
 

 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 稲城南山ちーむポンポコ 

代表者 武田雅人 担当者 井上和代、井上高志 

所在地 

〒206 - 0812 

東京都稲城市矢野口 1390-1-607  

TEL: 070 － 5548 －1398    FAX:  －    －  

Ｅ-mail: tsunami_tak@yahoo.co.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

２００９年３月、地元の中高生、大学生、社会人らが東京都稲城市の里山であ

る南山が失われつつあるのを知り自分たちにできることを模索するために設立。

その後、同じような意思を持つ仲間が自然と増え、里山の保全活動だけではな

く、地域社会の発展に貢献できるような活動にも取り組むようになった。 

団体の目的 
／事業概要 

 

稲城市南山に限らず、あらゆる生物と人間が共存共栄できる自然環境の保全、

回復を図ることを目的とする。 
人と人との触れ合い・繋がりから発展して、生物と人との繋がり、ひいては環

境と人との繋がりを重視した地域の活性化を図ることを目的とする。  
南山の魅力を発信するイベント（里山ハイキングやオリエンテーリング、里山

ライブなど）と、実際に地域に貢献するイベント（清掃活動やフリーマーケット

の開催、老人ホームの慰問など）を二つの大きな柱として活動している。 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

●里山に長年にわたり放置された不法投棄車両、粗大ごみの撤去 
（インターネット上のフリー百科事典ウィキペディアの項目「南山東部土地区画

整理事業」に掲載されている不法投棄車両＜上から４枚目の写真＞は、２０１０

年１月に撤去した。その他、清田谷戸をはじめとする南山内に不法投棄された粗

大ごみの撤去作業を２００９年５月より開始し、放置ゴミゼロに向けて現在も継

続中） 
●市街地でのごみ拾い清掃活動 
●地産地消、自然農をテーマとしたフリーマーケット、「アースデイ稲城」の開催

●地域の老人ホーム慰問イベントの開催 
●多摩丘陵 東端の生息地でのトウキョウサンショウウオの観察と報告／多摩地

区でのトウキョウサンショウウオ産卵の 早記録として認定される 
（http://homepage2.nifty.com/tkusano/salamander/shiryou/hatch.html） 
●環境活動家ポール・コールマンやてんつくマンを招いての植樹イベント活動 
●南山問題市民連絡会主催の「ぽんぽこ大集会」に、スタジオジブリの高畑勲監督

らと共にゲストパネラーとして参加 
●里山保全のためのセミナー開催 
●各種イベントを通しての里山の魅力紹介活動、里山の魅力発信 
（アースデイ東京、上野水上音楽堂・環境トーク＆ライブ、風人の祭り等） 
●里山ハイキング、オリエンテーリングの開催 
●生物多様性をテーマとして教育関係者や団体の里山案内 
●ニホンミツバチの観察と CCD（蜂群崩壊症候群）の原因研究、及び地域の里山

由来の甲虫の育成（２０１０年４月より開始予定） 
ホームページ http://www3.tnt-net.co.jp/ossan/minami/team/ponpoko.htm 

設立年月 ２００９年３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）
円 

スタッフ／職員数    約２０ 名 （内 専従     名） 
組 織 

個人会員    名 法人会員    名 その他会員（賛助会員等） 約１００名 



 

提 言  

政策のテーマ 都市近郊の里山保全に関する好循環システムの構築      

 
■政策の分野 

①循環型社会の構築 ②地球温暖化の防止 ④自然 

環境の保全 ⑧社会経済のグリーン化 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 

①法律及び国際条約の制定・改正または司法的解決  

③税制措置 ⑨組織・活動 ⑩人材育成・交流 ⑪地域活性化と雇用 ⑬国民の参加促進 

■キーワード 生物多様性 三位一体型里

山保全 

持続可能な里山

保全活動 

好循環システム

の構築 

里山保全埋葬

預託事業 

①政策の目的 

社会的保全システムの欠如ゆえに破壊されていく都市近郊の里山の現状に鑑み、稲城市南山を例

として取り上げ、里山保全のために経済的に持続可能な、地権者・市民・行政の三位一体型の好

循環システムの構築・実現を目的とする。その好循環システムの一例として、里山保全埋葬預託

事業（里山保全葬）を提案する。 

 

②背景および現状の問題点  

●日本の里山が危機に瀕している。後継者不足と高齢化により耕作放棄され荒廃が進む地方の里

山、一方で都市近郊であるがゆえに宅地開発が現在も続く都市近郊の里山が存在するが、本提言

では、稲城市南山を事例として後者の里山を扱う。 

●大都市近郊の里山の多くは民有地であり、所有者である農家（地権者）が長年にわたり維持管

理して来た。しかしエネルギー革命や農業の近代化による二次林の経済的価値の喪失、農業の経

済性の低下、高齢化と後継者不足、宅地並み課税による高額な固定資産税及び相続税等により、

地権者だけが管理者となって里山を維持管理していくことはもはや限界点に達している。その結

果、宅地等への開発以外に選択肢がないことが里山破壊を推し進める元凶となっている。 

●里山は地方自治体では公共財としての価値は認めつつも、課税は国家レベルで行われ、里山を

維持するか否かに地方自治体の判断が介入できないことも里山喪失原因のひとつとなっている。

●都市近郊での開発事業には、行政（市、都道府県）が関与することもあり、民間事業なのか公

共事業なのかの区分け、主体、責任が不明瞭となっている。これらのことから国家レベルでの里

山保全に向けた指導と取り組みが欠かせない。 

●里山は農村の生産と生活の循環の一部として機能してきた。都市近郊の里山が開発により失わ

れることで、生態系ピラミッドの底辺を成す生物個体群の喪失、生物多様性を育む湧水の消失、

ひいては落葉樹林が供給するデトリタスの減少、水系への栄養の供給、海洋生物を育むフルボ酸

鉄の海への供給を減少させ、里山から海洋まで連綿として繋がるエコシステム全体の劣化を生じ

させていると考えられる。 

●都市近郊の里山地帯は、さまざまな公益的機能を発揮している。たとえば、ヒートアイランド

現象の防止効果、温室効果ガスの森林吸収源、景観的価値、山歩きや生物観察の場などのレクリ

エーション・教育的効果が期待できる。ヒートアイランド現象緩和としては、南山内部での初夏

の気温観測によると、摂氏６度程度の冷却効果を生んでいることが判った。 

●里山近郊では、肥料を使用しない自然農などの里山ならではの営みも行われており、これは人

と自然の共存モデルの一つと考えられる。これもまた里山が失われると同時に喪失する。人と生

物が共存する里山生態系の保全を実現することにより、地産地消、フードマイレージの低減と、

国際的に注目を集めつつある一切の農薬の使用に頼らない免疫力の高い作物の供給にも活路が

見出せる可能性が高い。 

団体名：稲城南山ちーむポンポコ 
 
担当者名：井上和代、井上高志 
 



 

③政策の概要 

都市近郊型の里山保全のために、Change(変革：憲法への盛り込み、法律面の改革、税制改革）

を軸に、Shift（移行：地権者・市民・行政の三位一体型里山保全へのシフト）、Action（行動

：開発事業の方向転換、代替ビジネスモデルの実現）、Sustain（維持：景観及び生物多様性の

維持に配慮された持続可能な里山管理）を遂行する好循環システムの構築と、その一例としての

里山保全埋葬預託事業（里山保全葬）を提案する。 

 

