
 

 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 特定非営利活動法人 おおいた環境保全フォーラム 

代表者 内 田  桂 担当者 内 田  桂 

所在地 

〒870-0901 

 大分市西新地 2丁目 6‐50 ライオンズマンション大洲 304 

TEL: 097－529－5046  FAX: 097－529－5046 

Ｅ-mail:kei_hi.uchida@yellow.plala.or.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

大分市東部地域に生息地にしている国内希少動物種に指定されている雑滅危惧種のベッコ

ウトンボ保護のための生息地での生息環境モニタリング調査及び生息地保全活動を通じて

集まった仲間たちで、平成１８年 5 月に任意団体大分環境保全協議会を結成した。それらの

活動の中で、周辺地域の様々な環境問題に直面し環境保全活動を通じ地域社会に貢献す

ることの必要性を痛感した。会員相互の話し合いの中で活動範囲を環境全般に広げ、県民

のニーズに即した官民協働のパートナーとして、また多様化する環境問題解決のための企

画提案者として、積極的な環境保全活動への参加を実践するためにＮＰＯ法人を設立。 

     

団体の目的 
／事業概要 

 

（目的）国民や一般企業に対して、自然と共生した持続可能な住み良い郷土を次の

世代に伝承するため様々な環境保全に関する情報提供や広報活動及び保全、保護活

動を行い、もって広く公益に寄与することを主たる目的とする。 

（事業概要）環境保護団体として、自然環境（生態系）及び生物多様性の保全、再生活動を

主体に次に挙げるプロジェクトを中心に活動をしている。 

①里山里地保全プロジェクト：里山里地環境を保全し生物多様性を維持するための活動を

地域との協働で実施している。またそれらの活動を通して竹材や間伐材などを活用した地

域振興策を提案し地域との協働による活動を展開している。 

②ため池、湿原保全プロジェクト：地域に根ざした貴重な水辺空間であり憩いと安らぎの場と

しての水環境と生物多様性に優れた生態系の保全活動を地域との協働で実施している。

 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

平成１８年１０月：くにさき市安岐町両子地区 県立自然公園内において台風被害での風倒

木の撤去活動。 

平成１９年１２月：くにさき市武蔵町成吉地区県有林内において民地里山に侵入している竹

林の伐採活動  

平成２０年１月～：別府市東山地区猪の瀬戸湿原保全活動において市民ボランティア団体に

ＮＰＯとして参加。湿原環境の保全目的とした水環境調査活動を実施 

平成２０年２月  ：くにさき市武蔵町成吉地区県有林内において民地里山に侵入している竹

林の伐採活動  

平成２０年４月～：大分市大在地区青崎埋立て地内湿地において希少種ベッコウトンボの保

護を目的とした生息地環境調査及び保全活動。 ４月～１２月（６回実施）  

平成２１年４月～：大分市東部地区において地球環境基金助成事業として希少種ベッコウト

ンボの保護を目的とした生息地創造活動。 ４月～１０月現在（７回実施）  

 

ホームページ http://www9.plala.or.jp/kei_uchida/ 

設立年月 平成２０年 ５月   ＊認証年月日（法人団体のみ） 平成２１年 １月 ６日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）                円 

活動事業費／

売上高（H20）
年間活動事業費／450,000円 

スタッフ／職員数        ０名 （内 専従     名） 
組 織 

個人会員   35 名 法人会員    2 名 その他会員（賛助会員等）    2 名 



 

提 言  

政策のテーマ：地域固有の生物多様性を多様な主体の参画、協働による草の根市民活動で

支える生物多様性モニタリングシステムと自然と共生したまちづくりモデ

ルの構築。 

                   

 
■政策の分野：生物多様性の保全 

・ 

・                       

■政策の手段：行政、ＮＰＯ、市民の協働 

・ 

・ 

 

■キーワード 生態系 生物多様性 地域文化 参加協働 自然共生社会 

 

① 政策の目的 

地域の固有性を重視した市民参加協働型生物多様性モニタリング手法を確立し各地域間を点か

ら線でつなぐ野生動植物等の生息生育地に関する情報ネットワーク構築と情報の共有化を図り、

地球温暖化や人為の関わり方の変化などによる急速な生息環境の悪化や衰退に対し迅速で的確

な対策を講じ､特に絶滅危惧種の保護、保全及び侵略的外来種の影響排除、地域間での生息生育

環境の保全再生を重点施策として実施することを目的とする。 

 

② 背景および現状の問題点 

２０世紀の様々な人類の社会経済活動がもたらした地球生態系の不健全性は、今世紀になって目

に見える形で顕在に現れ始め、我が国でも温暖化による気候変動や社会経済活動の変化等で急激

に絶滅危惧種が増加し生物多様性の減少が深刻化している。 

このような刻々と進行する環境負荷に起因する生息環境の消失や減少は、むしろ奥山などにある

原生自然地域より長期間、人間の関わりの中で維持管理されてきた中山間地域の里地、里山で起

き、現在我が国のＲＤＢに記載されている雑滅危惧種の５０％以上が里地、里山地域に生息生育

していることからこの地域での生物多様性の保全が重要な課題となっている。 

我が国では環境省による緑の国勢調査（自然環境調査）やモニタリングサイト１０００及び民間

ＮＧＯなどによるモニタリング調査が各地で実施されているがそれらの多くは調査地域が局所

的であったり、調査間隔が５年以上と長いなど現在問題となっている急激な環境変化による生物

多様性の減少に追いついていないのが現状である。 

これらの課題を整理、分析し、以下に問題点を列挙する。 

ア）動植物を調査し同定するための各地域を網羅する専門家等の絶対数が不足している。 

イ）中央集約的な縦割りの調査体制のため調査結果の情報集積に時間がかかり調査対象地に偏向

が見られるなど十分な生物多様性の現状が反映されていない。 

ウ）現在実施されている多くのモニタリング調査は情報精度を重視するためにはそれ相応の費用

と時間が必要となり長期間、継続した生物調査情報の取得が困難である。 

 

これらの問題点を解決するには多少調査精度は落ちるが個別地域に詳しい地域住民や市民団体 

などの参加した長期間、継続できる生物モニタリング体制の構築が不可欠である。さらに調査結

果の検証や確認を行える情報収集システムの整備で効率的で正確な情報を得ることが可能とな 

り突発的な生息地の劣化や環境負荷の増大に対し迅速で効果的な対策が可能となる。 

 

 

 

 

団体名：(特定)おおいた環境保全フォーラム

 

担当者名：代表理事  内田 桂 



 

③政策の概要 

地域に精通した多様な主体の参画した地域全体を網羅した生物モニタリング体制の構築と地域 

情報を分析、評価する地方行政機関や地方情報を集積データ化する国の役割が重要となり地域の

生態系を支える重要な要素である生物多様性を評価、保全するためには地域固有の生物多様性を

重視した将来の世代に受け継がれる継続的な生物多様性モニタリングと情報収集システムの構

築及び各地域間を結ぶ生物生息情報ネットワーク化の推進が最重要課題である。 

本政策は､我が国の自然形成の主要部分は地域文化に支えられた特性化した生態系と生物多様性

が存在することから、地域に根ざした活動をしている地域ＮＰＯや地域に精通した住民などの参

画した永年的に継続した生物多様性モニタリング体制を構築し､モニタリング調査手法とデータ

収集技術を次の世代へ継承することで各地域の特性を考慮した順応的管理手法による予防原則

を重視した生物多様性の保全など自然システムとの共存、共生社会の再構築を図るものである。

この場合重要なことはモニタリング調査方法等マニュアルの標準化と地域指導員の育成である。

各地域でモニタリング調査を企画､運営する住民や市民団体は必要な範囲の情報を効果的、継続

的に得ることができ頻度の高い調査が可能である反面、情報精度の低さやばらつきという問題点

がある。生物等の識別、同定などに相応の専門知識が必要であることから各フイールドでの環境

学習を兼ねた地域生態系を学び理解や知識を高め調査精度や信頼度を向上させるための指導員

や調査員を育成するための指導員育成セミナーや野外自然観察授業を定期的かつ継続的に実施

する。 

 

④政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

地域から集められた生物情報データを正確に分析、評価する地方行政機関と地方から集まった生

物情報データを集積、整理し精度の高い全国生息情報をデータ化し公開する国の担当機関の役割

が重要となる。以上の施策を実施する為の実施体制は次の通りである。 

 

                     環境省(生物多様性センターなど)  

全国で画一化された調査マニュアルと調査票の開発及び情報集積システム等の利活用の

推進 

      ［全国生息地情報(マップ化等)］↓↑［地方の生物モニタリング情報データ］ 

                    地方行政機関(都道府県) 

         各地域からのモニタリング情報の集積、分析、評価し地域保全再生計画の立案 

            ↓↑［地域モニタリング指導員-10名程度／１地域］ 

          ＊ 区域割りされた市民参加型モニタリング調査会組織２０～３０グループ／地方 

  （住民・ＮＰＯ・市民団体などが主体で構成された調査グループ）   

・年４～５回程度の環境学習を兼ねたモニタリング 

             調査員の育成のための野外生物観察授業の開催。 

・各分野の専門家による専門性を高める為のモニタ                  

     リング指導員の育成講座等の開催。 

⑤政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

 

（実施主体）地域住民やＮＰＯ等市民団体で組織した自然動植物調査会 

 

       （連携、協働）↓↑     

                    （推薦、要請） 

専門家等で組織したモニタリング指導員 ← 地方行政機関（都道府県） 

             

 

 

 

 

 

 



 

⑥政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 

○地球温暖化により今後100年間に平均気温が3℃上昇するとすれば、現在の生態系分布は緯度

方向に約500km、標高では500mは移動しなければならない。多くの動植物は生息生育域の急激

な変化に適応出来ないおそれがある。現実に今私たちの周辺では、これまでに生息していな

かった南方系のトンボや蝶の飛来や鳥の目撃など数々の異変に直面している。また高冷地に

生息生育している動植物はより北方、高緯度への移動を余儀なくされ、それに追いつけない

種は絶滅の道を歩むことになる。この様に刻々と起こる気候変動による動植物の生息生育地

の移動情報や目撃情報に対し的確な状況分析や迅速な保護対策を取ることができる。 

○近年人間の自然システムへの過度の負荷や関わり方の縮小などで生息生育地の消失や劣化、

生物種の減少など生物多様性は危機的な状況に置かれている。生物多様性は人類の生存基盤

であり文化の根源でもある。里山などの地域の生物多様性とそこに根ざした文化は一体であ

り密接なものである。一地方の最小単位の地域から地域特性を持つ自然と関わり自然とふれ

あう文化を再構築し次世代への継承する活動への発展が期待される。 

○多くの住民や市民団体の参加した継続的なモニタリング調査は自然の知見を広め、生き物へ

の興味、知識を高め環境学習効果の向上が期待でき、地域の特性を生かした様々な形態の自

然環境の保全活動や自然と共生したまちづくりの計画立案等の基礎情報として活用できる。

 

⑦その他・特記事項 

現在、環境省等で実施している各種モニタリング調査等のＧＰＳ情報収集システムなどの利活用

が本政策の効果的な運営に有効であると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 熱帯林行動ネットワーク（ＪＡＴＡＮ） 

代表者 原田 公 担当者 川上 豊幸 

所在地 

〒 160 –  0022 

 東京都新宿区新宿１丁目 23-16 第二得丸ビル３階 

TEL:03－5269－5097    FAX:03－3341－2277  

Ｅ-mail:jatan@jca.apc.org 

設立の経緯 
／沿 革 

 

 1986 年にマレーシアで開催された国際会議において、熱帯林保護のために活動

する世界各国の NGO の要請を受け、日本の市民と団体によって 1987 年に設立され

ました。 

団体の目的 
／事業概要 

 

熱帯林をはじめとした世界の森林保全のために、森林破壊を招いている日本の木

材貿易と木材の浪費社会を改善するための政府、企業、市民の役割を提言し、世

界各地の森林について、生物多様性や地域の住民の生活が守られるなど、環境面

、社会面において健全な状態にすることを目指しています。 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

1987 年 熱帯林の保護を目的として任意団体として設立 
1990 年 サラワク・キャンペーン委員会を発足、自治体キャンペーンを開始 
1993 年 インドネシアとカナダの森林・先住民問題シンポジウム開催 
1997 年 森林に関する政府間パネル(IPF4)、地球温暖化防止会議(COP3)に参加 
2000 年 インドネシアの違法伐採に関する活動開始 
2002 年 持続可能な森林経営による木材の利用推進のための調査・提言活動開始

 2006 年 熱帯材ユーザーへのサプライチェーン管理取組み促進活動開始 

・インドネシア合板調査と TFT（欧州の持続可能な木材購入グループ）訪問 

・森林生態系に配慮した木材製品調達アンケートを森林ＮＧＯ五団体で実施。 

・政府の違法伐採対策提言活動に参加開始 

2007 年 紙パルプ、製紙用伐採に関するセミナー3回開催 
・TFT インドネシア現地調査、国内熱帯材ユーザー企業のヒアリング 
・インドネシア合板のための森林伐採に関する現地調査報告会開催 

