
１３：００～　開会・挨拶：独立行政法人環境再生保全機構　地球環境基金部長　西久保　裕彦

１３：１０～  基調講演　竹内利明氏　（国立大学法人電気通信大学　客員教授）
　　　　　　　　　「環境コミュニティ・ビジネスにおけるビジネスモデルの構築」
　　　　　　　　参加者との意見交換

１４：００～　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

　　　　　　　　

　　　　

１６：００～　全体会

１７：００～　交流会

【竹内 利明 氏　プロフィール】
電気通信大学客員教授。経済産業省が推進する環境コミュニティビジネスモデル事業の推進委員。
平成１７年度「中小企業技術政策懇談会」委員。「第２２期東京都立図書館協議会」委員。
「アントレプレナー基礎講座テキスト」（編・著）「青学ベンチャー・ネットワーク」等の著書がある。

環境コミュニティビジネスのすすめ

自然保護関係：会場　研修ホール

国際協力・公害防止関係：会場　視聴覚演習室

環境保全リサイクル関係：会場　研修室

■財団法人　阿蘇グリーンストック　　　　　　　■特定非営利活動法人　おきなわ環境クラブ
■特定非営利活動法人　くすの木自然館　　　　　■特定非営利活動法人　どうぶつたちの病院
■日本野鳥の会　宮崎県支部　　　　　　　　　　■特定非営利活動法人　宮崎文化本舗　　　　　　

■特定非営利活動法人　アジア砒素ネットワーク　■特定非営利活動法人　環境カウンセリング協会長崎
■財団法人　北九州国際技術協力協会　　　　　　■特定非営利活動法人　国際マングローブ生態系協会
■財団法人　水俣病センター相思社　　　　　　　■特定非営利活動法人　再生可能エネルギー推進市民フォーラム西日本

■特定非営利活動法人　伊万里はちがめプラン　　■特定非営利活動法人　エコ・リンク・アソシエーション
■特定非営利活動法人　九州バイオマスフォーラム■特定非営利活動法人　しぜん　あそ・まな・くらぶ
■特定非営利活動法人　地域循環研究所　　　　　■特定非営利活動法人　まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会

地球環境市民大学校地球環境市民大学校

環境ＮＧＯと市民の集い環境ＮＧＯと市民の集い　　　　　　　　　
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■財団法人　阿蘇グリーンストック・・・・・・・・・・・・・・・・・　８Ｐ～１４Ｐ
■特定非営利活動法人　おきなわ環境クラブ・・・・・・・・・・・・・１５Ｐ～１７Ｐ
■特定非営利活動法人　くすの木自然館・・・・・・・・・・・・・・・１８Ｐ～２２Ｐ
■特定非営利活動法人　どうぶつたちの病院・・・・・・・・・・・・・２３Ｐ～２７Ｐ
■日本野鳥の会　宮崎県支部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８Ｐ～３２Ｐ
■特定非営利活動法人　宮崎文化本舗・・・・・・・・・・・・・・・・３３Ｐ～３９Ｐ

■特定非営利活動法人　アジア砒素ネットワーク・・・・・・・・・・・４０Ｐ～４８Ｐ
■特定非営利活動法人　環境カウンセリング協会長崎・・・・・・・・・４９Ｐ～５４Ｐ
■財団法人　北九州国際技術協力協会・・・・・・・・・・・・・・・・５５Ｐ～６０Ｐ
■特定非営利活動法人　国際マングローブ生態系協会・・・・・・・・・６１Ｐ～６６Ｐ
■財団法人　水俣病センター相思社・・・・・・・・・・・・・・・・・６７Ｐ～７１Ｐ
■特定非営利活動法人　再生可能エネルギー推進市民フォーラム西日本・７２Ｐ～７４Ｐ

■特定非営利活動法人　伊万里はちがめプラン・・・・・・・・・・・・７５Ｐ～７９Ｐ
■特定非営利活動法人　エコ・リンク・アソシエーション・・・・・・・８０Ｐ～８４Ｐ
■特定非営利活動法人　九州バイオマスフォーラム・・・・・・・・・・８５Ｐ～８９Ｐ
■特定非営利活動法人　しぜん　あそ・まな・くらぶ・・・・・・・・・９０Ｐ～９４Ｐ
■特定非営利活動法人　地域循環研究所・・・・・・・・・・・・・・・９５Ｐ～９６Ｐ
■特定非営利活動法人　まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会・９７Ｐ～９８Ｐ

自
然
保
護
関
係

国
際
協
力

公
害
防
止
関
係

環
境
保
全

リ
サ
イ
ク
ル
関
係

基調講演　国立大学法人電気通信大学　客員教授　竹内利明氏　
　　　　　環境コミュニティビジネスにおけるビジネスモデルの構築・・・・・・　３Ｐ～　７Ｐ

独立行政法人　環境再生保全機構　地球環境基金部長　西久保　裕彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地球環境基金について・・・・・・　１Ｐ～　２Ｐ
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組織運営の｢根｣を育てよう!地域課題を解決しよう!

環境コミュニティビジネスのすすめ
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地球環境基金について

独立行政法人　環境再生保全機構

地球環境基金部長　西久保　裕彦

2

地球環境基金ができた訳

環境問題、特に地球温暖化などの地球環境問題の
深刻化

環境問題解決のための民間非営利団体（環境NGO）
の取り組みの重要性

しかし、諸外国に比べて日本の環境NGOは質・量と
もに不十分

1992年（平成4年）　地球サミット開催（ブラジル）
1993年（平成5年）　地球環境基金発足

3

どんな仕組みなの？

4

どれくらいの金額の基金なの？

（単位：億円）
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5

どれくらいの規模の事業をやっているの？

（単位：百万円）

6

どんな分野に助成しているの？

7

環境NGOと市民のつどいとは？

目的
１．市民のみなさまに環境NGOの活動を知っていただく
２．このため、助成対象団体に活動状況を報告していただく

３．併せて、環境NGOを巡る問題について議論を深める

全国を6ブロックに分けて実施
　北海道・東北ブロック、関東ブロック、北陸・中部ブロック、

　近畿ブロック、中国・四国ブロック、九州・沖縄ブロック

8

ご清聴ありがとうございました

地球環境基金については、よろしければ、
地球環境基金のパンフレットや
ホームページ（http://www.erca.go.jp/jfge/index.html）
もご覧ください。

また、地球環境基金について、ご質問・ご意見などございました
ら、何なりと下記までご連絡ください。
・寄付や広報について　　　　企画振興課　 044-520-9609
・助成、研修などについて 地球環境基金課　044-520-9505
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「環境コミュニティ・ビジネスにおける
ビジネスモデルの構築」

　

２００８年１月２６日（土）

　

国立大学法人電気通信大学　客員教授　竹　内　利　明

takeuchi@crc.uec.ac.jp
TEL/FAX　042-443-5785

竹内利明 ： 電気通信大学産学官等連携推進本部　客員教授
　 　 専門 ： 中小企業論・ベンチャー論 、キャリア教育
1952年　東京都生まれ。
1976年　青山学院大学理工学部経営工学科卒業。
1991年　自動車部品メーカー勤務を経て、創業
2000年～電気通信大学　客員助教授→特任教授→客員教授
2003年　創業ベンチャー国民フォーラム起業家支援部門奨励賞受賞
2003年～環境コミュニティ・ビジネスモデル事業推進委員
2005年～法政大学大学院ＩＭ研究科客員教授を兼任　

国立大学法人電気通信大学
唯一の名称に地名が付かない国立大学法人

情報通信技術の教育と研究を担う理工系専門大学

　環境コミュニティ・ビジネスにおけるビジネスモデルの構築

１．環境コミュニティ・ビジネス

　１）　環境コミュニティ・ビジネスモデル事業

　２）　コミュニティ・ビジネスの定義

２．ビジネスモデルの構築

　１）ビジネスモデルの明確化

　２）図書館を活用して調査しよう。

　

レジュメ
　　

　目的
　　　経済産業省は、地域の企業・NPO・市民団体等の地
域コミュニティを形成する主体が連携・協働し、地域が
有する環境問題の解決、地域の活性化を経営的感覚
に基づき実践する「環境コミュニティ・ビジネス」を全国
から発掘します。本事業は、これらの活動を支援する
ことによって、持続的かつ効率的な環境負荷の低減を
図り、また、事業の成果及び課題の評価等を通じて、
全国に同様の取り組みを広く普及させることを目的と
しています。

　

経済産業省環境コミュニティ・ビジネスモデル事業
　

出所：http://www.meti.go.jp/policy/eco_business/community/c_index.html経済産業省環境調和推進室　2008年1月



2

　

経済産業省環境コミュニティ・ビジネスモデル事業概容
　

出所：ひろげよう環境コミュニティビジネス　２００７年３月経済産業省環境調和推進室　２００７年３月 Copyright ©2008 Toshiaki Takeuchi All rights reserved.

９件４２件　２２０件平成１５年度

応募倍率：平均９．５倍

５９件５６１件合計

３件８件２３件５９件平成１９年度

５件１４件４３件６９件平成１８年度

５件１３件３７件９７件平成１７年度

５件１５件４１件１１６件平成１６年度

継続採択ヒヤリング申請

　

経済産業省環境コミュニティ・ビジネスモデル事業支援実績
　

５年間に全国３９団体の５９件を支援

環境コミュニティ・ビジネスモデル事業
平成１５年～１９年度採択団体一覧

■…１５年

■…１６年

■…１７年

■…１８年

■…１９年

　

　

　

　

■■ 1 輪西商店街振興組合（北海道室蘭市）

■■ 2 釧路コールマイン株式会社（北海道釧路市）

■■ 3 特定非営利活動法人産業クラスター東オホーツク（北海道網走市）

■■ 4 特定非営利活動法人コミュニティシンクタンクあうるず（北海道帯広市）

■■ 5 いわき食用油リサイクルネットワーク（福島県いわき市）

■■ 6 特定非営利活動法人循環型社会創造ネットワーク（ＣＲＯＳＳ）（青森県八戸市）

■■ 7 大島宝島委員会（宮城県気仙沼市）

■■ 8 特定非営利活動法人ザ・ピープル（福島県いわき市）

■■ 9 特定非営利活動法人スペースふう（山梨県南巨摩郡増穂町）

■■10 特定非営利活動法人グラウンドワーク三島（静岡県三島市）

■■11 ローカルジャンクション２１（東京都三鷹市）

■■12 特定非営利活動法人地域づくり工房（長野県大町市）

■■13 東京菜の花プロジェクト連絡会（東京都台東区）

■■14 特定非営利活動法人えがおつなげて（山梨県北杜市）

■■15 特定非営利活動法人ＮＰＯぐんま（群馬県高崎市）

■■16 環境パートナーシップ・ＣＬＵＢ（ＥＰＯＣ）（愛知県名古屋市）

■■17 グリーンライフ２１・プロジェクト（岐阜県多治見市）

■■18 エコ・コミュニティー研究会（愛知県西尾市）

■■19 特定非営利活動法人三重スローライフ協会（三重県松阪市）

　　　　　　　　　　　　　■■■20 広陵町商工会（奈良県北葛城郡広陵町）

　　　　　　　　　　　　　■■■21 京都Ｒ（京都府京都市）

　　　　　　　　　　　　　■■■22 東近江水環境 自治協議会（滋賀県安土町）

　　　　　　　　　　　　　■■■23 生駒　竹研究会（奈良県生駒市）

　　　　　　　　　　　　　■■■24 協同組合ヒップ滋賀（滋賀県草津市）

　　　　　　　　　　　　　　■■■25 高野｢めざめ｣の森づくり実行委員会（和歌山県高野町）

　■■■26 特定非営利活動法人黒潮実感センター（高知県大月町）

　■■■27 特定非営利活動法人香川ボランティア・ＮＰＯネットワーク（香川県高松市）

　■■■28 高知エコデザイン協議会（高知県高知市）

　　　　■■■29 特定非営利活動法人鳥取発エコタウン２０２０（鳥取県鳥取市)

