
平成 25 年度「環境保全戦略講座 （生物多様性保全分野）」実施状況の概要 
 

生物多様性をもっと知ってもらうために 

こんなにお世話になっている！ 

生物多様性の伝え方 

 
１．目的・ねらい 

○ 日常生活での「生物多様性」の認知度と理解度の向上という観点を中心に講座を実施し、生物多

様性保全活動のボトムアップを図る。 
○ 日常生活と生物多様性保全活動のつながりを整理して、多くのステークホルダーを巻き込んだ効

果的な行動計画を策定・実行する一助とする。 
 
【大阪編】 

２．実施概要 

（１）開催日時 
本講座   2013 年 11 月 30 日（土）、12 月 1 日（日）いずれも 10:00～17:15 
意見交換会 2014 年 1 月 11 日（土）13:00 ～17:15 

 
（２）開催場所 

おおさか ATC グリーンエコプラザ（大阪市住之江区南港北 2-1-10 ATC ビル ITM 棟 11F） 
 
（３）対象者 

生物多様性保全分野に関して 5 年以上の活動経験もしくは同等の経験を有し、NGO・NPO 等に

所属して生物多様性保全分野における課題解決に向けて積極的に取り組んでいる方 
 
（４）プログラム・講師 

本
研
修
／
本
講
座 

1 日目： １１月 ３０日（土） 
10: 00～11:30 「選択できる消費者になろう～生物多様性保全活動成功の秘訣」 

石井実氏（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科教授 

中央環境審議会委員） 

11:30～12:00  「自然と共生するまちづくりをめざして～生物多様性・堺戦略の策定～」 

石井百合香氏（堺市環境局環境保全部環境総務課主査） 
13:00～16:00 体験・実習「スーパー調査で実感しよう。生物多様性の恩恵」 

①ガイダンス 
「スーパーの調査から生物多様性の恩恵を知る」石井実氏 

②イズミヤ天下茶屋店にて調査実施 
・食品の取り扱い点数などから、多種多品目～つまり生物多様性～に

よって日々の生活が支えられていることを確認 
・野菜、魚、加工品等について表示、産地栽培方法などを確認し、生

物多様性保全に配慮した食品の選択について考える 



16:00～17:00 意見交換 
講座参加者、講師、イズミヤ食品担当者及び営業企画室を交えて、ス

ーパーの調査からわかった生物多様性の恩恵について意見交換 
２日目： １２月 １日（日） 
10:00～10:40 「政策提言やプレゼンテーションスキルと、 

より多くの人に伝わる言葉について」 

膽吹憲吾氏 

（公益財団法人淡海文化振興財団法人スタッフにして農業家） 
10:40～11:30 「都市生活者に生物多様性を伝える方法」 

夏原由博氏（名古屋大学 環境学研究科都市環境学専攻 教授） 

11:30～12:00 ワークショップ① 
生物多様性について、わかりやすく伝えるには？マンダラアートを用

いて、生物多様性保全活動の現状を整理する 
13:00～16:00 ワークショップ② 

・活動において抱えている課題の抽出と整理 
・課題解決に向けて多角的な視点で要因を分析する 
・様々なステークホルダーを巻き込むことを念頭に解決策を検討する 

16:00～17:00 意見交換 
グループごとに検討内容を発表し、専門家も加わって意見交換を行う 

実
習 

１１月３０日（土） 13:00～16:00 

体験・実習「スーパー調査で実感しよう。生物多様性の恩恵」 

①ガイダンス 
「スーパーの調査から生物多様性の恩恵を知る」石井実氏 

②イズミヤ天下茶屋店にて調査実施 
・食品の取り扱い点数などから、多種多品目～つまり生物多様性～によって日々の生

活が支えられていることを確認 
・野菜、魚、加工品等について表示、産地栽培方法などを確認し、生物多様性保全に

配慮した食品の選択について考える 
検 

討 

／ 

実 

践 

行動計画作成、ヒアリング・アドバイス 
 
以下の内容についてメールとＦＡＸにてヒアリング実施 

１．生物多様性の伝え方について参加者自身のテーマは？ 
２．生物多様性を伝えることについてのむずかしさ、課題は？ 
３．むずかしさ、課題をのりこえるには？ 
４．上記について専門家のアドバイスを受けたい場合、その内容とアドバイスを受け

