
釧路湿原自然再生協議会再生普及小委員会 

再生普及行動計画ワーキンググループ（第 18 回） 議事要旨 

 
日時：平成 22 年 4 月 20 日（火）18:00～20:05 
場所：釧路地方合同庁舎 5 階 共用第一会議室 

【出席者（敬称略）】 

再生普及行動計画ワーキンググループ構成メンバー 
＜個人（所属）＞ 

・ 君塚孝一（（有）自然文化創舎オホーツク知床リサーチワークショップ） 
・ 新庄久志（釧路国際ウェットランドセンター主任技術員、環境ファシリテーター） 

＜団体（出席者）＞ 
・ 釧路湿原国立公園ボランティアレンジャーの会（尾村和男） 
・ 釧路市民活動センターわっと（成ヶ澤茂） 
・ こどもエコクラブくしろ（近藤一燈美） 

＜関係行政機関（出席者）＞ 
・ 釧路市 環境保全課（菊地義勝、神谷賢尚） 
・ 標茶町 企画財政課（中島吾朗） 
・ 北海道開発局釧路開発建設部治水課 

（河川環境管理官／花巻雅人、河川環境係長／法村賢一、河川環境係員／遠藤和章） 
・ 環境省北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所（所長／野口明史） 
・ 林野庁北海道森林管理局釧路湿原森林環境保全ふれあいセンター 

（自然再生指導官／朝倉基博） 
・ 北海道釧路総合振興局（環境生活課自然環境係主任／石井弘之） 

再生普及小委員会（所属） 
＜個人（所属）＞ 
・ 高橋忠一（個人） 

再生普及行動計画ワーキンググループ事務局 
・ 環境省北海道地方環境事務所 国立公園・保全整備課課長補佐（伊藤俊之） 
・                                 釧路湿原自然保護官（露木歩美） 
・                                 釧路湿原自然保護官（竹中康進） 
・ 財団法人北海道環境財団（久保田学、内田しのぶ）  