2008 年 熱帯林と熱帯林材製品に関する調査 

・TFT ワークショップの開催(東京と大阪)を他団体と共に共催 

・国内家具業界調査(福岡県大川地域)の実施 

2009 年 

・ 熱帯林由来のコピー用紙のカーボン排出量推計調査と提言活動 

・ 泥炭湿地林保全のための調査およびリアウ州先住民族のキャパビル支援 

・「消える熱帯林はどこへ？インドネシアから日本へのメッセージ」を開催 

・UNFCCC COP15 バンコク準備会合、コペンハーゲン会合に参加 

ホームページ  http://jatan.org  

設立年月 1987 年   1 月   ＊認証年月日（法人団体のみ）  年  月  日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）                円 

活動事業費／

売上高（H20）
7,133,050円 

スタッフ／職員数       ５ 名 （内 専従 ０名） 
組 織 

個人会員 約 450 名 法人会員   ３名 その他会員（賛助会員等） ９ 名 



 

提 言  

政策のテーマ グリーン購入法での森林認証制度の比較評価導入による生物多様性保全

 
■政策の分野 

・社会経済のグリーン化 

・自然環境の保全、地球環境問題への対応                       

■政策の手段 

・制度整備および改定 

・調査研究 

 

■キーワード グリーン購入 森林認証制度 比較調査研究 生物多様性保全 持続可能性基準

 

① 政策の目的 

森林認証制度の基準・実態について、生物多様性保全の観点から比較検討し、政府として、個々

の森林認証材が、真に持続可能な森林経営が営まれている森林からのものであるかどうかを確認

する。グリーン購入法における政府調達制度における基準として、持続可能な森林経営を実施し

ているのかどうかを検討し、グリーン購入法などの基準として利用する。これら確認調査は、グ

リーン購入法のみならず、民間レベルの認証材選択に影響を与えることが可能であり、それらを

通じて、真に森林保全、生物多様性に寄与、生物多様性保全に資する。 

② 背景および現状の問題点 

 違法伐採対策として、グリーン購入法においても証明方法として認証材が利用されるなど、重

要度を高めてきているが、様々な認証制度が乱立しつつある。個々の認証制度には様々な違いが

存在しており、これらの認証制度の違いを示すことには重要な意味がある。「持続可能な森林経

営が営まれている森林」からの産出に係わる確認については「木材・木材製品の合法性・持続可

能性の証明のためのガイドライン」を参照することとなっているが、現在、どのような認証材で

あっても「持続可能性」を証明できる。しかし、認証制度の中には、絶滅危惧種の生息地を伐採

したり、世界遺産クラスの価値を持つ森林を伐採するなど、生物多様性保全に配慮できていない

ものも含まれている。これら問題のある認証制度は、環境保全上、有効に機能しているとはいえ

ず、森林認証材であったとしても、持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出とは言え

ない。よって、政府として、個々の森林認証材が、真に持続可能な森林経営が営まれている森林

からのものであるかどうかを確認する必要がある。欧州各国においては、それぞれの政府として

認証制度の比較研究を実施しており、政府調達基準に利用している。 

③ 政策の概要 

 個々の森林認証制度（FSC、PEFC、AFS、LEI、SGEC、SFIなど）を比較するための指標策定を行

う。特に、この指標においては、生物多様性を含めた環境配慮、社会的配慮などを考慮して作成

する。その上で、これら比較のための指標に照らして、個々の森林認証制度を比較検討する調査

を行う。基準そのものの比較はもとより、実際の運用状況に関する情報収集を行い、レポートを

作成、公表し、個々の森林認証制度が、持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出を示

す認証制度であるかどうかを確認し、公表する。 

 グリーン購入法において、持続可能性指標に基づく、優先利用などの明示的な差別化を行い、

利用促進を図ることにより、政府調達および、グリーン購入法を参照している地方自治体、企業

などの調達方針の改善を通じた生物多様性保全を実現していく。 

 

 

団体名：熱帯林行動ネットワーク 

 
担当者名：川上豊幸 



 

④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

 

 グリーン購入法の特定調達品目検討会における改定論議を開始 

 ↓ 

「持続可能性」の確認方法、持続可能性指標に基づく優先利用などの明示的な差別化 

 森林認証制度関連部分の変更提案 

 

 森林認証材の比較検討のための指標、スコープ検討委員会の選定、設置 

 ↓ 

 森林認証材の比較検討のための指標、スコープ検討委員会開催→指標、スコープの決定 

 ↓ 

 森林認証材の比較検討委員会の選定、設置、開催 →レポート作成作業 

 ↓ 

 森林認証材の比較検討委員会のレポート公表 

  

 グリーン購入法の特定調達品目検討会等の政策決定プロセスで、比較検討委員会の検討結果を

受けて、持続可能性指標に基づく優先利用などの明示的な差別化、確認方法に関する関連部分の

変更決定 

 ↓ 

 パブリック・コメント実施 

 ↓ 

 閣議決定 → 実施へ 

⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

 

 政策の主要な実施主体は、グリーン購入法なので、環境省（環境省総合環境政策局環境経済課

）が基盤としての実施主体となる。ただ、実際に森林認証材の比較検討を行う主体は「指標、ス

コープ検討委員会」と「森林認証材の比較検討委員会」となる。 

 

 これらの委員会委員には、認証制度について詳しい学識経験者（大学教員など）、認証機関等

の実務者、ＮＧＯ関係者、企業関係者等が対象となる。ただ、これら森林認証制度に関する情報

については、海外の識者、関連機関、ＮＧＯなどからの情報提供を得る必要があるために、調査

活動、事例研究については海外の研究者やＮＧＯなどを含めて、広く協力していくこととなる。

また、民間でグリーン購入を推進する「グリーン購入ネットワーク」や、エコマークを担当する

「（財）日本環境協会エコマーク事務局」との連携しながら、政策実施に向けての調整を行って

いく。 

 

 

 

 



 

⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 

 

 現在、様々な森林認証制度が導入されてきているにもかかわらず、森林認証材に関する適切な

情報提供が行われておらず、グリーン購入法においても全く区別されていない。提案している政

策実施を行うことで、グリーン購入法が意図している持続可能性の実現を満たしている森林認証

の優先利用政策を導入することによって、本来意図していた政策を実施することができる。 

 また、海外で実施されているように、政府調達の調達基準策定プロセスの一環として、森林認

証制度を評価し、公表、パブリック・コメントプロセスを経ていくことによって、森林認証制度

に関する理解が深まることになる。また、森林認証材には、いろいろなものが存在しているとい

う状況を伝えることで、それぞれ認証材への関心を高め、意図していた効果（合法性証明ツール

なのか、環境配慮としての生物多様性価値の保全なのか、循環型経済社会の実現など）が、それ

らの森林認証材によって担保されているのかどうかを確認することが可能になる。適切な森林認

証材を購入することによって、生物多様性保護などの環境保全の実現することが可能となるとい

う効果も期待できる。 

⑦ その他・特記事項 

欧州各国においては、すでに、各国毎に、様々な森林認証制度を比較検討する制度を導入しており、

定期的に検討を進める体制ができている。この制度実施においては、それらを参考にしつつ、実施し

ていくことが可能である。 

 



 

 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 特定非営利活動法人 人づくり 街づくり 環境づくり 

代表者   理事長 髙木 晋 ｽｽﾑ 担当者  担当者   小林  義幸 

所在地 

〒285-0862   千葉県佐倉市新臼井田 28-1 

TEL:043－461－6585 FAX:043－461－6585 ｹｲﾀｲ 090-4545-5509  

Ｅ-mail: a.blue.comm.planet@onyx.ocn.ne.jp 

設立の経緯 

／沿 革 

(1)当初①(Ａ)印旛沼の浄化（水道水取水源として不名誉な我が国一の汚染度の）

 (Ｂ)引きこもりの基 児童の児童期の仲間、戸外自然遊びの実現。(C)地域経 

済振興と街づくりを  ②定年層の実社会で培った 地域で貴重な知識、体験等

の地域還元を図る 市民の地域貢献活動を誘発する 地域起爆剤的モデル事業

の実践から始まり (2)現在下記の(Ｄ)～(Ｇ)活動迄に取組みは広がっている。

団体の目的 

／事業概要 

 

(1)目的：永年の不景気 １昨年の米金融破綻に伴う 地場経済の構造的低迷と 

閉塞感漂う地場経済の再生、振興を老人を核とする市民の力の結集で提唱。

(2)事業概要：上記(A)～(C）に加え （D）放棄、荒廃水田の復元、保全 (Ｅ) 

  地域温暖化 雨水の地下浸透、涵養観点の上総掘りの実践 （F）都市再生、

  街づくり、地場産業、地域雇用の創出 （G）市民が憩い、学ぶ自然、環境 

公園の提唱と モデル公園の造成、実現。 

活動・事業実績 

(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 

 

(A)印旛沼の浄化提唱活動：2ヶ所に浄化再生装置を設け 実験と提唱。 

(B)小学生と幼児の 2 種の自然遊びの実施。小学生年 20 回 200 名参加 

(C)街づくり、地場経済振興の策定委員会応募論文 2 種提案したが意図的

  に落とされている。 

(Ｄ)①放棄田復元、維持運動は 3 年目を迎える。②今般自治体の市民の 

  農業協働と振興案公募に応募し 市民参加の農業振興を提唱中。 

(E)伝統工法継承と 雨水の地下浸透、涵養も意図する上総掘りの実施 

(F)前項(Ｃ)で街づくり振興活動もするも 意図的に委員会から排除され

る 

(Ｇ)上記(Ｆ)構想の一つとして ①(Ｂ)の外遊び提唱活動「もう一つのが

  っこう」運動と ②自然、環境公園化を提唱し 私設モデル公園の造成

ホームページ  Http://tatsunokomura.blog25.5c2.com 

設立年月 1999 年 2 月   ＊認証年月日（法人団体のみ）2005 年 12 月 26 日 

資本金/基本財産        ０ 円 活動事業費/売上高（Ｈ20）  ２,185,000 円 

スタッフ／職員数      3 名 （内 専従    １ 名） 
組 織 

個人会員  160 名 法人会員  ０ 名 その他会員（賛助会員等）   ２ 名 



 

提 言  

政策のテーマ 地元印旛沼の浄化から始める 地域水循環、浄化、生物多様性向上運動 

 
■政策の分野 

・① ② ④ ⑤ ⑥ ⑨ ⑩ ⑭ 

・                       

■政策の手段 

・① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩・ 

■キーワー

ド 

温故知新 自然浄化作用活用 水の地域循環 ｺﾐｭﾆﾃｨ ﾋﾞｼﾞﾈｽ 地場産業創出 

 

① 政策の目的 

(1)世界共通の水汚染問題を 無動力、無燃料の嘗ての水道製造方式で 安価にコミュニティビジネス

創業、地域雇用創出型の事業化で 自治体宛て「売水」形式を採り 市民力で実現する。 

(2)最終目的は ①地域の水循環システムの構築と ②地域高度水処理クラスターの構築である。 

(3)また資金力の不足している後進国に対しても 市民交流、現地自立型の国際協力を図る。 

② 背景および現状の問題点 

(1)当地は都心通勤者ベッドタウンとして無秩序な開発で 貴重な水資源の印場沼を汚水の放流先と 

して汚し（不名誉な我が国一の汚染度）一方水道水原水源として活用して 且つその上 

(2)①京葉工業地帯の工業用水供給のため土手を嵩上げで水量を増し ②地元工業団地の無秩序な地 

 下水汲上げ ③封鎖沼故のヘドロの濃縮、増量は ④沼内湧水の力を削ぎ 水草 在来魚を駆逐し 

(3)当事者＝県は 人口半減 農業終業 工場閉鎖の2030年の浄化を目指し?無為無策の儘である 

③ 政策の概要 

(1)当印旛沼は霞ヶ浦 琵琶湖と異なり水深が浅く 水量が少ないので 嘗ての水道水製造方式の「* 

  緩速濾過」方式で 砂、砂利に棲息する 細菌、バクテリア、水中昆虫幼虫等が 汚れを捕食する

  動力、燃料不要の自然のメカニズム「*谷川の伏流水」作用の適用で十分浄化出来る。昨年暮れの

(2)弊会装置の採取水質計測で BOD 0.7mg/ℓ 迄 水道水評価 1級 AA基準迄浄化し得た。 

(3)此のシステムの特色は 汚水汲上げ以外は 動力を不要とし従って燃料が不要で 現行唯一解決策

で左程効果が上がらず 膨大な経費の掛かる「曝気法」への優位性策は 明らかであるし 装置 

製作も単純で 市民レベルの製作で事足り 下記理由でコミュニティビジネスとなり得ると思う。

(4)資金的に 自治体上下水道局に 中水状態で納め 製造コストを吸収する「売電」ならぬ｢売水｣ 

方式が財政逼迫の現在一番現実性がある。（唯当面納入輸送管のある処に浄化場は限られるが） 

(5)当提案の本来の目標は ①下水網の行き亘らぬ直接放流水の法規制を含めた「高度浄化槽」と組合

わせた集合浄化による 現下水ネットワークに付加する 経費の掛からぬ「並列型」浄化ネットワ

ークの付加構築であり ②農業排水、調整池の浄化を加えた「地域水循環活用」にある。更に引込

んだ水に混じるドジョウ タニシ等養殖業で 農業の副収入化の地場産業創業、活性化でもある。

(6)汚染問題に悩む市民レベルの国際浄化協力と此れを支える地元高度産業クラスター の構築もある。

団体名：特定非営利活動法人 

    人づくり 街づくり 環境づくり 

担当者名： 髙木  晋 



 