　　　　■■■30 特定非営利活動法人エコパートーナーとっとり（鳥取県米子市）

　　　　■■■31 隠岐の島町　郡婦人会（島根県隠岐の島町）

■■■32 いいづか環境市民会議（こすみんず）（福岡県飯塚市）

■■■33 特定非営利活動法人九州バイオマスフォーラム（熊本県阿蘇町）

■■■34 特定非営利活動法人南畑ダム貯水する会（福岡県福岡市）

■■■35 特定非営利活動法人循環生活研究所（福岡県福岡市）

■■■36 ヤンマー沖縄株式会社（沖縄県宜野湾市）

■■■37 特定非営利活動法人しまづくりネット（沖縄県那覇市）

■■■38 特定非営利活動法人コーラル沖縄（沖縄県那覇市）

■■■39 特定非営利活動法人島の風（沖縄県伊是名村）Copyright ©2008 Toshiaki Takeuchi All rights reserved.

赤で表示した１７団体を訪問

■ 関東経済産業局の定義

　 コミュニティビジネスについては、きちとんとした定義は、ま
だ固まっていませんが（それほど新しい概念なのです）、概し
て言えば｢地域の抱える課題を、地域住民（市民）が主体と
なって、ビジネス手法を活用しつつ、それらを解決していく、
ひとつの事業活動｣

出所：｢コミュニティビジネス創業マニュアル｣（平成16年3月）Ｐ１

　

コミュニティビジネスの定義
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■ 慶應義塾大学金子郁容教授の定義

　 （ローカル、ないし、テーマ）コミュニティに基盤をおき、社会的な問題
を解決するための活動であり、以下の５つの特徴をもつものと考える。
活動の担い手は、ＮＰＯ、株式会社、有限会社などさまざまな可能性
がある。最初の３つは組織についての、最後の２つは個人についての
特徴である

　①｢ミッション性｣-コミュニティに貢献するというミッションをもち、その
　　　　

　　　推進を第一の目的とする。
　②｢非営利追求性｣-利益最大化をめざしていない。
　③｢継続的成果｣-（経済的ないし非経済的な）具体的成果を上げ、活
　

　　　動が継続して行なわれている。
　④｢自発的参加｣-活動に参加する人は自発的に参加している。
　⑤｢非経済的動機による参加｣-活動に参加する人の動機は金銭的　
　　　なものを第一とせず、むしろ生き甲斐、人の役に立つ喜び、コミュニ

　

コミュニティビジネスの定義
　　

ビジネスモデルの明確化

○ 企画段階で、事業目的・ねらいを明確にすることが重要。
　　これを常に書き換えながら関係者が共有する。

①原稿用紙１枚で的確に表現する
　　　キャッチコピーを考える
　　　原稿用紙１枚＝400字

　　

Copyright ©2006 Toshiaki Takeuchi All rights reserved.

■業界用語（ベンチャーキャピタル）
　日経新聞1998年11月２６日引用
　「会社を作る良いアイデアがあって、運よくベンチャーキャピタリストに会
えたとしよう。分刻みで駆け回る彼らにはあまり時間がない。そこでまず
聞かれるのは「エレベーター口上

　（ｅｌｅｖａｔｏｒ　ｐｉｔｃｈ）は？」という質問。数秒間で自分のアイ
デアを的確に説明し、相手に興味を持ってもらう話術が必要だ。エレベー
ターの中で出会った人に職業などを聞かれた時、次の階でドアが開くまで
に手短に説明できなければならないところからきた。」

ビジネスモデルの明確化

○ 企画段階で、事業目的・ねらいを明確にすることが重要。
　　これを常に書き換えながら関係者が共有する。

②　５Ｗ２Ｈでビジネスモデルを考える。
　　 When(いつ)
　　　Where(どこで)
　　　Who(だれが)
　　　What(なにを)
　　　Why(なぜ)
　　　How(どのように) 
　 　How much（いくら）

Copyright ©2006 Toshiaki Takeuchi All rights reserved.

「ＮＰＯ法人スペースふう」
http://www.spacefuu.net/より
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第３期：ふうネット事業

フランチャイズ方式で他
地域に展開

第１期：容器レンタル

①洗浄不要　　　　　
（使い捨ての便利さ）

②デザイン性の高い容器
　（使いたい容器）

③環境負荷を検証　　　
（産学連携）

コミュニティビジネス：リユース食器レンタル事業の例
「ＮＰＯ法人スペースふう」http://www.spacefuu.net/

第２期：広告モデル導入

　容器に広告を掲載　　
（ＶＦ山梨・映画館）

ビジネスモデルを図解する。

ビジネス支援コーナー

Copyright ©2003 Toshiaki Takeuchi All rights reserved

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

　

宮崎県立図書館ビジネス支援コーナー

　　ビジネス支援コーナー
　ビジネス関連図書、参考文献を集めコー
ナーを設置。

Copyright ©2003～2008 Toshiaki Takeuchi All rights reserved.

図書館資料の分類に使われる
のは日本十進分類法（Nippon 
Decimal Classification）で通
常ＮＤCと呼ばれている。
しかし、この分類法では、ビジ
ネスに関連する資料は複数の
主題（テーマ）に分かれてしまう。
たとえば、企業や経営は３類に
分類されているが、商業は６類、
知的所有権は工学の５類とい
うようにビジネス関連の資料は
別な場所に置かれるのでビジ
ネス支援コーナーを設けて別置
している。

インターネット、データベースコーナー

Copyright ©2003～2005 Toshiaki Takeuchi All rights reserved

■新聞記事を中心とした日本最大規模のデータベースのひとつであ
る日経テレコン21は、03年度より図書館向けに機能は一部制限
しているが、定額制サービスを開始した。サービスを導入した図書
館では利用者が無料で利用できる。04年度からはプリントアウト
もできる。

■朝日新聞社の新聞記事データ
ベース「聞蔵」、㈱ジェイアール
エスが提供する「JRS経営情報
サービス」、官報の有料データベー
スなどを導入している図書館も
ある。

Copyright ©2007 Toshiaki Takeuchi All rights reserved

　

「コミュニティビジネス」新聞記事登場回数
（日経テレコン記事検索：対象全紙）
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コミュニティビジネスという言葉が新聞記事に始めて登場した
のは、（日経テレコン全紙版ＤＢ登録）1984年だが固有名詞と
しての登場で、現在の意味で活発に記事になるのは1999年から
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レファレンス

■レファレンス

　ビジネス支援において一番重要なサービス。司書のビジネスレ
ファレンス能力の向上は、最初から高いレベルを求めるのでは
なく利用者と一緒に考え、学びながらレベルアップすることを
目指す。そのために、ビジネス支援レファレンスに積極的に取
組む姿勢を示すためビジネス支援レファレンスを受付る掲示や
メールレファレンスの積極的導入等、レファレンス機会を意図
的に増やすことが重要

約40名の専門職司書が担当。　　　　　　　
　　　　マーケティング基礎資料も企業なみ
に充実。これは、資料費を確保して、専門職
司書が選書してきた成果。業種別貸出事典、
行政の報告書なども揃っている。朝日新聞聞
蔵や日経テレコン、官報の有料データベース
等を導入、利用者に提供している。

■浦安市立図書館

Copyright ©2003～2008 Toshiaki Takeuchi All rights reserved.

○平成19年2月28日（金）

　グリーンサービサイジング成果発表会（都内、無料）

○平成19年3月1日（土）

　環境コミュニティ・ビジネス成果発表会（都内、無料）
　

　経済産業省　産業技術環境局　環境政策課　環境調和産業推進室

　http://www.meti.go.jp/policy/eco_business/

　　１月２３日現在は掲載されていませんが、このウェブサイトに開催案
内が掲載される予定です。

　

環境コミュニティ・ビジネスモデル事業（今後の展開）
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都市・農村の連携で守る

阿蘇千年の草原

財団法人　阿蘇グリーンストック

2008年　１月

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

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
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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。

消えゆく草原

■明治大正期■ ■昭和20年代■ ■昭和末期～平成初期■

阿蘇の草原と牧野組合の現状

H15年調査

野草地　　１５,２６４ha（６９％）
　　１４８ha増(平成10年調査比較)

牧草地(改良草地)　４,９１１ha（２２％）
　　４５ha減(平成10年調査比較)

林地　１,９５３ha（９％）　増減無し

牧野面積22,128haの内訳
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阿蘇の農家と有畜農家の現況

H15年調査

農家数6,446戸
入会権者数の66％

有畜農家
1,183戸

阿蘇郡の全世帯数
24,683世帯（平成12年国調）

入会権者数9,760戸
全世帯数の39.5%

入会権者の12.1％

有畜農家の大幅な減少と高齢化

平成７年
約2,250戸

平成10年
約1,650戸

平成10年
約1,850戸

平成15年
約1,200戸

約25％の減

約35％の減

両年度での比較可能な牧野での集計

両年度での比較可能な牧野での集計

有畜農家の大幅な減少と高齢化 都市・農村、企業・行政の連携で、
阿蘇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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野焼き支援ボランティア初心者研修
会

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

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）。

輪地切りの出役者数（延べ人数）は約5,300名

阿蘇の広大な草原を維持するための春の野焼き面
積は阿蘇郡全体で約16,150ha（平成15年調査より。）
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野焼きの出役者数（延べ人数）は約7,400人。阿蘇の
草原維持のためには、毎年約13,000人の労力が必要。

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

平成11年春110名のボランティアから始まった活動が
18年度は1779名に
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野焼き(名)

輪地切り(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

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

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％
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野焼きボランティアの合言葉は
「阿蘇への恩返し」

輪地切り

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
内牧　田子山

野焼き野焼き後

輪地切り

南阿蘇村　夜峰山

野焼き 野焼き後

南阿蘇村　夜峰山
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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）

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）

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
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

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

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

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

平成18～20年度の３年間で沖縄における
効果的な島嶼生態系環境教育システム
を構築して、学校や地域で日常的に実施
されるよう普及・定着を図り、それらを手
引書にまとめる。
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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（H18）

