
 

北海道･東北ブロック 

地球環境市民大学校｢環境NGOと市民の集い｣

17:30～17:45 閉会挨拶 事務局 

 

2008年 1月 27日（日）11:00～18

仙台市市民活動サポートセンター 6Ｆ

セミナーホール（定員120名 参加無料） 

e-mail mon@technowave.ne.jp 
:00  
＜参加団体 発表順＞ 

■第一部 ｢総合環境教育｣のグループ 

北の海の動物センター(網走市)、おおせっからんど（八

戸市）、サイカチネイチャークラブ（仙台市）、さっぽろ

自由学校「遊」（札幌市）、白神自然学校一ツ森校（青森

県)、白鷹ふる里体験塾（山形県）、仙台いぐね研究会（仙
11:00～11:15  開会挨拶 地球環境基金 

11:15～12:15  基調講演  

「日本雁を保護する会」 

会長 呉地 正行さん 

･･･昼食と各団体の展示見学･･･ 

13:00～14:00  パネルデスカッション 

   地球温暖化と生態系の異変･･･ 

   これで良いか？わたしたちのくらしかた 

14:10～15:40 環境ＮＧＯの活動紹介（第一部） 

15:50～17:10  環境ＮＧＯの活動紹介（第二部） 

17:10～17:30  まとめ 新妻弘明さん 
台市)、当別エコロジカルコミュニティー（北海道） 

 

■第二部 「環境保護・保全・復元」、「森林保全緑化」、「環

境保全型農業等」、「地球温暖化防止」のグループ 
 

タンチョウ保護研究グループ（釧路市)、東山国際交流

会（岩手県)、環境保全米ネットワーク（仙台市)、尻別

川の未来を考えるオビラメの会（北海道）、登別自然活

動支援組織モモンガくらぶ（登別市）、八幡平の葛根田

ブナ原生林を守る会（盛岡市）、ひまわりの種の会（札

幌市)、北海道グリーンファンド（札幌市) 

 

（ 主催 ） 

独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金 

〒212-8554 川崎市幸区大宮町1310 

ミューザ川崎セントラルタワー８F

TEL044-520-9505  http//www.erca.go.jp

 

（ 企画・協力 ） 

NPO法人サイカチネイチャークラブ 

〒984-0812 仙台市若林区五十人町85 

TEL・FAX 022-262-2731 





　ラムサール条約登録湿地の仏沼干拓地を中心とした青森県南地域で活動しています。
　条約の理念（湿地を保全し、かしこく利用する）に基づき、３つの活動をしています。
１．環境保全活動
　　　仏沼で繁殖する絶滅危惧種オオセッカやシマクイナ、チュウヒなど希少な野生生物の
　　　調査研究をし、生息環境（生態系）の保全をする活動。
２．啓蒙活動
　　　仏沼に残された希少な動植物や景観、豊かな自然環境を次世代へ継承するために、環
　　　境教育・自然観察会・シンポジウムなどを行う活動。
３．環境保全型産業の支援
　　　残された自然環境（野生生物）と地域住民のくらしを共生させることを目的とした、　
　　　環境保全型の産業を支援する活動。

NPO法人

　幻の鳥といわれたオオセッカとは？
　世界で 2,500 羽しかいない野鳥オオセッカの約
半数が仏沼で繁殖しています。全長 13cm、ウグイ
ス科センニュウ属で小翼羽に爪が残っている原始的
な種。種の保存法「国内希少野生生物種」、環境省レッ
ドリスト絶滅危惧Ⅰ B類、国際自然保護連合（IUCN)
レッドリストの絶滅危惧Ⅱ類に指定されている絶滅
の恐れのある鳥です。
　1883 年に新種として発表された後、1936 年蒲
生海岸で繁殖が確認されるまで 53 年間。その後、
蒲生海岸の生息地を失ったために絶滅したと考えら
れていたが、36年後の 1972 年青森県屏風山地区で
再発見され、翌年には秋田県八郎潟と青森県三沢市
仏沼で生息が確認されたが、八郎潟では乾燥化が進
みオオセッカの営巣は確認されなくなった。
　現在までの調査研究では、世界の約半数が仏沼干
拓地にある低層湿地のヨシ原で繁殖している。