④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

(1)汚水の排出種別毎の実証実験と*浄化手法の研究 

①*実験装置製作、設置と 運用保守管理の経費の獲得と 実証実験実施 

(A)印旛沼沼水浄化（現在の成田・甚兵衛地区より 臼井地区への移設） 

(B)農業排水の浄化（現在建設予定の酒々井の農業排水路） 

(C)家庭直接放流箇所の浄化（郊外農村地区） 

 ②*実権装置の浄化種別毎の工夫 

(2)下記全体システム構築と グランドデザイン化、導入の予算化と 実施の仕組みづくり 

(3)実施主体の検討 

  (農業排水システム)    （直接放流家庭）       （印旛沼）  

 PC 操作技倆無く図表化出来ません。 

 

⑤政策の実施主体（提携・協力主体があればお書き下さい） 

主体：弊会「人づくり 街づくり 環境づくり」 

・総指揮担当            髙木  ・設計担当        小林、日笠 

・システム設計、制御機器考案担当 池内、古谷・工事担当           朝比奈、小林、日笠

・渉外              髙木、升崎・理論構成               吉田  

PC操作技倆が無く 全てを旨く御せません。 済みません。 

⑥政策の実施により期待される効果（具体的に書きください） 

(1) 嘗ての安全な水道製造技術として 1990 年代からまた欧米先進都市で復活した この方式は 浄化

度が高く 安全で施設製造も単純、安価故コミュニティビジスに成り易く 従って印旛沼浄化 

方式に打って付けである。 

(2) 特に汚水吸上げ時以外は ①高価な燃料を必要とする ②動力部が不要で浄化コストは殆ど掛か

らず ③装置も単純で市民技術で 製造可能となり コミュニティビジネス化が可能である。 

(3) 面白いことに揚水と共に流入するドジョウ タニシ モロコ 川エビ等の稚魚介類が 汚れと 

夏場湧いて出る藻と 藻に住み付くミジンコを食べ 餌遣り不要で育つので 農家の副業として 

淡水養殖業が成り立ち得る。 アユの好物のメロシラ藻も魚の高級餌となるであろう。 

(4) 沼周辺の田んぼを借上げ 印旛沼浄化と 淡水魚介類養殖の農家の新しい副業化が立上がろう。 

 

 



 

⑦その他。特記事項 

(1)上欄の進展により ①浄化の新事業創業化が可能となり 将来は自治体の下水道処理の受託も可能

となろう。（嘗ての宮城県三春町の例では 人件費削減 １/10 全体経費は 1/5 となり 此の浮

いた経費の一部で 更なる印旛沼浄化 地域水循環型地域が招来されよう。） 

(2)従来汚水処理から漏れていた ①市外、遠隔地の民家の直接放流 ②農業廃水 ③工場や施設の 

  排水 ④調整池の浄化と その Network 化浄化が促進されるだろう。 

(3)地域の水循環志向の高まりで 水田の冬期湛水が増え 湧水の涵養等で ①湿地の保全 ⑦印旛 

   沼の水草の繫茂で 渡り鳥の越冬も可能となり また谷津田等での生物多様性が促進されよう。 

  嘗ては極東最大の飛来地であったが（利根川から印旛沼迄の）渡り鳥の飛来が汚染故途絶えた印旛

沼は ロシア 中国の棲息地の劣化により生存が脅かされている渡り鳥の 飛来,保護地として国際

環境面の我が国の貢献となろう。 

(4)地域の水処理企業が集まり出し 徐々に協業も行い 技術の高度化に伴い 水処理の高度技術 

 Clusterを構築し 国際的企業の輩出が見られ 此処佐倉市に地場産業が育ち 雇用の創出も可能と

なろう。 

(5)今世紀末に予想される水不足（地域水循環で） 汚染で汚れに汚れた貧しい地域の水の浄化に 

  市民レベルで交流の浄化協力が実現可能である。 弊会の「上総掘り」（地下水の汲上げと合わ 

せて。） 

 (注)沼の底質ヘドロは 以上とは別処理になり  廃油でヘド ロをレンガに焼結し（どの自治体も 

失敗しているので 販売は行わず） 市民に無料で配り 街頭装飾の街美化、街づくりに利用する

のが賢明であると思っている。 

 

 

 

 











 

 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 特定非営利活動法人 サイカチネイチャ－クラブ 

代表者 小野 正之 担当者 小野 正之 

所在地 

〒984-0812 宮城県仙台市若林区五十人町８５番地 

  

TEL:022－352－6810 FAX:022－352－6810  

Ｅ-mail: snc-salvia-j@basil.ocn.ne.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

平成 6年 8月自然保護任意団体として発足、設立、平成 15 年 5 月法人化、仙台市

青葉区西部、宮城県仙台市蕃山斎勝沼緑地環境保全地域、サイカチ沼緑地公園内

遊歩道を中心に月例自然観察会を主宰開催、平成 22 年 1 月現在で 186 回実施、環

境省、宮城県、仙台市などの行政機関及び環境 NGO の主催事業、委員会に参加、

こどもエコクラブ事務局、国連大学「仙台広域圏 ESD・RCE 運営委員会メンバ－と

して参加、協力、仙台市認定（市長）「緑の団体」等、活動実績は多数です。 

 

 

団体の目的 
／事業概要 

 

仙台市青葉区西部、宮城県の緑地環境保全地域内、サイカチ沼緑地公園遊歩道を

定点自然観察地拠点とし、東北各地（国立公園、国定公園、県立公園、県自然環

境保全地域・緑地環境保全地域など）の自然観察を通して自然保護並びに「地球

環境」を考える環境教育を実践すること、その啓発活動に寄与すること、更に、

仙台広域圏 ESD・RCE 委員会に参画し、未来ある子供たちの地球環境を保護し、

環境教育の支援を実践するもの。 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

・月例自然観察会 186 回実施、 
・平成 15 年(財)アース基金協会表彰、 

・平成 15 年 8 月「センス・オブ・ワンダー」R・カーソン映画上映会主宰 

・平成 16 年「イヌイットアート展・仙台委員会、表彰、 

・平成 15 年 4 月より平成 21 年 3 月まで地球環境基金助成を受け、「こどもエコク

ラブ」支援活動を実施した。「こどもエコクラブ」支援は現在も継続中である。

・平成 15 年～16 年、文部科学省「NPO 等と学校教育との連携の在り方についての

実践研究事業」モデル事業、宮城県宮城広瀬高等学校へのコーデイネーター 

 及び同事業、宮城県教育委員会事務局委員会委員 

・平成 20 年 1 月「地球環境市民大学校」「環境 NGO と市民の集い」企画協力 

・仙台市立小学校複数校、ゲストティーチャー、会員複数名協力、現在に至る。

・例年、宮城県、仙台市幼稚園保育士研修会講師、協力参加、現在に至る。 

・仙台市西部、コミュニティモデル・ワークショップ事業委員会参画、協力、 

現在実現に向け進行中。 

・生物多様性センター「いきものみっけ」事業、宮城県幹事、報告数団体 2 位 

・国連大学「仙台広域圏 ESD・RCE 運営委員会」認定、ESD 活動団体として参画。

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

設立年月 平成 ６年 ８月   ＊認証年月日（法人団体のみ） 平成１５年 ５月 ２日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）          －      円 

活動事業費／

売上高（H20）
3,500千円 

スタッフ／職員数    １１  名 （内 専従   １ 名） 
組 織 

個人会員 ６８ 名 法人会員  ０ 名 その他会員（賛助会員等）  １ 名 



 

提 言  

政策のテーマ 
国定公園を廃止、「地域サンクチュアリ及びビジターセンターの創設」に

よる生物多様性の保全             

 
■政策の分野  

・自然環境の保全 

・環境教育・ESDの推進                       

■政策の手段  

・生物多様性の保全、生物多様性国家戦略 ・自然とのふれあいの推進・環境教育 

・学習の場、機会の提供 ・コミュニテイテイ・ビジネス、エコ・ビジネスの促進 

■キーワード 生物多様性の保

全 

地域サンクチュ

アリの創設 

自然再生・保護 環境学習推進ネ

ットワーク 

エコ・ビジネス

の促進 

 

① 政策の目的 

現在、日本の自然を保全する国家的な地域として国立公園、国定公園などあるが、これらを整理

し、一部国定公園は昇格して国立公園に、また県管理所轄地域を見直して、特定保護地域サンク

チュアリ指定し、その管理を民間NPO、NGOに委託する。同時に「ビジターセンター」を設置、統

一された管理、保護する制度を創設する。これにより、現在管理が不徹底な国定公園、特化すべ

き地域、県自然環境・緑地環境保全地域の生物多様性の保全を促す。暫時国定公園を廃止する。

② 背景および現状の問題点 

日本には豊かな自然が多く認められるが、国立公園として厚い保護を受動している指定地は、ビ

ジターセンターにより保護、管理が徹底しており、これらの地を訪れる市民、愛好者も十分な説

明と守るべき利用法の指導がなされている。一方で、国定公園、県立公園などは、保護、維持管

理方法、指導法などが不徹底であり、管理委託の自治体が観光を主とする行政窓口であったり、

放置されていたり、保護、管理に程遠い状況下にある。具体的には、高山植物をなぎ倒すなどの

事例も発生しており（蔵王国定公園）、国定公園、県立公園、自然環境・緑地環境保全地域の保

護、管理の不徹底が各地で問題となっている。生物多様性の保全とは程遠い現状の問題がある。

③ 政策の概要 

各県に委ねられている国定公園、県立公園に各県の指定している自然環境・緑地環境保全各地域

も含めて、生物多様性に富んだ国定公園は国立公園に昇格、他は「地域サンクチュアリ」指定を

検討し、各地域にビジターセンターを設置する。目的は、指定地域の「生物多様性の保全」と地

域を利用する市民のための情報提供とマナー、遵守事項の徹底、保護管理を実施する。運営、運

用規定は国立公園・ビジターセンターに準ずる。また、これら地域には地域NPO・NGOと提携して

、数名の「エリア・レンジャー」（仮称）を配置し、所定の役割を分担して行うこととする。実

施にあたっては、同時に全国展開は不可能であり、モデル地域で2，3年の施行後、暫時国定公園

の廃止を目指す。 

団体名：NPO 法人サイカチネイチャークラブ

 
担当者名：代表理事 小野正之 



 

④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

１）国定公園から国立公園認定地域の選択（原則昇格が望ましい） 

２）国立公園選択外の国定公園に各県県立公園、自然環境・緑地環境保全地域を含め、「地域サンク

チュアリ」指定地域を選定、指定する。最終的に国定公園を廃止する。 

３）２）地域内の県あるいは地方自治体の設置している施設内に「サンクチュアリ・ビジターセンタ

ー」を統合し、地域NPO・NGOと連携しながら「サンクチュアリ・エリアレンジャー」を選任、配

置する。 

４）経費は、国、地方自治体で所定負担とし、担当所管は各地、生物多様性センター、環境省地方事

務所とする。 

５）地方毎に所管内検討会を開催し、問題提起、解決のための提言を行う。 

６）始動のため、センター、配置人員、車両、管理用具など適切に準備する。その後、必要用具類、

機能については適宜審査会を通じ、対応するものとする。 

７）エリア内の巡回を原則日常的に実施する。 

８）エリア内の生物多様性データの把握、調査を綿密に励行し、これを記録、保管する。 

９）必要に応じ、環境省地方事務所所管担当と活動、実態について報告、検討会を設ける。 

１０）軽犯罪法違反の切符発行権限を一部警察活動の摘発行為権限を委託することとし、悪質な違反

行為を阻止するねらいを「サンクチュアリ・エリアレンジャー」に委ねる。 

⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

１） 環境省生物多様性国家戦略による国定公園の見直し、指定 

２） 環境省生物多様性センターと各地域の連携した「生物多様性の保全」教育実施。 

３） 環境省、各都道府県担当による「地域サンクチュアリ」指定地域の選択（複数県域） 

４）「地域サンクチュアリ・ビジターセンター」の設置、他施設との併合 

５） サンクチュアリ・ビジターセンター最寄のNPO・NGOの協力募集 

６） サンクチュアリ・ビジターセンターのNPO・NGOへの委託 

７） 軽犯罪法違反摘発権を一部委嘱（実行は難しいが、悪質違反の警告がねらい） 



 

⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 

「地域サンクチュアリ及びビジターセンター」の設置は、自然豊かな地域の情報発信と利用方法

について明確な支持と管理指導が実施されることにより、地域の生物多様性の保全と同時に、自

然保護について関心を高める効果が期待できる。また、近隣の温泉等観光業団体と連携して、自

然を生かしたグリーン・ツーリズムの活発化が可能となる。一方、NPO・NGOの専門的な知識を有

効に利用することは、学校などと連携によって環境教育の実践が可能となり、同時に学校の負担

を軽減できることとなる。定年退職者などの「生きがいみっけ」、生涯学習の機会提供や活動の

場を提供できることになり、各活動を通して、生物多様性の保全を徹底周知出来る効果が期待さ

れる。 

⑦ その他・特記事項 

１）生物多様性の保全に関する施策は、国として方針を徹底するべきであり、現在の国定公園などの

ように県に委託している状況は、逼迫した財政難の各県、自治体の生物多様性の保全を維持でき

る体制ではない。 

２）各県の担当は、生物多様性の保全に配慮した十分な支持、指導が末端の町村担当まで行き届かず

、現場は惨憺たる状況に陥って、問題が大きくなって実態を知ることとなっており、これを改善

しなければ生物多様性の保全は望めない。 

３）法制度改定は時間を要するが、運用方法を抜本的に変えることによって「生物多様性の保全」が

即効性のある管理方式として有効となると考えられる。 

４）NPO、NGOに協力を要請することにより、人員コスト、管理徹底が現場に直接的に浸透することが

可能となる。 

 



 

 

 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 特定非営利活動法人 栃木県環境カウンセラー協会 

代表者 近藤 和雄 担当者 市川 恭治 

所在地 

〒321-0962 

 栃木県宇都宮市今泉町３１８番地 

TEL:028－627－1216     FAX:028－627－1216  

Ｅ-mail:ecomiura@cameo.plala.or.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

栃木県環境カウンセラ－協会は、環境カウンセラ－制度に基づき登録された栃

木県内の環境カウンセラ－の有志が集まり、「専門的な知識を少しでも社会に役

立てたい」と平成１０年に結成し、その後平成１３年に特定非営利活動法人とし

て認可され、現在に至っている。 

 

 

 

団体の目的 
／事業概要 

 

【目的】 
市民及び事業者に対して、環境改善等に関する事業を行い、環境保全に寄与する

こと。 
【事業概要】 
・環境問題改善に関するカウンセリング事業 
・環境に関する講演会、イベント等の企画開催事業 
・環境保全に関する助言、提言事業 
・環境教育支援事業 
・環境に関する機関紙発行等による広報事業 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

平成２１年度の主な活動実績 
・栃木県主催「ＥＡ21 セミナ－」「ＥＡ21 自治体イニシャティブ・プログラム」の講

師として支援 
・宇都宮市役所の環境マネジメントシステムの監査 
・環境監査員ＣＰＤ研修会の開催 
・環境学習会の開催（６回） 
・出会いの森自然観察会＆ホタル探勝会の開催 
・鬼怒川自然探勝会の開催 
・農地・水・環境保全向上対策事業での生き物調査の支援（３０回） 
・とちぎ夢大地応援団として那須町芦野地区の館山城址斜面の藪払い作業を実施 
・「もったいないフェア－宇都宮」「宮っこフェスタ」「エコテック＆ライフ 2009 とち

ぎ」等のイベントに出展 

ホームページ http://www16.plala.or.jp 

設立年月 任意団体としての設立 平成１０年６月  ＊認証年月日（法人団体のみ）平成１３年１１月１日

資本金/基本財産 
（企業・財団） 財産 １,１０８,７８５ 円 

活動事業費／

売上高（H20）
活動費 ３,００５,２３８円 

スタッフ／職員数   理事 １０名 （内 専従 ０名） 
組 織 

個人会員 ４６名 法人会員  ０ 名 その他会員（賛助会員等）  ０ 名 

 



 

提 言  

政策のテーマ 栃木県版生物多様性戦略の一環としてのエコツーリズム     

 
■政策の分野 

・自然環境保全 

・持続可能な地域づくり                 

■政策の手段 

・予算・資金措置 

・調査研究 ・地域活性化と雇用 

・環境教育 ・人材育成・交流 ・組織・活動 

■キーワード 生物多様性保

全 

サスティナブル 保全と活用 新産業創出 自然体験型教育

 

① 政策の目的 

 生物多様性の保全は、地球温暖化防止活動と共に今や国際的な課題となっている。我が国の場

合の多様な生物は、人里周辺に比較的多い。これを保全・維持管理するためには、その地域の農

林業を中心とした地域産業と関連しなければ継続性は保証されない。栃木県版生物多様性戦略と

してのエコツーリズムを推進し、地域産業の活性化と連携した持続性のある保全策を提言する。

② 背景および現状の問題点 

 栃木県は日光や那須を始めとして自然環境資源が豊富である。また首都圏に近郊で交通の便が

発達している。潜在的にはエコツーリズムによる適地を多く抱えるが、現状はほとんど観光旅行

に毛が生えた程度のものしか行われていない。一方栃木県の生物多様性の保全については、最も

多様な生き物が見られる田んぼ周りや里山が、農業の衰退や管理放棄などにより著しく多様性が

低下しつつある。平成19年度からスタートした農水省の事業「農地・水・環境保全向上対策」（

５年間）が当県でも実施され、当県は唯一生き物調査を義務づけている。県内375箇所で実施さ

れ、毎年約7000人もの子供達が参加している。自然教育としては大きな成果を上げると同時に、

地域における生き物の保全の取り組みの必要性が痛感させられた。この成果は地元のみならず、

年の子供達にも是非参加してもらいたいと考える。体験型エコツーリズムとして将来に渡って継

続させたい。 

③ 政策の概要 

 田んぼや里山の生物多様性を維持管理し、より向上を図るためには持続性が担保される事業性

が必数である。農林業の片手間にできるものではない。栃木県型の体験型エコツーリズムとは、

こうした農林業者と提携して、都市部からツーリズム客を招聘し、生き物とのふれ合いを始めと

して、食文化、癒し、祭り、収穫、植裁への参加などの他、草刈りやゴミ拾いなども体験しても

らい、同時に都市と農村との交流を図ることも含む。こうした事業による収益の一部を生物多様

性保全の経費とする。季節や地域、自然環境の現状、地元団体など様々な要因を分析して、複数

のメニューを用意し、ツアー客のニーズに応えられるようにする。 

  

 

団体名：特定非営利活動法人  

    栃木県環境カウンセラー協会 
担当者名：市川恭治 



 

④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

 本政策の実施のためにまずは、栃木県版エコツーリズムの推進マニュアルを作成する。作成に当た

っては栃木県内の現状について、基礎的な調査（宿泊施設・ツアー対象地の環境・季節的な問題・栃

木県の様々な特性など）を実施する。次に「農地・水・環境保全向上対策」事業実施の推進者である

栃木県及び栃木県土地改良区連合会との協議を進め、事業参加団体にヒアリングを行う。次に複数の

観光事業者との協議を行う。ツアーガイドやインストラクターの養成を進める。県内の代表的なモデ

ル地区を２～３箇所選定し、社会実験を実施する。その成果を踏まえて全県に波及させる。 

 本ツーリズムの特徴は、栃木県の環境や食など５感を通じて体験できると共に、生き物の保全活動

に直接参加していただくことにある。  

 

◎事業のスケジュール（５年で事業化を目指す。） 

１．１年目は基礎的調査と関係機関との協議 

２．２年目は栃木県版エコツーリズムマニュアル作成 

３．３年目は県内数カ所で社会実験 

４．４年目も場所や形態を変えての社会実験 

５．事業化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

                 

 

 

 

           

 

 

 

基礎調査 

栃木県版エコツーリズムの

推進マニュアルの作成 
関係機関との協議 

農地・水・環境保全向上対策

事業参加者へのヒアリング 

観光事業者との協議 ツアーガイド・イン

ストラクター養成 

社会実験 

事業実施 

栃木県版エコツーリズム研究会の結成 



 

⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

 当面は栃木県環境カウンセラー協会内に専属の機関を設けて人員を配置し、研究を始める。マニュ

アル作成後は、行政、専門家、地元住民、観光業者などでつくる研究会で実施に向けた協議を進める

。 

⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 

１． 都市住民に体験型エコツアーの機会を提供できる。 

２． 地元への経済効果が期待でき、将来新しい産業創出が考えられる。 

３． 都市と農村の交流が活発化する。 

４． 地域の生物多様性の継続的な保全活動が可能となる。 

５． 栃木県環境カウンセラー協会としての力の発揮するべき分野が与えられる。 

６． 栃木県の様々な魅力をアピールできる。 

７． 栃木県での事例が全国へと波及させられる。 

⑦ その他・特記事項 

提案の内容が環境省に対してではなく農水省にすべきという考えもありますが、生物多様性やエ

コツーリズムは農水省、国交省、文部科学省など多方面にまたがります。しかし、これからはあく

まで環境省が音頭をとって、関係省庁連携で進めなければ多くのムダを生んでしまいます。地球温

暖化問題でも環境省が主体で進めなければ解決しません。こうしたこれまでの縦割り型を乗り越え

る提案と考えています。 

 



 

 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 ＮＰＯ法人 ビオトープ・イタンキ in 室蘭 

代表者 大 西  勲 担当者 （ 同 左 ） 

所在地 

〒 050-0085 

       北海道 室蘭市 輪西町 ２丁目１２－５ 

TEL: 0143－43－5253     FAX: 0143－44－4837  

Ｅ-mail：ohie_biotop_itanki@yahoo.co.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

平成１０年 活動スタート。 

      失われゆく室蘭の湿原の生き物を集め、繁殖・保存を試みる。 

平成１４年 任意の会「ビオトープ・イタンキの会」発足。 

      子ども達の自然体験と湿地再生を両立させる「獲物のあるビオトー

      プ」の実現を行政に働きかける。 

平成１７年 ＮＰＯ法人として認証・登記。 

平成１８年 現地での造成可能になる。 

平成２１年 水域造成は約 1000 ㎡となり、ほぼ計画の５０％の進捗となる。 

団体の目的 
／事業概要 

 

 身近な自然を復元し「獲物のあるビオトープ」を作ることにより、子ども達の

健全な生長と郷土の緑化に寄与することを目的としています。 
 子ども達が小さな生き物にかかわるということは、現実にはその生き物を死な

せてしまうことがほとんどです。しかし、このことの積み重ねの中からこそ命の

はかなさと大切さが理解されてゆきます。 
 現地での造成が可能となった平成１８年以降は、子ども達の参加を得て、新し

くできた池にオタマジャゥシや淡水魚を放流したり水生植物を植えつけるなどし

て自然回復の促進を図りました。回復が進むにつれ、自然体験学習や観察会が可

能になってきました。 
 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

 活動のスタートは平成１０年まで遡りますが、なかなか行政の理解を得ること

ができず、長い準備期間がありました。 
 平成１８年「公園施設設置の許可」が出るようになりましたが、「許可」は予算

措置を伴いませんので、寄付・助成を仰ぎながら事業を進めてきました。 平成

１８年１５㎡、１９年３００㎡、２０年４００㎡、２１年２００㎡の浅い池・水

路の造成を行い計画のほぼ５０％の進捗となりました。 
 
 自然の回復は順調で、繁殖した淡水魚トミヨを狙ってカワセミも姿を見せるよ

うになりました。数十名の小学生が長靴にアミを持って参加する自然体験学習や

トンボの羽化、ホタルなど季節のテーマに沿って当ＮＰＯが呼びかける観察会も

次第に受け入れ可能になってきました。また、トンボや魚が捕れるという話が伝

わって、アミを持った親子連れの訪れも増えてきました。 
 子ども達が自由に遊びかつ採集もできる「獲物のあるビオトープ」が実現しつ

つあります。 
 

ホームページ http://biotope-itanki.hp.infoseek.co.jp/ 

設立年月 平成 １４年 ５月   ＊ 認証年月日（法人団体のみ） １７年 １月 ２１日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）                円 

活動事業費／

売上高（H20）
円 

スタッフ／職員数        名 （内 専従     名） 
組 織 

個人会員 ５２名 法人会員   ２名 その他会員（賛助会員等）    １５名 



 

提 言  

政策のテーマ  「獲物のあるビオトープ」づくりを進める    

 
■政策の分野 ④自然環境の保全 

・ 

・                       

■政策の手段 ⑤施設等整備 

・      ⑧環境教育の推進 

・ 

 

■キーワード 獲物のある ビオトープ 子ども達の 環境教育 生物多様性保全

 

① 政策の目的 

 近い将来、温暖化の影響が顕著に現われてくる困難な時代を生きることになる現在の子ども達

に対し、自らも地球生物の一員であることをあらためての実感する機会をつくることにより、彼

らが困難克服の力を得る一助とする。 

 

② 背景および現状の問題点 

 提言募集の文にも有る通り「地球温暖化の問題は人類にとって最大の課題である」ことは今日

共通の認識となってきつつあります。しかし、この課題の「解決策」については認識共有とは程

遠い現状です。将来の痛みを実感できないことが原因ですが、政治・経済の分野に身を置く人々

に特に酷いものがあります。近い将来、影響がさらに顕在化し、否応なしに「対策」を迫られる

困難な時代を生きることになる子ども達が今置かれている状況について、上記の政策分野に限定

して問題提起します。 

 

