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・・・地球環境基金からのメッセージ・・・ 
 

 

 地球環境基金は、平成 5（1993）年に、国と民間（国民・企業からの寄附）

との拠出により創設され、国内および海外の民間団体（NGO）が行う環境保全

活動に対して資金の助成を行うとともに、環境保全活動の振興を目的とした人

材育成事業等を行なってまいりました。 

 

 今回の「環境 NGOと市民のつどい」では、「環境保全活動を伝え、共感を得

るためのコミュニケーション術」と題して、中国・四国地域で活動を行ってい

る環境 NGO10 団体の活動を紹介し、活動の環を広げるための「オモイダス装

置」づくりを体験する、参加型ワークショッププログラムを用意いたしました。 

 

 本日の「つどい」を通じて、地域で行われている環境 NGOの活動を知ってい

ただき、環境保全活動や自然環境、資源など、それぞれの地域が持っている宝

について考えるとともに、環境 NGOの果たす役割について理解を深めていただ

くことができれば幸いです。 

 

 

 

 

地球環境基金のホームページは、http://www.erca.go.jp/jfge/index.html 

ぜひ、ご覧ください！！ 
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＜＜ プログラム ＞＞ 

 
9：30～     受付開始／ポスターセッション 
 
10：00～    開会 
         あいさつ（地球環境基金課長 草薙智紀） 
         オリエンテーション（高田 研氏） 
          10団体のファシリテーターの紹介 
          講師紹介 
 
10：40～11：40 特別講演 「共感されていますか？あなたの活動 
               ～地域密着型環境コミュニケーション～」 
              中西紹一氏（（有）プラス・サーキュレーション・ジャパン

代表） 
 
11：40～12：20 グループ作業に関する説明 
 
12：20～15：00 グループ作業 

・ 参加者自己紹介 
・ 活動団体の発表（約 20分） 
・ ディスカッション用の台紙を用いた「ワンフレーズ」づくり 
・ 「ワンフレーズ」を表現するスライドショーづくり 
※ 昼食は、会場内で食べていただきます 

 
15：00～16：00 スライドショーのプレゼンテーション 

・ 1団体 5分で発表 
・ 最後に音楽をのせて上映 

 
16：00～16：15 講評・振り返り 
         高田 研氏 
 
16：15～    閉会 

あいさつ（みずしま財団 白井浩子氏） 
 
16：20～16：30 各報告団体のプレゼンをまとめて上映・エンドロール 



＜＜ 講師紹介 ＞＞ 

 
 
 
 
 

ゲスト講師：中西 紹一（なかにし しょういち）さん 

 プランナー、（有）プラス・サーキュレーション・ジャパン代表 
 コミュニケーション戦略開発プランナー、企業 CI／企業活性化にかかわるコ
ンサルティング／社名開発／ブランド名称開発等、各種調査研究・コミュニケ

ーション戦略開発およびその実施プロジェクトにかかわる。著作には『コスモ

スと社会－宗教人類学の諸相』、『環境福祉学入門』、『ワークショップ 偶然を

デザインする技術』などがある。日本文化人類学会会員。 
 
 
 
 
 

全体コーディネーター：高田 研（たかた けん）さん 

 都留文科大学 環境・コミュニティ創造専攻教授 
 千刈ミーティング他、環境教育における様々なムーブメントを創出。現在は

都留文科大学社会学科において地域資源を生かした環境教育、ワークショップ

の企画・ファシリテーターの養成を手がけている。共著に『人権の学びを創る』、

『自然保護ハンドブック』他。日本環境教育フォーラム理事。 



2009 年１月 10 日 

文責：中西紹一（有限会社プラス・サーキュレーション・ジャパン） 

 

 

環境 NGO と市民のつどい ＜中国・四国ブロック＞ 

 

環境保全活動を伝え、共感を得るためのコミュニケーション術 

 

 

１．本日の目的 

 

 環境 NGO 皆さんにとって、自らの活動を社会に発信することは重要な役割です。しかし、

市民の皆さんと共感した内容を共有することも、環境 NGO の皆さんの活動に活力を与え

るものです。 

 これは「言うが易し･･･」ですが、実際にやってみるとなかなか難しいもの。なので、今回は、

私が常日頃から行っているワークショップの一部をご紹介し、そのヒントを提供したいと考

えています。 

 

２．実施する内容 

 

1) 「イメージをカタチにする」とは？ちょっとしたアイスブレイクを実施し、楽しくこれを体験しな

がら、「イメージをカタチにする」ことの意味や意義を感じて頂きます。 

2) 私が常日頃から実施しているワークショップを、皆様にお話しします。 

3) イメージをカタチにしながら、「オモイダス装置」を作ってみましょう。 

＊この際、環境NGOの皆さんは、市民の皆さんとの対話を重ねながら、自らの団体の

魅力をカタチにしていきましょう。 

4) 「オモイダス装置」を、みんなで鑑賞しましょう。 

 

 

３．その他 

 

 本日、スライドでお見せする資料等は、（一部を除き）皆さんにお渡しすることができます。 

 お渡しする場合、メールでの対応／データでのお渡しとなります。ご了承下さい。 

 希望者は、（有）プラス･サーキュレーション･ジャパンまで、メール（show@pcjlabo.com）に

てお問い合わせ下さい。 



平成２０年度　環境NGOと市民のつどい　団体およびグループの進行役の紹介

グルー
プ番号 助成団体 県名 活動内容 進行役 資料の頁

①
２１世紀国際協力活動し
まね実行委員会

島根

中国内陸部の寧夏回族自治区にお
いて、砂漠緑化活動及び環境意識
啓発活動を地元人民とおこなってい
ます。

大滝あやさん

（Tao舎）
8～11

② (特定)シャンティ山口 山口
タイ国・北タイ地域においてエコトイレ
の普及に併せた家庭用燃料製造装
置の開発実践をおこなっています。

好井智子さん

（かがわ自然観察会）
12～15

③ 山口哺乳類研究会 山口
西中国山地のニホンリス・ニホンモモ
ンガ・ヤマネの生息状況のためのモ
ニタリング調査をおこなっています。

小林倫子さん

（くらしきパートナーシップ推進ひろば）
16～19

④
宇部市地球温暖化対策
ネットワーク

山口

産・官・学・民の相互協力のもと、地
球温暖化防止対策を協議し、実践
し、環境強制年の実現を目指してい
ます。

平尾博美さん

（くらしきパートナーシップ推進ひろば）
20～23

⑤
(特定)水環境地域ネット
ワーク

山口
外来植物の進入状況の実施と自然
環境保全についての啓蒙活動をおこ
なっています。

梶原利廣さん

（環境省中国四国地方環境事務所）
23～29

⑥
(特定)ひろしま生涯教育
研究所

広島

地球環境年（Ｇ８）に相応しく、太田川
の自然環境保全を広域的・国際的視
点で調査研究し、結果を冊子２冊に
まとめ発表。

友延栄一さん

（岡山の自然を守る会）
30～35

⑦
(財)水島地域環境再生
財団

岡山
瀬戸内海の環境再生を目指し、アマ
モ場を活用した環境再生の実践をお
こなっています。

池田満之さん

（岡山ユネスコ協会）
36～39

⑧ (社)生態系トラスト協会 高知

救おう、残そう、絶滅危惧種の生息
地！夏鳥の保全に配慮した森林生
態系保全マニュアルの策定をおこ
なっています。

中村開三さん

（くらしきパートナーシップ推進ひろば）
40～43

⑨
よみがえれ四万十源流
の会

高知
四万十源流における総合環境保全
活動をおこなっています。

福水満之さん

（自然体験活動支援センター）
44～46

⑩ おららの炭小屋 徳島

山に活きる生活技術（じいのちえ）を
伝えるために、ネットで学ぶスカイプ
環境授業などの環境教育事業を実
施。

近藤真由美さん

（くらしきパートナーシップ推進ひろば）
46～50



＜＜ 活動団体 資料 ＞＞ 

２１世紀国際協力活動しまね実行委員会（島根） 

 

【団体紹介】 

 ２１世紀国際協力活動しまね実

行委員会では、島根県と友好都市

提携を結んでいる中国寧夏回族自

治区に於いて、１９９７年から

様々な日本の芸術、スポーツ等と

共にお互いの文化交流を進めてき

ました。また、銀川市南部にある

砂漠地帯に参加者全員で記念植林

を行い、島根県民と寧夏の人々と

の間に植林を通じて相互の理解を

し、将来のお互いの理解と人々の

交流を更に深めていく考えです。 

記念交流事業として県民参加の 

文化交流を多彩に繰り広げ、県民が寧夏の良さを持ち帰るとともに、今後の更なる交流に相互理解

が図れ益々積極的な交流が始まります。 

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

ポーツ・芸術等あらゆる面を毎年継続的に行い、寧夏へ行き文化交流が出来るような体制作りを目

指しています。 

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

交流で更なる総合理解が深まると考え活動しています。 

 

