
特定非営利活動法人 サ イ カ チ ネ イ チ ャ ー ク ラ ブ 

          （SNC Saikati Nature Club） 

 

●団体紹介 
設    立： 1994 年（平成 6年）8月 1日（前身サイカチ・ネイチャー・クラブ） 
法 人 化 ： 2003 年(平成 15 年)5 月 2 日 
活動・内容 ： 宮城県仙台市青葉区西部、蕃山・斎勝沼緑地環境保全地域内のサイカチ沼、 

月山池南西地域遊歩道を主として定点観察会を行なっています。 

また、各地の自然観察を通して、身近な自然を「五感」を使って実感、体感し、 

自然保護、保全について、共に考える場を提供しています。 

一方、自然環境の保全に関する提言や制度支援、自然体験活動の講師派遣や支援 

などを行なっています。平成 21 年 1 月 10 日、月例定例観察会 173 回を実施しました。 

 

クラブの目標テーマ：「わたしは、こどもにとっても、どのようにこどもを教育すべきか 
          頭をなやましている親にとっても、『知る』ことは『感じる』ことの 

半分も重要でないと固く信じています。」 

                  （R・カーソン：センス・オブ・ワンダー/上遠恵子訳より） 

「進歩に盲目的に反対するのではなく、盲目的な進歩に反対するのである。」 

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

東北及び宮城県では、未だ自然豊かなフイールドが多く存在します。私たちは、それらを継続的に環

境教育に有効利用する場を提供したいと考えてきました。一方で、自然体験活動を中心に環境教育を

支援する組織として、関係機関の協力を得て、行政、民間、市民支援組織「みやぎ・せんだい こど

もエコクラブ・ネットワーク」を構築し、こどもエコクラブの交流・創設・支援活動をして参りまし

た。平成 18 年度から、南東北 3 県（宮城県、福島県、山形県）との活動の交流、平成 19 年度は、北

東北 3 県（岩手県、秋田県、青森県）との交流をそれぞれ進めました。これらの活動により、各県の

核となるこどもエコクラブとの交流が期待できることになりました。平成 20 年度は、2 回の環境教育

担当者、サポーター（こどもエコクラブ）の研修会を開催、また、こどもエコクラブ自然学校共催に

よって、各県のこどもエコクラブとの、より親密な交流を実施して参りました。これらの活動により、

「持続可能な開発のための教育の 10 年」（略称：ESD）の環境実践活動の推進と、普及協力にも貢献す

るものと確信しております。 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
宮城と岩手のこどもたちが遊歩道で挨拶              自然と天体を学ぶ交流会 

 
●連絡先 
連絡先事務所：〒984-0812 仙台市若林区五十人町８５番地 

NPO 法人サイカチネイチャークラブ 

TEL・FAX  ：０２２－３５２－６８１０ 

   e-mail：snc-salvia-j@basil.ocn.ne.jp 

ホームページ： http//www.geocities.co.jp/Outdoors/6545/ 

   



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.「地域コミュニティによる環境保全を担う人材の組織化（地域コミュニティの創出）」  

3.「地域コミュニティによる環境保全システム構築と始動」 

今年度は、地域コミュニティを活かした環境保全システム構築にむけたモデル事業の第2ステップを

実施しています。「森からつながる環境保全事業」として、里山をキーワードに、きのこハイキングな

ど里山を楽しむ活動や里山を手入れする活動、調査活動、地球温暖化の現状について学ぶ勉強会などを

実施し、身近な自然から地球環境全体につながるような人材育成を行い、地域コミュニティの創出をは

かりました。 

次年度以降は、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 

   



特定非営利活動法人 白神自然学校一ﾂ森校 
団体紹介 

 白神山地は、自然遺産登録時から、当時まで入山規制がかかり、地元の人達が自然と共生してきた歴史

が閉ざされようとしておりました。私たちは当初白神山地を守る会として、白神山地のブナの森の復元・

再生活動を展開してまいりましたが、白神山地を世界遺産にした人たちが、白神山地との関わりがない生

活から、白神山地と関わり、そこから何らかの対価を得ながら、白神山地を守る取り組みが展開されるよ

うにと願っておりました。そして、当時、廃校になった小学校を再利用して、地元の人達の山と係わって

きた林業のノウハウを生かした仕組みとして、白神山地のまたぎの歴史と案内、山菜料理を作ったりする

ノウハウを体験型で勧めるための白神自然学校を発足することを考え、平成１５年に開校しました。白神

自然学校一ツ森校は、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や河川環境から環境教育を学ぶことに力を入れた授業を通し、全国から白神山

地に訪れる方々に、自然との共生を取り入れた授業を展開し、持続可能な社会への貢献活動を実施してい

ます。 

 