 子ども達が身近な自然に接する機会がますます失われてきています。進行する都市化と都市部

への集中により、子ども達の周囲から自然が失われてきていることが原因です。さらにテレビゲ

ームなどバーチャルな体験が生活時間の大きな部分を占めるようになってきています。これまで

も学校での「トンボ池」や「ビオトープ」が推奨されてきましたし、それなりに効果を上げては

きましたが「見るだけよ！捕っちゃだめよ！」というものでは、子ども達の五感に訴えるために

は全く不十分と言わざるを得ません。 

 

③ 政策の概要 

 この対策の一つとして「獲物のあるビオトープ」づくりを進めることを提言します。 

 

 具体的には、各地の実情に合わせて対応すべきですが、小学校が数校から十数校程度のエリア

に一か所程度、適地に一万から数千㎡規模のビオトープを作ります。造成など基盤整備は行政の

仕事ですが、再生する自然の具体的な内容の決定や維持・管理等は各地の自然保護団体が指導を

担当します。 

 もともとその土地にあった自然は再生力が強いので、子ども達が自由に遊びかつ採集しても十

分に再生します。現在、絶滅が危惧されている種の多くも繁殖力が弱いためではなく、繁殖の基

盤となる「土地そのものを奪われた」ためであり、環境が準備されるのであれば、子ども達の遊

びに十分耐えることができます。それには、子ども達の入込み数に応じた広さが必要であり、生

き物の繁殖・再生のためにも、まとまったある程度の広さが必要であって、これが「一万から数

千㎡」規模の広さです。 

団体名：ＮＰＯ法人  
ビオトープ・イタンキ In 室蘭

担当者名：  大 西  勲 



 

④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

 

 実施には以下のような諸問題が考えられます。 

１）土地の確保 

２）再生する自然の具体像の策定 

３）造成工事 

４）自然再生の活動 

５）利用と維持  

 

１）３）は行政が中心になって解決すべき項目ですが、目的からいって「土地」は繁華な平地で

ある必要はなく、河川敷や公園なども含めて各地の実情に合わせて選定すれば良いことです。造

成は規模が大きいので業者施工になりますが「箱もの」に比べれば費用は十分の一以下です。 

 

２）４）は、その地方ですでに自然保護などに活動している人々が中心になるでしょうが、組織

化の面で行政の協力が必要なケースがあるかも知れません。 

その地方にもともと有った自然の再生は、準備の段取りがつけばあとは文字通り「しぜんにふ

えて」ゆきます。時間と人手はかかりますが、予算はあまりかかりません。趣旨に賛同してボラ

ンティアで活動してくれる人も多いと思われます。 

 

５）は小学生の子ども達の「自由な遊びと自然体験学習」です。遊びによる「荒れ」は黒子役の

サポートが有れば一層速やかに回復します。 

⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

 

 既存のもので適切なものは無いと思われますので、自然保護団体などその土地・地方の「自然

」に詳しい人々を取り込んだ形で予算執行できる組織が必要になるでしょう。ＮＰＯ法人が受け

皿になり得るケースもあるでしょう。 

 土地の確保や造成工事など予算措置の必要な部分を除けば、これら自然に関心の強い人々の協

力は不可欠であり、また、方針が示されれば、ボランティアを含め進んで参加してくれる個人、

団体は多いと思われます。 



 

⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 

 

 将来への教育的効果を目的としている提言ですので、文字通りの「具体的効果」を書くことは

できません。 

 

 子どもの頃に身近な自然に接することなく成長することにより失われるもの、家庭内でのこと

、教育現場でのこと、報道される事件等に関すること、様々な場面で多くの人々により多くのこ

とが語られ、身近な自然の必要性が言われています。 

 

 いま「地球温暖化の問題が人類最大の課題であることが共通認識」となってきつつあるとき、

この視点から「身近な自然回復」の問題を捉えてみることも必要です。 

 気候変動に関する「問題の存在」については共通認識にはなってきていても、その「解決策」

については認識の共有には程遠い現状です。６８億を突破して増え続ける世界の人口が８０億に

達するころ、「顕在化」の深刻化により「強い」対策が迫られることになります。まさにグロー

バルな変化の中で、日本も独り変化をまぬかれることはできません。この困難な時代を生きるこ

とになるのは、現在の子ども達であり、それに続く世代です。 

 

 多くの対策が必要とされるであろう中で、前記の「政策分野」についての一つの提言です。 

「獲物のあるビオトープ」で身近な自然に接しつつ生長することが、自らも「地球生物の一員」

であることの実感を育み、この困難な時代を生き、困難を解決してゆくことの一助となるでしょ

う。これが期待される効果です。 

 

 身近な自然の喪失は北海道にあっても深刻なものがあります。歴史を逆転させるのではなく、

現実の中での一つの提言が「獲物のあるビオトープ」です。 

 従来も行われてきたビオトープ作りとの違いは、子ども達の五感に訴えるために、トンボ捕り

、魚すくいをやって「手で捕まえる」「獲物のある」ことに力点を移すことです。そのためには

回復可能な規模が必要になります。 

⑦ その他・特記事項 

 

 



 

 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 Green TV Japan LLC 

代表者 水野 雅弘 担当者 大瀧 陽子 

所在地 

〒150-0033 

 東京都渋谷区猿楽町 16-1 代官山 RGB 

TEL: 03－3464－0964    FAX: 03－3464－3100 

Ｅ-mail: info@japangreen.tv 

設立の経緯 
／沿 革 

・2006 年 4 月に英国でスタートした環境専門映像 Web メディア（www.green.tv

）の日本事務局として 2006 年 7 月、提携合意書を締結。 

・2006 年末より、エコプロダクツ等の日本国内の環境イベントのレポート番組等

の英語版を制作し、英国 Green TV より番組配信。 

・2007 年 7 月には、日本語版サイトをスタート。30 本程度の番組配信でスター

トした日本語版サイトは、毎週 3本の番組配信を継続し、現在では、400 本程度の

自然環境や地球温暖化、生物多様性や CSR 活動等に係る映像番組を無料配信中。

団体の目的 
／事業概要 

 

Green TV は、世界の環境に係る様々な映像番組を提供することで、視聴者と共に

考え、行動し、未来の地球のために情報を共有していくメディアを目指している

。また、個人参加型・発信型のメディアを創造し、市民、生活者一人一人が持っ

ている情報を共有してもらい、場を提供することで、多くの感動と未来の豊かさ

の追求を目指す。 
・ Green TV 日本語サイトの運営事業の推進 
・ 環境や CSR に係る映像の制作 
・ 環境教育の推進 

その他、環境に係るイベント企画等 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

・映像コンテンツの制作と映像配信支援 
⇒中央省庁や NPO/NGO、企業の方々と共に、数多くの映像を制作し、環境ブ

ランディング訴求のための映像配信支援を実施。 
例）「里山イニシアチブ」プロモーション映像（2009.03） 

経産省 カーボンフットプリント普及映像(2009.10) 
環境省 生物多様性映像 (2009.12) 

・未来の担う子供たちへの環境教育推進 
⇒2008 年 6 月、住友信託銀行と共同で、Green TV の番組を活用した小学生向

け環境教育の授業の実施。 
⇒平成 21 年度環境政策提言において、「映像を活用した環境教育の推進」が採

択され、今後環境省と共同での推進を予定。 
・生物多様性の普及・啓蒙活動 

 ⇒来年の国際生物多様性年、名古屋で開催される COP10 に向けて、生物多様性

を映像でわかり易く伝えるサイトを、2009 年 9 月にオープン。 
・環境映像コンテンツの提供  
⇒映画館やテレビ番組、環境イベント、ショッピングセンター等、様々な施設

に対して、環境映像番組を提供。 
ホームページ http://www.japangreen.tv/ 

設立年月 2008 年  4 月    

資本金/基本財産 
（企業・財団）       20,000,000円 

活動事業費／

売上高（H20）
       2000 万 円 

スタッフ／職員数     12   名 （内 専従   5  名） 
組 織 

個人会員    名 法人会員    名 その他会員（賛助会員等）    名 



 

提 言  

政策のテーマ 
市民参加型の生物多様性保全における普及・啓発活動による 

「ホームエコロジカルネットワーク」の形成        

 
■政策の分野 

・④自然環境の保全 

・⑨持続可能な地域づくり 

・⑩環境パートナーシップ                      

■政策の手段 

・⑦監視・測定 

・⑧実践的環境教育・ＥＳＤの推進 

・⑬国民の参加促進 

 

■キーワード 環境教育 生物多様性 エコロジカル 

ネットワーク 

市民参加型 庭 

 

① 政策の目的 

本政策の目的は、一般の市民を対象に、生物多様性の重要性を肌で感じる場を創出し、市民自

らが生き物についての関心を深め、その保全に携わることである。 

2010 年は、国際生物多様性年であると共に、愛知県名古屋市において「生物多様性条第 10 回

締約国会議（COP10）」が開催されることから、生物多様性の意味と保全の重要性の本質的な理解

と実践的な行動が求められており、COP10 議長国となる日本の生物多様性問題に対する取り組み

は世界が注目する重要な課題である。 

そこで本政策では、市民自らが参加できる生物多様性活動の一環として、最も身近な各家庭の

庭や学校のビオトープなど、小さくても生き物が生息できる環境があるところを「生き物に優し

い庭」として登録し、それらを結び付けることで生物多様性のネットワーク、すなわちエコロジ

カルネットワークの形成を目指す。 

最も有効な環境教育は、市民自らが参加し五感で感じるものであり、こうした活動は家庭、学

校、地域へ広がり、そのネットワークをつないでいくことにより、生き物を尊ぶ思いやる心、感

性を子供から大人まですべての人々に普及し、「生き物と暮らす」ライフスタイルを実現できる

と期待している。 

② 背景および現状の問題点 

１）Green TV Japan の役割と新たな挑戦 

これまで Green TV Japan は、映像を使って市民や企業の環境意識の向上と普及・啓発に取り

組んできた。生物多様性に関してもその重要性を生物多様性特設サイトを通じて訴えてきたが、

「生物多様性」という概念は非常に捉えにくく、とりわけ市民の認知度は気候変動と比較すると

顕著に低い。 

そこで、市民への生物多様性の普及・啓発のための具体的なアクションとして、「庭」という

プラットホームに着目し、家庭において最も身近な生き物の保全に取り組むことで、生き物に対

する思いやりの気持ちを育み、市民が主体の生物多様性保全を推進する。これは、国家戦略とし

ての生物多様性保全活動の基盤を、市民と共に築いていくことにつながると考えられる。  

２）市民自らが参画する生物多様性活動の意義 

生物多様性の問題に対しては、政府や企業が少しずつ動き始めている一方で、先に述べたとお

り市民の関心は低く、自らの生活の中でそれを意識する機会が非常に少ないと感じられる。 

こうした背景には、市民ひとりひとりが「生物多様性の本質」とその保全のために「自分に何

ができるのか」が分からないという現状がある。温暖化対策として省エネが叫ばれる中、生き物

を守っていくための活動というのはまだ具体的に提示されていない。 

私たち日本人の生活は、古来より生物多様性と密接に結びついており、‘里山’に代表される

通り、自然と共存しながら生きてきた。その子孫である私たちの意識の中には、自然と生き物の

団体名：Green TV Japan LLC 

担当者名：大瀧 陽子 



 