2007 年度の主な活動
　仏沼クリーン作戦	 　　５月 26 日
　自然観察会	 	 　　（計４回）
　オオセッカ一斉調査	 　　７月 1日
　仏沼ウォーク		 　　9月 24 日
　仏沼パネル展		 　　10 月 28 日〜
　先進地交流研修会	 　　12 月 8日
　観察カードの制作	 　　10 月〜 12 月
　提言書の作成・発表	 　（現在制作中）
　調査事業・観察指導ほか

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　TEL＆ FAX0178-28-6031

ラムサール条約登録湿地仏沼（ほとけぬま）とは？
（人の手による管理で環境が保たれているところ）
　青森県三沢市北東部の小川原湖と太平洋にはさま
れたところにあり、かつては自然の沼であった。
1963 年に稲作を目的とした干拓事業が開始され、
9年間の事業完了直後に、国の減反政策により作付
けがされずに地元農家の土地管理が続けられた。
　結果、仏沼干拓地は長年にわたり人的管理により
ヨシの茂る湿原性が保たれている。
　国指定特別鳥獣保護区 225ha および周辺部には、
オオセッカ・コジュリン・チュウヒ・サンカノゴイ・
シマクイナなど希少な野鳥が生息している。
今後の課題
　将来に向けて、仏沼保全・かしこい利用には、多
くの課題が残されています。私たち NPO法人おお
せっからんどは、茫漠とした風景の仏沼にオオセッ
カが鳴き続けることを願っています。

2003 年４月 26日設立・2003 年 7月 29日 NPO法人認証







白神自然学校一ッ森校活動内容 

白神自然学校一ﾂ森校は２００３年 7 月 29 日青森県から特定非営利活動法人と

して認証を受け、事務所を青森県の鯵ヶ沢町に置きスタートしました。 

自然学校は白神山地の山・川・海の自然を創造的に活用した自然体験の活動を

実施し、ゆとり教育・環境教育のリーダーを養成し、地元の地域経済の振興の

ために森林整備・農村振興・自然公園の整備など幅広い森林保全作業も行い国

土の健全な発展に寄与することを目的として発足しました。 

団体の活動としては 

① こどもたちの四季の自然体験塾の開催 

② 地元のまたぎの案内によるエコロジー体験ツアーの開催 

③ 児童たちの森の中での宿泊研修 

④ 大人達の登山やツアーの開催 

⑤ 植林を中心としたエコツアー 

⑥ 企業などのＣＳＲ部への植林活動など環境活動の勧め 

⑦ 人材育成の為の白神自然学校インストラクター養成講座の開催 

などがあり、また、白神山地植樹フェスタin赤石川という実行委員会をつくり、

毎年６月には植樹祭を鯵ヶ沢町と協力し事務局を白神自然学校において開催し

ております。 

  

白神自然学校一ﾂ森校          川遊び体験 

  

      植林体験            企業の CSR 活動 



平成１９年度 地球環境市民大学校「環境ＮＧＯと市民との集い」 
２００８年１月２７日 

白鷹ふる里体験塾 
１．団体紹介 
 本団体は、平成１３年に発足した団体で現在会員数は３２名です。これまで、里山の保

全活動に取り組みながら、地域の豊な自然環境を活用した様々な自然体験や農業体験の活

動プログラムを提供してきました。平成１８年６月には山形県の「環境学習支援団体」と

して認定されています。 
２．活動名・内容 「環境にやさしいライフスタイル形成のための環境学習プログラム作成」 
 地球温暖化などの環境問題解決のためには、日常生活の中でエコライフを実践していく

市民の育成が重要です。本事業では「地球環境にやさしい」ライフスタイルを子供のうち

から身につけることを目的に、自然との共生を理解するための体験活動と、エコライフを

実践するための環境学習を総合的に結びつけた環境教育のプログラム開発に取り組んでい

ます。 
小学生を主たる対象として、継続的な自然体験活動を年間５回実施し、その結果を大

学の研究機関と連携して調査・分析を行うことで、総合的な体験型環境学習プログラム

の開発を目指しています。これまで事業の企画と成果の検証のための関係者との協議会

を２回、自然体験活動を４回開催してきました。 
《第１回自然体験活動》７／１４（土） 小学生 11名 
里山の散策や水辺の水生生物の観察等を実施。 
《第２回自然体験活動》８／５（日）～７（火）（２泊３日） 小学生 17名 
テントを設営し、自分達で火を起こしての調理、ドラム缶風呂に入るなどのエコキャン

