
第１３回 再生普及推進のための連携チーム会合 

 

日時：令和 3年 5月 26日（水）15：00～16：30 

場所： オンラインでの開催 

 

 

 

------------------------- 議 事 ------------------------- 

   

１． 小委員会事務局が実施する市民参加の取組みについて 

 

２． 湿原の保全や再生に係る情報の発信について 

 

３． その他（各小委員会からの提案・連絡事項） 

 

 

--------------------- 配布資料一覧 --------------------- 

 

資料１ 小委員会事務局が実施する市民参加の取組み 

資料１-１ アンケート共通項目および実施報告書について（再周知） 

資料１-２ アンケート共通項目（様式） 

資料１-３ 現地見学会等 実施報告書（様式） 

資料２ 湿原の保全や再生に係る情報の発信について 

参考資料１ 現地見学会広報ポスター 

参考資料２  図書館収蔵資料の収集状況 

 

  



第１３回 再生普及推進のための連携チーム会合出席者名簿（敬称略） 

 

 

＜専門家＞ 

所属等 氏 名 

再生普及小委員会 委員長  高橋 忠一             

再生普及小委員会 委員長代理  新庄 久志                        

 

＜小委員会事務局＞ 

機関名［担当小委員会］ 出席者 

国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部 

［湿原再生、河川環境再生、水循環、土砂流入、地域づくり］ 

上席治水専門官   佐藤 豪 

治水専門官     金谷 将志 

管理専門官     吉田 真利実 

環境省 北海道地方環境事務所 釧路自然環境事務所 

［湿原再生、森林再生］ 

自然再生企画官   印南 陽子 

環境専門員     中村 隆之介 

林野庁 北海道森林管理局 釧路湿原森林ふれあい推進セ

ンター ［森林再生］        
所長        南 達彦 

北海道 釧路総合振興局 釧路建設管理部 

［土砂流入］ 
主査（河川）        松本 正巳 

北海道 釧路総合振興局 産業振興部 

［地域づくり］ 

主査        辰身 英明 

専門主任      菅原 由美 

 

 

＜事務局＞ 

機 関 名 出席者 

環境省 北海道地方環境事務所 釧路自然環境事務所 

［再生普及］    
自然保護官     瀧口 さやか 

公益財団法人北海道環境財団       

（再生普及行動計画オフィス） 

環境教育課長    山本 泰志 

環境教育課     安田 智子 

 

 

  



釧路湿原自然再生協議会再生普及小委員会 再生普及推進のための連携チーム名簿（敬称略） 

 

令和 3年 5月 26日現在 

 

 

 

＜専門家＞ 

 

高橋 忠一 （再生普及小委員会 委員長） 

 

 新庄 久志 （再生普及小委員会 委員長代理） 

 

   

＜協議会事務局＞ 

 

国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部 

［湿原再生、河川環境再生、水循環、土砂流入、地域づくり］ 

 

環境省 北海道地方環境事務所 釧路自然環境事務所 

  ［湿原再生、森林再生、再生普及、地域づくり］ 

 

 林野庁 北海道森林管理局 釧路湿原森林ふれあい推進センター ［森林再生］ 

 

  北海道 釧路総合振興局 釧路建設管理部 ［土砂流入］ 

 

北海道 釧路総合振興局 産業振興部 ［地域づくり］ 

 

北海道 釧路総合振興局 保健環境部 

 

さっぽろ自然調査館 

 

 

＜その他＞ 

 

 

※ 委員長の判断により必要に応じて関係者に出席を要請する。 
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小委員会事務局が実施する市民参加の取組み 

 

 

      ●：主催事業  〇：協力事業 

主
催 小委員会事務局が主催または支援を行う取組み 

湿
原
再
生 

＜釧路開発建設部治水課＞ 

● 釧路湿原を再生しよう！未利用地を湿原に再生する取組み 幌呂地区湿原再生現地見学会（仮） 

日程：令和3年7月～8月 

場所：幌呂地区湿原再生箇所（鶴居村下幌呂） 

内容：事業説明＋現場見学＋自然再生体験（ヨシ移植・外来種防除） 

対象：一般市民  

 

