
再生普及小委員会の活動報告 前回の⼩委員会（令和4年２⽉）以降の取組みの報告が⾏われました。
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■ 開 催 概 要

第３８回  再⽣普及⼩委員会 出席者名簿（敬称略、五⼗⾳順）
個人　 ９名 

団体　 １１団体 

● 国立研究開発法人 土木研究所寒地土木研究所 水質保全チーム
　［ 上席研究員／柿沼 孝治 ］
● こどもエコクラブくしろ ［ 近藤 一燈美 ］
● さっぽろ自然調査館 ［ 代表／渡辺 修  ］
● 特定非営利活動法人 EnVision環境保全事務所 ［ 研究員／小林 恒平 ］
● 特定非営利活動法人 タンチョウ保護研究グループ ［ 井上 雅子 ］

関係行政機関　 ６機関 
● 国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部 ［ 治水課長／市川 嘉輝 ］
● 環境省 釧路自然環境事務所 ［ 国立公園企画官／柳川 智巳 ］
● 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所長／南 達彦 ］
● 北海道 釧路総合振興局 ［ 保健環境部 環境生活課 課長／木村 和徳 ］
● 北海道 釧路教育局 ［ 教育支援課 社会教育指導班 主査／森 健太郎 ］
● 釧路市 ［ 市民環境部 環境保全課 課長補佐 元岡 直子 ］

● 君塚 孝一 ［ 自然文化創舎 ］
● 坂井 一浩 ［ 八千代エンジニヤリング株式会社 北海道営業所 ］
● 清水 信彦
● 関 基 ［ 八千代エンジニヤリング株式会社 北海道営業所 ］
● 髙嶋 八千代
● 高橋 忠一
● 照井 滋晴 ［ 特定非営利活動法人 環境把握推進ネットワーク-PEG ］
● 吉中 厚裕 ［ 酪農学園大学 ］
● 渡部 哲史 ［ 京都大学防災研究所 ］

資料の公開方法

ご意見募集

http://www.hkd.mlit.go.jp/ks/tisui/qgmend0000003ppq.html
各委員会で使⽤した資料および議事要旨は、釧路湿原⾃然再⽣協議会ホームページで公開しています。

釧路湿原⾃然再⽣協議会運営事務局では皆様のご意⾒を募集しています。
電話・FAXにて事務局までご連絡ください。
釧路湿原自然再生協議会運営事務局

※再生普及小委員会担当事務局：環境省釧路自然環境事務所
TEL0154-23-1353 FAX0154-24-6839

TEL0154-32-7500 FAX 0154-32-7575

小委員会には個人９名、団体１１団体、オブザーバー１機関、関係行政機
関６機関が出席しました。会場とオンライン（Zoom）とを併用して開催され、
再生普及小委員会の活動報告及び情報の発信に関する議論が行われました。

再⽣普及⼩委員会は、⾃然再⽣事業全体をとおして市⺠参加や環境教育を進めていく取組みの
⽴案や推進⽅策を協議する場として設置されており、「再⽣普及⾏動計画」に基づき、再⽣普及⾏動
計画オフィス（環境省釧路⾃然環境事務所）が主体となって取組みを進めています。

【構成員】７4名（個⼈３4名、２５団体、オブザーバー５団体、関係⾏政機関１０機関） 第３８回　再生普及小委員会開催状況

● 釧路観光連盟 ［ 専務理事／長沼 大平 ］
● 釧路国際ウェットランドセンター ［ 事務局次長／元岡 直子 ］
● 釧路湿原国立公園ボランティアレンジャーの会 ［ 代表幹事／芳賀 孝朋 ］
● 釧路湿原国立公園連絡協議会 ［ 事務局次長／元岡 直子 ］
●釧路シャケの会 ［ 事務局長／渡邉 雅貴 ］
● 公益財団法人 北海道環境財団 ［ 事務局長／東郷 典彰 ］

オブザーバー　 １機関 
● 弟子屈町商工会 ［ 事務局長／豊島 洋樹 ］
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令和４年9月29日（木）「第３８回 再生普及小委員会」が開催されました。

