根拠地、「もうひとつのこの
世」をつくる場所世」をつくる場所
②②潜在患者の発掘、患者の側に立った医療機関潜在患者の発掘、患者の側に立った医療機関
③③水俣病資料センター水俣病資料センター
④④共同作業所、など共同作業所、など

全国にカンパ要請全国にカンパ要請→→３，３００万円集まる３，３００万円集まる

１９７４（昭和４９）年４月１９７４（昭和４９）年４月 落成・活動開始落成・活動開始

相思社相思社 活動の経緯（１）活動の経緯（１）

◎◎未認定患者運動の拠点＝患者団体の事務局未認定患者運動の拠点＝患者団体の事務局

●●総申請運動総申請運動 ●●検診拒否運動検診拒否運動
●●棄却取消訴訟棄却取消訴訟 ●●待たせ陳訴訟待たせ陳訴訟
●●暴圧裁判暴圧裁判 ●●不作為違法確認訴訟不作為違法確認訴訟
●●川本刑事裁判川本刑事裁判 ●●ニセ患者発言名誉毀損訴訟ニセ患者発言名誉毀損訴訟

●●ヘドロ工事差止め仮処分訴訟ヘドロ工事差止め仮処分訴訟
●●原因裁定原因裁定 ●●チッソ水俣工場前座り込みチッソ水俣工場前座り込み
●●熊本県交渉熊本県交渉 ●●環境庁交渉など環境庁交渉など

相思社相思社 活動の経緯（２）活動の経緯（２）

・医療機関＝出月養生所・医療機関＝出月養生所
（はり・きゅう・マッサージ＝１９８６年独立）（はり・きゅう・マッサージ＝１９８６年独立）

・水俣病被害の情宣・交流・水俣病被害の情宣・交流
●●資料集作成・収集・展示・貸出資料集作成・収集・展示・貸出
●●資料室（１９８８年水俣病歴史考証館設立）資料室（１９８８年水俣病歴史考証館設立）
●●カナダインディアンとの交流カナダインディアンとの交流
●●住民運動との交流住民運動との交流
●●水俣実践学校水俣実践学校
●●水俣生活学校（１９８２～９２年）水俣生活学校（１９８２～９２年）

・環境調査・監視・環境調査・監視
●●ヘドロ処理工事の監視ヘドロ処理工事の監視
●●ヘドロ・魚介類の採取と水銀分析ヘドロ・魚介類の採取と水銀分析
●●聞き取り調査聞き取り調査

相思社相思社 活動の経緯（３）活動の経緯（３）

殖産事業殖産事業
●●キノコ工場（共同作業所＝１９７４～８１年）キノコ工場（共同作業所＝１９７４～８１年）
●●堆肥製造・販売（１９７７～９０年）堆肥製造・販売（１９７７～９０年）

物販事業物販事業
●●低農薬甘夏の販売（１９７７～８９年）低農薬甘夏の販売（１９７７～８９年）
●●その他の柑橘類の販売その他の柑橘類の販売

１９８９年１９８９年 甘夏事件甘夏事件
→→職員半減、甘夏販売中止、収入激減、新たな道職員半減、甘夏販売中止、収入激減、新たな道
の模索（水俣病を伝える活動を中心に、患者運動もの模索（水俣病を伝える活動を中心に、患者運動も
支える）支える）
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相思社 現在の活動（１）

活動の３本柱

①患者とのつき合い

②水俣病を伝える

③水俣病の経験を生かした地域づくり

相思社 現在の活動（２）

患者とのつき合い

※運動支援から、日常生活者としての応援
＝相思社が水俣にあることの意味

●水俣病患者の相談への対応
●水俣病患者や近隣の人びととの交流
●患者からの聞き取り
●聞き取り集の作成

相思社 現在の活動（３）

水俣病を伝える

●水俣病歴史考証館の運営
●機関誌「ごんずい」発行
●資料収集・整備・提供・情報発信
●ホームページによる情報発信
●大学ゼミ・教育旅行などのコーディネート・実施
●講演会やシンポジウムの開催、出張講演
●水俣病患者や関係者から聞き取り集の作成
●水俣病関連書籍・ビデオの販売