活動内容 

 今年度は６月後半と９月後半の１泊２日を青森県内の子供を対象に、７月後半の２泊３日で全国の子供

を対象に白神山地での植林・ブナの森散策を通して森の仕組みを理解し、温暖化防止の仕組みを理解させ

る目的で事業を実施する計画でした。 

参加者は６月には４６名、８月上旬に１８名、９月後半に２３名の計８７名の参加があり、ブナの植林体

験や環境に関する勉強、また、白神山地に深く関わっていたまたぎのことを学びました。昨年度は青森県

内の子供だけの参加となりましたが、今年度は８月の事業の際に首都圏を中心に参加がありました。 

また、６月後半の事業には埼玉のインターシップの大学生３名を指導者の補助としてついてもらい、子供

達の指導にあたってもらいました。 

８月上旬の事業の際にはイギリスのケンブリッジ大学の学生に来てもらっていましたので、指導補助のほ

かイギリスでの環境保護に対する考え方などを語ってもらいました。 

今後この事業を続けるにあたり課題としては参加者を増加するためにはネットワークの拡大を図らなくて

はいけないことと、新たな指導者を今回指導の補助をしてくれたインターシップの学生の中からでも見つ

けて養成していかなくてはいけないという課題もあります。 

 

団体名と連絡先 

団体名：特定非営利活動法人 白神自然学校

一ﾂ森校 

連絡先：〒038-2723 青森県西津軽郡鰺ヶ沢

町大字一ッ森町字上禿 88-2 

    電話＆ＦＡＸ 0173-82-7057 

   メールアドレス：iwana@r20.7-dj.com 

担当者：佐藤久範 



八幡平の葛根田ブナ原生林を守る会 
 

ａ．団体紹介 

１９８７年八幡平国立公園内葛根田川源流部のブ

ナ原生林６６４０ha の伐採計画に反対しその保護を

目的として発足し（1991 年に国の森林生態系保護地

域に指定された）、その後湯森山スキーリゾート計画

（1992~1996 年）や岩手山麓観光道路建設反対運動

（通称・奥産道、1996~1998 年）を展開し、その結果

いずれも開発計画は中止となった。現在は岩手山の森

地道な活動にも取り組んでいる。例えばブナ

再生活動（2002 年～）に取り組んでいる。 

林観察会・登山・残雪のブナ林を歩く会・市民の

自

ｂ．活動内容の要約 

そびえる岩手山（2038 メートル）

は

づくり協定）岩手山の多様な森と自然を

未

） 
、約 1 万ヘクタールあり、協定

の

 
ラビソ林やブナ林などの原生林

が

は、時間と空間の構想力が必要となる。 

活に役立つ森づくりと生態系を考えた森づくりがある。 

の観光地に

隣

類

調

、小冊子発行活動に取り組んでいる。又、市民の自然写真展や自

然

菌の世界 

（

り組み、周辺市民団体や一般市民に呼びかけ、岩手山森づくり企画

委

絡先 八幡平の葛根田ブナ原生林を守る会 

4－30  TEL,FAX 019-651-1760 

然写真展・学習会には多様な市民が参加する。ユニークなのは東京都民が支援する東京ボロ市

の「ブナの森の店」開設がある。 

 

岩手県盛岡市北方に

、北東北第一の高峰で、岩手県の自然の象徴でもあ

る。現在その一角で風土が育てる自然の森づくりを行

っている。 
（岩手山森

来に伝える目的で、盛岡森林管理署と当会は「岩手

山森づくり協定」を締結し、周辺市民団体や現地住民

に呼びかけながら、森の再生活動と自然保護活動に取

り組んでいる。 

（対象地域面積

岩手山の森は広大で

活動対象地域は、その四分の三にあたる 7500ヘクタ
ールで、標高 180メートルから 2038メートルに広がる
地域である。 

（森林概況）

西岩手山にはオオシ

広がっている。東岩手山には、江戸時代の火山噴火後

に広がった二次的自然林（マツと広葉樹の混交林）が広

がっている。 
 （構想） 
森づくりに
（森づくりの多様性） 

森づくりには、人間の生

当会は現在、「生態系を考えた市民参加の森づくり」をキーワードにして、岩手山麓

接する 3ヘクタールの二次林において、人々の自然観察に役立つ森づくりを行っている。 

活動対象地域は広大であるため、探索活動、場所とテーマの設定・植生調査・樹木調査・菌

査を行い、下刈り・観察ルートの設定・特定観察地の設定・案内看板の設置などを行う。 

（普及広報活動の重要性） 

森林学習や普及活動を重視し

写真シンポやブナの店開設活動において広く広報活動を展開している。 

＜参考＞岩手山森づくりシリーズ NO１、岩手山の森づくり NO2、菌根

ネットワークづくり） 

ネットワーク構築活動に取

員会を開催している。 
 

連

〒020-0064 岩手県盛岡市梨木町

kakkondagawa@hotmail.com   http://morioka.cool.ne.jp/kakkonda/ 



イトウ生態保全研究ネットワーク 

 
a.団体紹介 

 平成 13 年 4 月に天塩川流域のイトウの生息数を把握することを目的に「天塩川イトウ保

全研究会」として発足。その後個々に現地調査を行なっていたイトウ保護連絡協議会の加

盟団体の若手会員有志、研究に比重をおいていた「イトウ生態保全研究ネットワーク」の 3

者が集まり、調査基準及び活動内容の統一、全道レベルでの意見交換、調査・研究結果の

適切な還元を図る為、平成 19 年 10 月に「イトウ生態保全研究ネットワーク」に活動を統

合、名称を変更した。理事（非常勤）：5 名、会員 30 名 

 

b.活動内容の要約（活動のアピールポイントや活動する上での課題などを含む） 

イトウの保全を目的とし、そのため以下の３つの活動を行なう。 

１．分布及び個体数調査、個体数変動を把握するためのモニタリングの実施 

２．適切な保護を実施するための保全生物学的な視点からの調査・研究（DNA 解析・保全

技術の確立・生息環境の監視） 

３．上述の結果を地域住民及び一般市民に適切に還元するための講演会・勉強会の実施 

 