ワーキンググループ等の開催状況１

 ⾃然再⽣の普及と環境教育・市⺠参加の促進のため、本⼩委員会とは別に2つの会合を開催し議論を⾏っています。
以下の会議について概要が報告されました。

・第１５回　再生普及推進のための連携チーム会合　
 （構成員：委員⻑、副委員⻑、協議会事務局等）
    令和4年6⽉２9⽇（⽔) 参加12名
 釧路地⽅合同庁舎５階 第１会議室
 ※次回開催予定：令和5年1〜2⽉頃
情報発信の取組２

イベントの開催や図書館との協⼒、WEBサイト等を通して、⾃然再⽣事業に関する情報発信を⾏っています。

 （2）場所：塘路湖エコミュージアムセンター
    期間：令和4年6⽉24⽇（⾦）から7⽉28⽇（⽊）

○釧路湿原自然再生事業パネル展

 （1）場所：釧路フィッシャーマンズワーフMOO 
    期間：令和２年７⽉１６⽇（⽊）から展⽰中

■パネル展の開催

○現地見学会紹介ポスターパネル展　

 （1）場所： 釧路湿原野⽣⽣物保護センター
    期間：令和３年9⽉6⽇（⽉）から展⽰中
 （2）場所：塘路湖エコミュージアムセンター
    期間：令和4年5⽉10⽇（⽕）から展⽰中 
 （3）場所：釧路湿原森林ふれあい推進センター
    期間：令和4年8⽉2⽇（⽕）から展⽰中

・第１５回　湿原学習のための学校支援ワーキンググループ　
 （構成員：委員⻑、教育委員会、学校教員等) 
    令和４年8⽉5⽇（⾦) 参加18名
 釧路地⽅合同庁舎５階 第１会議室
 ※次回開催予定：令和５年１⽉頃

他小委員会との連携について６

○カヌーガイドライン改訂版の広報、活用の促進

 令和３年度、地域づくり⼩委員会においてカヌーガイドライン
の改訂版が発⾏・公表されました。
 再⽣普及⼩委員会では、ポケット版（今後発⾏予定）を活⽤し
たガイドラインの存在を普及するため、地域づくり⼩委員会と連
携した活動を⾏っていきます。
○広報の方向性と連携のかたち（地域づくり小委員会の方針）

○『釧路湿原の水循環』概要版の作成について

 ⽔循環⼩委員会では、⾃然再⽣の基礎となる釧路川流域
の⽔循環、物質循環に関して調査、観測、検討を⾏っており、
釧路湿原の環境教育、啓発資料として活⽤できるよう『釧路湿
原の⽔循環』の概要版を作成中です。
 再⽣普及委員会では、⽔循環⼩委員会と連携し、この資料
を活⽤した情報発信を⾏っていきます。

塘路湖エコミュージアムセンター 釧路湿原森林ふれあい推進センター

■地域づくり小委員会との連携 ■水循環小委員会との連携

カヌーガイドライン
令和3年度改訂版

カヌーガイドライン
ポケット版（未定稿）

このような議論が⾏われました。（内容を要約または省略している部分があります。詳しくはホームページをご覧ください）

○水循環の報告について、例えば今の小学生や中学生に、今後自分たちが大人になるときにこういう世界になるというのを示せると、彼らも
自分たちのことだと実感が持て、もっと違った観点で見えるのではと思った。土地利用をこう変えると水循環がこう変わるという様子なども
見せてあげられると、学習もより一歩進むのではないか。 ○委員

作成中の概要版資料

①ガイドラインの浸
透を⽬指す（特に
主旨・内容の理解
促進）

②個⼈個⼈への⾏
動へ繋げる（特に
ポケット版を活⽤
した理解促進）

ワンダグリンダプロジェクトの参加団体紹介ページを開設しました
冊⼦で発⾏していた活動報告書を、令和３年度報告よりWEBに移⾏しました。

ポスターによる広報を実施中

アクセスはこちら↑

○イベントへの出展

 （1）くしろエコ・フェア2022
    場所：釧路市中央図書館 ７階多⽬的ホール・展⽰室
    期間：令和4年10⽉1⽇（⼟）
    内容：「釧路湿原⾃然再⽣事業現地⾒学会」ﾎﾟｽﾀｰ展⽰
       湿原クラフト「湿原のなかまたち」展