 

【団体の活動概要】 

・島根県民交流団を結成し、毎年１回中国寧夏回族

自治区を訪れ、砂漠緑化活動や文化交流事業を開催

（１９９７年～２００８年、参加者延べ人数９６０

人） 

・国内（島根県）での交流活動として、中国青年の

受け入れ事業及び学生支援を行う。 

・環境啓発活動として植林活動や意見交換会等を開

催、また、青年受入事業時には県内のリサイクル施

設等の見学を実施 

・２００６年には「地球の秘密」中国語版１０００

０冊を寧夏政府に寄贈 

・ＰＲ活動として、島根県内ので開催されるイベン

ト等においてパネル展などを開催 



 

【今年度の地球環境基金助成活動】 

 活動対象地域である寧夏回族自治区は、中

国中央部、黄河中流部に位置している。植林

対象地域である自治区北部は、年間降水量が

２００mmと少なく、黄河に近接してはいるが、

砂漠化の進んだ地域である。農民は収入が得

られる経済林には熱心だが、水源涵養や防風、

保安のための生態林にはまだ関心が薄いよう

である。 

 近年、中国においては、国土の緑化、砂漠

化の拡大防止、環境保護を優先課題のひとつ 

とし、「退耕還林（草）」政策（失われた森林を取り戻し、緑の大地を回復するための政策）が本格

的に動き出そうとしている。 

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

兼ね合いも有り、大きな課題のひとつである。 

 中国内陸部における砂漠化防止・砂漠緑

化はその規模や影響力から見て地球規模の

課題と考えられる。 

 これらのことを踏まえ、砂漠緑化面積が

増えることはもとより、隣国である日本人

が、同じ地球人、アジア人として、寧夏の

砂漠緑化に協力し、環境意識啓発のために

以下のような活動を行うことで、地元人民

の環境意識が高まるり、環境保全へとつな

がる。 

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

識がなされる。 

 また、春先に飛来する黄砂の発生地である中国

内陸部砂漠地帯において植林活動を体験するこ

とで、地球規模の環境保全活動の必要性が再確認

される。 

 中国寧夏砂漠地帯において、民間レベルでの交

流活動・植林活動という共同作業を行ことにより、

砂漠緑化の手助けと、参加者自身の環境意識を養

う。省みて、日本の自然の豊かさ、環境保全の必

要性を再認識し、今後の環境保全活動の拡大に寄

与する。木を育てると同時に人を育てることこそ、

一過性ではなく持続可能な緑化対策と考え取り

組む。 



 

 

【植林活動】 

 １０月２０日、寧夏回族自治区霊武市バイジータン砂漠において、７０ａの植林活動を日本人参

加者（２８名）及び地元中国人参加者（９３名）が行った。 

 地元で育成された赤棗（あかなつめ）、樟子松等の苗木を準備し、植え付けた。 

 活動に当たっては、日本人と中国人がお互いに協力し合えるように、現地の学生ボランティア通

訳（２８名）をお願いし、意思の疎通もスムーズに出来るよう配慮した。 

 植林活動後に日本人参加者にはネーム入りプレートを渡し、各自の植栽した苗木に自分のプレー

トをかけることにより、植林作業という実践活動に合わせ、植栽後に各自の植林に対し愛着ができ、

継続可能な活動となるよう工夫し、意識啓発活動も行った。木を育てると同時に人を育てることこ

そ、一過性ではなく持続可能な緑化対策と考え取り組んでいる。 

 植林後の維持管理については、寧夏政府が適切に行うこととなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植林開始式（平成２０年１０月２０日）      左の写真と同じ場所の９年前の風景 

 

 

＜＜これまでの植林活動実績＞＞ 

 時 期 参加者 植林面積 植林本数 

第 １回 平成 ９年（１９９７年） １２０人 ５０ａ ６００本 

第 ２回 平成１０年（１９９８年） ７４人 ５０ａ ６００本 

第 ３回 平成１１年（１９９９年） １２４人 ７０ａ ６００本 

第 ４回 平成１２年（２０００年） １０７人 ６０ａ ６００本 

第 ５回 平成１３年（２００１年） １３６人 ６０ａ ６００本 

第 ６回 平成１４年（２００２年） ９１人 ５０ａ ５００本 

第 ７回 平成１５年（２００３年）  ４２人 ５０ａ ５００本 

第 ８回 平成１６年（２００４年）  ６１人 ５０ａ ５００本 



第 ９回 平成１７年（２００５年）  ６４人 ４０ａ ４６０本 

第１０回 平成１８年（２００６年）  ９３人 ７０ａ ７６０本 

第１１回 平成１９年（２００７年） ２０人 ７０ａ ６００本 

第１２回 平成２０年（２００８年）  ２８人 ７０ａ ６００本 

合計  ９６０人 ６９０ａ ６,９２０本 

 

 

【環境意識啓発活動】 

 寧夏において今後も砂漠の緑化及び環

境意識の向上が継続的に行われるよう、

現地における民間団体と連携をとり、環

境啓発活動を行った。 

寧夏大学の協力で「環境フォーラム’

０８in 寧夏」を行い、日本での環境意

識・ゴミの資源化の取組みをなど意見交

換会を行った。 

また、環境意識啓発活動として、小学

校訪問を行った。 

 

 

【今年度の主な日程】 

 

１０月１７日（金） 

 移動日（島根→寧夏） 

 

１０月１８日（土） 

 学校訪問・環境フォーラム 

 

１０月１９日（日） 

 表敬訪問・地元組織との交流 

 

１０月２０日（月） 

 植林活動 

 

１０月２１日（火） 

 移動日（寧夏→島根） 
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 「平成 20 年度地球環境基金助成事業」 

タイ国・北タイ地域 エコトイレ（自然循環式便所） 

の普及に併せた家庭用燃料製造装置の開発実践 報告  （特活）シャンティ山口 

 
活 動 の 目 的 及 び 概 要 

（趣旨・目的） 

タイ国の山岳少数民族の村において、便所の屎尿を嫌気処理し、無放流、メンテナンスフリ

ーのエコトイレシステムを設置すると共に、嫌気処理の過程で発生したメタンガスを家庭燃料

として使用する一連のシステムを開発する。 

地域の衛生環境の改善と農業への利用及び家庭燃料としての利用を中心に設置指導を兼ねた

システムを実践し、普及していない村や従来の便所に起因する蛔虫や伝染病等不衛生による病

気の回避に加えて河川・湖沼の富栄養化の原因である窒素・燐を畑の作物に吸収させ肥料とし

て利用する。 

地域の気候風土に沿った自然素材を使用し、土着菌の特質を最大限に生かした生物浄化と土

壌に生息する微生物による分解作用を利用する。 

この処理液による自然農法の提唱と地域住民の生活の向上に併せて広範な地域の衛生環境保

全及び、トイレからのガスにより家庭用燃料の確保を図り薪の使用を減少させることにより地

域の森林を守り、エネルギーの節約と地球環境保全に寄与する。 

 

目標： 

１．薪の使用量を90％減少させる。（10％は、天候による効率の減少・故障時の稼働停止） 

２．衛生環境を 100％改善させる。（従来の便所に起因する悪臭・ハエ・蚊・の発生及び地

下水汚染・伝染病等の発生 ）  

３．処理液は河川等には無放流で畑の作物の肥料として使用し．残留水は再利用し「発生源

で元を絶つ」ことで環境汚染を防止する。 

４．モデルシステムを住民と協働で作り、セミナー等地域ぐるみで関わることによりシステ

ムへの関心や、生活を通じての地球環境に対する知識・意識の向上を目指す。 

 

（対象地域の状況・活動を行うこととなった背景） 

タイ政府が定住化を図るため作られた自立発展途上の村落。衛生環境も極めて悪く、便所は、

地下浸透はむろん垂れ流しの集落が大半である。 

雨期になると地層、土質の影響もあり地下浸透が緩慢となって糞尿が地上に溢れ、地下水を

汚染させると共に、これにより寄生虫・はえ・蚊等が異常発生し病原菌の繁殖を促し食生活、

健康・衛生管理に悪影響をもたらして付近の衛生環境が損なわれ、極めて劣悪な状況となって

いる。 

加えて、タイ政府は、森林伐採を禁止したため生活様家庭燃料は、村で管理する小規模の山

林のみで薪も配給制度となっているため、冬期暖房や、煮炊きは制約され生活に支障を来して

いる。 



 2

便所も普及したとしても従来の方法では、環境悪化が進行するだけで地域環境の改善や環境

保全にはならず、問題解決にはならない。 

開発途上国といわれている地域に限らず、地球環境の保全は急務であり、森林の減少、生活

排水による河川、湖沼の汚染は近年著しい。一刻も早く、地域ごとに「発生源で元を絶つ」こ

とで解決しなければ、自然環境は破壊され修復不可能なる。 

このシステムは、人の生活循環の中で無駄なく自然の作用を最大限に活用したシステムであ

り、電気・動力など人工のエネルギーを必要としない。 

食べるだけでもままならない山岳民族にとって設置も安価で、畑としての利用や、地下水の

安全性・病原菌からの回避、加えて燃料確保ができる。 

また、維持管理費もほとんど不要で地域環境保全の持続できる最適のシステムであると共に

「循環型社会形成」のモデルとなり、普及の広がりにより地球温暖化防止の一躍を担う。 

 