相思社 現在の活動（４）

水俣病の経験を生かした地域づくり

※患者が普通に暮らせる地域づくり
※水俣病への偏見・差別の解消

●もやいネットワーク
→患者・住民・行政の協働
●地域調査
→「ないものねだり」から「あるもの探し」へ
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相思社 現在の活動（５）

相思社の活動を支える事業
※相思社の財政と地域や生産者を支える

●低農薬柑橘類の販売
●無農薬茶の販売
●低農薬林檎の販売
●新規産品の開発

患者とのつき合い 交流会

患者とのつき合い 交流会 患者とのつき合い 水俣病患者連合総会
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患者とのつき合い 相思社法要会 水俣病を伝える 考証館見学（ＪＩＣＡ）

水俣病を伝える 考証館見学（カナダ原住民） 水俣病を伝える 考証館見学（潮谷知事）
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水俣病を伝える 高校生水俣研修 水俣病を伝える 高校生水俣研修

水俣病を伝える 高校生水俣研修 水俣病を伝える 小学生・漁船体験
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水俣病を伝える 魚さばき体験 水俣病を伝える みかんちぎり体験

水俣病を伝える 紙すき体験 水俣病を伝える 大学ゼミ
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水俣病を伝える 大学ゼミ 水俣病を伝える 南ア・ソモホとの交流

水俣病を伝える 資料整理 水俣病を伝える 資料整理
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水俣病を伝える 資料整理 まちづくり あるもの探し

地域づくり
あるもの探し（絵地図作り）

地域づくり あるもの探し（地図作り）
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地域づくり あるもの探し（地図発表） 地域づくり 水俣・火のまつり
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ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会長崎環境カウンセリング協会長崎

途上国の持続可能な都市と地方のため

の有機性廃棄物循環システムの構築

平成１８年１２月９日（土）１３:００～

宮崎県立図書館２Ｆ 研修ホール

ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会長崎

報告者 ： 吉田 雅文、 中本 宏

平成１８年度地球環境市民大学校

「環境ＮＧＯと市民の集い」九州・沖縄ブロック

団体概要

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会長崎環境カウンセリング協会長崎

名 称： ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会

理事長： 堤 俊明

設立年： 平成１２年１２月２０日

会員数： 約７０名

指定等： 長崎県地球温暖化防止活動推進センター

エコアクション２１地域事務局ながさき

活動等： 環境省、ＪＣＣＡ、長崎県委託事業、

地球温暖化防止活動普及啓発、

リサイクル推進、国際環境協力ほか

事業概要

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会長崎環境カウンセリング協会長崎

活動分野：循環型社会形成

活動地域：インドネシア ジャカルタ市

活動概要：

インドネシアでは、急激な国際化や都市化に伴い、廃棄物
問題が深刻化している。 我々は、特に青果市場等に散乱・
堆積する膨大な廃棄物の有効利用に焦点をあてた調査活動を
進めてきた。 活動の内容は、地元の農業高校、水産高校を
中心に環境教育を実施することが有効であると考え、地元の
カウンターパートと協働して、コンポスト化や付加価値商品
化のためのガイドライン作成など、現在はパイロット地域で
の活動を実施している。

活動内容

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会長崎環境カウンセリング協会長崎

・農業高校、水産高校等での環境教育支援活動

・高校生の高付加価値製品生産のための教科書の作成･印刷･配布

・高校生の堆肥生産と利用へ向けた有機農法の教科書の作成･配布

・コンポストの品質管理のためのシステムの検討

・高校での教育活動のための指導

・高校での実技教育のための資機材の支援

・高校生と協働した実践活動

・青果市場廃棄物の高付加価値化及び商品化活動の推進拡大

・農漁村部での高付加価値化及び商品化活動の推進拡大

・廃棄物有効活用手法普及ワークショップの開催

これらの活動をインドネシア側のNGOとの協働で実施する。
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事業の背景