恩恵に感謝しながら暮らしていくための感性が備わっており、その意識を開花させ、生物多様性

の保全に結び付けていくことは大変重要な課題であり、そのニーズは今後ますます高まっていく

ことが予想される。 

３）全国エコロジカルネットワーク形成の可能性 

日本全国には、家庭の庭や学校の校庭、地域の公園や中小企業の屋上緑化や庭園など、多くの

緑地が点在している。実は、こうした緑地の一つ一つが生き物の棲み処であり、最も身近な生物

多様性の宝庫である。これらの棲み処を結び付けることで、「エコロジカルネットワーク」つま

り生き物の生息地をつなぐネットワークが形成される。 

しかし、人々の最も身近にある自然や生き物は、その価値がしばしば見過ごされてしまいがち

である。こうした身近な緑地の生き物を見直す活動を全国に広めていくために、Green TV Japan

は「ホームエコロジカルネットワーク」と題し、市民の最も身近にある生きものの棲み処を登録

し保全していく活動を推進していく。 

③ 政策の概要 

現状の問題点を踏まえ、以下の具体的政策を提案する。 

１）地域に根ざした庭づくりガイドラインの作成 

・日本は、南北に広がる多様な土地と気候を有し、それに伴い多様な生き物が各地域に生育する。

したがって、各地域に生息する在来生物を守っていくことが、日本特有の生物多様性保全につな

がると考えられる。 

・そこで、地域ごとに特有の生き物ガイドラインとして、市民がその地域に本来生息する生き物

（植物・動物・昆虫など）を理解し守っていくための教材を、環境省が主体となって作成する。

・これは、生物多様性を国民一人一人に啓蒙するための自然学習教材となる。 

２）市民による生き物に優しい庭づくり（ネイチャーガーデン） 

・上記のガイドラインに基づき、各家庭の庭において、市民自ら

がそこに住む生き物について調査を行う。 

・生き物に適した生育環境を考えた生き物に優しい庭（ネイチャ

ーガーデン）をつくり、守っていきたい生き物のリストを作成す

ることで、未来の社会をつくる子供たちをはじめ、そこに暮らす

市民一人一人の家庭における実践的な環境教育を促す。 

３）「ホームエコロジカルネットワーク」への会員登録 

・ホームエコロジカルネットワークの広がりを視覚的に捉え、生

き物のデータを蓄積していくための情報ポータルサイトを開設する。 

・ネイチャーガーデンを実現した市民が、ホームエコロジカルネットワーク会員に登録し、そこ

に棲む生き物のリストや生息環境のデータを継続的にレポートする。 

・希望者には、会員 ID 入りの登録証（プレート）を発行することにより、参加意識とモチベー

ションを高めるとともに、地域住民間のコミュニケーションツールともなる。 

・本ネットワーク会員費により、登録手続き事務コストや登録証（プレート）制作費、広報活動

費用（チラシ・イベント）を賄う。 

４）市民から始まる全国エコロジカルネットワークの形成  

・点在する個々の「ネイチャーガーデン」をつなげていくことで、「ホームエコロジカルネット

ワーク」が形成され、さらに地域の学校のビオトープ、街の公園などの公共緑地や中小企業の屋

上緑化や庭園なども巻き込むことが地域全体のエコロジカルネットワークが形成される。 

・さらにデータベースに蓄積されるデータをもとに、全国各地の生きもの分布を把握することが

可能となり、それぞれの地域に見合った生物多様性保全の効果的な実施にもつながる。 

④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

1) ネイチャーガーデン推進委員会の発足 

ネ イ チ ャ ー ガ ー デ ン 事 務 局 (Green TV Japan) 、 自 治 体 ( 鎌 倉 市 ) 、 地 域 NPO 、

生き物アドバイザー（環境省他） 

2)「ホームエコロジカルネットワーク」特設会員ポータルサイトの構築 

 a)地域に根ざした生き物ガイド作成・公開  

b) 生き物データベースと情報ポータル基盤作成 

 

ネイチャーガーデンの定義
※身近な生物多様性保全に参加する

在来種を
知り
学ぶ

身近な
生きものの

生息地を守る

身近な自然
観察

生息地を
つなげる

＜保全意識＞ ＜環境教育＞

＜エコロジカル・ネットワーク＞

生きものと人間の

共生社会

「いのち大切にする暮らし」

調べて、学び、守って、つなげる活動



 

3) 鎌倉市におけるモデル事業の実施 

 a)鎌倉の地域 NPO 団体が主体となり活動の普及・啓発 

b)推進委員会それぞれのホームページでの告知 

 c)各種イベントでの呼びかけとチラシ等の配布 

4) 市民の参加登録 

 a)家庭での生き物に優しい庭づくり 

b)「ホームエコロジカルネットワーク」への会員登録 

5) 登録審査と登録証の発行 

  a)登録アドバイザーによる庭の適正審査（郵送・ウェブ） 

  b)希望者への登録プレート発行（事務局より） 

6)「ホームエコロジカルネットワーク」の形成 

  a)鎌倉市内に点在する庭の登録情報蓄積とネットワークの可視化 

  b)市民による庭の継続的な生き物レポートの収集 

  c)情報ポータルサイトにおける会員登録者への情報提供 

7) 下記についても積極的に実施する 

  a)自治体や中小企業への登録推進  b)鎌倉市のモデルを検証し他の地域への展開から 

全国エコロジカルネットワークの形成を目指す 

⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

政策の実施は、ネイチャーガーデン推進委員会が連携して行う。 
 ・地域の生き物ガイドの作成：環境省が地域の自治体と協力して行う。 
 ・登録事務、情報ポータルサイトの運営・管理：ネイチャーガーデン事務局 
・登録アドバイザー（候補）：堂本暁子氏（元千葉県知事）、川嶋直氏（日本環境教育フォー

ラム）、川廷 昌弘（CBD市民ネットワーク運営委員普及啓発作業部会長）、関健志氏（日

本生態系協会事務局長）、山田海人氏（鎌倉在住 いきものみっけアドバイザー） 
・市民への普及活動：推進委員会全体で普及・啓発を促す。 
この他、生物多様性保全の重要性や生き物に優しい棲み処の作り方を訴求する映像コンテンツ

の配信をGreen TV Japanが特設会員サイトを通じて行っていく予定である。 

⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 

a）市民参加型の実践的生物多様性保全活動 

大人から子供まで誰でも参加できる生物多様性活動を通じ、未来の社会を担う子供達の環境教

育を最も身近な‘家庭’において実現する。生き物と暮らすライフスタイルを実現することで、

生き物の大切さを五感で感じることが生物多様性の意義と重要性を認識することにつながる。 

さらに、四季折々に変化する庭の生き物情報を継続的にレポートし、その情報を公開していく

事により、市民の参加意識を高めるとともに、一過性ではなく持続的な活動を推進する。また、

継続的なレポートにより、地域の外来種の侵入や温暖化の兆候などの認知にもつながる。 

ｂ）全国エコロジカルネットワークの形成 

ホームエコロジカルネットワークは、地域レベルから人々の身近に点在する生き物の棲み処を

つないでいくことにより形成され、ネットワークを地域から全国レベルに発展させる事により、

日本全国でエコロジカルネットワークの面的な広がりを形成することにつながる。家庭において

身近な生き物を守っていくことから、日本に本来根付いてきた‘自然と共生する持続的な社会’

の構築を実現できる。 

ｃ）自治体の環境活動推進と地域活性化 

本政策は、市民の意識を高めることで、地域の野生動植物

の生息場所の保全を市民が実践していく事で、地域の生態系

保全を実現すると共に、人と自然がふれあう機会を創出する。 

これは、鎌倉市の第二期環境基本計画にも準ずる事項である。 

また、モデル都市「鎌倉」は、庭園という概念の発祥地で

あると共に、年間1800万人が訪れる観光都市であることから

街を訪れる人々がネイチャーガーデンのプレートを発見し認

知することによる訴求効果は非常に高いと考えられる。 
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③広報支援
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市民・中小企業・団体 鎌倉市
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保全
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里山参加

呼び掛け

②メンバーＩＤ
発行プレート送付

①登録申請

ホームエコロジカルネットワーク

メンバー加入

会員費により経費拠出

登録手続き料（事務コスト）

プレート（立て札）制作・送料

広報活動費用（チラシ、イベント）



 

 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 特定非営利活動法人 野生生物保全論研究会 JWCS 

代表者 小原 秀雄 担当者 鈴木 希理恵 

所在地 

〒 105-0012 

 東京都港区芝大門 1-11-2 三條マンション 202 オフィス WOL 気付 

TEL: 03－5425－6323     FAX: 同左  

Ｅ-mail: info@jwcs.org 

設立の経緯 
／沿 革 

 

1980 年代終わりごろ「環境」がブームになる一方で、新しい概念や科学技術が野生生

物の保全を阻害する方向に使われるようになってきた。これに対し、動物学・人間学

の研究者として野生生物の真の保全を実現させる、実践の基礎となる理論を打ち立て

る必要があると考え、各分野の研究者に参加を呼びかけて当研究会を発足させた。 

1990 定期的に理論研究会を開催。 

1993 生物多様性をテーマにシンポジウムを開催。 

1994 ワシントン条約第９回締約国会議に初参加。会報 1号発行。 

1995 一般に会員を募集。 

2001 NPO 法人になる。保全教育研究会発足。 

2002 講座「ワイルドライフ カレッジ」開講。 

2009 事務所を虎ノ門から芝大門に移転。 

 

団体の目的 
／事業概要 

 

 

野生生物と人間が共存する世界の実現を目指し、保全の理論に基づいた活動を実践する。

・ 理論研究会、保全教育研究会での研究活動 
・ 調査提言活動 
・ 普及啓発活動 
・ 国際会議参加 IUCN、SSN など国際ＮＧＯ団体に加入 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

 

理論研究会  

『野生生物保全事典－野生生物保全の基礎理論と項目』 緑風出版 2008 年発行 

保全教育研究会 

『野生生物保全教育入門』 少年写真新聞社 2006 年発行 

調査提言  

報告書『外国産野生動物ペットをめぐる諸問題と野生生物の保全』発行 2010 年  

（平成 21 年度地球環境基金助成事業） 

教育普及  

講座 「ワイルドライフ カレッジ」開催 

  イベントに出展 アフリカンフェスタ、エコプロダクツなど 

  インターネットを通じた情報発信   （一部 平成 21 年度地球環境基金助成事業） 

国際会議  

ワシントン条約締約国会議に NGO としてオブザーバー参加 

ホームページ  http://www.jwcs.org 

設立年月 1990 年   4 月   ＊認証年月日（法人団体のみ）  2001 年  3 月  1 日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）                円 

活動事業費／

売上高（H20）
12,573,529円 

スタッフ／職員数        1 名 （内 専従    1 名） 
組 織 

個人会員 ２０４名 法人会員  １ 名 その他会員（賛助会員等） ０  名 



 

提 言  

政策のテーマ 行政機関の野生生物の専門性と連携を高める        

 
■政策の分野 

・自然環境の保全 

・                       

■政策の手段 

・制度整備及び改正 

・組織・活動 

 

■キーワード 生物多様性 野生動物 ペット ワシントン条約 

 

① 政策の目的 

 

外国産野生動物が原因となる複数の問題の解決と生物多様性の保全のため 

・ 行政機関の専門性と連携を高め、法執行の徹底と、地域に応じた対策を迅速に実施する 

・ 野生生物の保全について一般への普及から専門教育まで、教育を充実させる 

 

② 背景および現状の問題点 

 

 外国産野生動物ペットに関して以下のような問題がある。 

 

1. 生息国でペット取引を目的とした捕獲による絶滅の危機 

2. 日本での外来生物問題、とくにペットの遺棄による外来生物の供給 

3. ヒトと動物の共通感染症、体内微生物群の国内持ち込み 

4. 適正な飼養ができない、動物愛護上の問題 

5. 密輸と違法販売 

 

 これらの問題にかかわる行政機関は、税関は財務省、輸入は経済産業省、動物検疫は農林水産

省、感染症予防は厚生労働省、外来生物・動物愛護・国際保護動物は環境省、犯罪取り締まりは

警察庁、教育は文部科学省 に分かれている。環境省以外の省庁では、野生動物は業務のごく一

部に過ぎない。 

 

 一方で生きた動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類の合計で約70万個体、昆虫だけで7632万

個体あまりが輸入されている（財務省貿易統計2008年）。そのため野生生物の専門的な知識が必

要な現場では、十分な対応が難しい。 

 

 近年は、特定外来生物の輸入規制、感染症予防の点から哺乳類・鳥類の輸入規制が強まり、輸

入は減少した。しかしこの規制の対象外の動物が問題として残っている。法規制の拡大が一番の

対策ではあるが、同時に法執行の徹底も重要である。 

 

さらにペット動物は、一般家庭での飼育者への教育普及も重要である。ペットの遺棄が外来生

物問題を引き起こす、密輸と知らずに購入する、などの事例がある。密輸ペットから感染症が拡

大する可能性もあるが、その危機意識は低いように思える。 

また、規制をともなう政策の実効性を高めるには、生物多様性の保全について社会の理解が深

まることも必要である。 

 

 

団体名：特定非営利活動法人 
     野生生物保全論研究会 JWCS 
 
担当者名：鈴木希理恵 



 

③ 政策の概要 

野生生物を専門とする獣医師・研究者を関連する行政機関に常駐・増員する。 

＜税関、動物検疫所、警視庁、都道府県警＞ 

常駐・増員。現場職員・警察官への定期的な研修。 

問題が起きた時に動物園に問い合わせるといった対応ではなく、専門の立場で迅速に対応し、

情報を一元化する担当者を設ける。また輸入動物の数に見合った職員数を配置し、法規制を徹

底する。 

＜自治体の野生動物担当課など＞ 

常駐・増員。 市民の相談窓口の拡大。地域に応じた迅速な対策。 

輸入動物の数に見合った職員数を配置し、法規制を徹底する。またペットの遺棄が原因の外来

生物問題そのほか野生生物に関する問題に対応するため、市民がアクセスしやすい相談窓口を

増やす。 

＜学校教育＞ 

カリキュラムに野生生物を加える。 

学校飼育動物、ビオトープなどを通じた、獣医師、地域の研究者（自然保護団体や博物館など

）との連携で授業内容を充実させる。 

＜社会教育＞ 博物館、動物園などでの教育活動を充実させる。 

＜所属機関を超えた連携＞ 

違法行為の傾向、感染症に関する最新の知見など分野を超えた情報を共有する場ができることが

望ましいが、野生生物を専門とする担当者が配置されることで、学会が情報交換の場になること

が期待できる。 

＜雇用の拡大＞ 生物多様性の保全を目的とした財政支出による雇用と関連産業の雇用拡大。 

④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

税関、動物検疫所、警察： 
常駐で迅速な対応、情報の一元化 
現場の職員・警察官への研修会の実施 

自治体の野生生物担当課など： 
地域に応じた対策を迅速に行う 
市民が相談しやすくするため窓口を拡大 

学校教育： 
カリキュラムに野生生物を盛り込む 
学校飼育動物やビオトープを取り入れた

授業で、獣医師や地域の自然保護団体・博

物館などとの連携 
社会教育：博物館、動物園での教育普及 

法執行の徹底 

ペットの遺棄防止 
適正な飼養 

法規制への理解 
野生生物と共存す

る政策への支持 
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学会を通じた情報交換から所属組織を超えた連携へ 