平成18年度：
　①環境教育現況調査（先進地と現地
の現状及びニーズ解析､課題　点の洗
い出し）

　② プログラム･教材作成フィールドの開
発・研究、③普及に向けた実施体制
の検討

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（H19,20）

平成19年度：
　① プログラム･教材作成フィールドの開発・研究

　②地域ガイドや指導者の養成とプログラム実践・検
証

　③普及に向けた実施体制の確立　

　④ プログラム、教材、フィールド、実施体制について
点検と補足、整理を実施、手引書の作成を開始

平成20年度：
① それまでのプログラムや教材、実施体制を整理・
検証して、手引書の作成・出版

河川：国場川（こくばがわ） 報得川（むくえがわ）

国場川水あしび
流域協議会での展示とワークショップ

教材の開発

モノレール沿線エコツアー資源調査
エコマップの作成

沖縄島のバリントニア

報得川セミナー

生活排水対策セミナー

川の観察会

地下水：宮古島

マングローブ観察会、希少種、危急種対策

宮古島産ヒルギダマシ育苗、移植、保育・管理

観察会・エコツアー

OEC宮古島ワークショップ
添道サガリバナ遊水池Ｍｙキーフジ作戦

サガリバナ並木の里親を決め保育管理

ＯＥＣ博物館宮古講座
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地下水：宮古島 サンゴ礁：糸満市大度浜

潮間帯温度計測と生育環境条件

岩礁や潮だまりの生き物観察

温度計測データとサンゴの白化現象

潮だまりや礁池のサンゴ生育観察

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

手引き書作成に向けた整理
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重富干潟
生物減少原因究明のための堆積物調査

と河川環境教育

特定非営利活動法人くすの木自然館

　活　動　の　目　的

　　　重富干潟および錦江湾（鹿児島湾）の再生・
保全のために、生物減少の原因究明と水圏環
境問題への意識高揚をはかる。

　　　　・堆積物調査

　　　　・河川調査

　　　　・環境教育活動

平成19年度（2年目）の活動紹介

　①ハンディジオスライサーによる

　　　　　　　　　　　　干潟地層断面の採取

　②思川源流探検隊！

　③思川河口の生き物観察会

ハンディジオスライサーによる
　　　　　　　　　　　干潟地層断面の採取

　目　的

　　・重富干潟の堆積環境の分析

　　・採取した地層断面の展示

　技術提供

　　・復建調査設計株式会社
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地層断面採取の様子　　打ち込み 地層断面採取の様子　　引き抜き

地層断面採取の様子　　分解 地層断面採取の様子　　剥ぎ取り
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地層断面採取の様子　　作業完了 思川源流探検隊！

　　河口を出発し、源流付近の水源の森を目指し
て河川をたどるトレッキング！
　　

　　家庭と海が川を通じてつながっていることに

　　気付き、河川や海の環境保全の意識高揚を

　　はかる。

思川源流探検隊！ 思川源流探検隊！
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思川源流探検隊！ 思川河口の生き物観察会

　　毎月テーマをかえて行う小学生対象の観察会。

　　河口に広がる干潟に生息する生き物たちの

　　不思議にせまる！

　　自然環境において干潟の担う役割と干潟で

　　遊ぶことの楽しさを伝える環境教育。

思川河口の生き物観察会 思川河口の生き物観察会
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今後の活動

『真夜中のランデブー観察会』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　干潟生物の生命の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神秘にふれます！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年3月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21、22、23日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３夜連続開催！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込受付中！！

おわり
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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
　　　　　ヤンバルクイナ保護活動開始
2006年：マングース根絶プロジェクト開始
　　　　　ヤンバルクイナ人口ふ化に成功
2007年：ヤンバルクイナ飼育繁殖開始

Tsusima Wildlife Conservation Center (TWCC) ツシマヤマネコ

対馬プロジェクト

やんばるプロジェク
ト

ツシマヤマネコ

ヤンバルクイナイリオモテヤマネコ

西表プロジェクト

どうぶつたちの病院が取り組む４つのプロジェクト

オ
ガ
サ
ワ
ラ
オ
オ
コ
ウ
モ
リ

東京プロジェクト

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）

Photo by Michio kinjyou

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
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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

ST Line 

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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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

公民館でのネコの手術 ネコ捨てないでキャンペーン

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！

Photo by YWLC.

＼Let’s Go!／

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

●マングースの捕獲誘引物質の開発
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ヤンバルクイナの保護対策

〈マングース対策〉 〈ネコ対策〉

・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　環境省・沖縄県捕獲開始

・２００２年　安田区ネコ条例

・２００５年　北部３村「ねこの愛護と
保護に関する条例」

・２００１年１２月

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

学習会

糞拾い

ボランティアによる糞採取

成　果

消化管内容物

◆ヤンバルクイナの羽なし



5

マングース誘引物質の開発

【実施方法】

マングース糞汁、ウズラ卵、スルメを各３地点

全９地点に自動撮影装置

各地点間の距離は２００ｍ程度

設置日数：３日間（一部４日間）×４回

場　所：楚久雨志川林道（名護市）
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宮崎青島地区における
環境プログラム開発・実践事業

平成２０年１月２６日（土）

宮崎県立図書館

特定非営利活動法人　宮崎文化本舗）

１．現状と問題点
・宮崎県・宮崎市の木花・青島地区は、半径５ｋｍに、国の天然記念物である加江田

　渓谷、そこから太平洋に注ぐ川、観光地である青島海岸が集約されている。

・また地域では、米や苺等の農産物の収穫する農家や、遠洋漁業の基地もある。

　この恵まれた自然条件を活かし、地域住民と行政機関と連携し、総合環境教育の

　拠点を整備しエコツーリズムとして確立するため、市民や観光客が気軽に参加で

　きる自然体験のプログラムを確立すると同時に、プログラムの実行に必要な資料

　等を拡充することを目的とし、プログラムの開発及び実践を行う。

・木花運動公園は広大な敷地であるが車を停めた後は園内を歩いて移動しなけれ

　ばならないため、不便な状態。

・２００４年に完成した青島～運動公園を結ぶトロピカル・ロード（約３㎞）があまり活
用されていない。

２．活動の目標

• 平成１９年度中に下記の目標を達成することとする。

①青島地域での事業実施にあたり、地域住民・事業者・学生等

　 による参加型のワーキング・グループを立ち上げる。

②また、このワーキングを通して、環境資源調査の方向性を

確認する。

③環境資源調査の方向性を踏まえ、実験的に環境学習イベン

トを開催する。年２回６０名程度の参加を目標とする。

　

ワーキンググループの立ち上げ

• 宮崎大学　根岸ゼミ
• こどものくに（宮交ホールディングス）
• （財）宮崎県公園協会
自然休養村センターで計12回のワークショップ
宮崎大学で発表会を実施
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ワーキングでの成果

• テーマは「共生」
• テーマに伴う１２の事業が発案

• あおしまフォトコンテスト2008　 　　・　森のアスレチックの有効利用
• こどものくにステージ利用　　　　　　・　コマ地図をしよう

• サーフィンを通した活性化　　　　　　・　ビオトープを核とした再生

• フラワーフェスタの花で押し花を　　 ・　新☆青島デートスポット

• 小さい家等の新たな利用法　　　　 ・　青島マリンフェスタの開催

• 青島自然体験学習　　　　　　　　　　 ・　地元主体のお祭り

趣旨・継続性・実現性の観点から全てをふるいにかける

環境学習会の実施

7月21日（土）

浜辺の植物観察会

浜辺の生物観察会

7月28日（土）

公園のいきもの観察会

60名の親子が参加

環境教育プログラムの様子 環境教育プログラムの様子１
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青島地区で環境教育を
実践する際の課題

• 海・山・川と歩いていくには遠すぎる
• 車での移動は駐車場料金がかかる
• 夏場は日陰が少ない

アンケートの結果から見えてきたこと

ここから見えてきた課題の解決策とは？

自転車での移動

新たなワーキングを設置

• 特定非営利活動法人　宮崎文化本舗
• （財）宮崎県公園協会
• 宮崎県都市公園総合事務所
• （財）スポーツ施設協会
• 宮崎県青島青少年自然の家
• 青島リゾート㈱
• 青島神社
• 青島グランドホテル
• 青島観光ホテル

木花・青島地区レンタサイクル
実証実験事業

木花・青島地区レンタサイクル実証実験事業実行委員会

（事務局　NPO法人　宮崎文化本舗）

事業の目的

• 自然豊かな観光地である青島・木花地区の観光を環境
に配慮し、将来的に環境教育プログラム等と連動したも
のにする。

• バラバラになっている各施設、観光スポットをレンタサイ
クルのステーションとし、連帯させ、回遊性を持たせるこ
とによって青島全体の利益循環を図る。

• 実証実験の結果を踏まえ、平成２０年度以降の本格稼動
を検証するものとする。
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事業の効果

• 観光客に向けて青島観光の「方法」として自転車
を使った環境教育プログラム、観光プランを提案
することにより、「青島での遊び方」について明確
なビジョンを持たせることが可能になる。

• 特にキャンプシーズンにおける周辺道路の混雑
が緩和され、地元住民へのストレスが軽減され
る。

• 季節毎にメインステーションを移していくことによ
り、間断のない利用が見込める。

具体的な事業内容

• 実施期間
– ２００８年２月１日～２００８年３月３０日

• 実施場所
– 青島神社、青島パームビーチホテル、宮崎県総合運動公
園、青島亜熱帯植物園、青島自然休養村センター、青島
観光ホテル

• 主催
– 木花・青島地区レンタサイクル実証実験事業実行委員会
ＮＰＯ法人　宮崎文化本舗　（財）宮崎県公園協会

• 協力
– 宮崎県、宮崎市、宮崎市観光協会、宮崎県サイクリング
協会、各実施場所管理者

事業体制
• 青島地区の五施設をステーションとした
　　　　　　　　　　乗り捨て型レンタサイクル。

トロピカル・ロード

青島神社

青島
パームビーチホテル

青島亜熱帯
植物園

こどものくに
運動公園

宮崎市自然
休養村センター

青島観光
ホテル

事業体制②
発着所の管理について

宮崎県公園協会 管理

レンタサイクル

ステーション

亜熱帯植物園

青島自然休養村

県総合運動公園
こどもの国

パームビーチホテル

青島神社

青島観光ホテル

宮崎県

宮崎県公園協会

管理
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事業体制③

実行委員会
（文化本舗＝事務局）

主体

宮崎県サイクリング協会

りんりん作業所

リ
ー
ス
用

自
転
車

宮崎県公園協会

運
動
公
園
、
植
物
園
の

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
管
理

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
間
の
自

転
車
の
輸
送

青島神社

青島パームビーチホテル

管
理
依
頼

青島自然休養村

宮崎市観光協会

情
報
誌
へ

の
掲
載

各種報道機関
報
道
依
頼

青島観光ホテル

キーワードは共生

• 環境（リサイクル／温暖化防止）
　　　　　→　次年度以降の
　　　　　　環境教育プログラムとの連動

• 福祉（りんりん作業所）
• 観光（環境学習／県内外の観光客の足
　　　　スポーツ施設利用者）

• みんなでマップづくり（市民参加による
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　データの収集）

2月実施を目指して現在準備中
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宮崎青島地区における
環境プログラム開発・実践事業

平成２０年１月２６日（土）

宮崎県立図書館

特定非営利活動法人　宮崎文化本舗）
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　　　　中国・内モンゴル自治区
　　ヒ素フッ素汚染に対する取組み

錫林郭勒盟の飲料地下水汚染問題に対す
る調査研究と環境改善

　　　　　　　　　　　