  

＜環境省＞ 

●カヌーdeヒシ刈り in達古武湖（仮） 

日時：令和3年7月、8月（２回予定） 

場所：釧路町達古武湖 

内容：事業説明、カヌーを使って自然再生体験（ヒシ刈り） 

対象：一般市民 

 

○達古武湖の自然を知ろう（仮）（釧路町共催） 

日時：令和3年9月（予定） 

場所：釧路町達古武湖 

内容：事業説明、カヌーを使って現場見学、植物観察等 

対象：釧路町内の小学校 

河
川
環
境
再
生 

＜釧路開発建設部治水課＞ 

● 釧路湿原を再生しよう！直線河道を蛇行河川に戻す取組み 旧川復元現地見学会（仮） 

日程：令和3年9月 

場所：茅沼地区旧川復元箇所（標茶町コッタロ原野） 

   ﾇﾏｵﾛ地区旧川復元箇所（標茶町オソベツ原野） 

内容：事業説明＋現場見学（復元箇所ｅボート川下りほか） 

対象：一般市民 

 

資料１ 
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      ●：主催事業  〇：協力事業 

主
催 小委員会事務局が主催または支援を行う取組み 

森
林
再
生 

＜林野庁 釧路湿原森林ふれあい推進センター＞ 

●雷別ドングリ倶楽部 

（雷別国有林の森林再生のためのボランティア活動） 

日程：令和3年6月23日、9月29日 

場所：雷別国有林（標茶町雷別） 

  内容：広葉樹の植樹と保護管（ツリーシェルター）の被覆等の広葉樹の森林づくり 

 

●若者Yo！雷別へ植樹に行こう Yo！ 

（雷別国有林の森林再生のための森林づくり体験） 

日程：令和3年6月27日 

場所：雷別国有林（標茶町雷別） 

  内容：広葉樹の植樹と保護管（ツリーシェルター）の被覆等の広葉樹の森林づくり 

対象：一般市民 

  
  ＜環境省＞ 

●自然再生を考える調査体験会2021（仮） 

日時：令和3年度に２回予定 

場所：達古武の森林再生地 

内容：事業説明＋現場見学 

対象：一般市民 

 

●自然再生を考える調査体験会2021（仮） 

日時：令和3年9月18日 

場所：達古武の森林再生地 

内容：事業説明＋現場見学 

対象：一般市民（まなぼっとと共催で実施） 

 

○釧路湖陵高等学校 釧路湿原巡検 事前学習 【実施支援】 

日程：令和3年6月22日 

場所：湖陵高校 

内容：達古武の森林再生事業に関する説明 

対象：釧路湖陵高等学校 理数科1学年生徒 

 

○釧路湖陵高等学校 釧路湿原巡検事前予察 【実施支援】 

日程：令和3年6月23日 

場所：達古武地区森林再生事業地 

内容：取組みの紹介、トラップ設置 

対象：釧路湖陵高等学校 理数科1学年代表生徒 

 

○釧路湖陵高等学校 釧路湿原巡検 【実施支援】 

日程：令和3年7月2日 

場所：達古武地区森林再生事業地、細岡展望台 

内容：調査体験、取組みの紹介、湿原景観の観察 

対象：釧路湖陵高等学校 理数科1学年生徒 
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     ●：主催事業  〇：協力事業 

  

主
催 

小委員会事務局が主催または支援を行う取組み 

水
循
環 

＜釧路開発建設部治水課＞ 

●釧路川流域の水・物質循環の体験（仮） 

日程：令和3年10月～12月 

場所：幌呂地区（湧水、自然再生）等 

内容：水や土砂などのメカニズムの現地見学 

対象：一般市民・協議会委員 

地
域
づ
く
り 

（今年度の活動内容検討中） 
 

土
砂
流
入 

  ＜北海道釧路総合振興局 釧路建設管理部治水課＞ 

●久著呂川自然再生の見学ツアー 

日程：令和3年9月上旬を予定 

場所：久著呂川流域及び事業実施箇所 

内容：事業説明＋現場見学 

対象：一般市民  

再
生
普
及 

＜環境省＞ 

○標茶町立標茶小学校 現地予察【実施支援】 

 日程：令和3年5月14日（金） 

 場所：達古武地区森林再生事業地、達古武湖（湖畔）、夢が丘木道 

 内容：フィールドおよび活動内容の説明 

 対象：標茶小学校教諭 

 