たい相手は？ 
↓ 
質問内容を取りまとめて、専門家（本講座講師）に伝え、アドバイスを受け取る（メー

ルにて） 
↓ 



質問者に、アドバイス内容を伝え行動計画作成の参考にしてもらう。 
加えて、意見交換会の際に質問＆アドバイスをまとめたものを全員に配布して共有する。 

意
見
交
換
会
／ 

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修 

１月 １１日（土） 
13: 00～13:40 専門家のアドバイス① 

「生物多様性の伝え方について」石井実氏 
13:40～14:10 専門家のアドバイス② 

「アジアにおける生物多様性保全について」夏原由博氏 
14:10～14:30 専門家のアドバイス③ 

「伝えたいことが伝えたいように伝わるために」膽吹憲吾氏 
14:30～14:50 専門家のアドバイス④ 

「生物多様性の重要性について知っていただくために」石井百合香氏 
15:00～16:00 みんなの意見をきかせてください 

「私が生物多様性で伝えたいこと、その伝え方について」 
1 人 5～10 分で発表し、質疑応答 

16:00～17:00 意見交換とアドバイス 
本日の全ての内容についての意見交換 
夏原先生、石井先生からアドバイスとまとめ 

 
 

３．当日の様子 

（１）１１月３０日（土） 
 午前中は、まず石井実氏（大阪府立大学）より、生物多様性

とは何か、生物多様性から私たちが受けている恩恵、また身近

な食から考える生物多様性などについて講義をしていただき

ました。大阪の人々にとってなじみ深い「たこ焼き」を題材に、

私たちの生活がいかに生物多様性と深く関わっているか、分か

りやすく教えていただきました。 
 次に、石井百合香氏（堺市）より、生物多様性・堺戦略の紹

介をしていただきました。戦略を作るうえでの苦労や、生物多

様性の大切さを市民に伝えるための様々な講座やイベントの

紹介もしていただき、とても参考になりました。 
 午後からは、イズミヤ天下茶屋店にて、スーパーの食品売り

場にどれくらいの生物があるか、また生物多様性に配慮した食

品があるか、グループに分かれて調査をしました。普段何気な

く買物をするスーパーですが、改めて生物多様性という視点で

見ると、私たちの食卓がいかに多くの生物に支えられているか、

私たちの買物が生物多様性に与える影響が分かりました。また、特に肉・魚や加工食品では、生

物多様性に配慮しているかどうかを見分けられないなどの問題点もありました。 

 
石井実氏の講義 

 
イズミヤ調査 



 調査後の意見交換会では、イズミヤの食品担当の方も交えて、

調査で分かったことや、食品を仕入れる側の考え方、食と生物

多様性の関わり、私たちにできることなどについて、話し合い

ました。消費者としては、どのような食品が生物多様性に貢献

するのか、知識をもって買物をすること、スーパーとしては、

生物多様性に関する認証のついた食品を仕入れたり、消費者に

情報提供することで、生物多様性の保全に貢献できます。 
 
（２）１２月１日（日） 

 午前中は、まず膽吹憲吾氏（淡海文化振興財団）より、コミ

ュニケーション・スキルについての講義から始まりました。伝

わるプレゼンテーションのポイントや、企業や行政などの相手

ごとのプレゼンテーションのコツなどについて、教えていただ

きました。 

 夏原由博氏（名古屋大学）からは、都市生活者に生物多様性

を伝える方法について講義をしていただきました。人間の活動

が生物多様性に与える影響、逆に人間が自然に手を加えるから

こそ守られる生物多様性があること、生物同士のつながりなど、

生物多様性についてより深く理解できました。 
 続いて、生物多様性を分かりやすく伝えるためのワークショ

ップを行いました。「8 つのキーワードを使って、生物多様性を

説明してください」グループごとに、全く着眼点の違う説明が

できました。 
 午後からは、参加者それぞれが活動において抱えている課題

を整理し、解決策を考えるワークショップを行いました。ワー

ルドカフェスタイルで、何度もグループを変えて話し合う中で、

生物多様性に関する様々な考え方や、これまでの経験、取り組

んでいる活動を聞いて、それぞれの活動をより広げていくヒン

トがたくさん得られました。 
 最後の意見交換では、子供たちに普段の生活の中で生物多様

性を伝える語り部を養成する、生活の様々な場面で生物多様性

との関わりを伝えるための物語を作るなど、生物多様性を多くの人に伝えるためのアイデアが発

表されました。 
 
 
 
 
 
 
 