プを実施。里山の散策、水辺の生物の観察、畑の草むしりなどの農作業も体験した。 
《第３回自然体験活動》９／１５（土）～１６（日）（１泊２日） 小学生 18名 
初日に里山での体験活動を実施し、翌日はマイクロバスで移動しながらダムや湧水を見

学し、水について学習を深めた。 
《第４回自然体験活動》１１／２３（金） 小学生 8名 
晩秋の里山を散策しながら、土壌の構造や虫の冬越しの様子などを観察。午後からは、

ダイコン掘り・キノコの植菌作業を体験。 
【成果と課題】 
 これまでの活動を通して、エコライフと結びつけて体験活動を展開するためのポイント

や、参加者の変容からその成果を検証するための調査方法について、基本的なデータを得

ることができた。 
３．連絡先 
〒990-2313 山形市松原 1443-2（169-4）白鷹ふる里体験塾 塾長 奥山 和司 
ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２３－６８８－８５１５ E-mail；taiken-juku@sgic.jp 







団体名：特定非営利活動法人 タンチョウ保護研究グループ 
 
１ 団体紹介 
 1984年 4月、タンチョウの基礎的な生態調査・研究を実施し、本種の保護を進めるため
に、タンチョウ研究者を中心に 10名でタンチョウ保護調査連合を結成しました。2007年 4
月には、タンチョウ保護と調査研究を一層発展させるために、特定非営利法人を設立、名

称をタンチョウ保護研究グループに改めました。当グループは１）タンチョウその他ツル

類の行動・生態・生理・増殖・保護に関する調査研究、２）タンチョウその他ツル類の保

護に関する提言・教育普及、３）タンチョウその他ツル類の調査・研究を推進するための

情報交換（会議等）、４）海外研究者・機関との合同調査・研究・保護活動、５）タンチョ

ウその他ツル類に関する情報の発信・教育普及活動、を主要事業として取り組んでいます。 

 

２ 発表活動名 「タンチョウ Grus japonensis 保護のための国際プロジェク
ト構築」 
  内 容： 
北海道では湿原の開拓や河川開発により、タンチョウ生息環境が減少し、また冬季餌不

足解消のための人工給餌によって人馴れが顕著になり、人の生活環境に接して繁殖する個

体も増え、ツルによる農作物への被害、有害化学物質による汚染、人工物や車両などのと

の衝突事故などが問題となっています。更に、冬期、ほとんどの個体が給餌場へ集中する

ため、感染症の発生によるタンチョウへの被害も懸念されています。大陸でも、開発によ

る大規模な湿原消失、あるいは野火による湿原生態系への影響により、タンチョウは危機

的状況にあります。更に、大陸の近代化、自然環境の破壊、観光促進のための人工給餌な

どにより、北海道のタンチョウが現在直面している状況に陥りつつあります。 
このような状況を少しでも解決するために、本プロジェクトを開始しました。今年度は、

１）各国の関係者が北海道のタンチョウを取り巻く現状について理解し；２）各国におけ

るタンチョウの現状について、お互いに深く理解するとともに；３）早急に解決すべき重

大な問題を明確にして、それを共通の国際認識とし、それらの課題について優先順位を定

めました。今後、１）各国で保護策を検討し、可能なところから保護策を実行すること、

また２）各国が協調・協力できる事業について検討すること、３）更に、各国において、

官民協力した保護プロジェクトの実行組織体制を作り、各国の事情を反映させながら、国

際共同事業実施を進めること、を目指します。 
 
３ 連絡先 
〒 085-0036 釧路市若竹町 10-2 特定非営利活動法人タンチョウ保護研究グループ 
 電話 0154-22-1993（ファクス） e-mail: tancho1213@pop6.marimo.or.jp 
 



 