活動をする上での課題 

１．資金の確保、２．適切な情報管理と公開、３．行政との連携 

 

c.活動の様子がわかる写真 

  
GPS を用いた産卵床の記録作業    産卵床記録のための産卵河川の踏査 

 

 d.団体名と連絡先 

団体名：イトウ生態保全研究ネットワーク 

連絡先：秋葉健司（事務局長） 

 〒005-0852 札幌市南区常盤 2 条 2 丁目 18―35―101 

       秋葉 健司 

       TEL：011―593―1977 FAX：011―593―1977 

       e-mail:huchoworks@gmail.com 



特定非営利活動法人 北の海の動物センター 

 

団体紹介 

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

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

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

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

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

究」「啓蒙普及」「政策提言」を３つの柱として運営している。 

活動内容の要約 

「千島列島及び北方四島の海洋の動物相調査」 

北方四島及びその周辺海域は、当団体が 1999 年から行ってきた 7年間 9回のこれまでの調査により生

物多様性が高く原生的な生態系が維持されている世界でも希少な地域であることがわかってきた。しか

も近年、密漁・密猟や近代的漁業の導入などの理由により自然生態系が急速に変化し始めていることも

同時に明らかになってきた。これまでの調査で当団体しか持っていない貴重なデータを蓄積してきた。 

 一方、千島列島はオホーツク海の南端に位置しており、先般ユネスコの世界自然遺産に登録された知

床の生態系や北海道東部・北方四島の生態系とは切っても切り離せない連続的な生態系を持っている。

近年の世界的な温暖化に伴うオホーツク海の流氷の減少や油田開発などによる人間生活の影響に伴い、

油汚染された海鳥の漂着やオホーツク海での動物相の分布に変化が起こっている。しかし、基礎的なデ

ータがなく、今後、生態系の変化を早急に認識し対応するためにも、モニタリングすることが必須であ

るにもかかわらず、現状では大変困難な状態である。そこで、これまで蓄積してきた北方四島の自然生

態系調査のデータに付随する形で、千島列島の動物相調査をロシア人専門家と共同で実施していく必要

性がある。 

 

 

                         調査船             クリリスキー国立公園内でのヒグマ 

団体名と連絡先 

 特定非営利活動法人 北の海の動物センター 

  〒093-0084 網走市向陽ヶ丘 3丁目 1番 22 号 

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



特定非営利活動法人タンチョウ保護研究グループ 
 

団体紹介 

  タンチョウは我が国ではかつて絶滅が叫ばれた状況から，現在は 1200 羽を超えるまで

に増加しましたが、土地開発による生息地の消失、冬期の給餌成功など人間の関わりを強

く受けています。このような中で、今後は我々地域住民がどのようにタンチョウと接して

いったらよいのか、将来人とタンチョウがどう共存していけるのか、といった議論を進め

ていく必要があります。 

 本会は、タンチョウの生息数、生息環境等の生態調査を柱に活動するとともに、タンチ

ョウの現状を広く伝え、問題提起を行なうなどの社会活動を積極的に進めています。 

 

活動内容の要約 

本団体はタンチョウ保護を推進するために必要な基本調査・研究を行うことを目的に、毎

年、北海道におけるタンチョウの生息数、繁殖状況調査（繁殖数調査）、生息環境および行

動調査を実施しており、それに基づいた保護思想の啓発普及に努めている。これらの活動

の他に各種団体からの助成を受けて、ロシアのアムール川流域におけるタンチョウ、マナ

ヅル、およびコウノトリの繁殖状況調査を行った。また、環境省タンチョウ保護増殖事業

標識調査や環境省釧路湿原自然再生事業調査を受託・実施し、また国土交通省北海道開発

局の釧路湿原河川環境調査への協力、タンチョウの重金属汚染状況について酪農学園大学

や釧路市動物園との共同研究、衛星を使った発信機でのタンチョウの行動追跡などを行っ

ている。調査事業の他、2007 年 11 月から地球環境基金の助成を受けて、タンチョウ保護の

ための国際ネットワーク構築を目指した国際会議を開催し、それを受けた大陸越冬地での

国際共同調査にも参加している。 

 

団体名と連絡先 

特定非営利活動法人 

タンチョウ保護研究グループ 

 085-0036 北海道釧路市若竹町１０－２  

 Tel&Fax : 0154-22-1993  

  E-mail : tancho1213@pop6.marimo.or.jp 

冬の総数カウント調査 

 

 