内モンゴル自治区での活動地

内モンゴルプロジェクトの活動①

正藍旗の砒素・フッ素・硝酸態窒素汚染

＊２００４年に相談を受ける・予備調査

＊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
＊07年度：砒素・フッ素除去装置の完成　　　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

内モンゴルプロジェクトの活動②

蘇尼特右旗の砒素・フッ素汚染

＊05年度に相談～予備調査
＊06年度に2回の現地調査
　　　　症状確認調査～水文地質調査

＊07年度2回訪問。改善対策として、新住居
の水環境整備・砒素・フッ素の簡易除去装
置の開発・完成
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内モンゴルプロジェクトの活動③

ヒ素フッ素の除去装置開発

　　　　　フッ素除去：骨炭法

　　　　　ヒ素除去：スチールウールを活用

　⇒積層式除去フルターの開発

　　　　　　　　　　　

錫林郭勒盟での調査活動は

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(*)

錫林郭勒盟での成果と課題

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

都市集中化の懸念⇒等身大の改善案

健康被害に対する精査、追跡の必要性

井戸（浅井戸）
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採水調査・簡易分析 電気探査

簡易試掘 試掘ボーリング



4

フッ素・蛍石 砒素溶出の岩盤

平原のなかの住居
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平原のなかの住居 斑状歯・フッ素汚染

砒素中毒・手の角化 足の角化
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フッ素と砒素の複合汚染
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
砒素・フッ素除去装置
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活動地の社会的背景

河套平野（五原県）

沖積平野に広がる、漢民族による灌漑農業
村

→地方都市化と周辺農村整備

錫林郭勒盟（正藍旗・蘇尼特右旗）

準平原に点在する、モンゴル族を中心とした
遊牧地＋漢民族の入植

→地方都市化と生態移民による集約型牧畜

河套平野と錫林郭勒盟

地形の違いと汚染原因の違い

河套平野では、沖積層の還元環境にある地
下水にヒ素が溶出し、帯状の汚染分布をし
ている。

蘇尼特右旗等では、基盤や風化した重鉱物
からヒ素やフッ素が溶出し、ホットスポット
的な高濃度汚染が存在する

社会的な要因の違い

河套平野：　漢民族：農耕民

⇒農業（灌漑を含む）による定住化、開墾と
灌漑の歴史、遊牧民との抗争⇒新制中国
で大規模灌漑農業・穀倉地帯へ（自然村・
人工村）⇒産物の集約地としての地方都
市と計画生産の周辺農村⇒行政単位の再
編成に向かっている

⇒水道敷設（改水事業）は農村のインフラ整
備で馴染みがよかった



8

正藍旗・蘇尼特右旗：モンゴル族：遊牧
民

⇒遊牧域を単位とした部族連合的性格

⇒共通する政策と地域の選択

＜正藍旗＞

元の上都⇒交通網を整備し、要所を都市
化、周辺に生態移民による集約型牧畜

＜蘇尼特右旗＞

モンゴルとの国境近くで６．８万人の住民
のうち4万人強を1都市集中

遊牧⇒放牧⇒牧畜
　　　　　　（生態移民政策）

宿営地を移動する遊牧⇒人民公社による
集団経営⇒80年代の公社解体：家畜の私
有化分配・土地の配分・定住化⇒土地の
貸し借り⇒00年「西部大開発」：生態移民
政策

生態移民政策：環境保全と貧困脱出が目
的だが・・　（政策の光と影・・・）

除去装置と政策のなじみ具合が課題

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



ＮＰＯ法人　環境カウンセリング協会長崎

廃棄物有効活用による循環型社会形成に向

けた高校生教育プロジェクト

平成２０年１月２６日（土）

ＮＰＯ法人　環境カウンセリング協会長崎

早瀬　隆司、石橋　康弘、吉田　雅文、甲斐穂高　

平成１９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　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　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NGOグループと協働
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　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

高校での教育活動のための指導（教師）

高校での実技教育のための資機材の支援（学校）

コンポストの品質管理のためのシステムの検討

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。



事業の背景

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

青果市場のごみの状況



最終処分場の状況

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

最終処分場の状況

現地NGOとの協議

ＮＰＯ法人　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　環境カウンセリング協会長崎



テキストの作成・印刷・配布

ＮＰＯ法人　環境カウンセリング協会長崎

地元高校における活動風景

ＮＰＯ法人　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　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　環境カウンセリング協会長崎



高付加価値製品

ＮＰＯ法人　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　　・・・

コンポスト事業

ＮＰＯ法人　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　環境カウンセリング協会長崎

高校生（農業、水産高校等）

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　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・・・



ご清聴ありがとうございました。

ＮＰＯ法人　環境カウンセリング協会長崎
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北九州国際技術協力協会

串田　志津男

平成20年1月26日

アジアの環境事情を知ろう！　～現地体験レポート～

ベトナムの環境事情

2

ハイフォン

Ho Chi Minh
Hanoi
Hai Phong
Danang

特別市ベトナム

バッチャン焼

バンフック村

ハロン・ベイ

孔子廟

人口：8,300万人、面積：32.9万Km2 (日本：37.8 万Km2)

10,000　VND=75円

3

ベトナムの行政組織図

中央政府（Central Government)

省人民委員会
（Provincial People’s Committee)

行政区人民委員会
(Commune People’s Committee)

行政村人民委員会
(Commune People’s Committee)

郡人民委員会
（District People’s Committee)

郡人民委員会
（District People’s Committee)

特別市人民委員会
（Provincial People’s Committee)

村
(Village) 4

各種産業の水質

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　排水中の汚染物質排出量 2001年

28,2618,6889,04568,517機械

28,60166,70627,04829,241パルプ・紙

9,75430,26241,86920,523醸造・清涼飲料

17,27523,39633,55741,588化学工業

49,45843,83015,40919,523繊維産業

SS
(トン/年)

COD
(トン/年)

BOD５
(トン/年)

汚染物質排出量（絶対値）

総排水量

（1,000 m3/年）
工業分野

繊維産業の排水、特に染色排水は着色しているので、他産業の排水と比較し処理が困難である。
　　

繊維工場、工程別排水の分析例（汚染濃度）

176555228.9染色、仕上

622167.3紡糸、機織

SS(mg/l)COD(mg/l)BOD５
(mg/l)

pH工程

繊維工場の中で「染色工程」から

排出される排水の汚染が大きい。

Source: TRI（Ｔｅｘｔｉｌｅ　Ｒｅｓｅｒｃｈ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）
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5

繊維業各社の排水分析値

• IET(Institute of Environmental Technology) に各社の排水サンプリングと分析を依頼した。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分析結果の一例

BOD5(mg/l)COD（mg/l)色度＊pH

1004006-9ベトナム排出基準

1,612500>5011.4工場出口No.10

206380>508.7工場出口No.9

246500>509.8工場出口No.8

102200>5010.9工場出口No.7

136280>5012.7工場出口No.6

1840158.4処理水（処理後）

256540>5010.9工場出口No.5

242480>509.7工場出口No.4

5841,220>5011.6工場出口No.3

238360>5010.3工場出口No.2

8361,480>5010.4工場出口No.1

分　　析　　値サンプリング

場所

番号

　　　　　　No.5以外全ての会社はベトナムの排出基準に合格していない。
　　　　　＊　塩化白金コバルト標準液と比色する。数字が大きいほど色が濃い。(日本の水道用原水の規制は5以下） 6 8

環境法規の執行状況

• 環境保護に関する基本法が1994年制定された。
　　　（The fundamental Law on Environmental Protection (LEP))
　　基本法の下に多くの政令（Decree)、決定(Decision)が制定された。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表的な政令とその内容

下水排水に係る環境保護基金No.67/2003
公害発生事業所に対する処置No.64/2003
環境保護違反に対する課徴金No.26/1996
法律執行No.175/1994

内　　容政　令　番　号

・深刻な公害を発生する会社は新工業団地への移転→進行中
・訪問した数社では排水基準をクリアーしていないため、罰金を払っていた。

前ページのように排水基準に合格しない排水を排出している現状を
勘案すると、環境法が必ずしも厳密に執行されているとは言えない。

従って、環境法執行の第一線である天然資源・環境局の

能力向上と水質監視スタッフの増強が喫緊の課題である。

7

排出基準　（抜粋）

221残留塩素

510.050.001フェノール

0.0050.010.0050.005水銀

2210.2クロム+6

0.110.50.1鉛

0.10.50.10.05砒素

110.50.2リン

1.00.20.10.05シアン

120606030窒素分

3030105油分

Max.20020010050SS
Max.16040010050CODMn

Max.1601005020BOD5

5.8-8.65-95.5-96-9pH
CBA

日本の

基準

ベトナム基準項目

単位：mg/l

日本はCr法

8

主な河川の汚染状況

106-2744-19’03-‘05Saigon River
3516-28257-8‘06Nhue River
3517-442510-30’02-‘04Dao River
3532-602514-28‘06To Lich River
108-2042-9’02-‘04Red River

COD
基準値

CODBOD5

基準値

BOD5調査年河川名

≦100≦50≦25≦25≦25SS
≦10≦8≦5≦3≦2≦ 1BOD

6.5-8.56.5-8.56.5-8.56.5-8.56.5-8.56.5-8.5pH
EDCBAAA

日本の河川の基準
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9

法律違反に対する罰金

1,000,000600,000カドミウム

1,000,000（＝7,500円）600,000（＝4,500円）砒素

500,000（＝3,750円）300,000（＝2,250円）鉛

20,000,000（＝150,000円）10,000,000（＝75,000）円）水銀

400（3円）200（＝1.5円）SS
300100COD
300（＝2.25円）100（＝0.75円）BOD5

最　大最　小

罰金　（VND/kg 排水中の汚染物質）汚染物質

VND=Vietnamese Dong 10,000 VND=75円

公害対策を実施するより罰金を払い方が簡単！！！

Source:Decree 67/2003

COD濃度が100mg/l で、一日の排水量は300m3の工場では、COD
に関する罰金は：　 100g/m3x300m3/日x10-3kg/gx2.25 円/kg=67.5円/日

10

ベトナム全土における事業分野ごとの排水

1000.00380,850合　　計

18.1469,071その他

3.8614,680発電、ガス供給

7.7629,541パルプ、紙

5.1819,747繊維

28.33107,917食品

4.0915,573建設

10.9241,588化学

2.7410,430電機・電子

17.9968,516機械、冶金

0.993,787エネルギー

割　合　
（％）

排　水　量

（ｘ103m3/年　2001年）
分　　野

Source: Textile Research Institute

量の問題

データ：２００１年

11

事業分野ごとの汚染物質排出量
質の問題

133,349172,882118,788合　　計

28,2618,6889,045機械

28,60166,70627,048パルプ、紙

17,27523,39633,557化学

49,45843,83015,409繊維

9,75430,26241,869醸造、ソフトドリンク

SS
(ton/年)

COD
(ton/年）

BOD5

(ton/年）
分　野

Source: Textile Research Institute

データ：２００１年

12

TRACO (Trang Kenh Chemical & Carbide Factory)社　
（Hai Phong City)

　　　　生産品目
・カルシウム。カーバイト
・アセチレン
・アセチレンブラック
・炭酸カルシウム粉

　C(石炭）＋CaCO3 （石灰石）＝CaC2 （カルシウムカーバイト）+ CO2 + α
　CaC2　＋　H2O　＝　C2H2 （アセチレン）+ Ca(OH)2　（消石灰）