 
写真１ 参加者 
 

 
写真２ 発表風景 
 



日本とフィリピンの中高生による植林交流事業（３年目） 
東山国際交流協会 

＜団体の設立経緯・活動の背景と目的＞ 平成５年に

東山国際交流協会を設立し、フィリピン共和国ネグロス

島に「緑を蘇らせよう」「東山の森をつくろう」を合言葉に

平成６年フィリピンネグロス島カバンカラン市で植林事

業を開始。現地行政当局と住民組織との協力関係を基

に森林保全・緑化活動の継続・発展のため、新たなプロ

ジェクトとして一関市東山町の中高生を派遣し、現地の

子どもたちと共に植林活動を行い、次世代の自然保護

意識向上を図る。 

＜主な活動対象地域＞ フィリピン共和国ネグロス島     

＜活動形態＞  実践 

＜活動分野＞ 森林保全・緑化              ＜本プロジェクト助成継続年数＞  ３年目 
＜2007活動の概要＞ 
・カバンカラン市バリカオカオ地区に生育する母樹から採取した苗木（マホガニー、ジメリナ、等５

種類）を植林する。 

・植林地調査は当協会スタッフ、市当局が協同で行う。植林地の管理はカバンカラン市の住民が

行い、刈り払い等のメンテナンス作業をする。当協会は苗木、資材の調達を行い、１６名のボラン

ティアツアーを実施して現地住民と共に植林作業を行う。 

・西ネグロス州、カバンカラン市、住民組織との密接な連携と、会員および町民の参画でこのプロ

ジェクトを推進する。 

＜2007活動の結果と効果＞ 

・６月９日～１４日に調査渡航し、現地でのホームステイ先や、植林についてオイスカ事業団の通

訳スタッフを雇用しカバンカラン市と打ち合わせを行い、スムーズな事業展開ができた。 

・７月２８日～８月４日にツアーを実施、町内在住の女子中学生５名が現地で２日間のホームステ

イを行い、高等学校訪問では、現地の民族舞踊の歓迎を受け、返礼に日本の伝統芸能である神

楽「鶏舞」を披露し、文化交流を行った。 

・１ヘクタールに千本の記念植樹には現地住民、ホームステイ先の子供達も参加し、カバンカラン

市での１４年間で３０ヘクタールの「東山の森＝バリカオカオ森林再生事業」を完了した。植林地の

直ぐそばには開拓された農地があるが、植林地は珊瑚の化石が露出する荒れ地で農地になりに

くい土地であるが、スコールで道路が壊れる環境からも植林の重要性が高い。 

・植林後のメンテナンスについては現地住民が管理にあたり、順調な生育が見られ、一部ではコ

ーヒー栽培が始まる環境まで進んだ。現地住民をその管理に雇用し、所得の向上や福祉環境の

向上、道路整備による地域の利便性が図られており、西ネグロス州知事をはじめ、カバンカラン市

の全面協力による賜物と考える。                         （助成金額：1,900千円） 

 

「蘇れ！ネグロスの緑」  +  Balicao-cao Watersheds Reforestation Project 

＜所在地> 〒029-0302 岩手県一関市東山町長坂字西本町 105－1 一関市役所東山支所内 
 



 
特定非営利活動法人 環境保全米ネットワーク 
１．団体紹介 
 環境保全米ネットワークは、有機栽培、減農薬・減化学肥料栽培など環境保全型農業

に取組む農家と、それを支え応援する消費者とのネットワークとして 1998年に発足しま
した。 
生態系や自然環境に優しい農業とりわけ米づくりを広げる為に、環境保全米づくりの