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） 

Change: 変革 

●２００６年６月に理念法としての生物多様性基本法が施行されたが、より発展させて、生物多

様性を要とする環境保護を日本国憲法に取り込めないかの検討を行う。（１９９４年、ドイツ基

本法２０条に、国が「次世代のために自然を守る責任がある」と明文化されたことをきっかけに

法整備が進み、ドイツを環境先進国に押し上げた実績がある） 

●都市近郊の里山は、市外化区域に含まれると宅地並み課税対象になることもあり、固定資産税

と相続税が膨大な金額に上る。稲城市南山では、およそ２６０名の地権者が支払う年間固定資産

税は１億円にも上ると言われ、相続税に至っては数十億円との例もある。自宅や農地を守るため

に山を売らざるを得ない状況を変革するために、地方自治体が税制への軽減措置を要請、受理さ

れる仕組みの創出及び法改正と税制改革を検討する。 

Shift: 移行 

●民有地である里山の維持・管理が、農家の高齢化・後継者不足などで継続できなくなってきて

いる。これからの新たな里山保全・管理の主体として、地権者・市民（NPO、NGO、団体を含む）

・行政が三位一体となって実行する体制へのシフトを行うことで、各主体を相互に補完し、シナ

ジー効果が期待できる。 

※地権者だけに頼る里山の維持・管理は年々難しくなっており、仮に地方自治体が里山を寄付さ

れたとしても、その維持・管理には経費が発生する。指定管理者制度も有効であるが、市民一人

一人がこれを無償もしくは低料金でサポートし、見返りとして里山の恩恵に預かれるシステム構

築の検討を行う。また、その市民活動を行政がサポートする仕組みを構築する。 

Action: 行動 

●現在の、もしくは将来予定されている里山開発事業を再検討し、環境との共生と経済的持続可

能性の両立を目指す方向への転換を図る。宅地開発や道路建設に代わり、持続可能な代替事業で

、尚且つ里山の景観や生物多様性の維持可能な事業を検討し、それらの新たな経済効果を生み出

し得るかを検証する。（例：里山の景観を維持した里山保全埋葬預託事業や、風通しが良い崖上

の風力発電事業） 

※里山保全埋葬預託事業（里山保全葬）とは、宅地開発等に代わる代替事業として、里山の一部

を環境負荷の小さい樹木葬墓地として販売し、集まった資金で残る大部分の里山を購入、維持・

管理を行うことで、生物多様性に富んだ里山全体を持続的に保全することが可能であると考えら

れる。 

※里山の生物指標の作成を官民で行う。例えば、ノスリ、オオタカなどの、里山と密接な関係が

ある猛禽類、主に湧水に生息するサンショウウオなどの両生類、クヌギに蜜場を作り甲虫を集め

るボクトウガなどを里山の生物指標として認定することで、里山の健全性の定量的な分析が可能

となる）。市民参加型の生物調査は、それ自体が教育・啓発効果が高く、市民・小中学生の参加

を得て里山を保全対象だけでなく、生きた学習フィールドとして、農業と里山の循環のある、持

続可能な地域の暮らしのモデル像を参加者に示すとともに、その記録を広く普及啓発に役立てる

ことが可能である。 

Sustain: 維持 

●里山本来の雑木林や畑といった景観を維持し、同時に生物多様性の維持及び希少種の保存を目

指す。 

●里山維持のための資金調達を、里山保全埋葬預託事業や風力発電事業から行うことで、持続的

な維持管理を可能とする。 

●里山を学習フィールドとして、市内及び近郊市町村、都下の小中学校の環境教育に活用する。



 

  
 

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） 

実施主体は、地権者・市民（NPO、NGO、団体等を含む）・行政で、常に連携した三位一体型の

主体。里山保全埋葬預託事業（里山保全葬）実現等に関連する提携・協力主体の一例として、特

定非営利活動法人「ライフ・アンド・エンディングセンター」等 

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） 

●固定資産税、相続税により、やむを得ず開発される都市近郊の里山が持続的に活用・保全され

る。 

●都市近郊の里山が保全されることで、都市住民が公園では決して得られない体験や安らぎの場

を得ることができる。 

●地権者・市民・行政の連携により里山が保全されることで、地域が活性化する。 

●生態系の底辺が保全されることにより、絶滅危惧種や猛禽類など生態系ピラミッドの頂点の保

全、水系へのデトリタス、フルボ酸鉄の供給によるトータルエコシステムの保全が図れる。 

●ヒートアイランド現象の緩和効果と、温室効果ガスの樹木への固定を促進できる。 

●農薬を使わない、温室効果ガスの排出源である肥料を使わない自然農を、里山生態系の一部と

して保全することができる。 

※稲城市南山では農薬や肥料を一切使わない自然農を実践している光景が見られる。肥料の温室

効果ガスの排出量は、産業分野とは比較にならないくらい膨大であるとするデータがあり、肥料

を使わず地中のバクテリアに頼る自然農の奨励は、温室効果ガスの排出を抑え、次世代の農業モ

デルになり得る可能性がある。 

●土着の種の保全、遺伝子の保全を図ることで、生物多様性を保つことが可能となる。 

●世界に誇れる日本のセコンダリーエコシステム保全のモデルケースとなる。 

⑦その他・特記事項 

里山保全埋葬預託事業（里山保全葬）は、開発着手されたが事業計画変更に柔軟性のある里山

開発において、里山本来の景観と生物多様性を維持しつつ、採算性のある事業にて里山全体の保

全を実現し得る効果が大きく期待される一例として本提言に取り上げたものである。 

 



 

 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 株式会社やまさき企画 

代表者 山﨑節也 担当者 山﨑節也 

所在地 

〒225-0002 

 横浜市青葉区美しが丘一丁目１８－３－６－４０５ 

TEL:090－4007－8543     FAX:050－3466－1252  

Ｅ-mail: setsuya@yamasaki.ecweb.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

「世の中、難問山積」です。専門家だけに任せておけません。たとえば地球温暖

化問題については、専門家が対策を考え、国民は「電気の節約」なのでしょうか

？ 高齢者の福祉機器はどうでしょうか？もっと便利なものを、専門家ではなく

ても、また技術分野については素人であっても、解決手段を考え社会に提案する

ことは有意義であると思います。 

これまで環境機器・福祉機器・生活用品など約３０件の特許出願・実用新案登

録などをしてまいりましたが、平成１９年１０月株式会社やまさき企画を設立し

、これらの商品化・実用化とともに、更に積極的に「世の中の山積する難問・課

題」に取り組むことにより、微力ながら社会の発展に貢献してゆく所存でありま

す。 

 

団体の目的 
／事業概要 

 

事業目的    商品企画開発およびコンサルティング 
１．健康機器及び福祉介護用具の研究開発、商品企画 
２．省エネルギー機器その他環境機器の研究開発、商品企画 
３．日用雑貨の研究開発、商品企画 
 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

弊社は生活・福祉・環境分野において様々な企画開発を行っております。弊社の

ＨＰ http://www.yamasaki.ecweb.jp をご参照願います。 
環境に関しては次の通りです。 
・エコ熟睡エアコン・・・エアコンのタイマー装置のエコ化 
・防犯エコ網戸・・・低炭素となり近所 
・エコロジー空港・・・航空機の排熱・排ガス利用 
・分別回収つまようじ 
・駅前からの街並みづくり 
・低炭素お風呂・・・和風お風呂と入浴法の再評価 
・スリッパ融合シューズ・・・靴底からクールビズ 

ホームページ  http://www.yamasaki.ecweb.jp 

設立年月 ２００７年１０月   ＊認証年月日（法人団体のみ）２００７年１０月１０日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）         500,000円 

活動事業費／

売上高（H20）
円 

スタッフ／職員数      １名 （内 専従  １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 駅前からの街並みづくり            

 
■政策の分野 

・持続可能な地域づくり 

・地球温暖化の防止                       

■政策の手段 

・地方の駅前の街並みづくり 

・国民の参加促進 

 

■キーワード 地域環境・エ

コな街づくり 

ヒートアイラン

ド対策 

地球温暖化防止 商店街の活性化 地域経済の活力

化 

 