 
【議事概要】 

〈事務局〉第 18 回再生普及行動計画ワーキンググループ（以下「行動計画 WG と表記」）を開催

する。冒頭、各自自己紹介。（新規には君塚氏、釧路市の神谷氏、釧路開発建設部の花巻

河川環境管理官と遠藤河川環境係員、環境省の野口所長と竹中自然保護官） 
（資料確認後、新庄座長による進行。） 

議事１ 「ワンダグリンダ・プロジェクト 2009」の報告について 



〈事務局〉（資料 1－1 に沿って説明）2009 年度は 42 団体が 67 件の取組みが展開された。例え

ば、メールニュースに掲載中のアイヌ語の紹介、阿寒高校による湿原の地域巡検、オカ

リナ演奏活動を通した湿原のＰＲなどがあった。応募数は年々増えてきており、個人や

行政、協議会自体の活動もある。（資料 1－2 に沿って説明）2009 年度の報告書の作成に

ついては、これまで同様、関係者に限らずさまざまな人や場所で知っていただくために

作成し、配布していく。冊子として配布するだけではなく、WEB サイトでも公開して

いる。なお、2008 年度の報告書残部は 70 部程度。2010 年 2 月末の自然再生シンポジウ

ムで配布する予定であったが、津波で中止となったため残ったものである。今年は 6 月

上旬の「くしろエコフェア 2010」でお披露目とし、配布をはじめる予定。2009 年度報

告書には、これまで５年間の応募数の推移がわかる図と、第 1 期再生普及行動計画の紹

介を記載する予定。（質疑等、特になし） 
 
議事２ 2009 年度再生普及行動計画ＷＧの取組報告 

〈事務局〉（資料 2 に沿って説明）ワンダグリンダ参加者に湿原をより深く知っていただく目的で

フィールドワークショップを 2 回実施した。ワンダグリンダ・プロジェクトを広めてい

ただく協力者として「推進サポーター」を募集し、現在 34 カ所でチラシ配布等のご協力

をいただいている。情報発信として行っているものは、メールニュース『ワンダグリン

ダ☆ニュース』を月 2 回発行し現在 284 箇所に配信中の他、ＷＥＢサイトの運用、ＦＭ

くしろでの放送、市町村広報誌への情報提供等を実施してきている。2009 年度は 6 回パ

ネル展示を行っており、8 月には札幌の紀伊国屋書店札幌本店で巨大航空写真の床面表

示も行った。（質疑等、特になし） 
 
議事３ 「ワンダグリンダ・プロジェクト 2010」の応募状況について 

〈事務局〉（資料 3 に沿って説明）新規応募者には★印がついている。4 月現在、33 団体 55 取組

みが集まっており、まだこれからも増える予定。協議会の取組みについては 5 つを表示

している。これは取組み自体が減ったわけではなく、取組み内容を整理しただけである。

「ワンダグリンダ・プロジェクト 2010」は今後開催予定の再生普及小委員会で承認され、

開始となる予定である。取組みの募集は例年どおり、今後も通年で実施してゆく予定。

（質疑等、特になし） 
 

議事４ 2010 年度再生普及行動計画ＷＧの予定（案） 

〈事務局〉（資料４に沿って説明）フィールドワークショップは 8 月と 2 月の 2 回実施の予定。推

進サポーター、情報発信等はこれまで通り継続していく。また、今年度は新たに第 2 期

再生普及行動計画を紹介するパンフレットとパネルを作成する予定。それと、毎年実施

している知名度調査アンケートについて、昨年度はＷＧメンバーにもご協力いただいた

が、今年も引き続き実施にご協力いただきたい。ワンダグリンダ・プロジェクト 2010
の応募取組みや WG の予定など、年間スケジュール（一覧表）も作成したのでご参考ま

で。なお「＊」がついている取組みは、自然再生事業として実施されるものである 



〈委員〉パンフレットは英語版も作成するのか？ 
〈事務局〉作成する予定である。 
〈委員〉1 ページ目の「環がまちくしろフェスタ」は 9 月 23 日に要修正。「くしろエコ･フェア

2010」については明日の実行委員会で決定する予定である。 
〈座長〉資料 4 の文章中に「ＷＧ（タスクミーティング）の開催」を追記のこと。 
 
議事５ 第２期再生普及行動計画の推進に向けて 

〈事務局〉（検討の趣旨説明）第 2 期再生普及行動計画は、大きく３つの柱からなる。まず、第 1
期に引き続き「3-1．釧路湿原を知る、楽しむ、学ぶ」ことをさらに広めていくこととす

る。また「3-2．自然再生に参加する、行動する」を第 2 期の重点項目として進めていき

たい。さらに、それらを通して「3-3．地域と関わり、人をつなぐ」ことを目指していく。

第 2 期再生普及行動計画には、具体的に期待される取組みの例が掲載されている。これ

自体が目標ではなく、これを見て自分の取組みが本計画のひとつに該当することに気づ

いていただくことや、新たな取組みを喚起するために記載している。本日は「3-2 自然

再生に参加する、行動する」に関して、様々なアイデアやこれに関連するの取組みの情

報、本計画推進に向けた事務局の活動への提案等をご議論いただきたい。3-2 に記載し

た４つの方向性について、テーブル毎に検討していただく。なお、４つめの「自然再生

に関する活動の情報を発信する」は各項目に共通することも多いと思われるので、全テ

ーブルにて検討をお願いする。 
●チーム やちぼうず 
① あらゆる立場から、自然再生に参加、協力できる機会を増やす。 
④ 自然再生に関する活動の情報を発信する 

●チーム 福寿草 
② 湿原に関心をもち、自然再生にかかわる人を増やす 
④ 自然再生に関する活動の情報を発信する 

●チーム ハンノキ 
③ 自然再生に参加、行動する人を支援します。 
④ 自然再生に関する活動の情報を発信する 
 

〈座長〉昨年「今の活動に何が足りないか」を議論したとき、自然再生に直接関わる活動の不足

が指摘された。参加・行動に向けて、どのような取組みや仕組みが必要かを自由に話し

合っていただき、後ほど発表し、みなさんと共有をお願いしたい。 
 
《検討 40 分》 
《検討発表（各チーム約 5 分）》 
●チーム 福寿草 
② 湿原に関心をもち、自然再生にかかわる人を増やす 
④ 自然再生に関する活動の情報を発信する 