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会長崎環境カウンセリング協会長崎

急激な国際化や都市化、都市と地方の格差・・・

事業の背景

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会長崎環境カウンセリング協会長崎

人口集中、大気汚染、

廃棄物増大・・・

市場ごみの状況

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会長崎環境カウンセリング協会長崎 ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会長崎環境カウンセリング協会長崎

青果市場のごみの状況
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最終処分場の状況

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会長崎環境カウンセリング協会長崎 ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会長崎環境カウンセリング協会長崎

最終処分場の状況

カウンターパートとの協議

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会長崎環境カウンセリング協会長崎

シンポジウムの開催

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会長崎環境カウンセリング協会長崎
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テキストの作成・印刷・配布

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会長崎環境カウンセリング協会長崎

地元高校生による作業風景

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会長崎環境カウンセリング協会長崎

水産系高校での様子

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会長崎環境カウンセリング協会長崎

農業系高校での様子

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会長崎環境カウンセリング協会長崎
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高付加価値製品

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会長崎環境カウンセリング協会長崎

・チリソース

・パイナップルジャム

・バナナチップ

・ふりかけ ・・・

団地内コンポスト化事業

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会長崎環境カウンセリング協会長崎

・域内収集システムの検討

・利・活用先の拡大

・有機農業の推進 ・・・

事業スキーム

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会長崎環境カウンセリング協会長崎

市場ごみ

付加価値商品化 コンポスト化

販 売自家消費 有機農業 花壇等

まとめ

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会長崎環境カウンセリング協会長崎

○ 将来世代を担う、高校生の参加による事業展開

○ 途上国地域の社会システムに適合した事業展開

○ 消費や販売（収入）など活動へのインセンティブ

高校生による

持続的発展可能な

循環型社会形成・・・
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ご清聴ありがとうございました ☆彡

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人 環境カウンセリング協会長崎環境カウンセリング協会長崎
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特定非営利活動法人
しぜん あそ・まな・くらぶ

平成１８年１２月９日(土)
環境ＮＧＯと市民の集い 九州・沖縄ブロック 用

しぜん あそ・まな・くらぶについて
団体理念

「特定非営利活動法人しぜん あそ・まな・くら
ぶ」は、人と自然の共生をテーマに乳幼児から
成人までのあらゆる人々に対して自然と遊び、
自然に学び自然を感じる中で自然を大切にす
る心を養い、地球環境を考え守るための活動を
行う」

事業内容

Ⅰ・環境教育事業

Ⅱ・人材育成事業

Ⅲ・団体支援事業

しぜん あそ・まな・くらぶについて

設立経緯（これまでの歩み）

2002年４月 前身団体 「立神峡から始まる環境教育の会」 設立
環境学習会（～2003年３月まで）を実施。

2003年 長期宿泊体験事業を中心に年度中に3本の事業を実施
2004年２月 しぜんあそ・まな・くらぶ設立総会

９月 熊本県よりNPO法人認証
長期宿泊体験事業を中心に年度中に5本の事業を実施。

2005年３月 事務局 設置
長期宿泊体験事業を中心に年度中6本の事業を実施。
また、文部科学省依属の地域子ども教室推進事業に参加。

2006年～ 低学年対象としたのびのびすく～るの開催。

高学年対象とした四季を感じる里山学校の開催。
そして、地球環境基金より助成いただいている
「持続可能な開発のための教育の10年」普及啓発のための子
ども長期宿泊型里山生活体験プロジェクトを実施している。

しぜん あそ・まな・くらぶについて

環境教育事業

環境教育事業とは、子どもから大人までを対
象とした環境教育や自然体験活動(学習)を行う
事業です。

子ども対象

・夏の里山学校 (6泊7日)
・のびのびすく～る（1泊2日） など

大人対象･･･今後実施予定
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しぜん あそ・まな・くらぶについて