① 政策の目的 

地方の駅前の街並み作りの推進により、エコ生活・福祉社会の実現、ヒートアイランド現象の軽減、

商店街の活性化、地域経済の活力化させるとともに、「ここで育つ子どもは幸せだ」をいえる町、「高

齢者が散歩し会話」のできる町にすること。車がなくても生活できる町にすること。 

② 背景および現状の問題点 

どこの地方都市に行っても、JR の駅を出ると、正面には大きなロータリーがあり、片側３車線の道

路があります。その両側には、人通りの少ない活気を失った商店街があります。目に付くのは消費者

金融の大看板です。 
 
かつて JR の駅の周辺には、それぞれに特色のある街並みが広がっていたはずです。今では、途中下

車しようと思うような駅は少なくなってしまいました。駅周辺地域は、地域生活の中心ではなくなり、

単なる交通機関の乗り換え地点です。 
 
片側３車線の大きな道路の両側にある商店街では、不便でさびれるのは当たり前です。商店街は「人

が行き交う路の両側」に続く街であって、「車が行き交う道路の両側」には、シャッター通りが続く

ことになります。 
 
こんな場所では、横断歩道と信号機があっても高齢者には、「早く渡れ！」「急げ！」と、せきたてら

れる思いでしょう。どうすれば住みよい町になるのか考えてはいかがでしょうか。子供にとって住み

よい町、高齢者にとって住みよい町、主婦にとって住みよい町です。そして活気ある町です。 
 
子供たちは将来、「私の生まれた町は、・・・・・」と説明する場面がでてくるはずです。「駅を

でると、大きなロータリーと片側３車線の道路があって、人通りは殆ど無く、目立つのは消費者

金融の看板」というところで子供を育てるわけにはゆきません。 
 
駅前から豊かな街並みが続いていれば、多くの観光客も訪れるはずです。そして観光客が「ここで生

まれ育つ子どもたちは幸せだ」と思うような街並みを築くことが求められています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

団体名：株式会社やまさき企画 

 
担当者名：山﨑節也 



 

③ 政策の概要 

次の通り提案します。（イメージは鎌倉鶴岡八幡宮の参道です） 
①駅正面の道路を片側１車線にする。中央の４車線を遊歩道にする。遊歩道には市の木・県の木

を植え並木道にする。花壇もつくる。ベンチもつくる。 
②遊歩道は、２ｋｍぐらいの長さは欲しい。交差点の中央も遊歩道のスペースに。交差する車道

も、交差点近くでは片側１車線にする。 
③交差点の中央にも信号機を取り付ける。車道１車線の眼の高さに信号機を。 
 
町の中心を貫く並木道があるので、夏は涼しく冬は暖かい。夏が涼しければ、エアコンはいりま

せん。商店街にも入口や窓が大きく開かれた商店が並ぶことになります。商店がショーウィンド

ウになり、商店街がシャッター通りに変わった原因は、「冷暖房完備」ではないでしょうか。風

通しの良い店だから、千客萬来であったはずです。 
 
この街並みづくりは並木づくりです。大切に育てることにより、５年後１０年後に豊かで活気に

満ちた街並みが再生されます。太陽の光が強ければ木陰をつくり、風が吹けば木の葉を揺らし、

雨が降れば土地を豊かにします。「ここに自分の店を持ちたい」という人達が、商店街を延ばし

てゆきます。 
 
簡単に渡れるので、道路両側の商店街が一体化し活性化されるでしょう。片側１車線の道路です

から徐行運転で路上駐車もなくなります。電車からの眺めは素晴らしく途中下車して歩いてみた

い街並みです。 

 

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） 

 

「駅前からの街並み作り」 

本政策は、駅前への道路の中央の四車線を並木道（散歩道）にして、駅からは「県の木」「町の

花」などを植えた並木道が遠くまで見渡せ、すくなくとも２ｋｍは散歩できることです。これが

エコロジーで活気のある街並み作りです。 

 

具体的には； 

（１）地方都市各地の「駅を降りれば大きなロータリーがあって片側３車線の道路がある」

という景観を、「駅を降りれば大きな広場があって、ずっと先まで並木道（散歩道）が続

いていて、片側１車線の車道を渡れば商店街がある」という景観につくりかえること。「駅

前からの街並みづくり」です。 

（２）並木道には、ベンチや花壇、できれば小川もつくります。並木道から車道１車線を渡れば

商店街です。車道を簡単に渡れるので、両側の商店街が一体化されます。商店街の活性化

です。そしてエコロジーな生活環境です。 

（３）交差点の中央にも並木道（散歩道）をつくります。つまり一車線渡れば並木道、また１車

線渡れば並木道とします。歩行者信号機は眼の高さに設置します。市の中心を貫く並木道

です。ヒートアイランド現象は軽減されるはずです。エアコンの利用は大幅減となります。

 

費用対効果 

 （費用）県道・市道などの公有地の利用ですから、用地買収には費用がかかりません。 

 （環境効果）緑が豊かで、子ども達から高齢者まで、車ではなく「人が中心」の街並み（生活

環境）です。夏は涼しく冬は暖かい。地球温暖化防止にも、ヒートアイランド現象の

軽減にもなります。 

 （経済効果）商店街が活性化されます。観光客が多く集まります。地元の中小建設会社が、地

域経済に活力を与えます。 

 



 

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） 

 
現時点では具体的な提携・協力主体はありませんが、各地のＮＰＯ法人などに呼びかけてゆきた

いと考えます。 

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） 

 

期待される効果として次の通り； 
（１）エコロジー生活環境の実現 
全国各地で、まさに「コンクリートから人」への快適なエコロジー生活環境を実現させる効果が

期待できます。車がなくても生活できる環境の実現です。 
 
（２）ヒートアイランド現象の低減と地球温暖化防止 
市街地中央を縦断する並木道を育てることにより、ヒートアイランド現象が軽減されるととも

に、エアコンに頼らない生活環境を実現することができると考えます。 
 
（３）商店街の活性化 
道路両側の商店街が一体化され、商店街の活性化が期待できます。 
 
（４）地域振興・地方経済対策 
豊かな街並みを築くことにより、観光客の増加などの経済効果とともに、地元の中小建設会社に

よる道路の改造・遊歩道の建設という経済効果と雇用創出が期待できます。 
 
 
⑦ その他・特記事項 

 

特になし 
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団体/会社名 国内ダム撤去研究会 

代表者 溝口 隼平 担当者 つる 詳子 

所在地 

〒 866-0073 熊本県八代市本野町 463-6  

TEL:0965-32-7140、FAX:0965－32-7140 

Ｅ-mail:tsuru-shoko89314@hiz.bbiq.jp 

設立の経緯 

／沿 革 

当研究会は、ダム問題をはじめとする環境問題に関して活動・研究している 4 名

が、ダム撤去に関する連携を目的として、ダム撤去に関する情報や活動・研究成

果を共有し、それぞれの研究・活動に役立てることを目的に設立した個人グルー

プである。数年前より、メンバー相互に連携を取ってきたが、荒瀬ダム撤去問題

や赤谷プロジェクトによる治山ダム撤去問題、海外におけるダム撤去情報の増大

などにより、より密な連携を行うため、昨年 3 月 25 日、発足させた。構成メンバ

ーは以下の通りである。 

○蔵治光一郎：東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林愛知演習林講師。

農学博士。森林のダム機能と水のガバナンスいう側面で、ダム問題を研究してい

る。主な著書、「緑のダム」「森の健康診断」「水をめぐるガバナンス」。 

○保屋野初子：水問題に関するジャーナリストとして、様々な視点から流域圏に

関する問題に話題を投げかけている。主な著書、「川とヨーロッパ」「長野の脱ダ

ム,なぜ？」 

○溝口隼平：東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林愛知演習林所属農学

共同研究員。NGO 組織「River Policy Network」設立メンバー。大学の卒論テー

マに「ダム撤去」を選んだのを機に、NGO 活動をしながら、国内のダム撤去の現

場に出向き、情報の収集を行う。 

○つる詳子：環境カウンセラー、薬剤師。川辺川ダムと荒瀬ダムの問題を抱える

球磨川の河口に位置する八代市に在住。20 年前からダムと球磨川・八代海の関

係に目を向け、県内外の団体・研究者・漁業者と連携し、観察、調査活動を行い

ながら、流域再生に向けた提言を行っている。 

団体の目的 

／事業概要 

 