栽培技術の普及や、ＪＡＳ有機栽培米（一部野菜）・特別栽培米の認定事業、又農家や消

費者に環境保全型農業を理解してもらうための交流事業も行っています。 
 
２．宮城県登米市地区の水田生き物調査とほ場地図システム作成 
 水田に投入される化学農薬や肥料の総量を減らす事で、水田環境に与える負荷を減ら

し、水田に生息する多種多様な生き物がよみがえります。 
  

環境保全米ネットワークは、宮城県の各地区行われていた環境保全型農業に着目し、

点から面へ拡大しなければ本当の意味で環境保全型農業にならないと考え、6年前からＪ
Ａみやぎ登米と一体となり環境保全米運動を展開して来ました。昨年は管内の８割以上

の水田（約１万ｈａ）で環境保全米が作られるようになりました。そこで地球環境基金

を活用し管内の水田生き物調査を実施致し、環境保全型農業が田んぼの生き物にどんな

変化が生じたかを確認しました。 
またその調査で得られた生き物のデータやその他諸々のデータを、管内のほ場地図の

上に重ね合わせられる地図システムも同時にこの基金を利用し作成しております。 
その内容を下記の順に説明致します。 

 
  １）水田の生き物調査実施要領 
  ２）２００７年生き物調査結果報告  ７０００枚配布 ４２４４枚回収 

 調査

票数 

イナゴ トンボ アメン

ボ 

ホタ

ル

クモ タニシ カエ

ル

ドジョ

ウ

メダカ ツバメ 合計

 全体 4244 1.16 1.19 0.69 0.27 1.29 0.52 1.35 1.04 0.39 0.91 8.81

A 31 1.77 1.55 1.32 0.39 1.87 0.77 1.71 1.58 0.61 1.10 12.68 

Ｂ 8 1.75 1.50 1.13 0.00 1.50 1.00 1.75 1.50 0.88 1.00 12.00 

C 2728 1.20 1.23 0.74 0.28 1.34 0.55 1.39 1.05 0.39 0.92 9.11 

慣行 93 0.97 0.99 0.61 0.13 1.12 0.33 1.16 0.88 0.38 0.74 7.33 

                     Ａ・・無化学肥料、無農薬 
  ３）管内ほ場地図システム紹介     Ｂ・・無化学肥料、農薬は慣行の 1/2以下 
  ４）その他              Ｃ・・化学肥料は慣行の 1/2以下 
                        農薬は  慣行の 1/2以下 
３．連絡先 
  特定非営利活動法人 環境保全米ネットワーク 事務局 石原 照男 
   TEL  022-261-7348 
   FAX  022-261-7488 
   E-mail okome@epfnetwork.org 





団体名 特定非営利活動法人 登別自然活動支援組織モモンガくらぶ 

 

１．団体紹介 

わたしたちは、自然活動を通じて人と人、人と自然のふれあいを促進し、子どもから大人までのすべて

の人が、豊かな自然を五感で感じ、遊びの中で感動し、自然の大切さを学び、自然の価値と自然を大切

にする心を育むことを通じ、豊かな人間性を創造し、自然と共生する暮らしとまちづくりに寄与するこ

とを目的としています。わたしたちは、登別市を中心に、自然活動支援、フィールド調査、まちづくり

などへ活動の領域を広げ、活動を展開しています。また、2007年より、指定管理者として登別市ネイ

チャーセンターふぉれすと鉱山の管理運営も行なっています。  

 

２．発表活動名 

「～鉱山再生事業～地域コミュニティを生かした環境保全システムのモデル事業」 

内容 

北海道登別という地域コミュニティを生かした環境保全システムをつくるため、里山づくり（森づく

り）活動を通して、3段階のステップを考えました。 

1. 「人づくりの再生（環境保全に関わる人材育成）」  

2. 「地域コミュニティの再生に向けたハード整備」  

3. 「市民による環境保全の再生」 

今年度は、第1ステップとして、里山づくりに関わる人材の育成を行いました。人と森をつなげる持続

可能な環境の里山的な活用・保全方法、森林整備のために必要な道具を安全に正しく使う方法、リスク

マネジメントなどをカリキュラムに盛り込み、ボランティアリーダー養成を行いました。また、わたし

たちの地域に合った環境保全システムを考えるため、「里山づくりステップアップフォーラム」を 2 月

17日に行なう予定です。次年度以降は、第2ステップ、第3ステップを刻んで、持続可能な環境資源

の保全のため、地域住民による環境保全および環境ガバナンスを目指していきたいと考えています。 

 

３．連絡先 

〒059-0021 

北海道登別市鉱山町8番地の３  

登別市ネイチャーセンターふぉれすと鉱山内事務局 

TEL0143-85-2569  FAX0143-81-5808 

  