人材育成事業

人材育成事業は、今後野外活動や環境教育
活動の裾野を広げる為、その指導者を育成す
る事業

ｲﾝﾀｰﾝ制度・・・一ヶ月から半年または1年間当
法人のｲﾝﾀｰﾝとしてOJTの形式で学ぶ制度

各種リーダー養成講座・・・PLTやPW、また当
法人独自のリーダー養成講座を実施
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しぜん あそ・まな・くらぶについて

団体支援事業

団体支援は、環境教育や自然体験活動を実
施したいが、団体内にその指導者がいなかっ
たり、足りない団体に当法人よりスタッフを派遣
ないし、自然体験の企画・実施を行う事業

通学合宿・・・氷川町で行われる小学6年生を
対象としたキャンプ場から学校へと通うキャン
プへのリーダー派遣

地域子ども会へのリーダー派遣

地球環境基金助成事業

「持続可能な開発のための教育の１０年」普及啓発のための
子ども長期宿泊型里山生活体験プロジェクト

ＮＰＯ法人しぜん あそ・まな・くらぶ

活動報告事例発表

主旨・目的

私たちは、国連で採択された持続可能な開発のための教
育の10年（ＥＳＤ)にある「社会」「環境」「経済」の規準となる
「価値観」は小中学校の時期での体験が基本となると考え、
「持続可能な開発とは何か？」ということを実体験として経験
してもらうために、昔ながらの生活を体験できる場所を宿泊
場所として長期宿泊型の里山生活体験を行い、考えてもらう
機会としたい。また、このプログラムを継続することで、実施
した内容をもとに熊本発のＥＳＤ教材として作成し、ＥＳＤへ
向けた活動の普及啓発へとつなげたい。

事業概要

小中学生を対象に、今現在の価値観から成立している普段
の生活から「かまど」や「五右衛門風呂」などの昔ながらの里
山生活体験という普段とは違う生活を通し、ライフスタイルを
見直してもらうための環境学習を行う。

また、本事業を継続したものとし、実施する活動や参加者
の感想などを報告書としてまとめ、ＥＳＤ普及啓発に役立て
る。
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なぜ、この事業を実施することとなったのか。

ＥＳＤについては、まだその認知は浅く、教育現場などにお
いての、その実践はほとんど実施されていないのが現状で
ある。また、さまざまな問題について課題別に焦点を当てた
学習や活動が中心となってしまっており、いかに包括的に問
題を取り上げ、実践するかが課題となっていると思われたか
ら。

里山キャンプ
～およいで！ のぼって！ はじけて！！ 地球を感じて１週間～

子ども長期宿泊型里山生活体験

実施日時：第1回 平成18年7月30日(日)～8月5日(土)
第2回 平成18年8月6日(日)～8月12日(土)

開催場所：立神峡里地公園（熊本県八代郡氷川町） 里地屋敷及びその周辺
参加人数：第１回 １９名

第２回 ２６名

実 施 内 容

生活の様子 うなぎの仕掛け作り（道具を作ろう）
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森林学習とツリークライミング（生活と木） 氷川沢下り（水の旅）

実験をしてみよう（私たちと地球） 私たちにできることを考えよう「里山宣言」（生活を見直そう・グループワー
ク）

「里山宣言」抜粋

●生活用品になるべく木材を使う

●マイバックを使う

●我慢できる暑さのときはエアコンをつけない！

●なるべく自転車で行くか歩いていく。

●もっとこれから、自然を守っていきたいと思います。
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実施して・・・