【目的】 

構成メンバーがダム撤去に関して有する情報や研究・活動の成果を共有し

、今後日本国内でも避けて通れないダムの撤去問題に関する課題の整理などを

行い、ダム撤去に関する情報、提案、報告、提言などをそれぞれの立場で対外

的に発信していくこと。 

【事業概要】 

昨年 9 月から溝口隼平を代表研究者、他の 3 名を共同研究者として「ダム

撤去を核とした自然再生、地域社会再生に関する総合的研究」を開始、現在事

業実施中である。平成 22 年 9 月事業終了予定。この研究にあたっては、(財)

日本生命財団の助成を受けている。 

活動・事業実績 

(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 

これまでは構成メンバーの情報共有が主な活動であった。昨年より、共同研究を

実施しているが、当研究会としての実績はこれからである。 

ホームページ なし 

設立年月 平成 21 年 ３ 月 25 日   ＊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）
円 

スタッフ／職員数        名 （内 専従     名） 
組 織 

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



 

団体名：国内ダム撤去研究会 

担当者名：つる詳子 

提 言  

政策のテーマ：ダム撤去に関する情報の集積・相互利用のための官民協働によるネットワー

クの構築及びその実現に向けたクリアリングハウス設立の支援政策 

 
■政策の分野 

１：循環型社会の構築 
４：自然環境の保全（生物多様性の保全。身近な環境の管理と利用。自然再生・復元。調査研究） 
９：持続可能な地域づくり（環境配慮型まちづくり、地域活性化） 
10：環境パートナージップ（環境問題の解決に向けた市民・企業・行政の共働手法。環境NGO・NPO

への支援。環境教育・環境学習。持続可能な開発のための教育）                   

■政策の手段 

１：法律の制定（国等の既存または新規の法律・条例など） 
４：予算・資金措置（補助金など国が企業やNGO/NPO等の活動を支援・政策誘導する経済的措置） 
５：施設等整備（国や地方自治体が市民、NPO/NGO、企業等のために整備すべき施設） 
６：調査研究、技術開発、技術革新（各種調査研究） 
７：監視・測定（公害や自然環境等をモニタリングする方法など） 
９：組織・活動（国・地方自治体等の組織及び活動。NG0/NPOの組織、市民団体の組織及び活動） 
11：地域活性化と雇用（コミュニティ・ビジネス、エコビジネス。自然再生型の公共事業） 
12：情報管理、情報の開示と提供（環境情報の収集及び提供、開示及び入手、管理等に関する方法。

環境情報を入手する場、交流方法。ITを使った情報収集及び提供方法） 
13：国民の参加促進（市民参画。政策の立案過程への参加方法） 
14：国際環境協力（環境ODA.企業及びNGO/NPOの海外での組織及び活動。海外環境保全団体、活動と

のネットワーク及びネットワーキング） 

■キーワード ダム撤去 地域活性化 流域圏 官民の協働 新たなビジネスチャンス 

 

① 政策の目的 
本提案は、荒瀬ダム撤去後の生態系回復モニタリングを含む環境の変化などの記録を通して、国

内でのダム撤去に関する官民協働の情報集積モデルを確立させるために、行政、市民団体、研究者
が持つ荒瀬ダム撤去の経過や調査・研究に関する情報・データの収集・蓄積を行い、ダム撤去が地
域にもたらすメリット・デメリットに関する情報・データを今後老朽化を迎えるダムを抱える自治
体や地域住民等に提供すること。及び、全国初の事例となる荒瀬ダム撤去を地域の再生に積極的に
利用しようとするものに対して情報提供をすることにより球磨川流域が持つ自然資源を基盤とす
る、流域経済の再生と持続可能な社会の構築につなげていく。 
 

② 背景および現状の問題点 

荒瀬ダムの撤去は平成14年に決定した後、撤回、存続、そして再び平成24年度より撤去を開始す

ることになった。撤去以前のダム湖等の環境調査は実施してきたものの、撤去に至る検証過程にお

いて住民の参加や情報の共有が十分であったとは言い難い。しかし、荒瀬ダム撤去が実現すれば、

全国初の大型ダム撤去の事例となることは間違いなく。ここで蓄積された情報やデータは今後の河

川の在り方と生活の関わりを知る上でも、貴重なものになると思われる。 

また、その過程におけるダム撤去が環境に与える物理学的・生物学的・社会的・歴史的な変化に

関する調査・研究の蓄積のためには、行政が行う調査・研究とは別に住民からの情報も欠かせない

。そこに住む住民であるからこそ入手可能な情報も多く存在し、また、その情報を地域の活性化に

役立つ生きた情報として活用・発展させるのも住民である。撤去が決定した以上、撤去が地域にと

って、プラス効果を生み出すためには官民業の協力・協働が必要である。撤去という出来事は、地

域の自然資源や生態系サービスを増大させる可能性も秘めている。球磨川や八代海の環境の改善や

撤去後の河川再生事業、また全国初の撤去の現場という他に例のない機会を利点と捉えるとエコツ

アーやエコビジネス、新たな自然再生事業を生み出すチャンスともなり得る。そういう観点からも

撤去後の地域資源、漁業資源の変化についても情報の収集・発信をしていく必要がある。 

また、研究者にとってもダム撤去が始まるこの流域は、様々な分野において研究の対象となる多

くの情報を提供することも可能であり、その成果がこの流域や全国並びに今後の河川の在り方を考



 