〈委員〉自然再生という専門的な領域に限定すると限界がある。それよりも、自然再生への参加

が別の付加価値を作るような、複合的な企画を考えてはどうか。例えば、自然再生への参

加により家族の絆を取り戻す、父親や地域との関係を再生することなどである。「お父さ

んの日曜日」として子供と一緒に自然再生活動をする場を作ること。それと、個人のみな

らず、親子や家族で参加する企画を作ってはどうか。ホタルを増やすことなども考えられ

る。 
〈委員〉関わる人を増やすため「機会を増やす」ということでは、それぞれに専門とする分野が

あると思うので、その専門性を生かす場として自然再生を活用してもらってはどうか。そ

れぞれの結果を小委員会で公表し世間にアピールをしてもらえればいいと思う。それと、

広大な湿原を調査するには多くの人の力がいる。そんな時に協力してもらえる仕組みがあ

ればとも思う。 
〈委員〉父親がハチを捕まえたら、家族は父親が刺されないよう心配する。そのことで家族の求

心力を取り戻せるかも。でもハチは危ないので、ザリガニがいいかもしれない。 
 
●チーム ハンノキ 
③ 自然再生に参加、行動する人を支援します。 
④ 自然再生に関する活動の情報を発信する 

〈委員〉このグループでは、自然再生とは何かをまず話した。現地に行くと、岩保木も茅沼の蛇

行現場も景色は壮観だが、多くの人は知らない。現場に市民をたくさん連れてくことが必

要ではないか。転勤族は湿原に関心があるが、伝がなくて参加しにくい部分もあると思わ

れる。いろんなグループをたくさん作ることが、それに効くと思う。これからの高齢化に

対応して、ゆっくり歩けるエコツアーも出てきている。そうしたことをやるグループもあ

ってもよい。いろいろな人が参加できる機会をつくることを支える仕組みとして、基金を

つくってもよいのではないか。役所が機会を作って「さあ参加を」と言っても上から目線

になるので、NPO や民間などが参加の機会を作れるとよい。市民参加の調査として「ハ

ンノキマップ」の作成、サケのみならず湿原の川を遡上する魚をウォッチする会をつくる

ことなど。北海道開発局でいい画像データをお持ちと聞いたが、そうしたソフトも活用で

きるとよい。 
 
●チーム 福寿草 

② 湿原に関心をもち、自然再生にかかわる人を増やす 
④ 自然再生に関する活動の情報を発信する 

〈委員〉5 人のうち 3 人が今回初参加で、自然再生やワンダグリンダとは何か、という議論が多

かった。その中で浮かび上がってきたのは、自然再生が何を目指しているのかをはっきり

させないと、自然再生を伝える機会を増やすことにつながらないと言うこと。自分も転勤

族だが、ようやく最近ワンダグリンダを理解できた。そうしたところが伝わらないと呼び

かけられても何をしてよいか見えてこない。しかし、自然再生が目指す具体的なものを、

ワンダグリンダ（の行動計画ＷＧ）で考えていくべきことか、疑問もある。ワンダグリン



ダ・プロジェクトは役所が行っている自然再生事業のサポートが目的ではないはず、と思

っている。伝えるべきことを明らかにすることによって、伝える機会が増えることなるの

ではないかと考える。 
 
 
〈座長〉みなさんが強調されていたのは、自然再生とは何なのか？という部分がぼやけているこ

と。ましてワンダグリンダとは何なのかも十分にわかってもらえていない。そこで、もっ

と知っていただくための取組みが必要、ということである。基金づくりや親子での参加に

よる社会の再生という提案もいただいた。共通しているのは、「自然再生（やワンダグリ

ンダ）がまだまだ知られていない」、もっとアピールが必要ということ。今なにが行われ

ているか、事務局もその辺を明確に説明できるようでなければならない。第 2 期普及行動

計画ではもっとアピールする必要がある。自然再生という認識がなかったり、自然再生自

体が不要じゃないか、といった意見も（世間には）あるぐらいだから。 
〈委員〉再生事業の規模にも大小いろいろあり、個人で呼びかけられてもとまどう。森の再生や

河川の再生など、個人の取組みと直につながりにくい。だから、個人ができるレベルの活

動が必要ではないか。 
〈委員〉シャケの会の活動参加には父親が多い。岩保木の水門の開放が、自然再生を完結するの

では。ひとつの生き物を切り口に自然再生を考えていくことはわかりやすい。 
〈座長〉協議会をサポートする WG としての役割だが、再生事業の現場を拾い上げて取材し、今

の自然再生を伝えるメッセンジャーとなることが求められている。事務局（北海道環境財

団）もそれを意識した役割を果たすと言っている。今日の結果をとりまとめ、またみなさ

んにお諮りしたい。 
 
その他 

〈委員〉今日新しく参加された委員の方に、第 2 期再生普及行動計画冊子や資料等の提供をして

ほしい。（会議後対応） 
〈事務局〉みなさんからも、ワンダグリンダへの参加を周囲の方に是非呼びかけていただきたい。 
〈委員〉今年は釧路湿原がラムサール条約に登録されて 30 年目ということでさまざまな行事が予

定されているが、みなさんにおいても何か事業を企画されるにあたって、是非「釧路湿原

ラムサール条約登録 30周年」という冠をつけていただきたい。30年前の熱気を振り返り、

また釧路湿原のために活動しているワンダグリンダ・プロジェクトも盛り上げていきたい

と思う。 
〈事務局〉これから環境省の普及行動計画ＷＧ事務局担当を、露木保護官から竹中保護官に交代

する。 
 
〈事務局〉これで第 18 回行動計画 WG を終了させていただく。 

以上 
 