平成19年度事業 セーンサイ村共同トイレ ガスシステム（村の幼稚園） 1か所 

平成20年度事業 クンガムラン村保育園トイレ・村の共同トイレ ガスシステム（保育園） 

クンクアン中・高校 学生寮共同トイレ ガスシステム（学生寮） 2か所 

クンガムラン村 保育園・村の共同トイレ施工状況               

     
村長さんと協議          保育園 園長先生と協議    住民説明会・役員協議会・セミナー 

   
保育園の便所           保育園の手洗い場        完成を待つ園児たち 

   
村の共同便所           準備・測量           処理槽の掘削 
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ガス槽の掘削          コンクリート施工          処理槽運搬 

        
処理槽据え付け          作業検討・システム確認            ガス槽温度センサー取り付け 

          
内面防水処理           ガス槽水槽部           ガス天完成確認 

     
ガスシステム部分（水槽・ガス天） 建屋柱設置作業          建屋上屋設置 

   
屋根スレート枠作成       トイレ配管            壁作業中 
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子ども用トイレ         畑部測量             竹加工作業 

    
貯留槽収集パイプ作成       防水シート（地下水流入防止）  建設中のトイレ見学説明会 
                

          
建屋・処理創部分施工中                        最終処理水貯留槽・畑・建屋 

平成20年 11月 18日現在の状況です。 

●昨年に引き続き異常豪雨のため近辺各地で山崩れなど未曾有の災害が発生し、当現場も地下

水が高く地中作業が 2 カ月間施工できず、難航をきわめました。11 月に入りようやく乾季が

訪れたため畑の粘土による作業を再開し、工程の遅れを取り戻しました。 
 
●12月末には、一部完成し保育園児の使用を開始します。ガスの発生は、2月末ごろになる見

込みです。 

 

●一連の工事及び平成20年度事業終了は、3月2０日予定です。 

 
平成 20 年度「環境 NGO と市民のつどい 中国・四国ブロック」報告書  

シャンティ山口(081213) 



調査地 西中国山地の寂地山（山口県） 

西中国山地のニホンリス・ニホンモモンガ・ヤマネの生息状況把握のた

めのモニタリング調査 

山口哺乳類研究会 

1 活動の趣旨・目的 
西中国山地の哺乳類については、ツキ

ノワグマおよびコウモリ類以外はほと

んど調査がなされていない。齧歯目リス

科のニホンリス(Sciurus lis）は絶滅のお
それのある地域個体群（環境省）・絶滅

危惧ⅠA類（山口県）に指定され、山口
県内では 1981 年以降目撃・捕獲情報は
なく、絶滅が危惧されている。齧歯目リ

ス 科 ニ ホ ン モ モ ン ガ (Pteromys 
momonga)は絶滅危惧Ⅱ類（山口県）に
指定され、樹上性生活者であり、夜行性

であるため、鳥用の巣箱で繁殖し、目撃された以外は目撃・捕獲情報はない。齧歯目

ヤマネ科ヤマネ(Glirulus japonicas)は準絶滅危惧（環境省）・絶滅危惧ⅠB類（山口
県）に指定され、偶然の目撃・捕獲以外の情報はない。いずれの種も絶滅が危惧され

ており、早急に生息状況を把握すること保全対策が必要である。 
近年調査機器の開発と、調査方法の確立により、これら 3種の生息が確認できるよ
うになってきた。西中国山地を中心として、モニタリング調査を実施し、生息状況の

把握と生態調査、また、生息環境の解析により絶滅を回避する保護保全について具体

策を提言したい。また、調査には一般県民の参加も募り、県民の関心を高め、野生生

物の調査研究の推進と普及を図り、野生動物の魅力を分かち合い、自然環境保全の意

識向上に貢献したい。 

２ 現状・問題点 

西中国山地において、ニホンリス、ニホンモモンガ、ヤマネの生息状況はほとんど

解明されていないため、保護保全に関する対策は全くとられていない。道路による生

息地の分断、広域造林による樹洞や採食木の減少、スギ・ヒノキ植林による単相林化、

特にニホンリスの最適な生息地であるアカマツ林がマツ枯れにより失われつつある。

西中国山地全域で個体群を安定して維持できるような森林が減少し、生息環境が悪化

しているにもかかわらず、ニホンリス、ニホンモモンガ、ヤマネの絶滅が危惧されて

いることを十分に認識されていない。 

３ 活動の必要性・妥当性 

 調査機器の開発と、調査方法の確立により、システマチックに生息状況を確認でき

るようになっており、ニホンリス・ニホンモモンガ・ヤマネの生息状況の把握を早急



アカマツに設置し自動カメラと餌台 

ニホンモモンガ用の巣箱の設置 

に行わなくてはならない。一般県民の方の調査への参加により、ニホンリス、ニホン

モモンガ、ヤマネへの興味関心を高めるだけでなく、調査方法を身につけることによ

り、他の野生生物および自然環境を計画的に調査研究できる人を増やすことにつなが

る。 

４ 活動内容 

1 ニホンリスについては、周南市鹿野、
岩国市錦・本郷のアカマツ林を中心に、

食痕などの痕跡調査、アカマツの球果

やオニグルミの実などの誘因餌を用い、

自動撮影カメラによる生息確認を行う。 
2 ニホンモモンガ、ヤマネについては植
生および地形などを考慮し、調査適地

を 10ヶ所選定する。地権者および市町
の了解を得ながら調査区を設定し、2
～3m の高さにニホンモモンガ用巣箱

を、1.5mの高さにヤマネ用巣箱を 50m
間隔に調査区に 10個以上設置する。設置およ
び調査にはひろく県民の参加を募り、調査協

力を呼びかける。毎月調査活動を行い、巣箱

に持ち込まれた巣材などにより、利用した種

を特定する。繁殖が行われた場合は録画シス

テムにより記録する。 
3 現地調査および航空写真・植生図をもとに、

GISソフトを利用し、生息環境の解析を行い、
ニホンリス、ニホンモモンガ、ヤマネの生息

状況とあわせて、保全策を検討する。 
4 調査結果をまとめ、報告書を作成する。一般
県民を対象とするシンポジュウム（報告会を

含む）を実施し、ニホンリス、ニホンモモン

ガ、ヤマネの調査結果をふまえた知見や、西

中国山地の野生動物に関して、山口県 RDB
掲載種を中心とした最近の知見について議論

する。 
 
 
 
 



ニホンリスかムササビと考えら

れるアカマツの食痕 

「エビフライ」といわれ, ニホンリ
スかムササビと考えられるアカマツ

の食痕 

設置したニホンモモンガ用の巣

箱とヤマネ用の巣箱 
ビデオ撮影できたニホンモモンガ 
 

５ 活動成果 

1 ニホンリスについては、山口県周南市鹿野、岩国市錦・本郷のアカマツ林を中心
に、食痕などの痕跡調査、誘因餌を用い、自動撮影カメラによる生息確認を行っ 
ている。ニホンリスの撮影はできていないが、11月にはニホンリスないしムササ 
ビと考えられるアカマツの食痕の確認ができた。 

 
 
 

 
2 ニホンモモンガについては、西中国山地に広く生息している可能性があるため、

10km以上離れた 10地点の調査区を設定し、地上 2～3mの高さに、調査区ごと
10個以上のモモンガ用巣箱を順次設置している。利用についての確認は 2ヶ月ご
と行っている。11月にニホンモモンガのビデオカメラによる撮影に成功した。 

 
 
 

 
 



ヤマネ用巣箱の中につくられた

ヤマネの球巣 
ついに確認されたヤマネ 

 

巣箱の設置に参加した調査ボランテ

ィア 

3  ヤマネについても、西中国山地に広く生息している可能性があるため、10km 以
上離れた 10地点の調査区を設定し、地上 1.5mの高さに、調査区ごとに巣箱背面
に出入口のあるヤマネ用巣箱を 10個以上設置している。利用についての確認は 2
ヶ月ごと行っているが、11月についにヤマネによる巣箱の利用は確認された。他
にも 2ヵ所で一般県民の方からの生息の確認の連絡を受けている。 

 
 
 