絶滅危惧種｢ミヤベイワナ｣の保護のため水質及び資源管理調査事業 

活動の概要

■活動の背景と目的
ミヤベイワナは大雪山国立公園に棲息する固有種であり環境省レッドデータブックの絶滅危惧種に指定

され保全活動の必要性は高いです。過去何度か絶滅の危機にさらされましたが、関係者の努力でその危

機を脱しつつあります。しかし、自治体の財政危機によりこれまでの孵化事業は再検討が迫られていま

す。北海道ツーリズム協会として、ミヤベイワナを保護しつつ持続可能な地域資源として活かす具体策

を鹿追町に提案し、2005年から然別湖特別解禁の全面委託を受けました。地域住民もこれまではミヤベ
イワナを含めた大雪山国立公園の自然環境の豊かさ、素晴らしさを具体的に知る機会が少なく、関心が

低い現状にあります。持続可能なミヤベイワナの活用と保護のため、然別湖の水質及び資源環境につい

て基礎的なデータの把握が何よりも必要であり、地域の関心を高めていくことが不可欠であることか

ら、「然別湖の水質及び資源管理調査」事業のプロジェクトを立ち上げました。

■活動の概要
本年度は、然別湖及び水系の水質の現状とミヤベイワナの資源状況の把握に必要な基礎データの集積を

最大の目標として取り組みました。また地域住民の関心を呼び起こす取り組みのきっかけとして、然別

湖の自然環境を学ぶ場として小学校の親子研修事業に取り組みました。まず水質調査では、湖全体の水

質把握のため、湖内４地点及び水系河川１地点で透明度、水温、PH,T-N、T-P、COD,BOD,SS,などを
鉛直的に20m 毎に測定すると共に、動物性プランクトンを20m毎に採取し、その種類、生息数を分析し
ました。さらに、ミヤベイワナの食性を分析するため一定の固体を捕獲し、胃の内容物を分析し、どん

な食餌行動を取っているかを分析しました。この調査の結果（当然現時点での結果であり、過去からの

変化は把握できていません。）ミヤベイワナが思ったより厳しい自然環境の中でようやく棲息し続けて

いるという状況にあり、これ以上温暖かが進むとさらに生息環境が厳しくなるであろうことがわかりま

した。また、小学校での親子自然体験研修はこれまで知らなかった然別湖の自然の素晴らしさを実感で

き、今後もぜひ継続してほしいなどの声があり、初年度の取り組みとしては大きな成果を得ることが出

来ました。

■活動の結果と効果
水質資源管理調査は継続した調査によるデータの蓄積が不可欠ですが、その中でも現在実施している然

別湖特別解禁のあり方、持続可能な活用方向のあり方の重要な参考となりました。調査結果については

ホームページで公開することにより多くの人々が関心を持ってもらえる基礎的条件を作ったといえま

す。特に学校での親子研修は2009年度から教育委員会としての基本方針に取り入れられることとなりま
した。今後調査活動を継続し、ミヤベイワナの保護と活用の仕組みづくりのための方向性を確実なもの

とし、地域住民とともに然別湖ミヤベイワナを中心とする自然環境を守る活動を広げて生きたいと考え

ています。（助成金額　1800千円）

◆団体名　ＮＰＯ法人北海道ツーリズム協会
◆所在地　〒081‐0224
　　　　  北海道河東郡鹿追町元町2丁目35番地
　　　　  TEL: 0156-69-7333 FAX: 0156-69-7334
　　　　   URL: http://www.htu.ne.jp/
◆団体設立の目的及び経緯
農村の活性化を目的として2000年に設立。地域資源を発掘、
有効な活かし方を地域住民と共に取り組んでいます。大雪山国

立公園然別湖のミヤベイワナの特別解禁を環境保全を図りつつ

持続可能な観光資源化を目指しています。

◆活動の対象地域　北海道内
◆活動形態　実践活動
◆活動分野　地域づくり、循環型社会形成
◆本プロジェクト助成継続年数　1年



紹介資料：秋田菜の花ネットワーク（現「NPO 法人あきた菜の花ネットワーク」） 
 

a.団体紹介 

 秋田菜の花ネットワークは、「菜の花から秋田の農業と農村を元気にしよう！」をスロー

ガンに 2005 年 11 月設立しました（2008 年 3 月に NPO 法人化）。農家、消費者、自治体、

建設会社、産廃業者、運送会社、大学関係者など、多様なメンバーで構成されており、菜

の花から始まる循環型社会づくりを目指して活動しています。そのモットーは、①「皆で

一緒に取り組もう」（良いモノ・情報は皆で共有化）、②「安く手軽に」（ローテク・ローコ

ストの手づくり BDF）、③「環境負荷をゼロに」（小地域＆少資材＆多段階）、の３点です。 

 