 
意見交換 

 
夏原由博氏の講義 

 
ワークショップ 

 
意見交換 



 
（３）１月１１日（土） 

 まず、ヒアリング・アドバイスにおいて寄せられた質問への

回答も含めて、石井実氏、夏原由博氏、膽吹憲吾氏、石井百合

香氏より、アドバイスをいただきました。石井実氏からは、生

活の中で生物多様性に貢献するためにできる様々な行動の選

択肢について、夏原由博氏からは、ラオスでの生物多様性保全

の状況について、膽吹憲吾氏からは、滋賀県での生物多様性地

域戦略策定に向けての取り組みについて、石井百合香氏からは、

堺市での生物多様性を伝えるための様々な取り組みについて、

教えていただきました。 
 次に、参加者一人ひとりが生物多様性に関する今後の取り組

みを 5 分～10 分で発表し、質疑応答を行いました。篠山での農

業の取り組み、里山を活かす取り組み、ラオスでの取り組み、

間伐材を使った棺など、個性豊かなプレゼンテーションが続き

ました。 
 意見交換では、参加者全員がプレゼンテーションを聞いた感

想と、一番良いと思ったプレゼンテーションを発表しました。篠山での農業の取り組みと、間伐

材を使った棺の発表が、取り組みの実現可能性や着眼点のユニークさから、高評価となりました。 
 最後に、先生方から今後の取り組みについてのアドバイスをいただいて、3 回の講座は終了し

ました。終了後の交流会でも、活発に議論が交わされ、とても有意義な講座になりました。 
 
 
  

 
石井実氏のアドバイス 

 
個人発表 



【滋賀編】 

２．実施概要 

（１）開催日時 
本講座   2013 年 12 月 21 日（土）、12 月 22 日（日）いずれも 10:00～17:15 
意見交換会 2014 年 1 月 25 日（土）13:00 ～17:15 