える上で還元されることも期待したい。 

全国初のダム撤去事例となる荒瀬ダム撤去のメリット・デメリットをデータ化して情報発信して

いくことは、撤去先進地としての熊本県の行政、住民の役割であり、そのためには現場と研究者、

国等の関係機関の連携・ネットワークの構築が不可欠である。 

更に、これまで、大型のダム撤去という事例は国内初であるために、ダム撤去に関連する法整備

はこれからである。荒瀬ダム撤去の法的な整備は不十分なままのスタートとなった。また、撤去事

業に関する環境影響評価に関する調査手法の確立も不十分なまま、試行錯誤の中の取り組みとなっ

たことも否定できない。国は荒瀬ダムの撤去に積極的にかかわることによって、今後ダム撤去が他

地域でも議論の対象になる場合を想定して、現状の法整備の見直しや新たな法制度整備や技術の確

立を進めていくべきである。また、撤去と河川環境の変化との関わり、及びとその変化が地域に与

える影響は今後の環境影響評価法や自然再生法など環境関連法の現行法改正・新規制定にあたって

は大いに参考になるものと思われ、環境省には荒瀬ダム撤去に関する地元の取り組みに対する支援

制度の確立を行うことを望みたい。 

荒瀬ダム撤去は現時点では2年後に予定されており、撤去開始とともにこのプロジェクトを機能

させるためには、早急に準備に取り掛かる必要がある。 

③ 政策の概要 

１）ダム撤去のデータ・情報集積のための国・地方自治体・NGO/NPO・研究者・事業者を結ぶネッ

トワークの構築。 

２）一般社会へ積極的な情報提供を可能にするシステムの構築。 

３）ダム撤去を進めるための現行法改正や新たな法整備及び制度設計。 

４）ダム撤去に関するデータ・情報蓄積・発信のためのクリアリングハウスの設立。 

５）本プロジェクトの関係者・協力者による会議開催（WEB会議・SNS利用等含む）。 

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） 

【クリアリングハウス】情報の集積・発信、企画立案・提案、参加者間の連絡・調整など（NPO

として新設）。 

【国内ダム撤去研究会】全国・海外のダム撤去関係者との連携。 

【国の機関】撤去に関する情報提供や、法整備、NPOの支援制度の確立。 

（例）環境省、国土交通省、経済産業省、運輸省などダム撤去に関係する機関。 

【熊本県】荒瀬ダム撤去に関する資料・データの提供。クリアリングハウスの資金的・人的支援。

【八代市】八代市がもつ撤去情報の発信。各団体への積極的な働きかけ。関連イベント開催の協

力・支援。アーカイブ情報の提供。クリアリングハウスの側面支援。 

【八代市以外の流域自治体】撤去後の地域社会の変化に関する情報提供。エコビジネスの創出・

支援。アーカイブ情報の提供。 

【地元の自然保護団体・住民団体・地域おこしグループ】撤去後の球磨川における市民調査活動

や野外活動、エコツアーの企画など、球磨川・八代海をフィールドとする活動の実施・協力。

【研究者】球磨川・八代海に関する調査・研究とその成果に関する情報提供。 

【全国の既存のNPO/NGO団体】ダム撤去や地域の河川情報や活動に関する情報交換・相互利用。

 （例）リバーポリシーネットワーク、（財）自然保護協会、地球・人間環境フォーラム、Int

ernational Riversなど。 

【漁業者・八代漁業協同組合・球磨川漁業協同組合など】データ集積、調査活動の協力。漁業振

興のための相互連携。 

【地元の商工業者等】ダム撤去を地域の活性化に生かすための情報利用及びプロジェクト支援。

 （例）観光業関連団体、サービス産業など。 

【その他の企業・個人・団体など】 

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） 

 

○撤去過程に関するリアルタイムな情報提供（写真や映像の利用）。 

○撤去後の河川再生モニタリングに関するデータの蓄積と共有。 

○球磨川流域に関する情報のアーカイブ化。 

○球磨川流域情報の共有と河川を利用した活動の活性化。 

○住民や各種団体・企業による積極的な地域再生への取り組み。 

○環境教育や環境学習のための場や企画の増大。 

○川との触れ合いや川遊びなど新たなリクリエーションに関する情報提供。 

○新たなビジネスチャンスと雇用の創出。 

○研究者による研究成果の地域へのフィードバック効果。 

○先駆的な事例として、今後の環境影響評価法や河川法、自然再生法など今後の河川に関する法

整備のための課題提供。 

○生物多様性の回復と生態系サービスの増大、及びそれによる自然資源の利用拡大等などへの影

響に関するデータの蓄積。 

○今後の河川整備の参考となる、ダム撤去のメリット・デメリットに関する情報の提供。 

○参加団体間との情報交換・会議参加等を通じて生まれる合意形成プロセスの精錬。 

○ダム撤去に関する情報やデータを共用することによって生まれる行政・住民・研究者・企業の

ネットワークの構築と、パートナーシップの形成。 

○このプロジェクトに参加することによって生まれる、各参加団体の更なる意識や技術の向上。

○海外との撤去に関する情報交換によるクリアリングハウス及び参加団体の情報収集・発信能力

や情報利用・企画能力や技術の向上。 

⑦ その他・特記事項 

特に、なし 

 



 

 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 環境とくしまネットワーク 

代表者 島田  公 担当者 島田  公 

所在地 

〒772-0051  

徳島県鳴門市鳴門町高島字竹島 462 番地 

TEL:080－5666－2276 FAX:088－687－2276  

Ｅ-mail:jikuu@tv-naruto.ne.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

地球温暖化が進行する中、私たちの住む四国地域も例外では無く、毎日の暮らし

が日々刻々と脅かされる今日です。私たちは地球環境の問題と、自然との調和・

共生を主とし地域を問わず各分野における専門の視野を主観的に捉えることによ

り、一般社会的貢献と研究・環境対策の普及・推進のための拡大を目的としての

市民と行政そして、地域や職種・世代間の立場の枠を越え協働し活動を気づき、

考え行動します。 

団体の目的 
／事業概要 

 

ＮＰＯ法人環境とくしまネットワークは、四国並びに徳島県民・地域全ての方々

に対して、会員各位が有する環境、消費者、省エネルギー問題に対する幅広い知

識や関連の資格を活かして、自然と社会の共存のあり方を創造し、自然共生型社

会づくりに貢献する活動を行い、地球上の環境と生態系の保全、消費者保護に関

する活動を目的としています。目的を達成するため、特定非営利活動として、①

社会教育の推進を図る活動 ②まちづくりの推進を図る活動 ③環境保全を図る

活動 ④子供の健全育成を図る活動 ⑤ 経済活動の活性化を図る活動 ⑥消費

者の保全を図る活動など、地球環境・地域の再生を中心とした循環型自然共生的

活動を独自企画・連携・協働実施をしています。 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

1. 森林保全活動に関する事業活動 

・徳島県下での森づくりボランティア活動と、地域林地材を使用した、地産地匠型の家づ

くりの普及・研究・啓発事業 

2. 環境・省エネに関する啓発の広報・イベント企画開催事業活動 

・省エネ普及指導員養成支援事業（継続支援事業）、エコ住宅推進活動事業（地域シンポジ

ウム、普及啓発イベント企画運営）、環境系イベント参加の家づくりを通じての環境・省

エネ CSR 活動事業、（地域の空き家調査・改修体験セミナー）事業、徳島県海をキレイに

支援応援事業（地域海岸漂着ゴミ問題）、せとうち海環のシンポジウム運営企画/KJB 瀬

戸内環境基金助成事業、四国ブロック「環境 NGO・NPO 地域ワークショップ講座」運営企

画 /地球環境基金委託事業 

3. 消費者支援のための活動事業 

・消費者教育支援事業（アドバイザー・セミナー講師等）、グリーン購入徳島ネットの活動

事業、レジ袋削減大作戦（エコ風呂敷普及活動支援事業） 

4. まちづくり推進と子ども育成のための体験セミナー事業 

・地域環境再生プロジェクト（棚田再生整備と米作り体験事業）と（衣食住から考える地

域の伝統と文化の普及啓発事業） 

5. 地球温暖化対策に関する事業 

・とくしま地球温暖化対策協議会の活動支援事業、(バイオマス利活用)、(地球温暖化フォ

ーラム四国地域セミナー活動の企画・運営事業 

ホームページ  http://www.tv-naruto.ne.jp/kantoku001/index.html 

設立年月 平成 14 年 11 月   ＊認証年月日（法人団体のみ）平成 20 年 3 月 12 日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）                円 

活動事業費／

売上高（H20）
1,492,000円 

スタッフ／職員数       9 名 （内 専従    1 名） 
組 織 

個人会員 21 名 法人会員    名 その他会員（賛助会員等）  4 名 

    

 



 

提 言 

政策のテーマ 
地域環境の創造と蘇生・循環型社会における地域財産利活用モデル化 

と未利用エネルギーシステムの構築          

 
■政策の分野 

・①循環型社会の構築⑧社会経済のグリーン化 

・⑨持続可能な地域づくり                       

■政策の手段 

・③税制措置 ⑥調査研究、技術開発、技術革新  

・⑨組織・活動 ⑪地域活性化と雇用 

■キーワード 地域活性化 環境と経済 空き家利活用 耕作放棄地 未利用エネルギ

ーの需要と供給

 