b.活動内容の要約 

 ①菜の花多段階活用の実践と普及・支援（菜種栽培の拡大、搾油体制の整備、県産菜種

油の販促、家庭系廃食油の回収、手作り BDF の品質向上）、②各種講習会の実施（菜種栽

培や BDF づくり）、③菜の花フォーラムや菜の花フェスティバルの開催、などが主な活動

内容です。ネットワークは、秋田県立大学と秋田県菜の花バイオエネルギーチームと連携・

協力しながら秋田県内で活動を展開し様々な成果をあげてきました。１つは菜種栽培面積

の拡大です。2004 年には全県でわずか 10ha 程度だったものが、2008 年には 400ha を超

える見込みであり、秋田県は全国有数の菜種産地となりました。２つは県産菜種油のブラ

ンド化です。ネットワークブランドの「菜ピュア」を含め、秋田県産菜種を 100％原料とし

た油が計６種類発売されています。３つが秋田湾における大規模栽培実験と菜の花フェス

ティバルの開催です。やせ地、潮風という厳しい条件下の工業用地に 2007 年秋 7.5ha の面

積に菜種をまき、翌年春に見事な菜の花を咲かせました。5 月に開催した菜の花フェスティ

バルでは、2 日間で 13,000 人の来場者を集め、活動内容を広める貴重な機会となりました。 

 

c.活動の様子がわかる写真 

      
  「菜の花フォーラム 2008」の様子        「都市の近くで菜種をまく会」の様子 

（2008 年 9 月 7 日開催）            （2008 年 9 月 20 日開催） 

 

d.団体名と連絡先 

 NPO 法人あきた菜の花ネットワーク 

 住所：〒010-0802 秋田市外旭川水口 155-1（秋田運送㈱内） 

TEL：018-824-1081 FAX：018-862-8751 



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、農薬・化学肥料節減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、宮城県全域の

うち 9JA管内の水田（約 2万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、管内圃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

の基金の助成を受け作成しております。 
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2007 年と 2008 年の宮城県登米市地区での生きもの調査結果 

JAS：有機 JAS(化学肥料・農薬不使用) 特栽：化学肥料の窒素分・農薬使用が慣行の1/2以下 

グラフは「いない＝０、少しいる＝１、沢山いる＝２」を数値化しこれを平均した 

３．連絡先 

  仙台市青葉区上杉一丁目 16-3(5F) 事務局 佐々木 健司  
  TEL022-261-7348  FAX022-261-7488 E-mail okome@epfnetwork.org 

2008 年（n=4,960） 

2007 年（n=2,860） 



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２８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、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」を将来実践できる子供の育成

を目的に、様々な体験活動と環境・エネルギー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。事業２年目となる本年度は、県内の他団体に協力いた

だき多様なフィールドでの活動を想定したプログラムを年間６回実施し、映像として記

録しながら、その結果を大学の研究機関と連携して調査・分析を行ってきました。これ

まで自然体験活動を５回、事業の成果の検証のための協議会を２回開催してきました。 
《第１回自然体験活動》７／２７（日）～２９（火）（２泊３日） 小学生 19名 
テントを設営し、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、エネルギー学習、畑の草むしりなどの農作業も体験。 
《第２回自然体験活動》８／３０（土）～３１（日）（１泊２日） 小学生 22名 
マイクロバスで最上川の上流部から海まで移動し、ダムや湧水を見学。海辺の生物や、

川の源流部の探検活動を実施し、山と川と海のつながりを学習。 
《第３回自然体験活動》９／２７（土） 小学生 17名 
舟形町の「ブナの実２１」の協力を得て、ブナ林の散策、川の生物の観察を実施。 

《第４回自然体験活動》１０／１１（土）～１２（日）（１泊２日）小学生 13名 
戸沢村の「角川里の自然環境学校」の協力を得て実施。ビオトープの観察や農家ホーム

ステイを体験。翌日はマイクロバスで移動し、風力発電や最上川の河口を観察。 
《第５回自然体験活動》１１／１５（土） 小学生 21名 
秋の里山を観察し、ダイコン掘りやキノコの植菌作業を体験。木炭電池等を作りエネル