４．調査には一般県民の参加も募り、調査

ボランティアの方と一緒に巣箱の設置

を順次行っており、県民の関心を高め、

野生生物の調査研究の推進と普及につ

いて目的を達成しつつある。 

５ 今後の活動 

多くの調査ボランティアの方と一緒に

活動ができるようになってきており、多く

の眼により、精度の高い調査ができるもの

と期待できる。また、広く調査することで、

西中国山地の県内各地のエリアでの生息

の可能性を示したい。また、環境解析を行い、ニホンリス・ニホンモモンガ・ヤマネ

の生息の可能性の解析を行い。実際の調査につながるようにしたい。 
ニホンリス・ニホンモモンガ・ヤマネについてのシンポジュウムを実施する予定で

ある。マスコミに周知してもらい、多くの情報が収集できるシステムを作り出してい

きたい。動物調査に広く利用できる方法の確立を目指したい。 
 



「地域連携による自転車利用促進事業」について 

宇部市地球温暖化対策ネットワーク 

                       （略称：ＵＮＣＣＡ） 

 ＵＮＣＣＡでは今年度、独立行政法人環境再生保全機構より、地球環境基金の 助成を受

けて、「地域連携による自転車利用促進事業」： Ｅ－Ｃｙｃｌｅ（イーサイクル）クラブ事業 を実施

している。 

 

 ◆活動の目的及び概要  

（趣旨・目的） 

 宇部市のようにスプロール化した地方都市においては、交通手段としてマイ

カー依存が著しい。自家用車を控えて自転車を利用することによるＣＯ２削減

効果は明らかである。 

 そこで、ＵＮＣＣＡの会員、一般市民および宇部市自転車商協同組合と連携

して自転車利用の普及・啓発を行う。 

 これにより地球温暖化防止に貢献すると共にガソリン代の節約および心身

の健康増進効果も期待できる。 

 

（活動の概要） 

 ・アンケート調査による現状把握と活動計画の立案 

 ・市民意識の啓発 

  －各種手段・媒体の活用 

  －講演・講習会等イベントの開催 

  －Ｅ－Ｃｙｃｌｅクラブの設立：サイクルモニター、サイクル党宣言 

 ・自転車通勤トリップ数調査・自転車通勤促進 

 

◆活動スケジュール 
    （月）     ４  ５  ６  ７  ８  ９  10  11  12  １  ２  ３  
 ・Ｅ-サイクルアンケート 

 ・自転車利用促進セミナー 

 ・サイクル党宣言        

 ・Ｅ-サイクルモニター         

 ・イベントでの啓発                   

 ・サイクル通信 

 ・トリップ数調査 

 ・サイクルモニター体験記録報告会                      
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アンケート結果概要 
◆調査期間：2008年６月 
◆個人アンケート・調査対象： UNCCA 登録団体の社員・職員等、 UNCCA 個人会員 

回収数： 67３件 
◆団体アンケート– ４０団体 
◆概要 

0%
20%

27%
40%

13%

回答なし

日常的にほぼ毎日利用してい
る

気が向いたときに時々利用して
いる

その気はあるが、利用していな
い

利用する気はまったくない。

 

34%

19%8%

13%

26%

所要時間大

雨天時困難

事故の危険

体力的困難

その他

 
 

通勤距離   

回答なし ０～２ｋｍ ２～４ｋｍ ４～８ｋｍ ８～１６ｋｍ １６ｋｍ以上 

0 23 11 1 3 0 徒歩 

0.0% 60.5% 28.9% 2.6% 7.9% 0.0% 

1 15 66 80 12 2 自転車 

0.6% 8.5% 37.5% 45.5% 6.8% 1.1% 

0 0 8 20 23 2 バイク 

0.0% 0.0% 15.1% 37.7% 43.4% 3.8% 

3 16 53 188 122 92 自家用車 

0.6% 3.4% 11.2% 39.7% 25.7% 19.4% 

0 2 9 15 10 4 

 

 

 

 

通勤 

手段 

バス、電車 

0.0% 5.0% 22.5% 37.5% 25.0% 10.0% 

表１  通勤手段と通勤距離のクロス表 

Ｑ２ 自転車を利用しない理由 

Ｑ１ 自転車利用のタイプ
注）それぞれの通勤手段で一番割合の大きい通勤距離をイタリックで示してある。
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あなたも「サイクル党宣言」をしませんか！ 

 宇部市地球温暖化防止ネットワーク（ＵＮＣＣＡ）ではCO2などの地球温暖化ガスの排出を減らすた

め、市民の皆さんが通勤・通学・買物などの移動にマイカーを使わず、できるだけ自転車を利用する

運動を実施しています。(*) 

 あなたもこの運動の趣旨に賛同していただき「サイクル党宣言」をしませんか！ 

 宣言していただいた方には、暗いところでも良く光りどこでも貼れるUNCCA特製 

“サイクル党ステッカー”を差し上げます。 

 

「サイクル党宣言」の方法  

1. 下の用紙であなたの決意を記入して宣言し、切り取り線から下の部分を、宇部市地球温暖
化対策ネットワーク（UNCCA)に提出して下さい。郵送、FAX、メールでも受け付けます。  

2. 「サイクル党ステッカー」をご希望の方は、ご面倒ですが当会事務局に取りに来ていただくようお願い
します。 
不在の場合があるので事前に電話で確認してください。 
郵送を希望される場合は返信用封筒（切手貼付、宛先記入）を事務局まで送付してくださ
い。  

3. インターネットで宣言用紙を入手する場合  
4. UNCCA事務局の場所（地図）は ここをクリック  
5. UNCCAへメールするときは ここをクリック  

サイクル党宣言 

 私は今後（      ）する時はできるだけ車を使わず自転車を利用し、地球温暖化防止と健康増進に

努め、また、交通ルールを守り歩行者にやさしい運転をすることを宣言します。 

２００８年   月   日     住所                          氏名 

 

以下の欄にも記していただき UNCCA に提出してください。 

ご記入の個人情報はこのキャンペーンの統計的処理以外の目的には使用しません。 

●記入日 ：       年    月    日 

●氏名（              空欄可）性別（□男、□女）職業（             空欄可 ） 

●年齢‥（□１０代、□２０代、□３０代、□４０代、□５０代、□６０以上） 

●あなたの宣言の（ ）内は何ですか？‥‥（                 ） 

●宣言する動機は何ですか？（複数回答可） 

  １□排気ガス削減・温暖化防止 ２□健康増進 ３□経済的  ４□新しい出会い・発見 

  ５□生活切替えのきっかけ ６□依頼されたので ７□その他（                ） 

●E-サイクルクラブ及び宇部市地球温暖化対策ネットワークの活動に関してのご意見 

  （                                                      ） 
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Ｅ－サイクルモニター 
 E-Cycleクラブでは E-サイクルモニター制度を実施しています。 

 

 協力団体や一般の方の中から、炭酸ガス（CO2）削減と健康のために今後自転車を積極的に利用し

ていこうと考えておられる方に E-サイクルモニターになっていただき、定期的に自転車の利用状況を

報告していただきます。 

 報告していただいたデータは今後の自転車利用促進事業を展開するための参考にさせていただきま

す。 

 

E-サイクルモニターの概要 

 モニター人数    ： ４１名  

 モニタリング期間 ： ２００８年７月１６日～２００９年３月末日  

 E-サイクルモニターにやっていただく事  

o 自転車をもっと利用するための自己目標設定  

o サイクル党宣言  

o サイクルコンピューターの毎月のデータの報告（走行距離など）  

o モニター体験感想文の提出と報告会への出席（１月頃を予定）  

o E-サイクルモニターにはモニタリングデータ収集のためサイクルコンピュー

ターを支給しています。          ⇒右図  

 

メニュー 

ＮＥＷ！

○E-サイクルモニター実施要領 

○モニターメンバーと自己目標の紹介 

○７月度モニター報告 

○８月度モニター報告（今月のモニター紹介始めました） 

○９月度モニター報告（モニターラリーを始めました） 

○１０月度モニター報告 

 

Ｅ－サイクルモニターラリー最新情報！ 

 宇部市役所を出発して東京国会議事堂を中間ゴールとし、また宇部に帰

るルートで、まだ決めていなかった復路のコースを決定しました。中央道、中

国道を走る全長 2,090km のルートです。 

 「トップランナー」たちや我らの「アベちゃん」は今どこを走っていでしょう

か。 
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 WFEN 平成１９年度（Ｈ１９年９月～２０年８月） 活動報告  

私たちＷＦＥＮは、次の3つの基本理念のもとに活動しています。 
1.「自然と触れ合う機会を提供する」 
2.「自然環境の保護・保全・再生を試みる」 
3.「将来的にも持続するしくみを作る」 

「ヤゴ救出作戦」6月２９日 永源山公園にて 
 

今年度も様々な活動を行ってきました。 
その一部をご紹介します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
後援:周南市教育委員会
 「プールの掃除が始まる前にみんなの力でヤゴを
救出して、トンボに成長するまで育ててみよう」と