① 政策の目的 

提案は、現・時代が求めているもの環境問題・地域社会のこれまでの常識や価値観の転換にある。

地域集落（農山村・漁村）に象徴される現状から抜け出し、人間と自然が共に豊かになるような

日本の未来を切り開くか。創造という現代的視点で、地域の持つ意味・価値を問い正し、その現

実の実態把握することによって地域の新たな展開で環境蘇生を目指すことにある。 

② 背景および現状の問題点 

■環境矛盾殻の格差と循環型社会構築 

戦後の成長の中で追い求めてきた「モノ・カネの欲」により、工業化、大量消費、使い捨てを煽

っての流行づくりと大量生産、化石燃料資源の乱掘、浪費、企業の資本の肥大化の追求から今日

の様々な環境矛盾を膨張させてきた。長い日本の歴史の中で、根付き育まれてきた「日本らしさ

」から学ぶ本来の循環型社会の構築には、地域による「創造と蘇生」を実行することが不可欠と

なる。 

■地域環境・閉ざされた現実 

農山村・漁村の暮らしから見ると、各業務不振や高齢化などで社会的生活活動が停止状態となり

、地域集落の社会的共同生活の維持機能も低下し、外部から、ましてや集落内の相互交流（コミ

ュニティー）の機会も無くなりつつあり、各自の生活が私的空間へ閉ざされていく現実がある。

■地域現状/深刻化する耕作放棄地と空き家 

当該地域の多くの悩みは、「雇用の場が無く、就業機会が少ない」を筆頭に「森林（人工林）の

荒廃」「農産物の鳥獣被害」「空き家･老朽廃屋の増加」「耕作放棄地（農地・林地）の増加」

「海水面温度上昇による生態系変貌」「海洋ゴミ等による漁場の異変」「緊急医療時の体制不安

」など負の財産目録のオンパレードとなる。 

■資源形成/緑の雇用（森林）と青の再生（海） 

戦後60年余り、この社会は正常で素晴らしいと思い過ごしてきた結果、資本主義は正しいと考え

た競争と利便性の追求により、いま取り巻く社会は地球温暖化を初めとする様々な環境問題や大

海に囲まれた国土と大半の森林によって私達人間は自然に生かされてきた経緯がある。循環の基

本は「資源（環境）を守ること」と「資源を自ら創り出すこと」にあるはず、ところが「資源を

自らが作り出し、それを利用する」という生物資源における最も基本的なことを疎外してきた。

何気なく使われている生態系という言葉は生物の命の上に生物が生存しているという過酷な空

間で保たれている、森林利活用からの雇用と美しい海洋再生は全てがつながる環境創生と考える

ものである。 

■地域活性化の視点 

本来、生き生きとした資源の中で人間の努力で生産し、持続、更新していける場所は、森林や近

海などの命を有した生物資源が身近に存在する地域しかなく、地域活性化の視点は地元資源を活

かしたまちづくりであり、再生である。懐の大きな仕組みづくりが元気で知恵と技術を蘇生する

原点であることを忘れてはいけない。地域の再生には地域経済雇用を睨んだ変革と「限界集落」

を初めとするつながる地域環境整備によって形成される課題克服も重要となる。 

 

 

団体名：NPO 法人環境とくしまネットワーク 

 
担当者名：島田 公 



 

③ 政策の概要 

提案する政策は、下記に構成するものである。基本的概要としては地域エリア単位の（行政、企

業、ＮＰＯ、市民）によるパートナーシップ・ネットワーク構築によって行う環境創生活動を軸

とする。 

1）循環型社会における地域財産システムの検討 

これまでに地域間で築き上げられた此処の様々な循環作用的な必要性と利便性を守るためだけで

なく、不動産（農地・林地）放置家屋（空き家等）再生利活用に向けた関係法務・税制変更によ

り、調査・検討を推進し地域と所有者への総合理解を求める。 

2）環境流域共同管理ネットワークの構築 

山と川と海は自然生態系として有機的に結合している。環境流域社会圏の中で下流域住民が上流

域の「山」の荒廃、森林保全の問題を自らの問題と捉え、上流域への多面的支援を行い関係流域

住民が一体となって流域環境を共同で管理・交流していくことが求められる。と同時に地域雇用

と経済安定も図る。 

3）空き家・廃屋（文化財）等の利活用再生まちづくりのプロジェクト企画実行 

ものづくり、リサイクルは日本が誇れる技である。生活の為の「衣食住」の重要的視点から、地

域に放置される「空き家・廃屋・施設」等の利活用を調査し、使用目的に対処した運用を企画実

行する。これらは地域活性化を総合的環境配慮からも大切に取り組むべきと考える。関係する法

改正・条例の見直し・固定資産税制の再検討も考慮し、深刻化する地域のモデル化を図り地域人

口増加と移住交流事業や文化継承のための文化財研究も実施、地域総合環境計画を実施する。 

4）地域循環型エネルギーシステム事業の構築 

地域新エネルギー提案事項として、バイオマス利用推進を図る。地域特質の生態系保存と持続的

生産を可能とする技術開発を高め、地域全体で「環境と経済」を軸とした温室効果ガス削減を図

る為の技術として、地域地消型の自然エネルギー利用やセルロース系資源からのバイオ燃料製造

の利用を実施することで、地域の魅力ある新経済雇用（緑の雇用と青の再生）化を図る。 

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） 

 

構想立案          循環型社会における地域財産システムの検討 

調査検討      （地域循環社会の実現）空き家税・放置税などの検討 廃屋の所有責務 

             シンポジウムの開催 専門分野別の連携による運営チーム 

                 地域総合理解と形成 ライフミニアム 

 

                      （システムネットワークの構築） 

 

資源開発            環境流域共同管理ネットワークの構築 

現状課題       海を守る森林再生活動 沿岸養殖の環境づくり 海洋ゴミ・漂着ゴミ 

         森林活用 竹林整備 高齢化対策と作業後継 ファームヘルパー 直営市場 

 

          （創造のためのアクション） 

 

企画     空き家・廃屋（文化財）等の利活用再生まちづくりのプロジェクト企画実行 
         まちづくり協議会 教育委員会 文化財 民家再生 文化庁 登録保護 

実行        建築士 地域材利活用 地産地匠の家づくり団体 地域施設の利活用 

 

 

      （地域循環社会の実現）          「蘇生のプロセス」 

            地域循環型エネルギーシステム事業の構築 

事業化   エコフィード リサイクルループ 木質バイオマス 未利用エネルギー 林地残材 

企業連携   製材廃材利用 たい肥 省ＣＯ2効果の可視化 間伐材 直接燃料発電システ 

      バイオマスタウン構想 エネルギー転換 ペレットの需要と供給 漂着木材ペレット化 

      

 



 

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） 

「多種多様な主体による仕組みづくり」・・・とは 

行政は、事業を推進するほか、地域市民環境活動やその効果を高めるために 

「創造と蘇生」に関する「団体・機関・企業・ＮＰＯ等」とネットワークする 

 

 

行政（国・県・市町村）          専門分野（調査検討委員会） 

情報共有  企画・構想      チェック  環境・建築・文化財・税務 

                       森林活用・エネルギー 

 
連携支援 

          地域環境行動プロジェクト    調査 

              協議会               教育関連文化財 

            

             「創造と蘇生」         事業化 

サークル                             企業 

任意団体                             
       協力 

民間団体              ＮＰＯ    参加 

                                市民 
            まちづくり実行委員会 
 

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） 

・地球環境問題の視点からも地域環境（森林）から始まる役割は国際的にも大きく見直される。

・「過疎対策問題・限界集落」等、地域環境の条件不利性をどう克服するかという守りの視点で

はなく、次世代に繋ぐ魅力ある地域環境の構築に向けて地域の温まりのある行政運営と人間関

係そして、多様な地域資源を今後いかに活かすかという、攻めの視点から積極的まちづくり・

地域環境づくりとして意識向上と削減数値として進行する。 

・我々に心から安らぎを与えてくれる環境保全多面的機能を持った地域の価値を見直すことによ

って人間と自然が共に豊かになる地域環境社会が実現する。 

⑦その他・特記事項 

「何が失われつつあるのか?」を考える。 

1. 伝統文化の衰退と地域コミュニティーの崩壊 

かっては日本全国に存在した鎮守の森･教育の場からの学校林、地域の記憶にある祭りや伝統

文化が集落から消えていくことは、単純に継承を断ち切るだけでなく、心の支えを失うとい

う地域環境に纏わる生き様として深く関わる。 

2. 地域特有の（原）風景の喪失 

環境保全（維持）の問題は、国土の荒廃による「地域の原風景の基本となる。日本の地域の

持ち合わす景観は素晴らしく、四季折々の表現がある。こうした原風景を通して日本文化の

基層を成す、叙情性や豊かな感性を養ってきた。この風景の喪失葉、日本人の美しく豊かな

感性の喪失にもつながる。 

3. 自然環境の貧困化 

「限界集落」への進行する地域では、耕作放棄地の増大や外材圧迫による長期林業不振と高

齢化で人工林が放置林と化し、荒廃の一途を辿っている。保水力の低下した山が、渇水や水

害を発生させ、磯枯れした海をつくり出し、下流の都市住民や漁業者の生活にも大きな影響

を出している。これには全ての者が領域枠を越え正面から対処すべきが急務である。 

 