○標茶町立標茶小学校【実施支援】 

 日程：令和3年7月（予定） 

 場所：達古武地区森林再生事業地、達古武湖（湖畔）、夢が丘木道 

 内容：自然再生事業の取組みの紹介、フィールドワーク 

 対象：標茶小学校5年生児童 

 

○釧路町立別保小学校 現地予察【実施支援】 

 日程：令和3年7月初旬（予定） 

 場所：細岡展望台、周辺フィールド 

 内容：フィールドおよび活動内容の説明 

 対象：別保小学校教諭 

 

○釧路町立別保小学校【実施支援】 

 日程：令和3年7月12日（月） 

 場所：細岡展望台、周辺フィールド 

 内容：フィールドワーク（湿原景観、湧水の観察ほか） 

 対象：別保小学校5年生児童 
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      ●：主催事業  〇：協力事業 

再
生
普
及 

＜環境省＞ 

●教員研修講座（釧路教育研究センター共催） 

日程：令和3年7月16日（金） 

場所：釧路市動物園 

内容：タンチョウ保護の取り組みをテーマとした講話、バックヤードツアー 

対象：小学校・中学校・高等学校教員 

 

●市民講座 

 日程：令和3年7月～8月（調整中） 

 内容： 3回連続講座として実施（調整中） 

 場所：調整中 

 対象：一般市民 

 

●第27回フィールドワークショップ 

 日時：令和3年7月～8月（調整中） 

 場所：調整中 

 内容：フィールドワーク 

 対象：ワンダグリンダ・プロジェクト参加者 

 

●第28回フィールドワークショップ 

 日時：調整中 

 場所：調整中 

 内容：フィールドワーク 

 対象：ワンダグリンダ・プロジェクト参加者 

 

●教員研修講座 

 日時：令和3年9月～10月（予定） 

 場所：未定 

 内容：未定 

 対象：学校教員 

 

●釧路湿原サイエンスフェア（企画展示） 

 日時：令和4年1月～3月（5箇所程度） 

 場所：標茶町内、釧路町内、釧路市内を予定 

 内容：湿原を題材とした研究発表ボード取組み校から借用したボードの学外展示 

 対象：取組み校における児童、一般市民 

 

 

 

主
催 小委員会事務局が主催または支援を行う取組み 
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アンケート共通項目および実施報告書について（再周知） 

 

 

 

１ アンケート共通項目について 

 

《経過》 

 ・現地見学会、各小委員会事務局が主催する行事等（以下「各行事」という）で収集するアン

ケートの設問に共通の項目を設け、情報の集積および取組みの評価を行うこととなった。

（第 27回再生普及小委員会（平成 28年 6月）） 

・再生普及行動計画の改定を受け、アンケート共通項目の見直しを行った。（第 35回再生普

及小委員会（令和 2年 10月）） 

 

《共通項目の扱い》（資料１-２） 

 ・設問および回答方法は変更せず、各行事アンケートに記載する。 

 ・各事務局にて、行事毎に必要な設問を適時追加する。 

・行事実施後、各事務局にて入力・集計を行い、入力データ（エクセルファイル等）を行動計

画オフィスに提出する。 

・行動計画オフィスにおいて、全行事のとりまとめを行い、再生普及小委員会で報告する。 

 

 

２ 実施報告書について 

 

《経過》 

 ・各行事実施後の報告を共通様式でとりまとめ、再生普及小委員会において共有することとな

った。 

（第 22回再生普及小委員会（平成 25年 12月）） 

 

《実施報告書の扱い》（資料１-３） 

・行事実施後、各事務局にて実施報告書様式に記載し、行動計画オフィスに提出する。 

・行動計画オフィスにおいて、全行事のとりまとめを行い、再生普及小委員会で報告する。 

・報告内容はホームページでの広報、施設での企画展示等、行動計画オフィスが行う広報活動

に活用する。 

 