毎年たくさんの隊員の参加をいただいています。参

加者８５人 
山口県環境パートナーの後藤さんをお招き

して、生き物の同定などを行いました。 
ヤゴ以外にも、様々な昆虫もみつかりました。

参加隊員には「ヤゴの飼いかた育て方」とヤゴ

のための水草「気をつけたい危険な動植物リス

ト」を配布しました。 
 
 
毎年行っていた周南市民プールが改装工事のため、

周南市西部の永源山公園プールで開催しました。 



「菅野湖再発見プロジェクト菅野編 」 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

中之島ﾗｲﾄﾄﾗｯ
夜はライトトラ

飛来昆虫を調べ
太田原自然の家主催の「のびのびいきい

き自然児キャンプ」のみなさんと協力し

て菅野ダムの真ん中にある中之島公園

ベースキャンプ付近とダムに流れ込ん

でいる阿田川河口(ボートで移動しまし
た)、生き物調査を行いました。 

 

周南コンビナートと市街地で使用される水のほとんどが市街地に流れることのない錦川水系の菅野ダムから

送られていますが、その大切さはあまり知られていません。 
工業的なｲﾒｰｼﾞの大きいダムですが、そこにはたくさんの生き物がいて、上流には多くの人々の生活がありま

す。この事業では周南市街地の市民、コンビナートに従事する人、流域に暮らす人々が一緒に生き物を調べるこ

とで、多様な生き物の営みがあること、何気なく使ってきた水と繋がっている水辺環境の保全に関心を持ち今後

の活動につなげることを目的として実施します。 
   「平成２０年度環境省水辺環境保全活動推進事業」
もんどり制作中
  
中之島公園には手作りのもんどりと粗朶を仕掛けました。
ﾌﾟ作戦 
ップで

ました。
次回 「中須編」は10月開催
10月 「川と田んぼの生き物調べ」

 阿田川上流中須地区にて 
12月 「発表会」 
叉手網で粗朶回収



「外来植物侵入調査」 平成１９年9月周南市西緑地公園にて。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

協力していただける方々と調査範囲を決めました。 

実物を見ながら、特徴の解説を行いました。 

Map報告 

調査シート 
タカサゴユリ 

自然保全についての啓蒙活動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
「自然を学ぶ基礎講座」平成２０年１－２月 

この事業では市民のみ

なさん一人一人が身近

な場所の植物を観察・記

録することで環境の変

化を知り、伝える。事を

目指します。 
報告会 3月新南陽ふれあいセンターにて 

成果を纏めた 
報告書を作成

しています。 

毎週火曜日に徳山高専にて実施しました。（全６回） 後援：徳山工業高等専門学校 
 
 
 

講座を通じて環境に対する認識を共

有することを目指します。 

後援 徳山工業高等専門学校 
外来植物の侵入状況調査の実施と
 

調査対象の特徴を理解して 
地図とチェックシートで報告されます。(現在集計中。) 
報告された場所は拡散しないように留意しながら、変化を観察する予定です。
県内各地から講師をお招きして、樹

木の判別や生態系についての考え

方、観察の実際など 毎回テーマを

変えた講座を開講しました。 



「みどりの案内人プロジエクト」観察会等の案内人を養成します。 

 
 
みどりの案内人記念講演 桜守 佐野藤右衛門さん特別講演会 4月6日 さくらホールにて 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講演に先立ち、西緑地公園をご案内しました。 
園内にある特殊な八重山桜を「徳山桜」と命名されました。

全国の桜を調査・保全されてい

る、佐野藤右衛門さんを京都よ

りお招きして「人間の都合・自

然の都合」の特別講演会を開催

しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

街中の公園など身近な場所の案内人養成を目指します

講習を通して身近な自然環境に対して市民の皆さん

のレベルアップを目指します。 

周南市「ひと・輝きプロジェクト」採択事業 

周南市・西緑地愛護会との協働事業。 

「周南市西緑地公園樹木観察会」春  
 

 

   と秋に実施予定。今年は案内人の養成と同時進行します。
５月１８日 
６月８日の２回実施

されました。 

4 つのコースに分かれて
行いました。 



「釣り大会」 下松市米泉湖にて「オカッパリトーナメント」を開催しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

「西緑地公園愛護クラブ」毎月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

在来植生に配慮した管理を目指し

どなたでも参加できます。 

 

毎年 県内ダム湖にて、ボートからの釣り大会を実施しています。
第四日曜日 西緑地公園万葉の森にて 

ています。



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜来年度の予定＞ 
「菅野湖再発見プロジェクト中須編・川とたんぼの生き物調査」「報告会 」 

前回調査した阿田川上流の中須棚田地区の川と田んぼで生物を調査します。 
「外来植物植生調査」前年に続き外来植物の植生・分布を市民の皆さんと調査し、データを纏めます。 

インターネット上に設置したページへの直接入力を開始します。 

独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金助成事業 

「みどりの案内人プロジエクト」観察会等の案内人を養成します。 

街中の公園など身近な場所の案内人養成を目指します 

周南市「ひと輝きプロジェクト」採択事業 周南市・西緑地愛護会との協働事業。 

「周南緑地公園観察会」 春と秋に実施予定。今年は案内人の養成と同時進行します。 

１０月 川とたんぼの生き物調査  中須北 棚田地区で実施します。 
１１月 釣り大会   米泉湖 ボート釣り大会は通年実施 

１-２月 自然を学ぶ基礎講座 毎回テーマを変えた基礎講座を開催します。 

１２月 菅野湖再発見プロジェクト報告会  講演会・報告会   

３月 ５３PickUp   不法投棄ゴミ回収 

６月 ヤゴ救出作戦    

７月 水辺の教室  自然観察のお手伝い  
 
 
 
 

 

「椹野川河口干潟自然再生推進協議会」に参加しています。 
「市民活動おいでん祭」に参加しました。 
（主催:周南市）パネル展示を行いました。 
「山口自然共生ネットワーク」に参加しています。 
「環境ＮＧＯと市民の集い」に参加しました。 
「ひとづくり・地域づくりフォーラム」に参加しました。 

(主催: (財)山口県ひとづくり財団)山口セミナーパークにて 
「地域づくりにつながる環境学習」の発表を行いました。。 
「周南市環境審議会」「周南市環境基本計画推進委員会」「周南市

みどりの基本計画策定委員会」に委員として参加しています。 

ＷＦＥＮ   事務局      
〒745-0026  山口県周南市遠石2-6-22-302
TEL 0834-21-5822 FAX 0834-21-5822 
E-mail    info@wfen.jp 
Homepage   http://www.wfen.jp 









財団法人 水島地域環境再生財団（みずしま財団） 

 

研究員 塩飽敏史 

【連絡先】 

〒712‐8034 倉敷市水島西栄町 13‐23 

TEL：086‐440‐0121 FAX：086－446－4620 

e-mail：webmaster@mizushima-f.or.jp 

URL：http://www.mizushima-f.or.jp 

 
１． みずしま財団とは 
 1943年：三菱重工業（株）名古屋航空機製作

所が地先を埋め立てて、三菱重工

業（株）水島航空機製作所岡山工場を建設。沖にある上水島、下水島にちな

んで、「水島」という地名が付けられました。 
 
 1950年代～：岡山県が水島臨海工業地帯造成計画を作成、開発に着手。 

 
 1960年代～：大規模なコンビナートの建設、操業に 

より、自然環境が破壊され、やがて 
多くの人命や健康を損なう大気汚染 
公害を引き起こしました。 

  
 1983年：青い空を求めて、公害患者と家族たちは、水 

島コンビナートの主要企業 8社を相手取り提訴。 
 
 1996年 12月：倉敷公害訴訟は、13年の長きにわた

る係争の後、水島コンビナートの被

告企業と、原告公害病認定患者らと

の和解が成立。水島地域の生活改善

のために解決金が使われることで、

両者が合意。 
 
 2000年 3月：住民を主体に、行政・企業など水島地域の 

さまざまな関係者と専門家が協働する拠 
点として、（財）水島地域環境再生財団（通 
称：みずしま財団）が設立されました。 



２． みずしま財団の活動 
１）しらべる：「楽しく科学的」に、市民参加型の調査活動を行なっています。 
○ 八間川の生物・水質調査 
○ 海底ゴミ調査 

 
 
 
 
 
 
２）学ぶ：「地域から学ぶ」視点を大事に、環境問題を学ぶ機会を提供しています。 
○ 小・中・高等学校での環境学習の支援 
○ 研修事業の企画運営 
○ 講座の開催 
 
 
 
 
 
３）のこす・伝える・支える：「二度と繰り返さないために」公害の経験を伝えてい

ます。また、調査や研究でわかったことを伝えています。 
○ 語り部活動（記録映画づくり） 
○ 公害資料の保存 
○ イベント等での展示・情報発信 
 
 
 
 
 
４）つくる：「人のつながり」や、「新たな価値」を作り出しています。 
○ 地域で学ぶ環境学習の教材 
○ 人と人とのつながり 
○ 市民・専門家・企業・行政の協働に 
よるまちづくりのコーディネート 