　　　公害
・アルカリ排水
・消石灰の山
・硫黄酸化物、粉塵を含む大気汚染公害

地域“People’s Committee” をまき込んで対策
行政官に対する環境意識向上の為のセミナー開催
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13

TRACO社を選定した理由

・ハイフォン市及びタインホア市の現地調査を実施
・｢造船会社」、「バッテリー会社」、「繊維会社」、「石灰粉製造会社」、
　　「リサイクル村」、及び「TRACO社」各企業の公害の実態調査を実施
・TRACO社の公害が最も深刻で、その影響は近隣住民に深刻な影響を
　　与えていると推測した

TRACO社の公害
・アルカリ排水：アセチレン製造工程で発生するpH12程度のアルカリ性排水
・固形廃棄物：製造工程で副生する水を含んだ粗消石灰
・大気汚染物質：硫黄酸化物、粉塵を含む大気汚染公害

解決策
・アルカリ排水の中和装置の設備設計、図面提供
・固形廃棄物のサンプル調査、サンプルの分析（日本の分析会社に依頼）
・廃棄物の適正処理方法の案作成及び内容紹介（セメント原料に使用）
・大気汚染対策は今後の検討課題

14

15 16



5

17 18

19 20



6

21



1



2



3



4



5



6



1

水俣病関連資料整備事業

● 水俣病の経験を活かすために

水俣病センター相思社

弘津敏男

Ⅰ－１　水俣病事件とは（１）
◎水俣病略年表

● １９０６（明治３９）年　曽木電気創立（鹿児島県大口）

● １９０８（明治４１）年　日本窒素肥料設立（水俣市）

● １９３２（昭和　７）年　日窒水俣病工場

　アセトアルデヒド生産開始

● １９４２（昭和１７）年　水俣市に水俣病患者発生（熊大調査）

● １９５３（昭和２８）年　水俣市に公式確認第１号患者発生

● １９５６（昭和３１）年　水俣病公式確認

● １９５９（昭和３４）年　見舞金契約

● １９６８（昭和４３）年　水俣病公害認定

● １９６９（昭和４４）年　水俣病訴訟提訴

● １９７３（昭和４８）年　水俣病訴訟判決・補償協定締結

● １９７４（昭和４９）年　水俣病センター相思社設立

● １９９５（平成　７）年　水俣病政府解決策

● ２００４（平成１６）年　水俣病関西訴訟判決

● Ⅰ－２　水俣病事件とは（２）
◎水俣病事件の切り口・課題

● 医学（発生のメカニズム／症候／メンタル被害・症候／治療法）

● 化学（発生・拡大のメカニズム／防止策）

● 文学（文学の力・影響

● 社会学（差別・偏見／地域被害・地域再生

● 政治・行政（不作為の歴史／政治は何をなすべきだったか／政治は何をなすべ

きか／　再発防止）

● 経済（何を誤ったのか／再発防止）

● 法律（後手に回った立法／立法化の必要性）

● 運動（運動の歴史／運動の成果／運動の問題点

● 環境問題としての視点

● 人権問題としての視点

● 地域づくりとしての視点

Ⅰ－３　水俣病事件とは（３）
◎水俣病の歴史は対立の歴史

● チッソ　　　＜－＞　水俣病患者

● 地域住民　　＜－＞　水俣病患者

● 一般漁民　　＜－＞　初期重症患者

● 行政　　　　＜－＞　未認定患者

● 一任派患者　＜－＞　訴訟派患者

● 認定患者　　＜－＞　未認定患者

● 政党・イデオロギーによる対立

● 大学間の対立

● 大学・派閥による対立

● →不毛な対立　→他を認めない　→協同・協調より批判・

攻撃
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Ⅰ－４　水俣病事件とは（４）
◎水俣病問題を補償問題に矮小化

● 見舞金契約

● 第一次訴訟・補償協定

● 第二次訴訟・第三次訴訟

● 自主交渉

● （初期）補償問題＝チッソの責任問題

● （補償協定以降）補償問題＝認定問題＝病像の問題

→患者側の医学か、チッソ・行政側の医学か

→医学論争ではなく、補償のための論争

→政治・行政も水俣病問題解決ではなく補償問題に翻弄

→公式確認から半世紀たった今も病像・補償問題に終始

● 患者・被害者の多く：「病気よりも差別が苦しい」

→精神面の被害は未だ未解明、手もつけられていない

Ⅱ－１　水俣病事件と資料（１）
◎対立が生み出す悲劇

● 水俣病の歴史は対立の歴史
→水俣病を補償問題に矮小化
→自らが不利にならないために

● チッソ：資料隠蔽（廃棄？）

● 行　政：資料隠蔽・出さない

● 患　者：出さない。見せない

Ⅱ－２　水俣病事件と資料（２）
◎「公害に第三者はない。あるのは被害者か加害者だけなのだ」（宇井純）

● 「あなたはどちら側の立場ですか？」
→全てが対立の渦中に
→「水俣病に係われば火傷をする」
→あらゆる問題が未解明、未解決のままに
→水俣病の経験が活かされない

● （「行政や政治は水俣病の経験を活かしている。ＨＩＶなどの薬害問題

に素早い対応を行ったのは長引かせることが得策ではないと政治や行政

が学んだからだ」：補償問題への対応にしか過ぎない。チッソの問題隠

蔽・ごまかし→被害・事件の拡大→原因企業の実質的倒産は活かされず

、雪印～船場吉兆は同じ間違いを犯し続けている）

※全ての問題に第三者はいない。立場は違っても同じ方向に向かえば協

同ができる

Ⅱ－３　水俣病事件と資料（３）
◎水俣病患者を犬死ににさせないために

● 田上義春（東京交渉団団長：相思社初代理事長）｢
このままでは、おれたちの犠牲は無駄だ。犬死に
だ｣

→水俣病の経験を活かすために
→対立から協同へ
→水俣病資料は人類の共有財産
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Ⅲ－１　相思社の水俣病関連資料整備活動（１）
◎世界最大の水俣病関連資料群

● 一般紙資料：約１０万点

● 新聞資料　：約１０万点

● 映像資料　：約７００点

● 音声資料　：約１７００点

● 写真資料　：約７万点

→相思社にしかないもの：訴訟資料、音声資料など

→相思社にしかまとまっていないもの：新聞資料、映

像資料など

Ⅲ－２　相思社の水俣病関連資料整備活動（２）
◎相思社の資料整備計画

● 「誰でも、いつでも、どこでも」利用できる
→パソコン・インターネットを活用

● 画期的なシステムの構築

①　詳細年表作成

　　　　　↓

②　インターネット上で事項を閲覧・検索

　　　　　↓

③事項に関連した資料・新聞・写真が見つけられ

る

Ⅲ－３　相思社の水俣病関連資料整備活動（３）
◎１９９７年以前

● １９７４年相思社設立
　全国の水俣病を告発する会などから資料を寄贈される
　水俣病関連資料の収集・保存・整理開始

● １９８３年資料室完成

● １９８８年水俣病歴史考証館開設

● １９９０年水俣病関連資料及び新聞のデータベース化開始

初期はスタンドアローンのパソコンで試行錯誤していた

● １９９５年水俣病政府解決策

● １９９６年国立水俣病研究センターに社会科学室・国際情

報室が設置され国立水俣病総合研究センターとなる

Ⅲ－４　相思社の水俣病関連資料整備活動（４）
◎水俣病関連資料データベース化本格稼働開始

● １９９７年
国立水俣病総合研究センターからの委託事業として水俣病
関連資料のデータベース化を開始。
毎年１０，０００～６，０００件を整理・データベース化

● １９９７～２００７年度で約７７，０００件をデータベー

ス化

● ２００７年度までに国水研・熊本県・水俣市立水俣病資料

館・水俣病研究会など相思社も含めて８つの組織が資料の

データベース化に取り組んでいる
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Ⅲ－５　相思社の水俣病関連資料整備活動（５）
◎新聞記事資料整理とデータベース化への取り組み

● 相思社設立時に寄贈された新聞記事・スクラップは数万点

● 相思社設立後は５～７紙の新聞を購読、水俣病関連記事を

収集・整理

● 水俣病研究会や水俣市議会事務局から新聞記事資料を収集

（複写）

● 水俣病関連新聞記事収蔵数は世界一

● ２００２年度～２００４年度、地球環境基金助成事業とし

て収蔵資料の整理とデータベース化に取り組む（３年間で

４０％程度＝約４万点が整理・データベース化された）

※約６万点は未整理・未データベース化のまま

Ⅲ－６　相思社の水俣病関連資料整備活動（６）
◎水俣病関連年表作成事業

● １９９７年、水俣病関連年表の収集と整理を開始
（２００３年までに約１２，０００点）

● ２００３年、国水研からの委託事業として年表作

成開始（２００８年度までの６年計画）

→収集した約４万件の年表の中から１５，０００

項目を選び、「水俣病詳細年表」を作成

Ⅲ－７　相思社の水俣病関連資料整備活動（７）
◎水俣病関連写真の収集・整理・データベース化

● １９７４年、相思社設立から現在まで３３年にわたり写真
撮影・収集を続ける

● ２００７年度までに約７万点を収集済み

● ２００５～２００７年度、地球環境基金助成事業として水

俣病関連写真の収集・整理・データベース化を開始

①写真収集：主にデジカメによる撮影

②写真整理：アルバム（工事写真帳）に写真を整理

③スキャンニング

④データベース化：検索のためのキーワードなどを入力

⑤インターネット上での公開

Ⅲ－８　相思社の水俣病関連資料整備活動（８）
◎その他の資料整備活動

● ①映像資料のＤＶＤ化
・長期保存のためビデオテープをＤＶＤに変換・保存：新
たに収録した映像も含めると約１，０００点のＤＶＤを保
存

● ②音声資料のデジタル化

・音声テープ（主にカセットテープ）を保存のためにデジ

タル化（ＣＤに保存）：約６００点をデジタル化済み

● ③実物資料の収集・保存・展示

・漁具・農具・生活用具などを収集・保存し一部は併設の

水俣病歴史考証館に展示
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Ⅳ　今後の課題

● ①年表を軸にした「水俣病関連資料データベース検索シス
テム」の構築

● ②新聞記事資料の整備（約６０％が未整理）

● ③音声資料のデジタル化（約１，０００点が未デジタル化

）

● ④音声資料の文字化（現在までに数十点のみ文字化）

● ⑤実物資料の収集・保管・展示

● ⑥資料室の拡充

● ⑦水俣病歴史考証館の拡充

● ⑧上記の事業を実施するための費用の捻出
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再生可能エネルギー
推進市民フォーラム西日本