ギーについても学習。 
【成果と課題】 
 これまでの活動を通して、将来エコライフを実践できるような子供の育成に必要な視点

や、具体的な体験活動プログラムについて基本的なデータを蓄積することができた。 
 
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 



仙 台 い ぐ ね 研 究 会 
 

■団体紹介■ 

仙台いぐね研究会は、2001 年 6 月に宮城教育大学の講義「地域社会計画論」受講者を中

心に結成されました。研究会の目的は、伝統的家屋と屋敷林から構成される「いぐね」の

くらしを小学生が体験する体験学校（いぐねの学校）の運営や、そこで学んだことを現代

生活に活かす諸活動を行うこととしています。 

それ以外にも、2003 年から「東北グローバルセミナー」を開催し、市民特に若者たちへ

「持続可能な開発のための教育の 10 年」（以下 ESD）についての啓蒙と活動、またこの活動

を担う人材の育成を目指しています。これは国連により 2005 年から始まった「持続可能な

開発のための教育の 10 年」に先立って開催されたもので、行政職員、NGO 職員、教職員、

有識者などが参加しています。持続可能な未来のための環境教育・学習の実際を学ぶ場を

与えるとともに、お互いに経験交流を促進し人材育成を行ってきました。私たちが活動し

ている仙台広域圏は 2005 年 6 月には世界で 7 つの ESD の地域拠点（以下 RCE）の 1 つに認

定されました。 

■活動内容■ 

主な活動として次のような活動を行っています。 

①「いぐね」を活用した環境教育活動 

小中学生を対象に「いぐねの学校」を開催し、昔

の暮らしを体験することで現在の生活を見なおす

きっかけ作りをしています。 

②各種セミナーの開催 

環境・国際問題の専門家や海外の NGO 職員などを

講師に招き、市民や若者向けセミナーを開催して

います。またアジア RCE の若者交流事業として、

アジア圏内の各 RCE から学生を招き交流をしています。 

③モンゴルプロジェクト 

都市圏が拡大を続けるモンゴル、ウランバートルでは、流入した遊牧民の生活は困窮して

います。そのような人々を支援しようと、現地 NGO と連携しプロジェクトを進めています。 

④農作物の直売体験、リサイクル野菜プロジェクト 

小学生を対象に朝市で農作物の販売体験する活動を運営しています。また同じ開場で、乾

燥生ごみと野菜を交換する活動も行っています。「生ごみ～堆肥～野菜」という循環を実践

しています。 

 
 

＜仙台いぐね研究会 連絡先＞ 

宮城県仙台市青葉区荒巻青葉字青葉 149 宮城教育大学 小金澤研究室 

TEL/FAX (022)214-3386  Mobile Phone 090-9743-7527  

e-mail igune2007@yahoo.co.jp HP http://nib.csr.miyakyo-u.ac.jp/~igune/cgi-bin 



団体名：特定非営利活動法人 当別エコロジカルコミュニティー 

団体紹介 

私たち NPO 法人 当別エコロジカルコミュニティー（TEC)は『町内はもちろん、幅広く分野を越えたネット

ワークに基づいて、当別町をフィールドとした持続可能な社会のための教育とまちづくりを目的として活動を

行います。』とあるように、教育を通して持続可能な社会を目指すことをミッションとしています。活動は体験

を中心とした環境教育プログラムを特徴とし、『北海道環境の村』『道民の森ワンダースクール（小学校の宿泊

学習）』『文部科学省：省庁連携プロジェクト』を中心に、企業との連携事業、海外へのエコツアー、Project WILD

や Project Learning Tree を使った環境教育指導者養成事業などを行っています。 

発表内容の要約 

『「ふゆみずたんぼ」が生みだす人と自然の多様性（都市住民が支える新たなコモンズ意識形

成の試み）』 

北海道では初めての試みとなった冬水田んぼの取り組みも 3 年目を迎え

ました。TEC では冬水田んぼの技術にテーマを置くのではなく、冬水田ん

ぼに取り組む中なら見えてきた環境教育の側面にテーマを絞って今年は取

り組んだ。特に、生きもの調査は農法との関係で行くと手法が専門的にな

りすぎ、子どもたちや一般市民には難しすぎるので、簡単な道具で、誰で

もが田んぼに係わることが出来る生きもの調査の手法を作り上げようと、

生きもの調査塾を開催し、まとめとして環境教育教材を作成する。 

 １，田んぼの生き物調査 

昨年までに培ってきたノウハウを応用して、子どもたちでもできる簡単

な  生きもの調査を行った。 

 ２、子どもを対象とした農業体験学校の実施 

５月の田植え、１０月の稲刈りと札幌市内の幼稚園とタイアップするこ

とで多くの子どもたちの参加を得ることが出来た。 

 ３，冬水田んぼ生きもの調査塾の実施 

生きもの調査の簡単で、それでいてお百姓さんの支援になる生きもの調査の方法を学ぶことが出来た。 

 ４，環境教育教材の作成 

生きもの調査のノウハウはもちろん、田んぼを通して周囲の生態系を学ぶことの出来る、体験を中心とした

環境教育教材の作成を、専門家だけではなく、学校現場の方々にもプロジェクトメンバーに入っていただきな

がら作成した。次年度以降は、この事例集を使ったプロジェクトを展開して行きたい。 

 ５，冬水田んぼセミナーの実施 

農家さんと市民をつなぐことを目的に、３年間の成果の報告を兼ねてセミナーを実施予定。 

連絡先 

061-0206 北海道石狩郡当別町川下７５４－１１（旧川下小学校） 

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

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



特定非営利活動法人 旭川 NPOサポートセンター 
a.団体紹介 
ＮＰＯ中間支援組織として、平成 12年 6月 27日 NPO法人設立し、ＮＰＯの運営及びＮ
ＰＯ法人格取得のための相談・アドバイス等、ＮＰＯ関係の学習会やフォーラムなどを実

施しています。 
その他、旭川市及び近隣地域の市民活動団体に情報を提供すべく、当団体の会報「ほっと・

にゅーす」の発行や、ホームページも開設しています。 

又、ＮＰＯ支援にとどまらず、環境、地域活性化、子育て、福祉分野にも積極的に活動を

展開しています。 

 
b.活動内容 
・障がい者の就労支援に関わる事業（障がい者のためのＩＴ講座等） 

・生涯学習に関する事業（子育てセミナーの開催等） 

・地域活性化のための支援事業（食と農を活かしてはばたく女性起業家応援事業等） 

・地球温暖化防止に係る事業（キャンドルナイトや七夕夕市の開催等） 

・地域商店街や企業の協働による経済活性化に係る事業（地域通貨事業など） 

 

c.活動写真 
＜七夕夕市＞               ＜省エネクッキング＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
d.団体名と連絡先 
特定非営利活動法人 旭川 NPOサポートセンター 
旭川市 2条通 8丁目 2条ビル３階 
TEL/FAX 0166-27-3383 
E-mail asahinpo@potato3.hokkai.net 
 