 
 



３． 瀬戸内海の環境再生を目指し、アマモ場を活用した環境教育の実践事業 

【趣旨・目的】 

我が国では、高度経済成長期以来、干潟や藻場といった浅海域の大規模な埋め立てが行

われ、また、大量廃棄社会によってもたらされた海ゴミの散乱・沈積により、海域環境が

悪化している。そのため、人々、特に子どもたちが良好な水辺環境に触れる場･機会も減っ

てきている。 
これに対して、浅海域で人が近づきやすく、生物相の多様なアマモ場を、自然環境教育

のフィールドとして活用した、一般市民、特に子どもたちを対象とした環境学習プログラ

ムを作成することによって、海域環境問題の啓発を目指す。また、生活と海の環境との関

わりを学ぶ体験学習も取り入れることで、環境と産業のつながりなどを学ぶ、総合的な環

境学習プログラムの構築を行なう。その中では、海底ゴミの問題についての、継続的な調

査結果などを盛り込むことで、より広く海の問題について学ぶことを目指す。 
 
【海域を活用した環境学習プログラムの実践】 

 「海域を活用した環境学習プログラム検討会」での議論を踏まえ、2008 年 6 月には、ア

マモ場の体験学習会を試験的に実施した。体験学習会には、多くの親子連れが参加し、ア

マモ場の果たす役割やそこに棲む生き物などについて学んだ。また、体験学習会では、「海

を活用した環境学習ガイドブック」および「アマモ場の生きもの図鑑」を教材として活用

した。また、「生活と海の環境との関わりを学ぶ体験学習」は、2009 年 3 月に開催予定で、

これらの体験学習の実施を元に「プログラム検討会」で最終的なとりまとめをし、「海域を

活用した環境学習プログラム」を完成させる予定である。 

 

「アマモ場体験学習会」 

１．アマモ場とは 

• 陸上の稲に似た植物（海産顕花植物）。胞子で増える海産藻類を海藻（かいそう）と

呼ぶのと区別するために、海草（うみくさ）とも呼ばれる。 

• 波の穏やかな浅い砂泥の海底に生える多年草。 

• 葉は緑色で、先端はわずかに尖り、5-7 本の葉

脈が先端から根元まで平行に走る。葉は長さ

20-100cm、幅 3-5mm。 

• 別名：「藻塩草」、あるいは「竜宮の乙姫の元結

の切り外し」という。 

• アマモの仲間がまとまって生えている場所を

アマモ場（藻場）という。 

 

 



２．開催概要 

日時：2008年 6月 15日（日） 13：00～17：00 
場所：児島味野湾、竪場島周辺 
参加者：37名（子ども 9名含む） 
内容： 
13：00  船で竪場島に移動 

 レクチャー①「アマモとは？そこに棲む生き物、その果たす役割などについて」 

13：30～ アマモ場観察会・見つかった生き物の同定 

 レクチャー②「アマモ場に棲む生きもの」 

16：00～ 船で児島観光港に移動 

16：30  帰港・ふりかえり 

 

 

「海と生活の関わりを学ぶ体験学習」 

 瀬戸内海における、人々の生活や産業と環境問題とのつながりについて、岡山県内でも

主要な漁法である小型底曳網漁船による漁業体験などを通して、学ぶことを目的とする。

その中では、海底ゴミ問題をはじめとした環境問題の実態や、地産地消の大切さなども学

ぶ。2008年 2月 11日に、寄島町漁協で試験的に実施し、今年度は、2009年 3月上旬に開
催予定である。 
 
開催概要 
日時：2008 年 2 月 11 日（月･祝） 

場所：寄島町漁協 

参加者：11 名 

内容： 

9：00～  漁業体験（小型底曳網漁業） 

11：00～ 昼食（漁協婦人部の協力により地元で取れた魚を使用し、地元の調理法で調理） 

13：00～ 寄島町漁協魚市場、カキ剥き工場見学 

14：00～ 講義その 1「地域の水産業の概要について」 
講義その 2「海底ゴミの問題について」 

 
４．今後の展望と課題 
 それぞれの体験学習は、参加者にも大変好評で、特にアマモ場体験学習では、浅い海の

生物層の豊かさや、地球温暖化も含めた環境問題に関心を持つきっかけともなったようで

ある。今後は、海上での活動に伴う安全面の確立が何よりも重要な課題であり、また、体

験学習プログラムを通じた指導者の養成も検討していく必要がある。 



社団法人 生態系トラスト協会（高知県） 
「夏鳥の保全に配慮した森林生態系保全マニュアルの策定活動」 
 
１ 団体の紹介・連絡先 
社団法人生態系トラスト協会（ECOSYSTEM TRUST SOCIETY）  
事務局〒781-0270 高知県高知市長浜 4964-11  
TEL・FAX:088-841-5400 
E-mail: ecokochi@k5.dion.ne.jp  
URL:http://www.h7.dion.ne.jp/~ecokochi 

 
目的：広く社会に生態系保護の思想を普及するとともに、生態系に関する調査研究、

提言等を行い、もって人間性豊かな社会の発展に寄与することを目的とする。 
事業： （１）生態系保護思想の普及啓発 

（２）自然に親しむことを目的とした催しの開催 
（３）ビオトープ構想の普及啓発並びにビオトープ施設の設置及び管理 
（４）生態系の調査研究及び資料の収集 
（５）生態系に関する出版物及び機関誌の発行 
（６）地方公共団体が行う生態系保護事業に対する協力 
（７）前各号に掲げるもののほか、協会の目的を達成するために必要な事業 

 
 
２ 団体の活動概要 

1994 年 2 月、生態系保護を目的とする市民団体として高知市で設立。1997 年 4 月、
社団法人となる。2000 年 4 月、土佐市に事務所を移転。2005 年 7 月、団体名称が「高
知県生態系保護協会」から「生態系トラスト協会」となり、事務所が土佐市から高知市

の現住所に移転した。 
募金や寄付金（ナショナルトラスト手法）による野生生物保護区の購入、「めだかトラ

スト」や「グラウンドワーク活動」の支援、学校等への環境学習の講師派遣、カヌーな

どを用いた自然観察会、絶滅のおそれのある野生動物の調査研究などを行ってきた。 
  絶滅危惧種であり、高知県の鳥にも指定されているヤイロチョウについては、1995年、
高知県大正町（現 四万十町）で保護を目的に調査を開始。その結果、四国の西南部、四
万十川流域の森が、日本で有数のヤイロチョウの飛来地域であることがわかってきた。

一方、繁殖地の照葉樹の森が伐採などにより年々少なくなり、恒久的保護対策が全く行

われていないことが明らかになった。 
そこで協会では、2002年 3月からナショナルトラスト手法により「一口オーナー募金」

を呼びかけ、ヤイロチョウが生息する森を民間団体による恒久的な保護区として取得す

る活動を開始した。同地域に募金や寄付などにより取得した四万十川流域の山林は約 78
万平方メートル（平成 20 年 12 月現在）となり、この森を「四万十ヤイロチョウの森」
と名付けた。現地での活動は当協会の会員やボランティア、地域住民、四万十高校など



の協力を得ながら進めている。2004年には、購入した森で 6羽のヒナの巣立ちが確認さ
れ、その後は繁殖への悪影響を与えないため営巣谷での立入調査は行っていないが、こ

の集落周辺の森では毎年 1～3つがいのヤイロチョウの生息が確認されている。 
2004 年からは、集落で無農薬により生産されるお茶を買い取り、会員や寄付者などに
「ヤイロチョウの森のお茶」として販売し、売上の一部を

自然保護活動にあてる試みも行っている。 
  また、本種が渡り鳥であることから、越冬地といわれる

マレーシアや、中継地や繁殖地の中国、韓国、台湾などの

研究者や自然保護団体とワークショップを行うなど、国際

的な交流も進めてきた。 
 
 
 
 
  

※参考 
○ナショナルトラスト 
乱開発から歴史的な遺産や自然を守ることを目的として、国民

金を募り、土地や建物を購入し、（または寄贈をうけ）保存・維持

て恒久的に残していこうという市民運動。1895年イギリスではじ
ギリスでは全国民の 6％（350万人）が会員となって、トラスト活
る。（※The National Trust (英国ザ・ナショナル･トラスト)の会員数