 
（２）開催場所 

12 月 21 日 新旭公民館（滋賀県高島市新旭町北畑 567） 
12 月 22 日、1 月 25 日 ピアザ淡海 滋賀県立県民交流センター 

（滋賀県大津市におの浜 1 丁目 1 番 20 号） 
 
（３）対象者 

生物多様性保全分野に関して 5 年以上の活動経験もしくは同等の経験を有し、NGO・NPO 等に

所属して生物多様性保全分野における課題解決に向けて積極的に取り組んでいる方 
 
（４）プログラム・講師 

本
研
修
／
本
講
座 

1 日目： １２月 ２１日（土） 
10:10～10:30 地球環境基金について 

鈴木氏（独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金部課長） 

10: 30～11:50 「選択できる消費者を育てよう～生物多様性保全活動成功の秘訣」 

石井実氏（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科教授 

中央環境審議会委員） 
11:50～12:20  「自然と共生するまちづくりをめざして～生物多様性・堺戦略の策定～」 

辻尾匡彦氏（堺市環境局環境保全部環境総務課主幹） 
13:00～15:30 体験・実習「生物多様性の視点から見る農の現場」 

①ガイダンス 
「生物多様性の視点から見た滋賀県の農の現場について」 

海東英和氏 
（滋賀県高島市元市長 NPO 法人未利用資源事業化研究会理事） 

②針江生水の郷にて調査実施 
・地区ぐるみで環境保全に取り組んでいる針江地域で川端、大川の保

全などを地元ガイドの案内により視察 
③針江のんきいふぁーむにて調査実施 
・高島有機栽培研究会のメンバーとして生き物田圃の取り組み（絶滅

危惧種 B 種のナゴヤダルマガエルが復活・繁殖）を進めているのん

きいふぁーむにて、生物多様性保全の状況を調査 
④三五郎さんの船着き場にて調査実施 

・田中三五郎さんが大切に守った、針江大川が琵琶湖に注ぐ手前の内

湖で、生物多様性保全の状況を調査 



15:30～17:00 意見交換 
講座参加者、講師を交えて、調査からわかった生物多様性の恩恵につ

いて意見交換 
２日目： １２月 ２２日（日） 
10:00～10:50 「生物多様性保全が暮らしを守る」 

内藤正明氏（吉備国際大学地域創成学部教授 京都大学名誉教授 

琵琶湖環境科学研究センターセンター長） 

10:50～11:30 「生物多様性保全分野における政策提言や 

プレゼンテーションスキルと、より多くの人に伝わる言葉について」 

膽吹憲吾氏 

（公益財団法人淡海文化振興財団法人スタッフにして農業家） 
11:30～12:00 ワークショップ① 

生物多様性について、わかりやすく伝えるには？マンダラアートを用

いて、生物多様性保全活動の現状を整理する 
13:00～16:00 ワークショップ② 

・活動において抱えている課題の抽出と整理 
・課題解決に向けて多角的な視点で要因を分析する 
・様々なステークホルダーを巻き込むことを念頭に解決策を検討する 

16:00～17:00 意見交換 
グループごとに検討内容を発表し、専門家も加わって意見交換を行う 

実
習 

１２月 ２１日（土） 13:00～15:30 
体験・実習「生物多様性の視点から見る農の現場」 

①ガイダンス 
「生物多様性の視点から見た滋賀県の農の現場について」 

海東英和氏 
（滋賀県高島市元市長 NPO 法人未利用資源事業化研究会理事） 

②針江生水の郷にて調査実施 
・地区ぐるみで環境保全に取り組んでいる針江地域で川端、大川の保全などを地元ガ

イドの案内により視察 
③針江のんきいふぁーむにて調査実施 
・高島有機栽培研究会のメンバーとして生き物田圃の取り組み（絶滅危惧種 B 種のナ

ゴヤダルマガエルが復活・繁殖）を進めているのんきいふぁーむにて、生物多様性

保全の状況を調査 
④三五郎さんの船着き場にて調査実施 
・田中三五郎さんが大切に守った、針江大川が琵琶湖に注ぐ手前の内湖で、生物多様

性保全の状況を調査 



検
討
／
実
践 

行動計画作成、ヒアリング・アドバイス 
 
以下の内容についてメールとＦＡＸにてヒアリング実施 

１．参加者自身のテーマを多くの方に伝え、考えていただく方法として、具体的にど

のようなことが考えられますか？ 
２．課題と、それを乗り越えるには？として記述された内容について専門家のアドバ

イスを受けたい場合、その内容とアドバイスを受けたい相手は？ 
↓ 
質問内容を取りまとめて、専門家（本講座講師）に伝え、アドバイスを受け取る（メー

ルにて） 
↓ 
質問者に、アドバイス内容を伝え行動計画作成の参考にしてもらう。 
加えて、意見交換会の際に質問＆アドバイスをまとめたものを全員に配布して共有する。 

意
見
交
換
会
／
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修 

１月 ２５日（土） 
13: 00～15:10 個人発表とアドバイス、ブラッシュアップ 

2 グループに分かれて 1 人 5 分で発表し、質疑応答 
グループ内で良い発表 2 人を選び、ブラッシュアップ 

15:20～15:50 専門家のアドバイス 
「生物多様性が暮らしを守る Part2」内藤正明氏 

15:50～17:00 意見交換とアドバイス 
各グループで選ばれた 4 人のブラッシュアップ案を発表 
本日の全ての内容についての意見交換 
夏原先生、石井先生からアドバイス 
内藤先生によるまとめ 

 
 
３．当日の様子 

（１）１２月２１日（土） 
 午前中は、まず鈴木氏（環境再生保全機構）から地球環境基

金についての説明をしていただいた後、石井実氏（大阪府立大

学）より、生物多様性とは何か、生物多様性から私たちが受け

ている恩恵、また身近な食から考える生物多様性などについて

講義をしていただきました。 
 次に、辻尾匡彦氏（堺市）より、生物多様性・堺戦略の紹介

をしていただきました。 
 午後からは、滋賀県の農の現場にて、生物多様性の調査を行

いました。海東英和氏（高島市元市長）より、高島の自然や暮らしの様子、生物多様性を守る取

り組みについてガイダンスをしていただいた後、小雨の降る中、調査に出かけました。 

 
海東英和氏のガイダンス 



 針江生水の郷では、湧水を日常生活に活用しており、各家に、

川の水や湧水を引き入れる川端という場所があります。地元の

ガイドの方の案内で、いろいろな川端や地域を流れる川・水路

を巡りながら、暮らしの様子や保全の取り組みについて、お話

しを伺いました。 
 針江のんきいふぁーむでは、立派な古民家の事務所で、代表

の石津大輔氏が田んぼの様子を撮影したスライドを見せてく

ださいました。針江地域では、高島有機栽培研究会のメンバー

として「生き物田圃」の取り組みをされており、その成果とし

て、絶滅危惧種 B 類のナゴヤダルマガエルが復活し、繁殖して

います。残念ながら雨足が強くなり、田んぼはバスの中からし

か見られませんでしたが、スライドには、田んぼに来るたくさ

んの生き物や、季節や年によって様々に異なる田んぼの様子が

写っていました。 
 三五郎さんの船着き場は、針江大川が琵琶湖に注ぐ手前の内

湖で、漁師でいらっしゃった田中三五郎さんが大切に環境を守

ってきた場所です。葦や水草を適度に抜いたり、ごみを掃除し

たりしないと、魚が育たないそうです。道路や住宅地のすぐそ

ばとは思えないほど、静かで美しい風景が印象的で、皆、見入

っていました。 
 調査から戻った後は、調査で分かった生物多様性の恩恵や、

その保全について、またそれらをどのように伝えるかについて、

意見交換を行いました。海東氏や石津氏の取り組みについても

いろいろとお話しを伺い、参考になりました。 
 
 
 