環境活動コンソーシアムえこらぼ 
 
１：団体紹介（団体の設立目的や概要など） 
 個々の市民団体・グループが、それぞれの能力を持ち寄り、他の主体との協働の幅を広げ、環境の保

全に対してより効果的な取り組みを進めるための枠組みとして「環境活動コンソーシアム えこらぼ」

を設立しました。環境活動や市民活動の連携を推進し、また、コーディネートすることによって、個々

の取り組みと、協働の取り組みとが、相互に好影響を与えあい、環境保全の推進に寄与することを目的

としています。 
 
２：活動内容の要約 
・長年の活動経験を活かし、札幌市環境プラザで環境相談を担当しています。また、２ヶ月に１度、札

幌市環境プラザの特集展示コーナーを担当しています。 
・メンバーそれぞれのネットワークを活かし、大学等との連携による双方向の学びの場として、「えこ

らぼカフェ」を開催しています。今までに、シリーズ「地球の今を知る」、シリーズ「エコなしくみを

考える」、「えこらぼスピーカーシリーズ」を実施しました。 
・メンバーの得意分野を活かし、エコライフ普及のためのえこらぼ実践講座（エコなお掃除、保温調理）

を開催しました。 
・市民と企業の連携による温暖化防止推進事業として、「大人の社会見学」「情報交流会」を開催。特に、

大人の社会見学は、ユニークな取り組みという好評をいただきました。 
・動物園から考える「持続可能な開発のための教育（ESD）」教材開発を目的としたアンケートやモデ
ルプログラムを通した調査を行っています。また、２月２８日には、「ともにつくるわたしの動物園」

というシンポジウムを開催します。 

 
えこらぼカフェ     動物園の調査（地球環境基金助成事業） 
 



ＮＰＯ法人 さっぽろ自由学校「遊」 

団体紹介 

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

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

語り合い、楽しみながら共に学びあいます。そして、私たち一人ひとりが出会いと共同作業の中で、新し

い社会の担い手としての力をつけていく場をめざしています。具体的には、市民の視点から社会や文化

について学ぶ連続講座（年間 40 コース程度）の開催、講演会や映画上映などの公開イベントの開催、ス

タディツアーの実施、ブックレット等の出版や情報提供、調査提言活動など、様々な形態の「学び」を提供

しています。 

活動紹介 

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

道という地域の中で広め、深めていきたいと考え、2003 年度よりＥＳＤ関連事業を行なってきました。その

取り組みは多様な形態をとっていますが、ここでは 2008 年度に行なった２つの取り組みをご紹介します。 

１）アイヌ民族の権利回復に向けた取り組み 

～ワークショップ「ニサッタ グス チャランケ～明日のための話し合い」の開催（2008 年９月） 

このワークショップでは、アイヌ民族とアイヌ民族以外の者

が、平場での話し合いを通して、アイヌ民族の権利回復と多

民族共生社会の実現に向け何ができるのかを二日間に渡

って話し合いました。話し合いの最後には今後に向けての

行動プランがまとめられ、ワークショップ終了後には、これら

の行動を円滑に進めるために「チ カラ ニサッタ～我らつく

る明日～」というグループを立ち上げました。現在、このグル

ープでは、アイヌ政策に対する提言づくりを進めています。 

２）北海道の地域性に根ざした学びの創造 

 ～第二回 ESD 担い手ミーティング in 北海道「森と海から考える ESD プログラムづくり」（2009

年 1 月） 

北海道内の ESD の担い手や担い手候補のメンバーが集

まる担い手ミーティングを 2008 年 2 月の第一回に引き続き、

EPO 北海道の協力によって実施しました。今回は、「森と

海」をテーマに、海や森林に関わるゲストの報告を元に、

ESD プログラムを実際につくるワークショップを行ないました。

次年度に向けての具体的なプランもでき、道内のESD関係

者の連携をはかるよい機会となりました。 

  

ＮＰＯ法人さっぽろ自由学校「遊」 

〒060-0061 札幌市中央区南１条西５丁目愛生舘ビル２Ｆ 

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

syu@sapporoyu.org  http://sapporoyu.org/ 



NPO法人北海道グリーンファンド 
 
 

a． 団体紹介 
地球温暖化も、原発の不安もない未来をめざし、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、再生可能な自然エネルギーによる市民共同発電所（市民風車

など）づくり、省エネルギーの普及に取り組んでいます。エネルギーは私達の暮らしになく

てはならないものであり、その消費スタイルが地球温暖化の危機を作り出しています。NPO
法人北海道グリーンファンドは、社会全体でエネルギー消費を抑制、削減し、自然エネルギ