REPW

風力発電の地域における

影響と波及効果に関する

実態調査・研究

特定非営利活動法人
再生可能エネルギー推進市民フォーラム西日本

再生可能エネルギー推進市民フォーラム（REPW）
岡優子

再生可能エネルギー
推進市民フォーラム西日本

REPW
再生可能エネルギー推進

市民フォーラム西日本（REPW）の紹介（１）

• 原発も温暖化もない社会を目指し、再生可
能エネルギーの推進を目的に活動してい
る環境NGO。

• 九州内外の環境や再生可能エネルギーに
かかわる市民・団体が協働し活動

• 1999年6月19日に設立
• 2002年9月18日にNPO法人の認証

再生可能エネルギー
推進市民フォーラム西日本

REPW

再生可能エネルギー推進
市民フォーラム西日本の紹介（2）

• ニュースレター「Green Net」の発行（年4回）
• 「自然エネルギー学校・九州」の開催
• 市民共同おひさま発電所の設置運動
• 市民風車建設に向けた活動　など

• 会員：106名（2008.1現在）
• 理事：12名、事務局：1名
• プロジェクトアルバイト：2～3名
• ボランティア：約10名

再生可能エネルギー
推進市民フォーラム西日本

REPW

風力発電の地域における影響と波及効果に
関する実態調査・研究

＜調査の目的＞

建設が進んでいる風力発電の実態の把握

どのような風力発電建設が望ましいか

＜調査対象＞
九州内6ヶ所
　（響灘、玖珠、玄海、的山大島、西原村、南大隅）

設置主体、当該自治体、住民、NPO、周辺自治体
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再生可能エネルギー
推進市民フォーラム西日本

REPW

調査の概要

• 調査期間：2007年7月～11月
• 手法：ヒアリング調査

再生可能エネルギー
推進市民フォーラム西日本

REPW
長崎県平戸市大島村

「的山（あづち）大島風力発電所」

再生可能エネルギー
推進市民フォーラム西日本

REPW

熊本県阿蘇郡西原村
「阿蘇にしはらウィンドファーム」

再生可能エネルギー
推進市民フォーラム西日本

REPW

大分県
「CEF玖珠ウィンドファーム」
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再生可能エネルギー
推進市民フォーラム西日本

REPW

佐賀県東松浦郡玄海町
「玄海風力発電所」

再生可能エネルギー
推進市民フォーラム西日本

REPW

鹿児島県肝属郡南大隅町
「南大隅ウィンドファーム」

再生可能エネルギー
推進市民フォーラム西日本

REPW

福岡県北九州市若松区
「エヌエスウィンドパワーひびき風力発電所」

再生可能エネルギー
推進市民フォーラム西日本

REPW

調査結果

• 一定、九州での風力発電の現状・課題を把握

• 社会的波及効果・・・住民意識、環境教育など
• 経済的波及効果・・・土木工事、観光、雇用など
• 自然エネルギー普及
• 環境に対する影響・・・騒音、景観問題、雷被害など

• 現在報告書をまとめ中
• 2月2日（土）に報告会を実施
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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

　　　　　2008.1.26(日)

趣旨と目的

温泉を活用した観光やまちづくり・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・植
生・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、その上で実際エコツアーとして
の先駆的モデルケースとして広く情報発信することを目
的とする。
「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吹上温泉　　　④霧島温泉
　　②桜島温泉　　　⑤出水温泉
　　③指宿温泉
　　◇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。
　　　(②③④・・火山性温泉、①⑤・・非火山性温泉)
補充調査　

　　湧水町方面（2005年8月、9月に数回に分けて実施）
　　隼人町方面 （2005年8　月、9月に数回にわけて実施）
ワークショップをもとにしたまとめ作業（2005年8月～）

3年間の活動のようす
(薩摩硫黄島)
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(川内高城温泉) (湯之元温泉)

温泉を多方面に活かす

温泉は、総合環境教育の好適地。　　

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。
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伊万里はちがめプランを培ってきた、歴史と風土、豊かな自然。
この貴重な財産を、未来の子供達へそのまま手渡したい･･･

①もったいない
②料飲店組合・旅館などが商売上で出す大量の生ごみを、
市民の税金で焼却してもらうのはおかしい
③組合員が、生ごみの処理のことで心配なく安心して　商
売ができるようにしたい。

私たち料飲店組合が
なぜ生ごみの堆肥化に取り組んだのか

情報収集・調査を行うことによって浮き上がってきた

生ごみを燃やすことによって発生する問題

①環境問題 ②焼却経費

●燃えるごみに含まれる生ごみの割合３５％
●生ごみの水分含有量80％

伊万里市の環境センターと
焼却残灰処分場
自然に恵まれた伊万里でも
環境破壊は、進んでいる。

伊万里市の

燃えるごみ
焼却量

約４５㌧
（１日あたり）

焼却コスト

１㌧あたり３４,０００円
１年間４億５千万円

（市18年度予算１９５億円）

焼却残灰

1年間２,６００トン

●分別回収することによって２８～3０％の生ごみが削減可能
●焼却に使っていた大量の化石燃料の節約につながる。
●Ｃｏ２発生抑制による地球温暖化防止の効果。
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微生物の培養実験
　　　佐賀県地域ゼロエミッション研究開発事業
平成１０年～11年度：経済産業省提案公募型地域活性化事業　　：佐賀県商工連合会
平成12年～13年度：経済産業省地域振興活性化事業　　　　　　　：伊万里商工会議所

　　　鵜浦真沙子氏

国連大学のゼロエミッションプロジェクト
マネージャー鵜浦真沙子先生より食資源
循環による地域の自立論を学ぶ

　　　　平成10年～13年　報告書

生ごみ堆肥化実験プラントの完成

平成１２年１月　生ごみ堆肥化実験プラント完成
本格的実験の開始と大規模化に伴い発生する諸問題につい
て研究を実施　（敷地面積２，７５１㎡　生ごみ３トン/日量）

生ゴミ回収・初期醗酵

中期醗酵

ふるい・熟成
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栽培実験 一般家庭生ごみステーション設置

市民の皆様の希望ではちがめプランの見
学会を行い生ごみステーションの設置に
至った。

現在
・ステーションは２７ヶ所、２３０世帯
・飲食、旅館、スーパー等７１事業所
・１日1,8～２トンの生ごみ回収

安全・安心な商品だけを提供いたします。
はちがめ堆肥で生産した野菜やお米、果実などを販売しています。

もちろんはちがめ堆肥も販売しております。

はちがめ農産物直売所“風道”
平成１６年度　経済産業省　市民ベンチャーモデル事業

菜の花の栽培
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　　　地球温暖化防止「環境杯」
菜の花プロジェクト　啓発グランドゴルフ大会

平成１９年春　　６00名参加
昨年秋の大会での配布苗の
育成状況報告をして頂いた

平成１９年秋　　600名参加
今年度も一人３０本の菜の花
苗とはちがめ堆肥を参加賞と
して配布

二
酸
化
炭
素
の
吸
収

伊万里はちがめプランの菜の花による　食資源循環

　　
「はちがめ堆肥」は生ごみから作られました。これ
を田畑に入れて、菜の花を栽培し、景観を楽しみ、
しかも安全な菜種油を生産します。使用後の廃
食油は回収して、「バイオディゼル燃料」に精製し、
広報車や農耕車の燃料として広く活用しています。
　この活動には、地元農家の人達に、
積極的に参加していただき、田畑の
草刈、耕運の協力を得ています。種まき移植、収
穫などの作業には、小中高校生や市民のボラン
ティアの皆さんの参加もあり、農業者と市民が協
働する機会となっています。

菜
種
油
絞
り

収穫

小中高生や市民ボランティアで移植

種以外は堆肥の資源となる 生ごみから堆肥へ

堆肥を田畑に施す

安全な黄金色の菜種油

ＢＤＦ燃料で走ります

微生物の研究 見学者への説明協力

　　　サンプリング

17年度事業としてタイ王国での調査・指導
生ごみ等有機資源の堆肥化事業に対する日本の活動ノウハウのインプットと
持続可能性を高めるための支援　　　　国際協力銀行主催
NPO元気ネット、NPO伊万里はちがめプラン、佐賀大学　協働参加

１７年 ５月に１４日 間調査活動

　　　　８月に１３日 間調査活動とバンコクのワークショップに参加

　　　１０月に１週間 タイからの研修生を受け入れ

１８年 １月に１０日間 調査活動と環境とネットワークフォーラムに参加

クロンヤン小学校での説明会調査・指導のスタッフ
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　　「はちがめエココミねっと」
　　　　　　新たな展開

大学教育のサテライトネットワーク構築による「地域創生型学生参画
教育モデル」事業として、文科省に認められ、佐賀大学キャンパスの
延長「サテライト教室」がはちがめプランに設置されました。

 

ボランティア活動に対して

菜の花移植、収獲作業

菜の花まつり、その他イベント

環境保全活動
一般家庭生ごみ分別協力者
資金的支援参加者

地　域　通　貨　加　盟　店
加盟店：現在６４軒

地域通貨菜の花ハッチ運
営委員会
地域通貨の発行

はちがめ堆肥
菜　種　油　
Ｂ・Ｄ・Ｆ

はちがめプラン

レストラン
1000円（税別）の場合
ハッチー20％（２ハッチー）

＋
現金850ｴﾝ

野菜屋
2000円(税込み100)の場合
ハッチー20％（4ハッチー）

　　　　　＋
現金1600円

菓子店
1200円(税別)の場合
ハッチー20％（2ハッチー）

　　　　　＋
現金　1060円

理・美容院
3300円（税込）の場合
ハッチー20％（6ハッチー）

　　　　　　＋
現金2700円

寿司店
1800円（税込90）の場合
ハッチー20％（3ハッチー）

　　　　　　＋
現金1500円

食資源を循環させ官民協働による持続可能な地域社会をつくるため
一般市民生ごみステーション　２２０世帯（年間　 ６５トン）　　 ・・・・１３０万
事業系生ごみ（一般廃棄物）　　６４事業（年間　５８５トン）　　　・・・１０００万
生ごみの資源化・・堆肥化６５０トンを堆肥化して販売　堆肥代　・・・・３３０万
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計　１４６０万

資源循環活動支援として　　　
市民及び各種市民団体（ライオンズ・ロータリークラブ等）・企業より　・・・・１４０万

佐賀大学地域貢献事業「はちがめエココミねっと」として学術的・物質的、資金的支援・・・？
　【１７年度サテライト教室　１０００万】　　　

自　助

互　助

扶　助

　　
『環の里』計画活動資金として
　
　伊万里市からの補助金　　　１３５万

・生ごみ６５０トンを堆肥化する必要経費として
・地球温暖化防止推進経費として

・食品リサイクル法推進貢献経費として

　希望的委託費　５００万～１０００万

現状　公助

市民の税金で生ごみ650トンを焼却処分するために

費用は　２，０００万円
ＣＯ２は焼却により大量発生！

合計　１.６００万円

本来公助としてあるべき姿

※ 伊万里市は“三助”の精神が実践され、官民協働の
　　まちづくりとして素晴らしい発展が期待される。

　※ 18年度、伊万里市は官民協働のまちづくり条例を
　　　制定した。　　　　

※江戸後期に米沢藩主、上杉鷹山（１７５１～１８２２）が、藩の再建において実践した自ら助ける「自助」、互いに助け合う　「互助」、

　　行政が手を差し伸べる「扶助（公助）」という三助の精神から引用。

※図中の数値、その他については当法人の試算による。
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「野草を使って草原を守ろう!」
プロジェクト