野生生物に関する仕事が増える（グリーン・ニューディール）

専門教育の充実 
関連産業の振興 

社会教育：NGO／ＮＰＯによる教育普及 

間接的な効果 



 

⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

 

国 ： 環境省 税関（財務省）、動物検疫所（農林水産省）、警察庁、文部科学省、国立大学

自治体：野生生物担当課 鳥獣保護センター・自然保護センターなど 

    自治体運営の動物園・博物館、小中高校 

民間： NPO／NGO 私立大学 学会 

⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 

 

●法執行の徹底 

・例として、合法輸入の動物（鳥のヒナなど見分けが困難で輸入数が多いもの）にまぎれて輸入

禁止の動物が輸入される手口の防止など、対象動物の数に対する担当者不足の解消。 

・ ペットショップやインターネットで販売されている動物が違法か合法かを判断する生物学的

知識の普及。 

・ ペットや野生動物のことで市民が相談できる公的な窓口が身近にあれば、知らずに違法行為

をすることを防止できる。また地域に応じた対応ができる。 

 

●ペットの遺棄防止、適正な飼養 

ペット飼育に関する知識の一般への普及により、安易な飼育や遺棄を防ぐ。 

 

●法規制への理解 

 野生生物との付き合い方や生物多様性の保全に対しての意識は高いとはいえないので、教育に

よって法規制の理由を普及し、法執行を徹底させる。 

 

● 野生生物と共生するための政策への理解 

規制をともなう政策が支持されるためには、その政策が将来の地球環境を決めることにつな

がっていると理解する必要がある。長期的に見て教育は効果が期待される。 

  

●情報交換と連携 

外来生物問題、感染症、種の絶滅、取引規制、違法取引など分野を超えた情報を、野生生物に

直接かかわる担当者が共有し、迅速な対策に役立てる 

 

● 野生生物に関する雇用の創出 

野生生物は社会と深くかかわっているにもかかわらず、行政担当者は多くはない。ここに直

接的に雇用を増やすことで、教育機関をはじめ関連する産業への雇用効果も期待できる。 

⑦ その他・特記事項 

 

当会では報告書『外国産野生動物をめぐる諸問題と野生生物の保全』を発行した（2010年3月 平

成21年度地球環境基金助成事業）。この報告書に基づき提言した。 

 



 

 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 特定非営利活動法人 メコン・ウォッチ 

代表者 土井利幸（代表理事） 担当者 木口由香／満田夏花 

所在地 
〒110-0015 東京都台東区東上野 1-20-6 丸幸ビル 2F 
TEL: 03-3832-5034   FAX: 03-3832-5039 Ｅ-mail: info@mekongwatch.org 

設立の経緯 
／沿 革 

 1993 年 3 月  日本国際ボランティアセンター（JVC）など国内の 7 つの NGO
がメコン・ウォッチ・ネットワークを結成。メコン河流域の環境に関する調査

研究や開発援助機関への提言活動を始める。 
 1998 年 7 月  7 団体のネットワーク組織から会員制独立団体「メコン･ウォッ

チ」へ移行。季刊「メコン・ウォッチ」創刊 
 2003 年 9 月  特定非営利活動法人メコン・ウォッチ設立。 

団体の目的 
／事業概要 

 

メコン河流域国（ベトナム、カンボジア、ラオス、タイ、ビルマ／ミャンマー、

中国雲南省）に暮らす人々が開発の弊害をこうむることなく、地域の自然環境と

そこに根ざした生活様式の豊かさを享受できることを目指す。①開発事業のモニ

タリングと調査研究、②情報や分析結果の提供、資料センター、セミナー開催、

出版など、③アドボカシー（社会環境に悪影響を及ぼす開発計画について政府・

開発機関への政策提言）、④現地プロジェクト（情報・経験交流・制度支援を手段

とした人々のエンパワーメント）という活動を通じ、破壊的な開発による人々の

貧困化を防ぐ。 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

2009 年度 「伝えたいメコンの今」発行 
2009 年度 連続セミナー「人々の生物多様性」開催 
2004-2008 年度 ラオス映像による環境保全プロジェクト 
2006 年度 ラオス森林プロジェクト 
2006 年度 中国での開発金融と環境政策に関する調査・普及活動        

2004～6 年度国立環境研究所委託研究による現地調査活動 
2004～5 年度 カンボジア国道一号線の住民移転に伴う研究・調査、政策提言 
2003 年度 JBIC 新環境社会配慮ガイドラインを活用するための市民ガイド制作 
2001～2 年度 国際金融機関の環境社会配慮政策の研究 
2001～2 年度 北タイの漁民ネットワーク形成事業 
1999 年～現在 季刊研究雑誌「フォーラム Mekong」発行 
 
＜政府関係機関の委託研究会・委員会への参加＞ 
JICA 環境社会配慮ガイドライン改訂のための有識者委員会 
JETRO 環境社会配慮ガイドライン策定委員会 
JICA 環境社会配慮審査会 
JICA 環境社会配慮ガイドライン運用に関する基礎研究会 
JICA 環境社会配慮ガイドライン改定委員会 
JBIC ターチャック貯水池事業専門家検討委員会 
環境社会配慮研究会（財務省） 
世界銀行などの開発援助政策に関わる研究会（財務省） 

ホームページ http://www.mekongwatch.org/ 

設立年月 １９９3 年 ３ 月 ＊認証年月日（法人団体のみ）２００３年 ９月 １日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）        1,500万 円 

活動事業費／

売上高（H20）
3,100 万円 

スタッフ／職員数   7  名 （内 専従   3  名） 
組 織 

個人会員 ９０ 名 法人会員  ３ 名 その他会員（賛助会員等）１０ 名 



 

提 言  

政策のテーマ 
「人々が利用する生態系の価値」の可視化による、市民版「グリーン

メコン・イニシアチブ」の提案                  

 
■政策の分野 

・地球環境問題への対応（持続可能な開発） 

・自然環境の保全 

・社会経済のグリーン化                       

■政策の手段 

・調査研究  ・映像等による生物多様性の価値の可視化   ・国際開発戦略への市民参加 

 

■キーワード 環境協力 生物多様性 経済開発 河川生態系 伝統漁業 

 

① 政策の目的 

メコン流域諸国で、現在の趨勢のままで開発が進行したときに想定される諸影響を検証し、その

オルタナティブとして、人々が利用している生態系に基づく非市場型の「豊かさ」の尊重を提案

する。また、生物多様性のフードセキュリティとしての機能に着目し可視化する。これらにより

、現在進められている日本の同地域に対する環境協力の枠組み（「グリーンメコン・イニシアテ

ィブ」）に対して、市民社会からのオプションを提示する。 

② 背景および現状の問題点 

・ メコン流域諸国は「成長するメコン」という言葉に象徴されるように、その高い経済成長ポ

テンシャルを背景に、急速に経済開発が進められている。 
・ メコン流域5カ国に対する日本の二国間ODAは合計で1,962億円（2007年度）にのぼり、同地

域の最大のドナーとなっている。さらに、今後３年間で5,000億円の支援が行われることがコ

ミットされている。過去、ODAによって実施されている大規模インフラ事業の一部は、直接

・間接的に、環境汚染や生態系破壊、山岳少数民族の生活の基盤の破壊、立ち退き問題など

の環境社影響をもたらしていると考えられるが、その検証は十分に行われていないのが実情

である。なお、JICA/JBICともに国際的に水準の高い環境社会配慮ガイドラインを有しており

個別の事業の環境社会配慮は向上していると思われるが、包括的な検証はされていない。 
・ 流域諸国の農山村の人々は、豊かな自然生態系を生活の基盤としている。メコン河は世界有

数の内水面漁業が発達しており、大半が伝統的な漁法を続ける零細漁民たちがそれを担って

いる。回遊する魚たちと河川システムをうまく利用した生業が、流域に住む6,000万人の命を

支えている。たとえば、メコン河から得られる動物性タンパク質の消費量は、カンボジアで

は全体の5分の4、ラオスでは平均4割に達するとみられている。また、カンボジアの農山村で

は、森林からの山野菜、キノコ類、樹液などの非木材林産物（NTFP）により、主要な生計が

まかなわれている地域が多い。このような生業は非市場型であるため、GNIなどの経済指標

には含まれておらず、「見えない」経済価値となっている。このような自然生態系に根ざし

た地元経済・社会は、現在、旺盛な経済成長とそれを所与とした各種の資金の流入により、

急速に消えつつある。 
・ 日本においても、地元に根付いた伝統的な内水面漁業等の生業がおこなわれていたが、高度

成長期に姿を消していった。 
・ 昨年の12月開催された「日メコン首脳会議」において打ち出された行動計画は、「グリーン

メコン・イニシアティブ」など環境協力を含んでいる。現実には、日メコンのODAは、大規

模な経済インフラなどの面での協力が先行しており、また環境協力の内容も技術的・限定的

なものが多い。経済協力と環境協力を別個に進めるのではなく、上記のようなメコン流域の

特性および社会構造を十分に踏まえた上で、ＯＤＡ戦略全体の中に、環境・社会、生態系保

全の観点をメインストリーム化することが求められている。 
・ なお、メコン地域においての中国の経済活動は大きく、また、タイやベトナムといった国々

の経済活動のインパクトも増加しつつあり、考慮に入れなくてはならない要素である。 

団体名：特定非営利活動法人 メコン・ウォッチ

担当者名：木口由香／満田夏花 



 

③ 政策の概要 

1) 従来型モデルの検証 
ケーススタディ①：日本のODAおよび企業による経済活動（投融資および自然資源の輸入）

の環境社会影響調査 
下記のケーススタディを通じてし、現在の日本・メコン流域における資金および自然資源の

移動が流域の地元社会に与える正負のインパクトを明らかにする。 
・タイにおける工業団地開発 
・ビルマ（ミャンマー）における油田開発への日本政府出資 
・ベトナム中部におけるODAによる水力発電ダム開発 
・ラオスにおける水力発電ダム開発（多国間援助機関経由） 
・ベトナムにおける木材加工産業の拡大と日本の木材製品の輸入 

ケーススタディ②：中国・ベトナム・タイによる援助および投融資、自然資源輸入による流

域諸国への影響調査 
下記のケーススタディを通じて、中国・ベトナム・タイによる援助および投融資、自然資源

輸入による流域の地元社会に与える正負のインパクトを明らかにする。 
・中国のメコン河本流ダム建設 
・ベトナムの電力セクターによる、ラオス・カンボジアへの投融資 
・タイの周辺国への投融資 
・ベトナム＝ラオス間における木材の移動 

 
2) オルタナティブな「豊かさ」：メコン流域における人々の生態系利用の実態の可視化 

従来型の成長モデルとは異なる「豊かさ」に関する調査 
・ムン川とラオス南部のメコン本流での伝統的漁業に関する調査 
・ラオス・ウドムサイ、ルアンパバン、アタプーにおける林産物および河川利用に関する調査 
「食べられる生態系」の価値の可視化 
人々が利用することで守られてきた生物多様性の価値を可視化することを目的に、既存文献

および現地調査を実施する。また流域諸国のメディア関係者と連携し、映像記録の制作を行

う。さらに、調査結果を踏まえ、生物多様性の社会・経済的な価値についての質・量的評価

を試みる。 
日本における内水面漁業の歴史との比較 
日本における内水面漁業や「里海」に関する研究者とのネットワークを形成し、日本におい

てかつての伝統漁業の変遷およびメコン流域で現在生じている変化に関する比較を行う。 
調査結果および映像の発信およびフィードバック 
上記の調査結果および映像を、日本各地および流域諸国の河川保全に取り組むNGO、自然史

博物館、内水面漁業に関する研究者、インターネットメディア、流域における映像メディア

、NGOなどのネットワークにより、発信する。また、さまざまなステークホルダー（国際協

力関係者、各地のNGOおよび住民、研究者等）からのフィードバックを得る。 
 
3) 市民版「グリーンメコン・イニシアティブ」の起案および環境協力戦略への反映 

1)～3)を踏まえ、メコン流域の豊かな生態系の特質を十分活かした形で、流域国のオルタナテ

ィブな発展の道筋を描いた、市民版「グリーンメコン・イニシアティブ」を起案する。起案

に当たっては、1)～3)の過程で構築された流域国内の多様なステークホルダーとのネットワー

クを活用し、その意見を反映させるものとする。その上で、現在のメコン流域における日本

のODA戦略、および国際協力機構（JICA）、国際協力銀行（JBIC）等をはじめとした環境協

力戦略への反映を行う。 
 



 

 
④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

 

 

 

 

 

⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 
・ 従来型の開発モデルにおける環境社会影響を明確化し、個別ケースから導き出される教訓を