団体名    八幡平の葛根田
かっこんだ

ブナ原生林を守る会 
 
１、団体紹介 
1987.3        葛根田川源流部のブナ林保護を目的に守る会結成 

              現在会員 300 名 

1987～91 年     葛根田川源流部のブナ林保護運動（南八幡平） 

           葛根田国有林伐採計画反対運動（6640ha 対林野庁） 

計画中止・森林生態系保護地域設定 

1990 年 10 月    原生林全国シンポジウム盛岡大会（ブナ全国集会）開催の呼びかけ 

           全国から 770 名参加 四日間でのべ 1700 名  

1991～96 年     湧清水の沢ブナ林保護運動（秋田駒と湯森山の岩手県側斜面） 

国見スキーリゾート計画反対運動（秋田駒岩手県側斜面） 

（対大手開発会社・第 3セクター・3000 ヘクタール） 

計画中止・道の駅建設 

1996～98 年     裏岩手ブナ林保護運動（周辺）（2000 ヘクタール） 

           岩手山麓観光道路建設反対運動（通称奥産道・対岩手県） 

計画中止・新登山道開設・ビジターセンター建設 

1998～2000 年       ＮＰＯゼミナール開催（98～99） 

1998～        ブナの店東京開設（毎年）市民の自然写真展開催（毎年） 

2002～        岩手山の森再生運動スタート（岩手山の森づくりに取り組む） 

           林野庁と「岩手山森づくり協定」を締結（7500 ヘクタール） 

2007年       岩手山麓自然観察の森づくりと自然観察会開催 
 
２、発表活動名   ふるさとの山のすそ野にその土地固有の風土の森をつくりましょう 
     内容 
八幡平における自然保護運動として、①葛根田川源流

部のブナ林伐採計画反対運動 ②国見スキーリゾート計

画反対運動 ③裏岩手縦断山岳観光道路反対運動（通

称・奥産道）の三つが上げられる。 

いずれも当会が中心となって取り組まれた。その結果

これら三つのテーマは、開発計画中止という成果を得て

いる。 
これらの活動によって、岩手県盛岡市西方の原生林地帯

において、千五百メートル前後の山が18、大きな川が14、
面積にして１万ヘクタール以上のブナ林が伐採や開発から免れた。秋田側の玉川源流部も含めれば

１万６千ヘクタール以上の不伐の森が八幡平山系に出現し

たことになる。これらの成果がひとつの市民運動によって

実現したというのは特筆に価すると評価されている。 

自然学習に訪れた小学校 

これまできびしい反対運動を展開してきた当会が、2002

年から、林野庁盛岡森林管理署と協力して森の再生に取り

組むことになったため、世論に大きな反響を呼んでいる。

マスコミも「対決から協力へ」「岩手山の森を後世に」など

と大きく報道している。 

現在取り組んでいるのは、生態系を考えた市民参加の

森づくりである。全国各地のふるさとの山のすそ野に「ふるさとの風土が育てる自然の森づくり」

を呼びかけながら、森づくりの基礎知識を記載した小冊子発行活動（タイトル・岩手山の森づくり）

や、一般市民やお年より・青少年の自然観察や自然学習に役立つ森づくり、特に多様な魅力ある林

床生態系の創出を重視した取り組みを行っている。 

すぐ近くにある岩手山焼走り溶岩流 

 
３、連絡先 八幡平の葛根田ブナ原生林を守る会 

〒020－0064岩手県盛岡市梨木町 4－30白藤力方 Tel fax 019-651-1760 
kakkondagawa@hotmail.com   http://morioka.cool.ne.jp/kakkonda/ 



団体名： 特定非営利活動法人ひまわりの種の会 

 

１．団体紹介 

地球温暖化の防止と持続可能な社会づくりの一翼を担いたいとの思いで、身近で分りや

すい生活者の視点に立った提案として、再生可能なエネルギーの普及啓発・設置活動、環

境教育、体験学習などを行っています。 

 

２．発表活動名、内容 

（活動名）北海道・東京・高知 3地域連携による環境意識啓発広報事業 

     （通称プロジェクト名：ほっとけん） 

（活動内容） 

 ほっとけんでは、昨年度より環境教育プログラムと環境教育ゲームの開発およびその広

報のためのスキルアップ事業を行ってきました。 

 今年度は、札幌と高知の２地域で環境教育ゲームを開発するチームを組み、昨年度作成

した環境教育ゲーム「ゲームＵＳＩ」のブラッシュアップと、より地域の特徴を活かした

環境教育ゲーム（札幌は「雪・冬」、高知は「しばてん（河童）」がキーワード）の開発

に重点を置き、各地域で子どもたちへの試行や作成ミーティングなどの活動を行っていま

す。２月から、それぞれチームが作成したゲームを持ち寄り、お互いに刺激を与えながら

より完成度を高めていくとともに、次年度以降、そのゲームを活用して、より多くの子ど

もたちに環境の大切さを伝えていくノウハウ蓄積のため、東京の講師陣による広報強化講

座を実施し、交流、スキルアップを図る予定です。 

 