複数の活動による相乗効果

・・・生活体験を中心とした自然体験活動

大勢の大人との体験の共有

・・・スタッフやボランティアの方と活動を共有

することでより感動や問題意識を感じる。

今後の課題として

●参加者が県内だけになってしまった。

●ボランティアの確保

●１週間だけでなく１泊２日などの形のプログラム

も含めた流れでの実施。

今後の展開・・・

低学年を対象としたＥＳＤプログラムの開催に
向けた展開。

ＥＳＤ普及に向けたノウハウの作成やＥＳＤプ
ログラムの教材作成。

など

特定非営利活動法人

しぜん あそ・まな・くらぶ
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活動紹介

特定非営利活動法人 地域循環研究所

清水耕平

豊澤健太

団体紹介

♦立ち上げ：2000年5月
♦法人化 ：2000年10月
♦母 体：長崎大学環境科学部中村修研究室

♦目 的：①研究室の研究成果の地域還元

②環境問題解決のプロの育成

♦事業規模：2000万円／年
♦顧 客：自治体環境課職員

♦得意分野：環境教育、食育、有機物循環、

活動紹介

♦環境コンサルタント
地域に“いい仕事”をつくりだす

学校給食  

公共施設  
市内事業者  

回収・運搬  

メタンガス  

固定式バルーン  
（見学者向け  

アトラクション）
 
 
 

ハウス供給  

固形残渣  
 

堆肥化  
消化液

 
液状肥料として  
農地散布  

 

納入  
納入  

加工センター  

納 

入

 

周辺市町  
食品関係事業者  

活動紹介

♦環境政策研究事業
明日から使える情報を
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活動紹介

♦有機物循環
変換から循環へ

活動紹介

♦環境教育
大人を指導する子どもたち

活動紹介

♦食育
効果の見える啓発事業

広報活動の役割

♦予算の違い （例）マクドナルドと政府の予算規模

♦啓発事業 （例）効果の見えないシンポジウム

♦広報の評価 （例）継続的な政策へ
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鹿児島の温泉を訪ねて
環境をまなぶエコツアー事業

NPO法人 まちづくり地域フォーラム･かごしま探検の会

深見 聡

環境ＮＧＯと市民の集い

2006.12.9(土)
趣旨と目的

温泉を活用した観光や地域づくりがさかんになっている。
ところが、数多くのガイドやマップ等の書籍類が刊行され
ているものの、周辺の多様な環境(地質・歴史等)まで取
りあげ、それらを中心テーマに据えたものは少ない。
本事業は、地域資源としての温泉の存在とその利用価値
や歴史的な変遷を、ワークショップ(ウォークラリーなど)
を企画・実施する中で地域住民みずからが再発見したも
のを小冊子としてまとめ、実際にエコツアーを実施しその
先駆的モデルケースとして広く発信することを目的。
「温泉」を切り口に、地元住民はもとより、広く県外観光客
にむけて、地域に固有の環境こそが観光資源となると位
置づけて、実践及び普及啓蒙活動を行なう。

実施スケジュール
ワークショップの開催
①湯之元温泉など （日置市北部 2006年6月29日）
②吹上温泉など （日置市南部 2006年7月21日）
③鶴田・宮之城温泉（薩摩郡さつま町 2006年7月29日）
④金山温泉など （枕崎市・南薩方面 2006年8月19日）
⑤鶴田・宮之城温泉など（薩摩郡さつま町 2006年11月7日）

◇それぞれのワークショップにおいては、泉
質の特色のみならず、歴史・自然の面からも
温泉地の特徴を考察し把握することに努めた。
補充調査
ワークショップの前後に、冊子作成に必要なデータを補
足していった。
冊子をもとにしたモニターツアー（2006年12月～）
｢センポ(泉歩)ジウム｣の開催（2007年3月）

活動のようす(枕崎・南薩方面)
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活動のようす(吹上温泉) 温泉を多方面に活かす

温泉は、総合環境教育の好適地総合環境教育の好適地。

住民参加型のまちづくりに環境の地域
特性を活かす。

毎回一定以上の参加者があり、子どもか
ら高齢者までが温泉を起点とした地域の自
然環境・人文環境の魅力発信に一体となっ
て取り組んでいる。