 
 
 
（２）１２月２２日（日） 

 まず、内藤正明氏（吉備国際大学）より、生物多様性保全と

私たちの暮らしの深いかかわりについて、講義をしていただき

ました。人間の生活が生物多様性を崩壊させており、それによ

って人間の生活も持続不可能な状態に陥っていること、持続可

能であるためには、社会全体が自然共生型社会に変わらなけれ

ばならないなど、深く考えさせられました。 
 次に、膽吹憲吾氏より、コミュニケーション・スキルについ

て教えていただき、続いて、生物多様性を分かりやすく伝える

ためのワークショップを行いました。 

 
針江生水の郷調査 
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内藤正明氏の講義 



 午後からは、参加者それぞれが活動において抱えている課題

を整理し、解決策を考えるワークショップを行いました。ワー

ルドカフェスタイルで、何度もグループを変えて話し合う中で、

生物多様性に関する様々な考え方や、これまでの経験、取り組

んでいる活動を聞いて、それぞれの活動をより広げていくヒン

トがたくさん得られました。 
 最後の意見交換では、教育現場やエコツーリズムなど体験の

機会を提供する、地域と協働するためには地元の行事に参加し

て、地域の人との関係を作る必要があるなど、生物多様性を多

くの人に伝えるためのアイデアが発表されました。 
 
 
 
 
 
（３）１月２５日（土） 

 午前中は、2 グループに分かれて、参加者一人ひとりが生物

多様性に関する今後の取り組みを 5 分程度で発表し、質疑応答

を行いました。市民主導の生物多様性戦略づくり、子どもたち

へ但馬牛の素晴らしさを伝えるなど、様々な取り組みがあり、

熱意のこもった発表が続きました。グループ内で優れた発表を

2 名選び、その内容について皆で話し合ってブラッシュアップ

しました。 
 午後は、まず内藤正明氏から、前回の講義の続きも兼ねて、

アドバイスをいただきました。なぜ琵琶湖を守る必要があるの

か？という問いかけから始まり、琵琶湖の環境や琵琶湖を利用

する人々を支えるたくさんの生物の関わり、これからは思想的

にも社会システムもパラダイムシフトが必要であるなど、今回

も示唆に富んだお話でした。 
 次に、午前中に各グループから選ばれた 4 名に、ブラッシュ

アップ案を発表していただきました。カメラを使った生物多様

性の観察、健康で長生きする食生活と生物多様性の関わり、エ

コツアーや木材など森林資源の活用、香りを通して生物多様性

を伝える講座と、それぞれ個性的な着眼点の発表でした。 
 意見交換会では、琵琶湖周辺で四季折々に嗅ぐことができる

香りのマップを作ったらどうか、農業者が農業で食べていける

ような仕組みが必要など、様々な意見がありました。 
 最後に、夏原氏と石井氏よりアドバイスをいただき、内藤氏

から全体のまとめをいただいて、3 回の講座は終了しました。終了後の交流会でも、参加者同士

で一緒に活動する話が出るなど、とても有意義な講座になりました。 
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４．考察（大阪編・滋賀編あわせて） 

 
 全体としては、たいへん有意義な講座でした。 
 講義・体験実習等を通じて、日常生活と生物多様性保全活動のつながりを整理できました。また、

参加者同士や講師との意見交換を重ねることで、より多くの人に生物多様性を伝えられる活動につ

いても、多くのヒントが得られました。 
 最終的に、講座のねらいである「日常生活での生物多様性の認知度と理解度の向上」は達成でき

たと考えます。 
 参加者の活動状況が多様だったため、必ずしも行動計画の策定・実行にはつながりませんでした

が、多くの、また多様なステークホルダーの参加があり、今後のネットワーク形成という意味でも

大きな成果がありました。 
 
 ただし、参加者からのコメントは「いろいろな考え方を知ることができた」「今後の活動の参考

にする」というものが多かったため、必ずしも直接の行動としての成果には直結しないかもしれな

いという課題もあります。 
 直接の行動につなげるためには、例えば、活動の裾野を広げるための具体策（今まで活動に参加

していない多くの人をどう巻き込むか）に絞って検討することが考えられます。また、参加者やそ

の所属団体の現状と課題をもっと具体的に洗い出して、検討し、その解決策を含めた今後の行動計

画を策定することも効果的だと考えます。 