月現在） 
 
○ヤイロチョウ 
八色の色をもつ鳥、八色鳥。1937年に高知県（四万十川流域の
て営巣が確認された。高知県の鳥に指定されている。姿をみるこ

ぼろしの鳥」や「森の妖精」などとよばれている。現在、森林伐

て生息地となるシイやカシの照葉樹林が減ってきており、保護対

る。 
赤道近くで越冬し、日本には夏鳥として５月頃に飛来。主に九

の森林で繁殖し、秋には越冬のため南へ旅立つ渡り鳥。体長 18～
ずりは、「ピフィー、ピフィー」。八色の色は赤・白・黒・青・緑

土色。 
ヤイロチョウ 

から広く寄付

管理・公開し

まり、現在イ

動を支えてい

は 2008年 12

森）ではじめ

とは稀で「ま

採などによっ

策がいそがれ

州、四国など

20ｃｍ。さえ
・茶・黄・黄



３ 平成 20 年度 地球環境基金助成活動 

活動の目的及び概要： 
   ○趣旨・目的 

近年、春に南方の越冬地から繁殖のために渡来する夏鳥は、その飛来数の減少が

問題視され、また外来種侵入による影響も懸念されるが、減少の要因や外来種との

関係など詳しいことはほとんど何もわかっていない。当該活動は、四万十町をモデ

ル地域として、周辺で森林タイプ別に現地調査を行うことで、森林性夏鳥の実態を

明らかにし、生息環境の保全指針となる夏鳥の保全に配慮した森林生態系保全マニ

ュアルを策定し、夏鳥とその生息地の保全に資することを目標とする。今年度は、

昨年度行ったモデル地域における調査や、全国的傾向を把握するための調査を継続、

補足し、マニュアル策定に向けた課題の整理、検討を行う。 
 
○活動の概要 
１ モデル地域における補足情報収集 
２ 夏鳥飛来補足調査 
３ 夏鳥調査手法の検討 
４ 夏鳥調査マニュアル作成のための素材収集 
５ 報告書の作成 

 
  
４ 活動工夫点・課題 
 
○活動工夫点 
高知県の四万十町を中心に、夏鳥の飛来期間中集中して現地調査を行った。10月には、

高知県四万十町で「森林の夏鳥保護に果たす録音の可能性」と題した公開検討会を開催。

野鳥録音家らによる実際の録音調査の報告や、録音調査の技術的な課題・今後の可能性

などについて検討した。この他、夏鳥の保全活動に関する調査票を 2,000 部製作しアン
ケート調査や、四万十川流域の環境把握のため空撮、野鳥関係者が多数参加する東京バ

ードフェスティバル 2008（東京都・5 月）、ジャパンバードフェスティバル 2008（千葉
県・11月）などに出展して活動ＰＲやアンケート調査を行った。 

 
○課題 
  ・夏鳥の生息実態と環境特性との関係を把握するためのモニタリング（録音データの

解析など）体制の確立。また、できる限り繁殖を阻害しないで野鳥に親しむ手法と

して、鳴き声によるバードリスニングを広めたい。また遠隔地の方でも参加できる

取組みとして、インターネットカメラを活用した調査に取組みたい。 
・当会がヤイロチョウの恒久的な保護区として取得した山林は現在約 78ha（推定およ
そ 4～8つがい分が生息可能）であるが、その他の夏鳥の現状を把握、人工林と広葉
樹林の環境と夏鳥の生息状況の比較などを行い、提言を取りまとめたい。 



 

四万十ヤイロチョウの森 

 

 

 

高知県四万十町にある「四万十ヤイロチョウの森」の空からの様子。斜線部の

46.6ha の森を生態系トラスト協会が取得した。この他に、四万十町に 14.8ha、

黒潮町に 16.5ha の森がある。 



四万十川の環境副読本作成と地域固有の津野山あめごの実態調査 
 
＜団体名＞ よみがえれ四万十源流の会 
 
＜所在地＞ 〒７８５－０５９５ 

高知県高岡郡津野町力石２８７０ 津野町役場西庁舎内 
TEL:0889-62-2314／FAX:0889-62-2384 

（事務局）高知市十津 5-6-1-23  TEL:088-847-1533山﨑方 
 
＜団体の設立経緯・目的＞ 
 平成６～８年高知県東津野村の有志を中心に、高知県が行った四万十川源流

域の河川環境復元や自然環境保全事業の環境調査に参画し、河川の自然再生

の必要性を実感する。その後『森の回廊・四国をつくる会』の地域課題とし

て、山と川の自然再生を考え、平成16年５月に各分野の専門家の参加を得て、
ＮＰＯとして当会を発足させ、活動を開始する。平成 18年度河川財団の補助
事業として中央小学校への環境教育を行い、また『四万十源流自然と歴史マ

ップ作り』が、高知県文化環境部の協働事業に採択された。 
 
＜主な活動対象地域＞ 高知県の四万十川源流域（津野町・梼原町） 
＜活動形態＞ 調査研究 
＜活動分野＞ 総合環境保全活動 
＜本プロジェクト助成継続年数＞ ２年目 
 
＜活動の概要＞ 
（活動の背景と目的） 
 最後の清流といわれている四万十川も、最近では自然環境・河川生態系の劣

化が著しく、水源をなす森林の多くも管理が行き届かず、それらが地域社会の

生活と精神文化にも重くのしかかっている。しかしまだこの地域には、本来の

自然形態や自然と共生してきた日本の精神文化が残っている。それらを調査し、

成文化しておくことは、今後の自然環境復元や消滅しつつある生活様式や伝統

文化の継承に大いに意義があり、現在はそれらが残る限界線でもある。そこで

四万十川源流域の自然と生活環境の環境副読本を作成し、広く普及・啓蒙を行

い、森と川・海を結んだ再生に寄与したい。 
 またこの地域には固有のアマゴが生息していたが、養殖アマゴやイワナの放

流によって、絶滅の危機に瀕している。そこで谷ごとに固有アマゴの調査を行

い、実態が明らかになってきた。そこでこの保存方法を検討する。 
 
（活動の概要） 
① アマゴ調査 梼原町と津野町の四万十川源流域の谷川（梼原川・北川・四万
十川本流の支流の最上流部）のアマゴと渓流魚類、河川環境の調査。 

② 自然調査 四万十川源流域の動植物生態調査と景観調査。 
③ 歴史・文化調査 四万十川源流域の地名（渕や瀬の名前）とそのいわれや、
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地域の歴史や文化を、地元史談会や教育委員会の協力も得ながら調べる。 
④ イベント ウグイの産卵場所（4月）、ウナギのいしぐろ漁づくり（8月）を
地元小学生などの参加のもとに作り、その後の観察も地元の子どもたちとと

もにする。 
⑤ 環境副読本作成 上記の調査をもとに、ワーキンググループを結成し作成す
る。 

⑥ 当会のホームページを作成する 
 
（活動の結果と効果） 
① アメゴ調査 四万十川支流の谷川にて、放流アメゴ（写真１）とは明らかに
パーマークと朱点と黒色斑点の違う在来のアメゴ（写真２）を確認できた。 
津野山あめごはパーマークが６個でその形状小判型（長楕円形）でなく円形 
に近い。黒色斑点と朱点も少ない。 
このアメゴを仮称『津野山アマゴ』とし、放流アマゴとの交雑による中間型

は今のところ発見されていない。津野山アマゴが細々ながら生存した理由は、

源流域各地に構築された砂防堰堤のせいで、津野山アマゴと放流アマゴとの遺

伝子の交流が妨げられたためと思われる。しかしいつまでも狭い区間のみで生

存していくには限界があり、砂防堰堤は一般的に生態系の維持にとっては好ま

しい影響は与えない。 
調査地の源流域で、本来四国に生存しないヤマトイワナが昨年度確認された

ことから、この駆除作業を実施した。場所によってはイワナ以外の魚類が存在

しない谷川もあり、今後とも駆除活動を進めていく必要がある。 
高知大学理学部教授の町田吉彦氏により昨年、このアマゴを「津野山あめご」

と命名された。、今後は、日本に生息するアマゴの中できわめて貴重な遺伝子を

保有している地域個体群として現状の把握を継続するとともに、四万十川源流

域における環境の象徴ともいえる存在として全国に発信していきたい。 
さらに津野山あめごを県の文化財（天然記念物）に指定できるよう働きかけ、

人工増殖による個体数の確保と種の維持を図り、あわせて津野山アマゴが生息

しやすい自然環境を復元して、本来の生息地に移植することが必要である。そ

れには、イワナや在来種でないアマゴの放流を法的に禁止することも必要であ

り、今後ともヤマトイワナを人為的に排除することが必要。 
② 自然調査  
＜動植物編＞ 
魚類：イシドジョウの亜種ではないかと地元でいわれていたイシドジョウが亜

種と判明し、ヒナイシドジョウと命名され、10 月１日から捕獲禁止（レッドデ
ーターブック）となった。 
また、梼原川水系に川エビ、シジミ、タニシ、川ニナを確認した。ヒナイシド

ジョウは中平上流から北川水系支流に生息を確認した。 
 哺乳類:カスミアミ調査（環境省許可あり）と洞窟調査によるコウモリ類調査
を継続して実施し、高知県では新記録となったチチブコウモリ、テングコウモ