 

 

 

 

 

資料１-１ 
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アンケート共通項目（様式） 

●あなたの年齢を教えてください。 
 

 ９才以下  10 代  20 代  30 代  40 代  50 代  60 代  70 代以上 

●あなたのお住まいを教えてください。 
 

 釧路市 ・ 釧路町 ・ 標茶町 ・ 弟子屈町 ・ 鶴居村 （釧路湿原の流域にある市町村） 

※上記以外にお住まいの方は、カッコ内にご記入ください（                  ） 

●今回参加された『※各事務局にて本アンケート配布行事名を記載』への参加回数を教えてください。 
 

 はじめて参加した ・ 2 回目 ・ 3 回目以上 

●自然再生協議会が実施する以下の行事に参加したことがありますか。 

参加したことがある行事を〇で囲んでください。※各事務局にて、本アンケートを配布する行事を削除 

  ・幌呂地区湿原再生現地見学会  ・カヌーde ヒシ刈り in 達古武湖（達古武湖自然再生事業地） 

  ・久著呂川自然再生の見学ツアー ・自然再生を考える調査体験会（達古武地区森林再生事業地） 

・茅沼地区旧川復元現地見学会  ・雷別ドングリ倶楽部（雷別地区森林再生事業地） 

●この行事をどのようにして知りましたか。当てはまるものを全て〇で囲んでください。 
 

・ワンダグリンダニュース   ・インターネットや SNS などから 

・友人や知人から       ・川レンジャーなどの所属団体からの案内 

・市町村の広報誌       ・新聞（新聞名を記入：                 ） 

・「まなぼっと」などの施設で見たチラシやポスター（施設名を記入：           ） 

・上記以外（                                     ） 

●この行事に参加したご感想をお聞かせください。 
 

  とても満足 ・ 満足 ・ どちらでもない ・ やや不満  ・ 不満 

 よろしければ、その理由をご記入ください。 

 

●この行事の中で最も印象が深かったことを教えてください。 

●今回訪れた事業地では、再生事業が行われています。再生事業について関心はありますか？ 

当てはまるものを全て〇で囲んでください。 

・今回訪れた事業地のことをもっと知りたい  ・関連する資料が欲しい 

・再生事業に積極的に参加したい       ・再生事業にはそれほど関心はない 

【メールニュースのご案内】再生普及行動計画オフィス（事務局：釧路自然環境事務所）では、現地見学会

や小委員会の開催情報、湿原に関する情報をお届けするメールニュースを配信しています。 

ご希望の方は、メールニュースをお届けしても良いメールアドレスをご記入ください。 
 

 メールアドレス：         @               （不要な方は空白としてください） 

※ハイフン（ - ）とアンダーバー（ _ ）、数字のゼロ（ 0 ）とローマ字のオー（ O ）等については、メールアドレスの下に補足で、 

「ハイフン」等の補足の記載をいただけますよう、お願いします。 
※頂きました個人情報はメールニュース配信の目的以外では使用致しません。 

資料１-２ 
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現地見学会等 実施報告書 

日時：令和 3年 月 日（ ） ： ～ ：  

場所： 

行事名： 

主催者： 

参加者人数：  名 

取組の概要 

行事の目的、概要、参加者の様子等を「です・ます調」でご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       実施風景               実施風景 

 

 

 

 実施風景の写真を 2枚から 3枚貼付してください。サイズは任意。 

主催者の感想 

行事内容や参加者の反応等への感想、今後の意向等をご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本報告書は、再生普及小委員会で共有するとともに、行動計画オフィスが行う広報に活用します。

資料１-３ 
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湿原の保全や再生に係る情報の発信について 

 

 

 

１.地域の図書館や博物館における資料の整備について 

 

≪進捗状況≫ 

 ・6月下旬を目途に収蔵予定。 

・各小委員会事務局から提供を受けた資料（参考資料２）の情報を整理し、図書館担当者と詳

細調整中。 

 ・各小委員会配布資料(会議資料)については整理を終え、収蔵に向けてとりまとめを進行中。 

※カラー印刷した資料を小委員会毎に簡易製本し 3部収蔵 

 