 

 



 

 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 ひまわりの種の会 

代表者 新保 留美子 担当者 新保 留美子 

所在地 

〒  006-0016 

 札幌市手稲区富丘 6条 7丁目 6-28 

TEL:011－ 684－ 7651  FAX:011－  684－ 7651 

Ｅ-mail: rumisunsun@ybb.ne.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

太陽光を中心とした自然エネルギーの普及と環境教育を目的に幼稚園の保護者

サークルとして任意団体ひまわりの種の会を設立。資源回収、親子自然体験など

の活動を実践。その後、札幌大通り公園の大型イベントで太陽光発電と風車で明

かりをともす「ソーラーイルミネーション」を企画。市民太陽光発電実行委員会

を設立。ソーラーイルミネーション継続のため 2003 年に法人化。現在に至る。 

団体の目的 
／事業概要 

 

持続可能な社会へ向けて、太陽光発電を中心とした自然エネルギーの普及促進

を中心とした環境保全活動を身近で実感できる市民目線で実践することを目的と

している。これまでに、さっぽろホワイトイルミネーションで自然エネルギーを

用いて明かりを灯す「ソーラーイルミネーション」、市民参加型の太陽光発電所設

置のための「てるてるプロジェクト」などに取り組む。また、これらのハード的

な取り組みに加えて、子どもたちでも簡単に取組める環境教育ゲーム「ガバ･チョ」

を開発し学校、イベント等で継続的に実践している。 

 

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 13 年度】「電気を使わない楽器のコンサート」開催 

 大通り公園「市民太陽光発電ソーラーイルミネーション／省エネツリー」実施

【平成 14 年度】「ソーラービオトープ」幼稚園に設置 

【平成 15 年度】「ソロモンとつなぐ未来の架け橋」国際交流学習会実施 

 「北国から発信しよう！自然エネルギーのある暮らし」フォーラム開催 

【平成 16 年度】札幌市委託事業「太陽光発電デモンストレーション」実施。 

 「夏休み新・旧エネルギー体験ツアー」実施 

 韓国テグ市「ソーラーシティーサミット」参加 

 札幌円山動物園市民太陽光発電所「てるてる発電所」設置 

【平成 17 年度】環境教育プログラム「エコトレードゲーム」開発・実践 

 人材育成セミナー3回連続講座実施 

【平成 18 年度】ＮＥＤＯ補助事業「北国の暮らしを快適にする新技術」開催 

 環境教育ゲームＵＳＩ開発 

【平成 19 年度】環境省委託主体間連携事業「屋根リフォーム時の省エネ対策」 

【平成 20 年度】洞爺湖サミット記念行事「環境総合展」出展参加 

地球環境基金助成金事業環境教育ゲーム「ガバ・チョ」開発 

 日本シュミレーション＆ゲーミング学会参加 

 大通り公園「太陽と風のエコ・イルミネーション」実施 
ホームページ http://himawari.her.jp/ 

設立年月 2000 年  4 月   ＊認証年月日（法人団体のみ）2003 年 8 月 19 日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）               0 円 

活動事業費／

売上高（H20）
280万円 

スタッフ／職員数      25 名 （内 専従     1 名） 
組 織 

個人会員  25 名 法人会員   2 名 その他会員（賛助会員等）   0 名 



 

提 言  

政策のテーマ 札幌の街灯に LED を推進する協議会設置事業        

 
■政策の分野 

・⑨持続可能な地域づくり 

・⑧社会経済のグリーン化                       

■政策の手段 

・⑨組織・活動 

・⑬国民の参加 

 

■キーワード 街灯のLED化 積雪寒冷地モデル 25％削減と経済効果 住民参画 他地域へ波及 

 

① 政策の目的 

■25％削減目標達成の具体的方策として、公共で利用される電気の削減拡大を推進する。 

■公共的な電気利用設備「街灯」のLED化を推進しグリーン化したまちづくりを目指す。 

■街灯のLED化により、CO2削減と経済効果を同時に目指す。 

■グリーン化した街づくりのための住民参画による合意形成と普及における課題解決を進める。

■街全体のグリーン化モデルを必要とする積雪寒冷地他地域への波及モデルとする。 

② 背景および現状の問題点 

●LED街灯の設備技術は日進月歩であるが、積雪寒冷地特有の気象環境等による設備の安全性、

耐久性等の面で発展途上である。 

●LED街灯の特徴である照明角度、発光効率は従来型街灯との違いがあり、変換には住民の合意

形成が必要とされる。 

●街灯導入における実証実験においては導入される地域住民による照度、設備の安全性等、導入

実態の調査が必要である。 

③ 政策の概要 

【札幌市内の街灯をLED化を推進する協議会の設置】 

協議会には札幌市関係部局、地域住民、企業と今後導入の可能性のある公園管理課等が参画。

市民が接点を持ちづらい、行政機関各部局、企業とがスムーズに連携し、まちづくりのグリー

ン化を促進するフラットな組織を構築。 

①キャラバンの実施 

LED導入計画の地域周知と課題解決のための場を設ける。 

LED街灯の現状課題を解決するための道筋を付ける住民参画の場を設け、LED導入による環境負

荷低減と経済効果について、意見交換を交えた学習会を実践する。 

②他地域との情報交換 

 積雪寒冷地における街灯のLED化には課題も多いが、大きな二酸化炭素削減効果と経済効果を

期待できる。 

 街灯のLED化をまちづくりのグリーン化として取組事例は北海道内各自治体のみならず、本州

の積雪寒冷地他都市へ実践の拡大を望むことが出来る。 

 そのために実践のプロセスを他地域と共有し、各地域の特色を活かした取組みへと発展するた

めに、地域との情報交換を行っていく。 

③メーカーとの情報交換 

 現在実証実験を行っている各メーカーの製品は、積雪寒冷地特有の気象により、つららが出来

たり、結露などのトラブルが見受けられる。導入拡大に向けたリスクを軽減する為、現地での

調査から見えてくる課題を製品の信頼性を高めるために企業へフィードバックしていく。 

④取組みの情報発信 

 取組みのプロセスを随時情報発信することで事業に対する理解を得、効果の発信を面積として

拡大して行く。 

団体名：特定非営利活動法人ひまわりの種の会

 

担当者名：新保 留美子 



 

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） 

 

 関係各所が主体となり協議会を設置。 

 協議会が中心となり①～④事業を継続的に実践していく。 

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） 

 
【街灯の LED 化実証実験担当課】 

札幌市建設局道路維持課 
【自然エネルギー・省エネルギー導入促進担当課】 

札幌市環境局エコエネルギー推進課 
【その他札幌市関係課】 

札幌市環境局みどりの管理課 
札幌市環境局計画課 

【住民主体】 
札幌市内各区連合町内会 

【導入設備主体】 
関連各企業 

 

【札幌市内の街灯をLED化を推進する協議会の設置】設置 
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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） 