野草を使った環境学習や草原保全への取り組み

NPO法人九州バイオマスフォーラム　井芹 大悟

バイオマスとは？

・私たちの身近にある、再生可能な生物由来の有機性資源で、

　化石燃料をのぞいたものの総称です。具体的には木くずや

　生ゴミ、稲わらやもみ殻、家畜の糞尿などがバイオマスです。

出典：H18年「バイオマスニッポン」パンフレット

九州バイオマスフォーラムの目的

・九州における循環型社会の実現を目指しています。

＜ローカル＞
実際に地域にある
バイオマスの利活用
（地域モデル活動）

＜グローバル＞
バイオマス利活用の
大切さを広める
（広報啓発活動）

• 草原景観の保全、野焼き・防火帯づくりの管理作業が困難
• 高齢化・過疎化
• 農業振興（後継者不足・畜産業の衰退）
• 観光業の振興（宿泊者数の減少）
• 新規産業の振興（地域経済の停滞）

■明治大正期■ ■昭和20年代■ ■昭和末期～平成初期■

阿蘇地域の抱えている問題



昭和初期の草原景観
現在の草原

採草されなくなった草原が藪（やぶ）化し、
野焼きの火の手が大きく、危険になった現在

これからの草原＝野草の多目的利活用による保全

野草を活用し、野焼きが再開されれば、生物多様性が復活する

阿蘇の抱える問題の解決策

• 草を活用することで、野焼き作業の省力化

• 草原の保全から活用へ

• 採草地の復活が希少動植物の保護育成に！

• 地域資源の有効活用でまちおこし

• 農閑期の雇用創出

• 新しい話題づくりで観光ＰＲ！

• バイオマス利用で地球温暖化防止



価格

需要大きい

エネルギー用
(5～10円/kg)

堆肥用
(10～25円/kg)

飼料用
(20～60円/kg)

建築資材用
（かやぶき・ストローベイルハウス）

(25～100円/kg)

ペット用・観光客用の餌（ウサギなど）(500～1000円/kg)

需要小さい

高
い

安
い

草の需要のピラミッド

紙（1000円～/kg）

○

草原○

1.草からエネルギーを作る

プール

プラント

モア

レーキ
ベー
ラー

トラッ
ク

保管
刈取

集草

梱包

運搬

保管

ガス化プラント熱利用・発電

草原未利用草地

2.草から家を造る＝ストローベイルハウス

わらのブロックを積み上げて作った環境に優しい家

建築中の1コマ

3.草から堆肥を作る＝野草堆肥



4.草から紙を作る＝野草紙プロジェクト

材料をススキ100％で試作した野草紙

野草紙プロジェクトの概要

・ワークショップの開催…

　　阿蘇市内外の小学生から社会人を対象にしたワークショップの開催。

・教材の開発…

　　学校での環境学習向けの教材となる野草紙作りのマニュアルを制作。

・普及啓発活動…

　　　野草を活用することで草原が保全されることを訴えかけるチラシの作成。

多彩な人材で構成された野草紙プロジェクト委員会

• 太田　康博･･･アートプロダクション・アドリブ代表

　　　　　　　　　　　手漉き和紙工房とデザイン事務所の経営者

• 永原　彰子･･･環境省アクティブレンジャー

　　　　　　　　　　　　業務時間外にボランティアで参加の行動派

• 諸岡　哲夫･･･グリーンエコツーリズムセンター

　　　　　　　　　農家民泊と田舎暮らし体験のコーディネーター

身近な野草を通じて環境問題を考えるきっかけに！

小学校の遠足で
昔ながらの採草を体験

大学生とのワークショップ

親子ふれあい授業で
ワークショップ



今後の展開

・教材の商品化

　　地域生活支援センターや共同作業所などと連携し、教材に添
付する漉き枠などの製作および原料のパルプ化工程を委託し、
雇用を創出する。

・ワークショップの受け入れ体制の整備

　　グリーンツーリズムの一環として長期滞在型の旅行者に、牧
野で採草を体験してもらい、紙を手漉きするワークショップのプ
ログラムの整備。修学旅行生や環境学習で阿蘇を訪れる学生
を受け入れる体制を整備する。

・紙の製品化

　　このプロジェクトで生まれる紙製品を使うことで、阿蘇の草原を
○㎡守れますといった趣旨の紙製品を企画・製作・販売する。
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「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

特定非営利活動法人

しぜん あそ・まな・くらぶ

発表者　加藤千尋

発表概要～私たちの課題意識～

子どもの視点

　　～環境教育の学習性無力感のジレンマ

環境教育の視点
　　～自然体験から生活体験へ

実施プログラム（私たちが伝えたいこと）

　 ～持続可能性＝繰り返しの積み上げ

マネジメント（行動と評価）

子どもの視点

現代社会の問題（人権、環境、平和など）は、世界規模で、原因は様々
な要因が複雑に絡み合っています。

子どもたちは、それらの問題の歴史的な背景をより詳しく、また現象の
原因をより科学的に説明を受け、「覚えなさい、理解しなさい」「あなたの
できることを考えなさい」と言われるのです。

時には「それらの根本原因は、人間がいること。問題の解決は人間がい
なくなることだ」と学校の先生に言われることもあります。

そのようなことを言われた子どもは、どのように感じるでしょうか？

学習性無力感

教える側（大人）に解決する意志が感じら
れない。

学んでも、身近なこととしてとらえられない。

学んでも、複雑すぎて理解できない。

学んでも、自分の力だけでは解決できな
い。自分は何をしてよいのかわからない。

学べば学ぶほど、自分の無力さを感じ、解決する意志が削が
れていく、無気力になり、今がよければそれでよいという価値
観につながる。
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教育は、教育を受ける人を中心に

子どもたちを中心に考えると、今
目の前にいる子どもたちが学べ
ること、身につけたいことが何か
が見えてくる。

持続可能な開発のための教育は、
子どもたちとの関わりで言えば、
子どもの成長・学びを中心とした
プログラムであるべきではないか
　と考えました。

子どもたちは、１週間　肥後の守で様々
な遊び道具を作る

環境教育の視点

自然への共感を

　　伝える自然体験

　自然体験型環境教育は、
自然の中での体験を重視
し、感情を基盤とした自然
への「共感」を大切にして
きました。

体験する ふりかえる

持続可能な開発のための教育

ものの見方・考え方を
重視する

人間と自然との関わ
りを取り上げる

例：川を汚したのは誰？

体験する

何が起こったか
はなしあう

視点にきづく

自分との
関わりから
考える

里山生活の中で遊び、学ぶ

洗濯の水は流していいのかな？

なるべく薪を節約して炊けるかな？
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実施プログラム　
　～私たちが伝えたいこと

子どもたちにとっての持続可能性な開発
　＝今日できたことが、明日もできること。そして大
人になって、自分の子どもができた時でも同じこ
とができること。
　＝繰り返すことで、できるようになること。上達して
いくこと。

自らやってみること、挑戦すること、変化すること、
自分たちの創造性を楽しむこと
　

実施プログラム　
　～私たちが伝えたいこと

朝食

環境学習

＜まとめ＞

昼食

カヌー完成

閉会式

解散

朝食

環境学習

＜今後に向
けて話し合
い＞

昼食

カヌーづくり

夕食

入浴

ふりかえり

就寝

朝食

環境学習

＜木＞

昼食

カヌーづくり

夕食

入浴

ふりかえり

就寝

朝食

ﾘﾊﾞｰﾄﾚｯｷﾝ
ｸﾞ

昼食

ﾘﾊﾞｰﾄﾚｯｷﾝ
ｸﾞ

入浴

夕食

ふりかえり

就寝

朝食

環境学習

＜ｴﾈﾙｷﾞｰ＞

昼食

ﾘﾊﾞｰﾄﾚｯｷﾝ
ｸﾞ準備

夕食

入浴

ふりかえり

就寝

朝食

環境学習

＜川＞

昼食

ﾘﾊﾞｰﾄﾚｯｷﾝ
ｸﾞ準備

夕食

入浴

ふりかえり

就寝

集合

開会式

昼食

お互いを知
る活動

夕食

入浴

ふりかえり

就寝

７日目６日目５日目４日目３日目２日目１日目

川に慣れよう みんなで作る食事、みんなで食べる
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食器を片づける前にヘラで落とす みんなで協力してカヌーづくり

マネジメント（行動方針）

食材は、地域の店で、地域でとれたものを
中心に

薪は、廃材を利用

遊び道具、生活道具などが周りの自然素
材で作ることができるように、工具などを充
実

関わり大人も試行錯誤しながら、一緒に考
える姿勢で

マネジメント（子どもたちの評価）

今日(8/20)は、川あそびをしました。ライフジャケットを着用！ノリノリで入る
と、気持ちよかったぁ～。岩からとびおりてばっしゃばしゃと気持ちぃ～。足が
つかなかったけどゆっくり泳ぎました。とっても楽しかったです。

今日（8/22）、勉強になった事は、ちぃち（リーダー）とみんなで「川をよごした
のは誰？」という事について考えてみたことです。いろいろ川や汚れをさいげ
んして実験をしてみました。みんな予想をしてやっていました。これをして自
分たちの身のまわりに川がよごれる物がありました。ガソリンや油、せんざい
は全部川に流れるから、川がよごれることがわかりました。これからせんざ
いを少なめにしたり食べ物を大切にして、のこさないように心がけていきたい
です。

今日（8/24）、カヌーを作りました。朝は、十人ぐらい作る人がいて、紙やすり
でけずる作業をしました。かなり紙やすりを使いました。のこぎりでベニア板
をえんぴつの線に沿って切りました。とても楽しかったです。明日もやりたい
です。



5

発表のまとめ

子どもを中心とした活動

ものの見方・考え方を伝え、自分から何か
できることが大切

持続可能な開発のための教育＝生活を基
盤として、生活を見直すところから

やってみて、楽しさ覚えて、続けてみて、

　　できた喜びを分かち合う
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自治体における環境教育実施のための主体間連
携マニュアルの作成

特定非営利活動法人　地域循環研究所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊澤健太

2008年1月

主体間連携とは

・学校、行政、施設、企業、研究機関、市民団体な
どの各主体が機能的に協力し合うこと。

現状
　　学校で行われる環境教育、特に温暖化対策につながる資源・
エネルギーに関する教育は知識の提供の域を抜け出せない
ものが大半である。その為、行動に結びつく効果的な環境教
育の提供されにくい。専門性やフィールドの確保、教師の育
成や地域住民の協力など、教育現場の取り組みだけでは実
効性のある環境教育が提供されるのは困難である、行政の
人的・予算的支援、住民によるサポート、研究機関などによ
る専門的な知識やスキルの提供が必要となる。

本事業の目的

自治体において、温暖化対策としての環境教育を強力に推
進していくために不可欠である行政、学校、研究機関、その
他の機関との連携手法を具体的な形で提供し、更にそれら
の主体の情報交換システムを構築することを目的とする。地
域における主体間の連携手法を一般化することで、他の環
境教育を温暖化対策として計画に組み込んでいた自治体も
実行に移すことが予想される。

昨年度までの活動

各主体へのヒアリング調査
調査対象は学校、行政、施設、企業、市民団体、研究機関。

　　この調査で、学校現場へ環境教育の要望が集中して殆ど対
応できていない現状が浮かび上がった。連携を進める上で
のポイントは、窓口の明確化、負担の軽減、目的の理解の３
つであった。