≪キーワード設定について≫ 

・図書館データベース登録に必要な情報 

【書名、副書名、巻次、制作・編集、発行元、キーワード、部数】 

 ・全資料共通のキーワードを登録予定 

 ・登録キーワード（案）：釧路湿原自然再生協議会、釧路湿原、自然再生、小委員会名（※） 

  ※ニュースレター、会議資料、実施計画等については小委員会名を登録 

 

 

２. 各小委員会発行ニュースレターを活用した情報発信について 

 

≪進捗状況≫ 

・ワンダグリンダ・プロジェクト登録者を対象として 7月に配布予定。 

・釧路湿原ボランティアレンジャーの会 会員全員に試行的に配布済（第 36回再生普及 NLのみ） 

 

≪提供のお願い≫ 

・R2年度に発行したニュースレター：各 60部、6月下旬まで 
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現地見学会広報ポスター 
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図書館収蔵資料の収集状況 

 

 

釧路自然環境事務所 提供資料 

・自然再生 釧路から始まる 

・自然再生 釧路方式 釧路からはじまる 

・釧路から始まる 環境省 釧路湿原自然再生事業 資料集 

・The Kushiro Initiative Ecosystem Restoration:the Kushiro Method 

・釧路湿原自然再生全体構想 ～未来の子どもたちのために～ 

・釧路湿原自然再生全体構想（改訂版） ～未来の子どもたちのために～ 

・湿原とともに暮らす未来の子どもたちのために 釧路湿原自然再生ガイドブック 

・市民参加・環境教育の推進に関する 10 の提言 概要版 釧路湿原の自然再生のために 

・地域の和 科学の目 自然の力 自然再生推進法のあらまし 

・全国の自然再生の取り組み 自然との共生を目指して 

・自然再生を進めるために 自然再生協議会立ち上げ・運営の手引き －全国の事例から－ 

・釧路湿原達古武地域 自然再生事業実施計画 

・達古武湖自然再生事業実施計画 

 

釧路開発建設部 提供資料  （※重複した資料は記載を省略） 

・釧路湿原自然再生全体構想 2015 概要版 ～未来の子どもたちのために～ 

・釧路湿原の自然再生 湿原を守る、はじめの一歩です。 

・釧路湿原自然再生事業 環境を守る、はじめの一歩です。 

・釧路湿原の河川環境保全に関する提言（要旨） 

・釧路湿原自然再生シンポジウム ニュースレター 

・釧路川保全と利用のカヌーガイドライン 

・釧路川保全と利用のカヌーガイドライン概要版 

・Nature Restoration at the Kushiro Wetland 釧路湿原 

・The Comprehensive Concept for Restoring Nature in Kushiro Wetland -Heritages for Children in the 

Future- 

・Proposal for Conservation of the River Enviroment in Kushiro Mire 

 

釧路湿原森林ふれあい推進センター 提供資料 （※重複した資料は記載を省略） 

・林野庁北海道森林管理局釧路湿原森林ふれあい推進センター 年報（平成 17 年度～令和元年度）  

・北の森漫画 漫画で学ぶ森林・林業木材産業の魅力 

・樹木漫画 リン子の絵日記 

・林業漫画 お山ん画 山のこと知らない人でもほほうと楽しめやまのこと知ってる人はくすりと笑える 

・指導者のための森林環境教育ガイド 釧路の森林（くしろのもり） パイロットフォレストと森林の役割 

・森林は友達（もりはともだち） 森林と触れあうためのポケットガイド 

・森林は友達（もりはともだち） 「地球環境」と森林のことを考えるポケットガイド 

・森林は友達（もりはともだち） 「木」とふれあうためのポケットガイド 

 

小委員会ニュースレター 

・森林再生小委員会ニュースレターNo1～No20 

・水循環小委員会ニュースレターNo１～No18 

・湿原再生小委員会ニュースレターNo１～No22 

・旧川復元小委員会ニュースレターNo１～No23 

・再生普及小委員会ニュースレターNo1～No36 

参考資料２ 