共有化できる。また、実現可能な影響の回避・緩和策に関する手段を見出すことができる。
・ 地域による培われてきた、人々が利用してきた生態系に基づく「オルタナティブな豊かさ」

の価値を、映像などによりわかりやすい形で示すことにより、これらの価値に関する理解を
深めることができる。さらに、現在進められつつある、生物多様性の経済的な評価の議論に
反映し、市場的経済価値ではない生物多様性の価値の評価手法について貢献する。 

・ 日本の高度経済成長によって失われてきた内水面漁業など自然資源の利用の在り方を再認
識し、その比較において、現在メコン流域国が失いつつある生態系の価値および将来像を明
確化することができる。 

・ これらの活動で形成されたネットワークを活用し、流域諸国の市民社会からの声を、「グリ
ーンメコン・イニシアティブ」などの政策に反映することができる。 

・ 今後拡大が予測されるメコン流域における開発援助および日本企業のグローバルな経済活
動に、バランスのとれた開発の在り方を提案することができる。 

・ メコン流域以外の地域の開発戦略立案の際にも活用できる手法を見出す。 

⑦ その他・特記事項 特になし 

従来型開発モデルの検証 

オルタナティブな「豊かさ」の可視化 

市民版「グリーンメコン・イニシアティブ」および環境協力戦略への反映 

ケーススタディ①： 
日本のODAおよび経済活動による環境社会影響 
ケーススタディ②： 
新興国等の経済活動の拡大に伴う影響 
＜実施手法＞（①～②共通）： 
・既存文献調査および訪問調査 
・関係者への聴き取り 

想定されるアウトプット 

・ 従来型の開発モデルおよび日

本の影響力の範囲内で実現可

能な影響の回避・緩和策の提

言 

・ 日本の影響力の範囲外で今後

拡大するであろう影響の傾向

の把握 

Business as Usual の明確化 

① 従来型の成長モデルとは異なる「豊かさ」に関

する調査 
② 「食べられる生態系」の価値の可視化 
③ 日本における内水面漁業の変遷との比較 
④ 情報の発信とフィードバック 
＜実施手法＞ 
① 既存調査の活用、訪問、聴き取り、アンケート

② 映像政策、質・量的な評価と記述 
③ 国内研究者とのネットワーク活用 
④ 各地におけるキャラバン上映会、インターネッ

トによる発信 

・ 人々が利用してきた生態系の

価値をわかりやすい形で示す

ための各種の素材 
・ 日本における経験との対比 
・ 非市場型経済における生物多

様性の価値の再認識 
・ とりわけ流域の市民社会から

のフィードバックを得る 

オルタナティブの明確化 

政
策
の
形
成
、
実
現
へ 

研究者ネットワーク： 
内水面漁業に関する研究者
など 

日本国内におけるパートナーNGO： FoE Japan、地
球・人間環境フォーラム、グリーン TV、アース･ビジョン
などを想定 情報発信・日本国内における対話促進 

メコン・ウォッチ 
（フィージビリティ・スタディの実施主
体、コーディネーター） 

流域各国のパートナーNGO：調査・映像制作・
キャラバン上映会など 
ラオスの地方 TV：映像制作協力 

実施方法 



 

 団体・組織の概要 �太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 NPO 法人 コーラル沖縄 

代表者 山里 祥二 担当者 成田 隆一 

所在地 

〒 901-2225 
沖縄県宜野湾市大謝名 3-12-2  

TEL:098-979-6881   FAX:098-979-6881  
Ｅ-mail:info@coralokinawa.net 

設立の経緯 
／沿 革 

沖縄のサンゴ礁は、希少種を含めたサンゴおよびこれに依存する様々な生物が生息し、
種の多さは世界有数である。しかし、このサンゴ礁生態系は１９８０年代のオニヒトデ大
量発生、１９９８年 世界規模で発生したサンゴ白化現象により、危機に瀕している。 
この現状を改善するために、産官学と連携し科学的な調査に基づき、サンゴの減少した海
域に養殖サンゴを植付け、サンゴ礁の再生、保護する活動の必要性を痛感し、その事業母
体として特 定非営利活動法人設立を 2003 年 9 月よりワーキンググループを組織し、2004
年 2 月 16 日に設立総会の開催に至った。 

団体の目的 
／事業概要 

 

1998 年の世界的なサンゴ白化現象や 2000 年頃から大量発生したオニヒトデによる食害
などにより、沖縄のサンゴは壊滅的な影響を受けており、自然回復を待っていたのでは以
前のようなサンゴ礁生態系へ回復するまでに 10 年以上かかると言われている。 

NPO 法人コーラル沖縄はサンゴを養殖技術により増殖し人為的に海域へ植付けを行う
ことでより短期間にサンゴを中心した生態系の回復を目的に設立をした。 
また、サンゴ植付けによるサンゴ礁再生プロセスを確立するために、専門家の指導を仰ぎ
科学的な手法により海域調査を行いその評価基準により植付け海域を決定し実施し、その
後モニタリング調査を行っている。 
 一方、地域住民や旅行客を対象に環境教育と自然再生を組み合わせたサンゴ礁再生プロ
グラム「Save the Coral」を実施している。 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

日本サンゴ礁学会サンゴ礁保全委員会 保全再生部会コアメンバー 
国際サンゴ礁年 2008 沖縄ワーキンググループ 保全再生チーム サブリーダー 
第９〜12 回日本サンゴ礁学会にて活動内容発表 
内閣府沖縄総合事務局より ATA(エリア ツーリズム エージェンシー)認定 
エコプロダクツ 2006、2007、2009 出展 
平成 2１年度内閣官房公募事業「地方の元気再生事業」採択 
平成 21 年中城港湾泡瀬第一区域内サンゴ移植に伴う産卵状況調査事業 
平成 20、21 年内閣府沖縄総合事務局 、沖縄県、沖縄市、及び県内事業者の協力を得て中
城湾泡瀬埋立区域内に生息する造礁サンゴ類を埋立区域外へ移植を実施 
平成 20,21 年 海洋少年団沖縄地区連盟の小学生に対しサンゴ植付けプログラム実施 
平成 20,21 年 積水ハウスマッチングプログラム回助成金でサンゴ植付けインストラクタ
ー養成及びサンゴ保全セミナー開催 
平成 19，20 年 経済産業省の社会人講師活用型教育支援プロジェクトの外部講師として
、沖縄県内小学校にて理科授業「サンゴの海とわたし」を担当 
平成 18、19 年経済産業省公募事業「環境コミュニティビジネス」採択 
平成 19 年度よりサンゴ植付け１０万本計画を沖縄県宜野湾市と共催で展開中 
平成 19 年度より三井物産環境基金公募事業助成金にてサンゴ幼生着床具利用実験中 
平成 19 年サンゴ生息地以外では世界初の試みとして香川県「新屋島水族館」と連携し地
域小学生向けに「サンゴ植付けプログラム」実施 
平成 19 年度セブンイレブンみどりの基金活動助成団体 
平成 19 年より沖ノ鳥島周辺で採取したサンゴの群体を人工的に飼育及び水槽で産卵させ
る研究施設 にて飼育補助員として参加（水産庁事業） 
平成 19 年「美ら海振興会（ダイビング事業者 20 社）」と連携し、一般ダイバー250 名参
加によるサンゴ植付けプログラム実施 
平成 18 年より沖縄在住の児童生徒及びその保護者対象に海岸生物観察会実施 

ホームページ http://coralokinawa.net 
設立年月 平成 16 年  2 月 ＊認証年月日（法人団体のみ）平成 16 年 6 月 30 日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）              ０  円 活動事業費／売

上高（H20）          35,000,000円 

スタッフ／職員数     5   名 （内 専従    ０ 名） 
組 織 

個人会員 50 名 法人会員  5 名 その他会員（賛助会員等）  500  名 



 

提 言  

政策のテーマ 沖縄島及び慶良間諸島周辺海域における 
有性生殖を用いたサンゴ増殖技術によるサンゴ礁生態系復元事業    

 
■政策の分野 
・自然環境の保全 
・                       
■政策の手段 
・調査研究、技術開発、技術革新 
・施設等整備 
 
■キーワード サンゴ 有性生殖 サンゴ礁生態系 増殖 復元 

 
① 政策の目的 
沖縄島及び慶良間諸島周辺海域における健全なサンゴ礁生態系の復元 

② 背景および現状の問題点 
1980 年代から地球規模の温暖化の影響で海水温が上昇し、1998 年以降世界的規模でサンゴ白化現象が頻

繁に発生するとともに、沖縄ではオニヒトデの大量発生によって、琉球列島周辺海域のサンゴ礁生態系は

壊滅的な状況にあるといわれている。環境破壊が著しく進んだ影響で、水中景観の劣化による観光産業へ

の影響や、生態系崩壊による水産業の低迷にまで波及しているとされ、沖縄県における重大な課題と考え

られる。 
 

③ 政策の概要 
産官学と連携し科学的な調査業務を行いつつ、サンゴ礁生態系回復のための準備も同時に行いつつ、県

民に対する沖縄の自然資源としてサンゴ礁の大切さを教育する機会を設けるよう考える。 

琉球大学の協力を得て、サンゴ礁生態系復元協議会（仮称）を設け、沖縄の自然再生を検討する。サン

ゴ礁再生のためサンゴ増養殖研究センター（仮称）も新たに設け、サンゴの増養殖研究を行なうとともに

研究センターを教育の場として活用する。 

1. 文献調査、ヒアリング、アンケート等による過去のサンゴ礁状況把握調査 

2. 沖縄島及び慶良間諸島周辺海域におけるサンゴ礁実態調査 

3. 行政、科学者、関係事業者、市民等による「サンゴ礁生態系復元協議会（仮称）」を設立し、あるべき

サンゴ礁生態系の共通コンセンサス及び事業全体構想策定 

4. サンゴ増養殖研究センター（仮称）の建設 

5. 有性生殖によるサンゴ増養殖 

6. 一般市民に対するサンゴ増養殖研究センターでの環境学習の場提供 

7. 3によって決定されたサンゴ礁生態系復元海域におけるサンゴ植付け 

8. 植付け後のモニタリング、結果の公表 

9. 植付け結果を元に「サンゴ礁生態系復元協議会」による検証 

団体名：NPO 法人 コーラル沖縄 
 
担当者名：山里 祥二、成田 隆一 



 

④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 
 
 
 

⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 
NPO法人コーラル沖縄 

 
琉球大学産学官連携推進機構 

 

日本サンゴ礁学会 

 

財団法人 亜熱帯総合研究所 

 

財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー 
 

⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 
1. 一般市民のサンゴ礁生態系保全意識の高揚 

 

2. サンゴ礁の景観機能向上による沖縄県内観光業の繁栄 

 

3. 有用水産物増加による沖縄県内水産業の漁獲物向上 

 

4. 事業の内容発信による日本国自然生態系保護意識の高揚 

⑦ その他・特記事項 



 

 鳩山首相が国連で「温室効果ガス２５％削減」を表明し、排出量に注目が集まっているが、海は大気中

の CO2 を吸収する役割を果たしており、特にサンゴは骨格を作るために CO2 を炭酸カルシウムとして固

定化している。いわばサンゴは CO2 の貯蔵庫として機能しており、その保全は CO2 の固定に非常に重要

と考える。 
  
 樹木は当初CO2の吸収源となるが、最終的には大気に放出することでプラスマイナス0となるのに比べ、

サンゴは骨格として固定化し堆積することでサンゴ礁を形成し CO2 を安定化する。 
サンゴ種の中でもミドリイシ類に関する有性生殖を用いた増殖法は、近年の研究によって可能となってい

るがその他の種に関しては、未だ研究途上であるが、ミドリイシ類は年間で体積が 20 倍程度となり、これ

が複利計算で骨格を作ることで CO2 を固定している。 
  
 サンゴの養殖技術を確立し全国展開することに加え、サンゴの CO2 固定化を数値で示す研究を進めるこ

とで「温室効果ガス２５％削減」の目標達成に貢献できるものと考える。 
 環境省と北海道大学のチームが出した白化の予測でも、50 年後には毎年のように大規模な白化現象が起

きると予測され、その場合地球上からサンゴが消滅してしまうと予測する学説も有る。サンゴ増養殖研究

センターは、サンゴ生産の場以外にも「環境学習の場」や「DNA バンク」、「サンゴの緊急避難場」として

も活用が可能である。 
 
 サンゴ礁は漁業や観光業で利用できる利用価値や景観や生態系など直接利用できない非利用価値を貨幣

換算することは困難ですが、ある推計では1,000平方メートルのサンゴ礁は年間およそ1,000万円〜6,000
万円の価値があるといわれおり、世界のサンゴ礁は年間3兆円以上、琉球諸島のサンゴ礁の利用価値はおよ

そ2,000億円計算された例もある。併せて、サンゴ礁の防波堤機能を人工のリーフに置き換えて貨幣価値に

換算すると、毎年800億円以上の価値があるとも計上されている。アジアだけでも10億人分に相当する食

糧資源を提供しており、その生態系の復元は沖縄だけの問題ではなく世界へ向けて日本から発信するに値

する内容と考える。 
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