削減効果算出のための基礎データ収集

　　主体間連携の推進のための調査と同時進行で、当法人が開
発した授業プログラムを受けた小中学生の電気使用量を集
計。このデータを元に今年度以降の削減効果の比較分析を
行う。



2

昨年度までの活動

情報ネットワークシステムの開設

　　３年後の情報ネットワークを構築するために、昨年度は情報
共有の場としてインターネットに専門サイトを立ち上げた。

今年度の活動

地域の事業所を対象とした大規模なヒアリング調査
　 昨年度主な主体にヒアリング調査を行ったので、今年度は

学校で環境教育を進める手助けを主に行う地域の民間企業
を中心に大規模なヒアリングを行う。

省エネルギー教育実施により削減された温室効果
ガスを調査分析する。

　 昨年度から実施している当法人の実施する省エネルギー教
育の前後のCO2排出量の分析を行い、教育効果を分析する。

今年度の活動

ホームページの情報管理システム整備を行う。

　 分析が完了したデータや調査を終えてまとめたデータなどを

随時昨年度公開したホームページにアップロードして情報発
信を行う。
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ＮＰＯ法人エコ・リンク・アソシエーション

　笠沙町ヤドランカ・コンサート　

総務省郵政研究所川辺町地域社会インフラ調査事業　

国土交通省南薩地域リゾート地域チャレンジプログラム派遣事業　

　南薩地域街づくりワーキングホリデー　

　笠沙町体験型リゾート形成の体験プログラム化　

社会福祉医療事業団知覧町障害者自立支援と高齢者生きがいづくり活動　

日本財団南薩広域「南さつま再発見」エコツアー　

笠沙町笠沙町笠沙美術館5周年ベイビーユニバース展2002年

　笠沙町ヤドランカ・コンサート　

　南さつま市「水」の展覧会　

　川辺町エコツアーの実施　

　鹿児島県内セイルトレーング（ヨットによる環境学習）事業　

　鹿児島市古民家再生事業　

　南薩山村公民館移築事業　

　　穴釜普及事業（穴釜建設、陶芸教室）　

鹿児島県南薩地域体験型観光モデルツアー実施　

　　NPO法人設立2001年

九州電力吹上浜吹上浜再生・未来のための森づくり事業（植樹）2001-2006年

実行委員会南薩地域万之瀬川アートプロジェクト1997-2001年

委託・助成元（空欄は自主事業）エリア事業名年度

　枕崎市金山小学校　林遠行　（林業体験）　

　松元町「森林ボランティアの日」　

かごしまみどりの基金鹿児島県内森林に学び、森林とふれあうシンポジウム　

九州グリーン電力基金枕崎市金山小学校・市民共同発電所　

シップアンドオーシャン財団九州各県九州地区海洋環境貢献活動　

子ども夢基金九州各県日本ぐるっと一周海交流事業　　

国土交通省鹿児島国道事務所鹿児島県内道を活用した暮らしの拠点「まちの駅」社会実験事業　

国土交通省南薩広域東シナ海まるごと博物館事業　

笠沙・坊津・大浦三町連絡協議会南薩広域東シナ海エコミュージアム構想計画策定2004年

　吹上町森林ボランティア交流フォーラム　

　枕崎市森林を育てる集い　

　金峰町南さつまエコツアー　（植樹+体験ツーリズム）　

　郡山町「森林ボランティアの日」　

　枕崎市市民共同発電事業　

　南薩広域街づくりワーキングホリデー　

(財)地域創造鹿児島県内薩摩琵琶の会　

笠沙町笠沙町薩摩琵琶による青少年育成事業　

日本財団笠沙町祖父母世代に学ぶ「笠沙学」　

日本たばこ産業南薩広域祖父母世代に学ぶ「地域学」　

国土交通省南薩広域半島いきいきネットワ－ク形成促進事業2003年

委託・助成元（空欄は自主事業）エリア事業名年度

国土緑化推進機構　間伐実践塾　

鹿児島県　間伐講習会　（森林ボランティア養成）　

　　障害者乗馬ボランティアサポーター養成（講座開催）　

　鹿児島県内ヤドランカ・コンサートツアー　

アサヒビール枕崎市国際環境アート「花渡川アートプロジェクト2006」　

国土交通省南さつま市全国都市再生モデル調査事業　

農林水産省枕崎市「食事バランスガイド」民間における活動支援事業　

国土緑化推進機構鹿児島県内森林保全活動、森林セラピー事業　

川辺町川辺町「かわなべ森林馬事公苑」指定管理者制度により運営受託開始2006年

　枕崎市「森林ボランティアの日」　花渡川流域森林保全活動　

　笠沙町笠沙・石垣再生プロジェクト　

　溝部町古民家再生プロジェクト（大坪茶舗）　

笹川日仏財団、かごしまみどりの基金
私的録音補償金管理協会

湧水町鹿児島・シャイヨール音楽祭　

　南さつま市東シナ海まるごと博物館事業　

国土緑化推進機構鹿児島県内かごしま緑化推進事業　

　　演劇によるまちづくり事業　

　南薩地域まちの駅推進事業　

国土交通省半島振興室枕崎市地域再生担い手等育成支援事業　

　南薩広域体験型観光の地域づくり事業（埼玉県川口青稜高校260名民泊）2005年

委託・助成元（空欄は自主事業）エリア事業名年度
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鹿児島県鹿児島県内県民参加の森林づくりフォーラム　

長寿社会開発センター鹿児島県こころ豊かなスロ－ライフへの道しるべ事業　

関東、関西の中学校、高校南薩地域農家民泊修学旅行　

地球環境基金枕崎市花渡川アートプロジェクト2007　

地球環境基金鹿児島県自然塾でつなぐ海・川・森の循環型社会を目指す環境教育推進事業　

南さつま市南さつま市南さつま市「海と大地」体験モニタ－ツア－　

　鹿児島県鹿児島シャイヨール国際音楽祭　

　南薩広域半島らしい暮らし、産業創生調査事業　

ドコモ九州川辺町ドコモ九州　2007キッズツアーかごしま　

　　森林療法による心身の健康を育む新たな地域社会づくり　

（社）国土緑化推進機構、鹿児島みどりの基金川辺町元気な森を育てる創造的森づくり事業　

　川辺町森のドッグランオープン　

　鹿児島県内重松壮一郎・ピアノライブ　

(独行)医療福祉機構川辺町障害者乗馬普及事業（指導者・サポーター養成、シンポジウム開催）　

　南薩広域東シナ海自然塾・開校2007年

委託・助成元（空欄は自主事業）エリア事業名年度

地域の財産が先生。

自然、文化、伝統、人･･･薩摩半島には魅力的な財産がたくさんあります。
しかし、多くの財産は環境の変化や担い手不足などから、途絶えてしまう危険性
があります。
また、自然環境などでは注目を浴びても、制限や配慮のない利用が環境に過度
の負担をかけ、限界を超える恐れがあります。
我々は、再度地域の魅力を見つめなおし、包括的なマネージメント、環境の保全・
再生、担い手・後継者の育成に取り組む必要があります。

　　都市と田舎の交流により、様々な経済的、人間的な活性が起こります。
教育旅行でやってきた高校生は、田舎の家庭の温かさ生活の原点を垣間見て感
動する。地元の人間も都市層の感動を受けて、改めて田舎の素晴らしさ、可能性を
実感する。

　我々の役割は、地域をプロデュースし、都市層の体験の場を提供し、地域づくり
につなげることです。
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自
然
塾
は
地
域
の
ビ
タ
ミ
ン
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「体験活動」を核とした地域づくり

若年層の「体験不足」は、様々な社会問題や心のトラブルの根源と考えられるよう
になってきました。
また、自然体験の重要性は、今や自然保護だけの問題ではありません。
「生きる力」を育むことも、社会の持続的成長、地球環境問題の解決も、自然との
関係性は無視できません。
「持続可能な未来」のために、自然体験、文化創造を通じて新たな価値観を創造す
るために、官・民・地域をあげての取り組みも始まっています。

自然を知るためには、深い自然と五感を使って向きあうことが大切です。
自然塾では、人間の一方的な都合ではなく、自然への感謝と配慮をこめてプログラ
ムを構成しています。
伝統文化など、先人の叡智を通じて自然と向き合うことで、多角的な自然観、多様
な関係性を築きます。

自然塾は、人と地域を育て、自らも学び成長していきます。
自然、文化活動の中で感性を育て、地域資源の発掘・保全、都市地域の交流で、
社会の活性化を目指しています。

自然を知ること、感じること自然体験

・命をいただく（鶏、山羊）
・里山自然観察
・火おこし
・野外料理
・ツリークライミング
・ネーチャーゲーム

薩摩半島には、山～里～海まで独特で豊かな自然がいっぱいです。

ツリークライミング

先人の叡智を学ぶ文化体験

・伝統、郷土料理教室
・カマドでご飯
・竹、藁、かずら細工
・そば、うどん打ち
・味噌作り、醤油づくり
・漬物
・山菜料理、野草茶
・染色

先人の知恵を尊重し、多くを学ぶ。しかし、過去に捕らわれず、新たな時代を創造し続ける
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・さつまいも植付、収穫
・みかん、金柑収穫
・林業
・さつまあげ
・田舎料理、お菓子づくり
・漁業（定置網）
・貝掘り、地引網
・こんにゃく
・きのこ栽培
・酪農、養鶏
・お茶農家

田舎の温かさに涙･･･教育旅行 異文化に学ぶこと　　はじめて気づく郷土の魅力

自然や森の中で音楽
を楽しむ文化を学ぶ、
日本の音楽を世界へ
届ける。

国際交流

世界各国から集まっ
たメンバーが、言葉
の壁文化の壁を越え
て、森林保全活動な
ど一つの目標にむかっ
て寝食作業を共にす
る。

異文化理解、国を超えた協力の時代です。
国際交流プログラムはグローバルな関係を築く礎です。

国際音楽祭

国際ワークキャンプ

・万之瀬川アートプロジェクト
・花渡川アートプロジェクト
・シャイヨール音楽祭
・森の音楽会

文化創造 環境アートが伝えるモノ 人材育成 ボランティア～指導者まで　　人間の「生きる力」を育てる

ボランティア育成

・森林ボランティア
・障害者乗馬サポーター
・アートプロジェクトサポーター
・自然塾、森の幼稚園ボランティア

・リーダー研修
・起業家研修
・インターンシップ制度
・国際ワーキングキャンプ
・各種シンポジウム、研修会
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乗　馬 動物とのふれあい、付き合い
・乗馬体験
・森林浴コース
・障害者乗馬
・厩務体験、飼育体験
・ふれあいコーナー
・こども乗馬教室
・乗馬キャンプ

東シナ海 海の恵みを遊ぶ・学ぶ・暮らす

・海辺の自然観察
・塩作り体験
・シーカヤック
・ヨット クルージング
・漁船 クルージング

・漁業体験（定置網）
・さばき方教室
・つき揚げづくり(さつま揚げ)
・南さつまバスツアー

食農育 海～山～人をつなぐ

・シンポジウム、講座
・食の祭典
・親子子ども教室
・幼児、子ども食育教室
・調味料づくり
・農業体験