【札幌市全体の街路灯の数】150,677 基 

●うち札幌市の管理＝76.8％ ●私設街路灯＝23.2％ ●ナトリウム灯＝80％ 

【現状で掛かる札幌市の電気料金】 

昨年度の照明費＝約 10 億円 

 

【導入を促進すると】 

 １灯あたり、 

●水銀灯 80w から LED33ｗに交換すると→118Kg の CO2 を削減（現状のマイナス 63％） 

●電気代は 2,808 円の現象（現状のマイナス 48％） 

 

期待される効果 

■札幌市の財政を軽減 

■街灯導入事業者の活性化 

■地域住民の温暖化防止に対する理解促進と参加 

■確実な二酸化炭素削減 

■他地域への波及による２５％削減の実現 

■まちづくりのグリーン化を促進 

 

⑦ その他・特記事項 

 

平成21年度、特定非営利活動法人ひまわりの種の会は、 

「大型イベントの自然エネルギー化を進める：太陽と風のエコイルミネーション」事業で 

北海道経済産業局第１回「北国の省エネ・新エネ大賞」新エネルギー部門を受賞。 

 

 



 

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 福島環境カウンセラー協会 

代表者 長澤 利枝 担当者 鈴木 一 

所在地 

〒970-8026 福島県いわき市平字田町１２０番地 

       LATOV６階 いわき産業創造館内 Ｍ５ 

TEL: 0246－68－6397     FAX: 0246－68－6397 

Ｅ-mail: dd8h-szk@asahi-net.or.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

 

環境カウンセラーとは、市民活動や事業者の中での環境保全に関する専門的知識

や豊富な経験を有し環境保全活動に関する助言などを行う人材として、環境省の

行う審査を経て登録された人々です。 

環境カウンセラー協（議）会は、地域の環境カウンセラーの有志が連携し、情報

・ノウハウを交換し、経験交流を通じて、地域に貢献するために活動をしている

協会または協議会です。福島環境カウンセラー協会は、全国で設立順３５番目の

環境カウンセラー協会です。 

 

団体の目的 
／事業概要 

 

 
活動地域： 福島県内全域 

活動分野： 環境保全活動全般 

      環境教育（自然系、一般市民啓発系） 

エコアクション 21 普及・啓発、コンサル、審査活動 

 

ひとことＰＲ： 福島環境カウンセラー協会は“人材が宝”です。 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

 

主な事業活動： 

 

①環境カウンセラー研修事業（東北地区）開催（平成２１年度） 

②環境カウンセラー応募支援セミナー開催                 

③「ふくしま環境・エネルギーフェア」への出展・参加 

④エコアクション２１普及・啓発活動 

⑤自然系環境教育 など 

ホームページ  

設立年月 平成１３年 ７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）
円 

スタッフ／職員数        名 （内 専従     名） 
組 織 

個人会員 ３１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  仕組み作りによる低炭素地域社会の実現         

 
■政策の分野 

・持続可能な地域づくり 

・環境パートナーシップ                       

■政策の手段 

・制度整備及び改正 

・環境教育・ESDの推進 

 

■キーワード 1.環境教育と

市民活動 

2.市民の取り組

むカーボンオフ

セット 

   

 

① 政策の目的 

国および地方公共団体は、国民・民間団体・行政・教育機関等地域環境力基盤となる主体が協働

して実践する仕組みをつくり、低炭素地域社会の実現をはかる。 

② 背景および現状の問題点 

１． 環境教育と市民活動 

環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律（「以下」環境教育推進法

と略称）は持続可能な社会づくりについて目標と各主体の責務を定めているが、目標に向か

って取り組むのは各主体と責務として手法はまかせっぱなしである。たとえていうと、現法

律は画餅を入手する手段が具体的に示されていない。だから百人百様な取組となっている。

市民や指導者たちは、自分の金で、自分の時間で自分の知恵で成果こそ報酬取としてり組ん

でいるのであり、それはそれで評価されるべきだが、個人犠牲のわりには成果（報酬）が少

ない。 

 

２． 市民の取り組むカーボンオフセット  

わが国の京都議定書目標達成の大半を山林の自然呼吸に依存することとしている。しかし、山林

資源は低経済力として放置されたままである。数千年を里山と共生してきた山村住民の高齢化が

進み、限界集落となりかねない危機に瀕し、里山は荒廃した。カーボンオフセットは、国際間・

企業間・自治体間では経済活動として動き出し、わが国では認証制度も発足した。地球温暖化対

策は地球規模で今世紀重要な公益性をもつ。世界のあらゆる主体があらゆる角度から取り組む必

要がある。にもかかわらず、市民の地域レベルでの取り組みはまだ当局から示唆・奨励すらされ

ていない。ある環境カウンセラー（以下「EC」と略称）が挑戦を試みたが実らなかった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名： 福島環境カウンセラー協会 

 
担当者名： 鈴木 一 



 

③ 政策の概要 

１． 環境教育と市民活動 

環境問題に関する市民の認識は高まっており、自発型・参加型の市民も広がりを見せている

。いま、求められるのは、せっかく、ここまでに使命感を持つにいたった市民・市民団体・

事業者など各主体の取組み環境の法的整備であると考える。 

○環境教育推進法等環境教育関連枠組みの整備 

１）国・都道府県・市町村に民（市民団体・事業者を含む）・官・学等で構成する協議の場

をつくる。 

２）協議事項達成のため、各主体は役割を分担する。 

３）各主体の責務達成負担の公平をはかる（助成金等の配慮）。 

４）功労者顕彰制度をつくる。 

 

２．市民の取り組むカーボンオフセット 

カーボンオフセットは現行の認証制度のように大掛かりなものに限らず、環境ＮＰＯ等が地

域で手軽に促進する必要がある。カーボンオフセットの手法は、市民やEC等が取り組んでい

る「ゆたかな里山づくり」、企業が取り組む「CSR」および「環境評価プログラム」におい

て、市町村又は地域内の山林とCO2排出事業所間の締結が容易に応用できるし、ＮＰＯなど

の活動がより促進される。 

○法律・条令・資金措置・実践モデル・評価方式などの整備、人材育成  

１）都道府県に民（市民団体・事業者を含む）・官・学等で構成する「カーボンオフセット

協議会」をつくる。 

２）当面は、認証申請費が必要な現行制度とは区分し、取り組むことまたは取り組み参加を

奨励・促進を優先させることとし、主体的に参加した事業所には１）に掲げた協議会に

よる認証に準ずる評価を行う。 

３）事業所と山林所有者の植林、間伐・搬出等の契約モデルをつくる。 

４）都市と農村など自治体間の協働取組を奨励する。 

５）既存組織との調整を図る。 

６）功労者顕彰制度をつくる。 

７）この取り組みを次世代の環境教育や生物多様性社会づくりに活用する。 

 

３．市町村に環境問題専門家を派遣 

自治体とくに市町村の最大の問題は、環境問題対策の法的最低限の責務（条例制定・基本計

画策定など）すら未整備な現状である。それゆえ自治体自らの環境対策もボトムアップな環

境市民の活力利用も遅々としている。都道府県は、こうした市町村に環境カウンセラーなど

の専門家を派遣し、地域の環境問題対策の基本的整備を行うほか、市町村民・児童に環境教

育により認識を高め、実践的取り組みを促進する必要がある。 

 

 

 

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） 

国：①協議・評価の場 ②立法等 ③財政 ④表彰等 

 

都道府県：①協議・評価の場（自治体間協議を含む） ②条例等 ③資金 ④表彰等 

 

市町村： ①協議・評価の場（自治体間協議を含む） ②条例等 ③資金 ④表彰等 

 

 

 

 

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） 



 

政策の実施主体 

活動実績顕著な団体・個人（以下「団体等」という。）とする。団体等は国・都道府県・政令指定都

市が指定する。 

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） 

 

  ③ 政策の概要の項に記載 

⑦ その他・特記事項 
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