リが確認されたが、コテングコウモリの♀個体が初めて発見された。ほかにも

キクガシラコウモリ、コキクガシラコウモリ、モモジロコウモリ、ユビナガコ
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ウモリを捕獲し、体重や各部位などを測定し放獣した。 
 自動撮影ビデオ装置を設置しタヌキ、イタチなど小・中野生動物の昼夜の活 
動状況を調査した。 
鳥類：地元でバートーウォッチングをしている会員らにより、多くの種類が確 

認できた。 
両生類・爬虫類：サンショウウオの生息地を確認。希少種のため生息地の公表

はできない。カエル類の生息調査を実施。 
昆虫：今年はとくに旅する蝶アサギマダラの生態と移動調査を中心に実施した 

が、天狗高原・周辺の鳥形山・鶴松森などに飛来する本種の個体数が 
激減した。 

      
③歴史・文化調査 2年間実施したが、まだ未調査の地区、事象などが多いこと
から、さらに補足・補強をしていく。ダム湖底に沈んだ地域や昔の自然が損な

われた場所も多く、地域の人々の生活が川から離れていった姿を検証し伝えて

いきたい。 
 

④イベント イダの寄り場（産卵場所）作りは三年目となり、地元で定着しつ

つある。今年行ったウナギのいしぐろ漁は好評だった。 
 
⑤環境副読本作成 現在ワーキンググループを結成し、各分野ごとの小冊子を

作成し、箱入りの 1冊の本とすることが決まり、現在情報収集と執筆が進行中。 
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四国辺境の山もり集団 
おららの炭小屋 
 
 
 

 
山村の生業であった炭焼きを再現し、その技術を伝承する

ために 2000 年から始まった「おららの炭小屋」の活動。 

現在では、炭焼きの他、伝統的な間伐材、端材の有効利用

や体験型環境教育事業、ICT を活用したネット授業など、 

多岐にわたる事業を展開しています。 

2009 年度地球環境基金助成事業としては「過疎地におけ

る森林資源の永続可能な利用方法に関する知識と技術の普

及啓発」をテーマとして次のような活動を実施しています。 

 
炭焼き技術の研修炭焼き技術の研修                                                          
                                                                    

毎月第２日曜日に実施している炭焼きの定例会で、炭材の切り出し
から炭焼きに至る、山の技術全般の研修会を開催しています。今年
度は、炭窯の改修工事を１月から３月末に行い、窯の構築に関する
ノウハウを伝える研修も実施します。窯の完成時(2009年 3月 26
日予定)には人形浄瑠璃の吉田勘緑氏が「三番叟」を演じ、「過疎地
の山里を守る意味～人の営みと自然」をテーマに、コロキウムの開
催を予定しています。 
 
炭窯は赤土、石、泥、土、砂利、木（栗、杉）、杉皮、ツヅラ、竹 
など、山にある自然素材を利用します。既製品はレンガぐらいで、
他はすべてゼロ（素材）からつくることになるのです。今まで２回
の窯造りをしてきましたが、およそ 100 人工を要する重労働です。
写真は天井部分の成形作業で、この上に乗せる赤土は前回天井に用
いられたものを再利用しています。 
2008 年 4 月～11 月で 8 窯焼き、のべ 173 名が炭焼き作業に参加
しました。 
 
 

 



  
森林資源の有効活用森林資源の有効活用                                                                                                                            
 

辺境の地では、あらゆるモノが貴重品です。遠隔地から運ばれてく
るモノは勿論のこと、身近にある資源も無駄なく利用します。 
除間伐材や廃材は、その種類や年数、曲がり具合などを考慮に入れ
て建築資材や農業用に利用されます。 

左の写真のように成長過程で樹皮が傷つけ
られ巻き込みのある材(ヒノキ)は、チップま
たは、その場で切り捨てとなります。それを
今年度は、製材して体験用の資材として利用
したり、その特異な形を生かして柱やテーブ
ルなどに使用しました。 
 
最終的には端材も含めて薪として燃料とな
ります。 
 
 
かつては、山村のどの家でも杉皮を屋根材として利用していました。
また、葛や番線などを用いて簡単な構造物も作
ることができます。そのような作業は熟練を要
しますが、生活の中で獲得されてきた技術であ
り、相互扶助の慣習から多くの者が習得してきました。 
学校教育からではない「学び」がそこにはあります。 
 
森林資源を無駄なく利用するという知恵と慣
習を、伝統的に有する地域だからこそ残された
生活技術。 
高度な加工を施さず、等身大の技術で素材を有
効利用する方向性を模索する活動を実施して
います。 
 
 

 
 
 
 



 
 
  
スタディー・ツアースタディー・ツアー                                                                                                              
 

地域の諸団体と恊働で、年に３回ほどのスタディー・ツアーを開催
しています。炭焼き体験や林業体験の他、里川で魚を獲り、炭で焼
く。里山で山菜や伝統野菜をとり、玄米(雑穀)を踏み臼で搗き、羽
釜で炊く。今はスローフードといわれていますが、自給自足の山の
暮らしを支える当り前の「食」を学びます。 
夏には、杉の丸太一本乗りをします。下流にダムがなく、トラッ
クによる陸送ルートがなかった時代の木材流送手段を体験します。 
受け入れは団体を対象としています。「おららの炭小屋」近くの公
民館で自炊、宿泊が可能です。 
 
 
 
 
  
  

  
  
スカイプ環境授業スカイプ環境授業                                                          
                                                                    

「じいのちえ２～山の生活技術読本」をテ
キストに、スカイプ環境授業を実施してい
ます。ネットの無料通話ソフトを用いて、
山の生活技術を伝えます。 
「おららの炭小屋」の他にも、フィンラン
ド先住民が暮らす森やスリランカの環境や
文化などの授業を現地から中継で行ってい
ます。 
授業対象は、学校や環境 NGOなどの団体です。 
スカイプ名は：olala_kito 
 
おららの炭小屋[事務局] 

          office@olala.jp http://olala.jp 
          tel /fax 050-8800-7240 
          徳島県那賀町木頭北川船谷＊Googleマップで検索>>> おららの炭小屋  



2008年度　おららの炭小屋活動記録

4月1日 屋根修理 8月1日 草刈り

4月2日 屋根修理 8月2日 原木整理/ユンボ借用

4月3日 屋根修理 8月3日 トビ竿作り

4月4日 箱詰め 8月4日 原木整理

4月10日 製品作り 8月5日 端材後始末

4月12日 炭出準備 8月6日 体験会場準備

4月13日 総会/31窯 8月7日 堰づくり

4月14日 経過 8月8日 体験１日目/木頭踊り

4月15日 経過 8月9日 ２日目/一本乗り,間伐

4月19日 池（杉炭浄化水槽）掃除 8月10日 ３日目/踏み臼,炭焼き35窯

5月3日 打合せ/神戸・ひょうご自然教室 8月11日 経過

5月7日 除草作業 8月12日 経過

5月9日 檜板整理 8月16日 炭箱詰め

5月10日 炭焼き/32窯 8月20日 堰後始末/ユンボ借用

5月11日 炭焼き経過観察 8月29日 炭箱詰め

5月12日 経過 8月30日 兵庫教育大で活動報告

5月15日 箱詰め 9月7日 炭箱詰め/草刈り

5月17日 内定説明会 9月8日 炭箱詰め/PC設定

5月20日 交付申請作成 9月9日 アメゴ200/通知はがき

5月30日 薪割り 9月13日 炭出し体験

5月31日 原木整理 9月14日 定例炭焼き(36窯）

6月7日 薪後始末 9月15日 経過

6月8日 炭焼き/33窯 9月16日 経過/冊子をWeb化

6月9日 経過 9月24日 炭箱詰め/印刷屋出張

6月10日 経過 9月26日 池そうじ

6月20日 機材運搬 9月27日 申請事務

6月25日 製品作り 9月28日 公民館用材作り

6月29日 打合せ/社協 10月7日 公民館用材作り

7月2日 整理 10月8日 公民館押し入れ

7月9日 原木整理 10月10日 草刈り、炭箱詰め

7月10日 草刈り 10月11日 定例炭焼き（３７窯）

7月12日 草刈り/スカイプ無線LAN準備 10月12日 経過観察

7月13日 炭焼き/34窯、スカイプ 10月13日 経過観察

7月14日 経過 10月18日 12月体験打ち合わせ

7月15日 経過 10月19日 11月体験打ち合わせ

7月17日 製品作り 10月21日 スカイプ接続試験

7月19日 打合せ/神戸、社協 10月26日 池そうじ、炭箱詰め

7月20日 踏み臼修理 10月30日 ICTフェスタ通信テスト

7月22日 踏み臼修理 11月3日 炭箱詰め、運搬

7月23日 施設除草/池掃除 11月4日 もみじがわ用木酢運送

7月29日 水当て/竹炭製作 11月7日 炭出し、スカイプ準備

7月30日 原木割り/小屋清掃 11月8日 定例（３８窯）ICTフェスタ

7月31日 草刈り/炭箱詰め10箱 11月9日 相生中学体験

11月10日 経過観察

11月20日 スカイプテキスト作成