ー利用を大胆にすすめ、持続可能なエネルギー社会を市民の手でつくることをめざしていま

す。 
 

b． 活動内容 
◇エネルギーの使い方を抑制・削減し温暖化防止に繋がる暮らし方をするための情報を様々な形

で発信しました。 
・日常生活の中で実践できる省エネ情報を伝える省エネ教室や省エネエコメッセの開催。 
・市民風車を活用した自然エネルギー教室や、小型風車などの機器を活用した体験型の自然エ

ネルギー教室の開催。 
・市民むけ温暖化防止普及啓発冊子の作成。 
・地域電気店と連携し、家電製品の省エネにつながる有効な使い方・選び方を広く消費者に伝

えるためのセミナー開催および、その情報を盛り込んだチラシの作成。 
◇温暖化防止に有効な自然エネルギー市場の拡大につながる仕組みつくりにむけた道内企業対

象アンケート調査実施。 
◇温暖化防止のための自然エネルギー市場拡大に向けたセミナー開催。 
 
c． 写真 

     
自然エネルギーセミナー 省エネエコメッセ 

 
 
d． 団体名・連絡先 

NPO法人北海道グリーンファンド  
〒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/ 

 



特定非営利活動法人 ひまわりの種の会 

 
a.団体紹介 

特定非営利活動法人ひまわりの種の会は、持続可能な社会へ向けて、自然エネルギーの

普及啓発と環境教育を中心とした環境保全活動を行っている。 

 

b.活動内容の要約 

その活動の一環として、既存の「貿易ゲーム」に環境的要素を加えてアレンジした「エ

コトレードゲーム」を開発し、小学校の総合学習などの時間で展開している。 

しかし、エコトレードゲームを実施するためには授業２コマ分（小学校であれば 90 分）

の枠が必要であり、学校関係者からは１コマでも対応可能なプログラムに対する要望を受

けていた。 

そのため、経済と環境のバランスという「エコトレードゲーム」の基本的な考えを踏襲

しつつ、小学校５年生以上を対象として、より短時間で実施可能なこと、ゲームとして楽

しくプレイできることを目標に、新たな環境教育ゲームの開発に取り組むこととなった。 

ゲームの開発は、高知、東京で会の活動に賛同した協力者との連携により、（独）環境保全

再生機構が実施する地球環境基金助成事業の採択を受けて,平成 18 年度からスタートした。 

 子どもが興味を持ちやすいという理由から,カードゲームとして企画を練り、当初は「Ｕ

ＳＩ」というゲームを考案した。「ＵＳＩ」は,名前の通りウシカードが勝敗のカギを握る

環境ゲームで、様々な機会で実践し,意見収集を行ったが、ルールがやや複雑で説明に時間

がかかることなどから、平成 19 年度上期に改良版「ＭＯＥ（仮称）」を開発。そしてさら

なる改良を図り、平成 19 年度下期に「我が国の選択～The Government Choice～」として

完成をみた。 

 

c.活動の様子がわかる写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.団体名と連絡先 

特定非営利活動法人 ひまわりの種の会 

新保 留美子 

札幌市手稲区富丘 6条 7丁目 6-28 

電話/FAX 011-684-7651     メールアドレス rumisunsun@ybb.ne.jp 



ＮＰＯ法人岩手子ども環境研究所 

 
【団体紹介】 

林業とクリーンエネルギーの町葛巻で、標高 700ｍ、14 世帯の集落にある廃校を再利用したエコ

スクール「森と風のがっこう」を運営。「もったいない、ありがたい」を合言葉に、自然エネルギ

ーを取り入れた循環型の生活スタイルを体験できる活動・施設づくりを進めている。コンポストト

イレ・バイオガスプラントをはじめ、環境共生建築のカフェもオープン。現在は旧教員住宅を改修

し、100％自然エネルギーで生活できる滞在施設「エコキャビン」を建設中。北欧のライフスタイ

ルと地場のくらしに学びながら、過去と未来をつなぐ新たな道を模索している。 

 
 
【活動内容】 

●活動名：「森と人をつなぐ森林環境教育拠点作り～グリーンウッドワーク（英国生まれの環境に

やさしい伝統的木工法）の技術移転と普及活動～」 

 
 当研究所を東北地方の森林環境教育の拠点とすることを目的とし、その手段として環境にやさし

い木工法である「グリーンウッドワーク」を普及させていくための活動・体制作りを行った。 
 2008 年 9 月に、グリーンウッドワーク協会から講師を迎え、林業体験と間伐材を利用したスツ
ール（折りたたみできる小さなイス）作りのワークショップ（2泊 3日）を開催。また、2009年 2
月には、当研究所のスタッフのためのグリーンウッドワーク技術研修を実施し、次年度以降、地元

間伐材の有効利用と森林への理解を促すプログラムを継続的に提供できる体制を整え、広くグリー

ンウッドワークを普及させていくための基盤整備を行った。 
 

◆ＮＰＯ法人岩手子ども環境研究所（森と風

〒028－5403 岩手県岩手郡葛巻町江刈 42－

morikaze@mvb.biglobe.ne.jp  http://w
左：材料になる白樺の木を切り出す 
上：足ふみろくろでスツールの足を削る 

のがっこう） 

17  Tel＆Fax：0195－66－0646 

ww5d.biglobe.ne.jp/~morikaze 