３．連絡先 

特定非営利活動法人 ひまわりの種の会（担当：廣瀬） 

〒006-0016 

札幌市手稲区富丘 6条 7丁目 6-28 

TEL：090-1387-8085 FAX：011-726-7533  E-mail：hirose.takeshi@hifa.or.jp 

 

【活動の様子】 

   

左）ひろっぱクラブ（児

童会館）でのゲームの試

行の様子（札幌） 

 

右）粘土でしばてんづく

り（高知） 



NPO 法人北海道グリーンファンド 

1. 団体紹介 
誰でも無理なく地球環境の保全に貢献できる「グリーン電気料金制度」と自然エネル

ギーによる「市民共同発電所づくり」に取り組んでいます。 
 

2. 発表活動名 
日本各地での「化石燃料に頼り過ぎない暮らしでCO2削減」推進活動 
民生家庭部門における CO2排出削減を中心とした、地球温暖化防止への取組み推進を 
目的とした普及啓発活動を実施しています。市民風車を活用し、自然エネルギーの取

組みと合わせた体験型の環境教室の開催。家庭で実践することのできる省エネ方法や

機器を紹介する省エネ教室を省エネエコメッセ開催にあわせて実施しています。また、

北海道電機商業組合札幌地区支部連合会と連携し、白熱電球から省エネタイプの電球

型蛍光ランプへの取替えモニターを募集し、実質的な CO2削減をはかる「地球にやさ
しい電気屋さん省エネ電球モニター220キャンペーン」を実施しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. 連絡先 
〒060-0061  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 
http://www.h-greenfund.jp/ 



プロフイ－ル： 

電 使えば使

村

東北大学理学部卒 

「ふゆみずたんぼ

ムサール条約登録

種団体より表彰。著

呉

11

11

13
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15

17

17

 

地正行さん 
での意識をかえることによ

うほどやさしいエネルギー」等著書

新妻弘明さん 

東京教育大学卒 1972

1980 年代より NHK ニ

の数々の番組に出演。環

どのメディアに出演、著

 

山貢司さん 

日本雁を保護する会会長 
」の第一人者。蕪栗沼・周辺水田のラ

に尽力。鳥類を通しての研究により各

書に「雁よ渡れ」 

村

年財団法人日本気象協会入社 

ュース 7 をはじめとする NHK

境の専門としてテレビ、新聞な

書も多数。 

山貢司さん 
東北大学工学部通信工学科卒 東北大学環境科学研究科教授 

エネルギー・資源関連の研究機関の理事及び「地球環境適応型地

熱は衣鉢戦略」研究の取りまとめ。福島県天栄村地熱発電事業計

画検討委員会 委員長はじめ多数の研究機関に携わる。「地熱発
る

菅

多数 
谷 匡さん 
宮城県地球温暖化防止活動推進委員ネットワーク代表 

NPO法人 みやぎ環境カウンセラー協会理事長 

地域に密着した、環境保全活動への取り組み。循環型社会

を目指して次代を担う子供たちや多くの市民に個人レベル
温暖化対策を協力に推進。 
[プログラム]        進行：小野 正之（NPO法人サイカチネイチャークラブ代表理事） 

:00～11:15 挨拶  田勢 修也（独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金 理事） 

:15～12:15 講演  呉地 正行（「日本雁を保護する会」会長） 

:00～14:00 パネルデスカッション 

 （パネラー） 

   司 会：新妻 弘明（東北大学大学院環境科学研究科教授） 

            呉地 正行（日本雁を保護する会 会長） 

村山 貢司（(財)気象業務支援センター、NPO法人気象キャスターnwk）

菅谷 匡 （宮城県地球温暖化防止活動推進ネットワーク代表） 

:10～15:40 環境 NGOの活動紹介（第一部） 

:40～15:50 休憩 

:50～17:10 環境 NGOの活動紹介（第二部） 

:10～17:45 まとめ 

:45～18:00 閉会挨拶 