（2）釧路市⽣涯学習ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ「まなﾄﾋﾟｱ2022」（予定）
  場所：まなぼっと幣舞
  期間：令和4年11⽉12⽇（⼟）、13⽇（⽇）
  内容：パネル展⽰、ワンダグリンダ参加団体活動紹介、
     湿原クラフト体験教室

再⽣普及⼩委員会の詳しい議事の内容および会議資料はホームページでご覧いただけます。

https://www.kushiro-wanda.com/kushiro-database01/再生普及小委員会



釧路湿原自然再生協議会 再生普及小委員会ニュースレター

○再⽣普及⼩委員会HP：「みんなで進める！釧路湿原の⾃然再⽣」［URL］https://www.kushiro-wanda.com/
 学校⽀援関係HP：「きづく わかる まもる 釧路湿原」［URL］https://www.kushiro-ee.jp/
○メールニュース：「ワンダグリンダ☆ニュース」希望者に⽉２回配信

■WEBサイトへの情報掲載とメールニュースの配信

このような議論が⾏われました。（内容を要約または省略している部分があります。詳しくはホームページをご覧ください）
●重要な検討事項の一つは「市民参加」である。一般市民自ら関心を持ち、参加できるプログラム内容となるようにしなければいけない。
○パネル展等での情報発信は、発信側は伝えたいことを書く一方で、見る側の知識や疑問に対応し、意識してもらう、知ってもらうためにも、
双方の意思疎通ができる取り組みが必要と考える。
○再生普及小委員会は様々な媒体や機会を捉えて、釧路湿原の自然環境や自然再生事業について普及させていくことが目的だと思う。
●興味関心のある方は専門的知見を深めようとする一方で、一般の人の関心が離れるということがある。両方の視点に立ち、一般市民と専
門家とを繋げていくことが、再生普及小委員会の重要な役割である。

湿原学習のための学校支援ワーキンググループの取組課題の推進（学校との連携・学習のサポート）５

取組課題１「湿原を題材とした学習素材の収集、活用の促進」

映像資料等のとりまとめ、学校への周知・提供

○実施内容
・湿原学習の素材として動画を学校に提供
・ＷＥＢサイトに動画を追加公開
・各教育委員会を通じて周知

○令和４年度に追加公開した資料
 ⽊のお医者さん崎川先⽣に聞いてみよう！

・⽊にとって⼤切なもの
・⽊が教えてくれること
・樹⽊医のお仕事
・樹⽊医を⽬指した理由
・⽊を守るために必要なこと

○幌呂中学校モデル授業実施記録動画作成と提供

取組課題２「自然再生の学校教育への活用促進」

●達古武地域⾃然再⽣事業地周辺にてフィールド学習を実施
（対象：標茶⼩学校 ５年⽣38名）
内容：・学校教員の案内（令和4年5⽉18⽇）
    ・児童のフィールド学習 1回⽬（令和4年5⽉27⽇）
              2回⽬（令和4年8⽉26⽇）

自然再生事業地を活用したモデル事業の実施

取組課題３「学校教員の関心喚起、湿原の教育的な価値の普及」ほか

このような議論が⾏われました。（内容を要約または省略している部分があります。詳しくはホームページをご覧ください）

●委員長 〇委員

体験機会提供の取組３

市民との連携推進の取組４

■市民講座の企画・実施
 第４期再⽣普及⾏動計画の推進のため、市⺠参加の拡充、湿原に触
れる機会を広げることを⽬的に、令和２年度より⼀般市⺠を対象とした講
座を企画、実施しています。
○令和４年度の実施内容

湿原を歩き、地域の歴史に触れる!釧路湿原の『すごい！』を体験しよう

 ⽇程：全３回（10⽉9⽇（⽇）、10⽉15⽇(⼟)、10⽉22⽇(⼟)）
 定員：10名  対象：⼀般市⺠
 講師：新庄 久志 ⽒（釧路国際ウェットランドセンター 技術委員⻑）
     坪岡 始 ⽒（標茶町博物館 学芸係⻑）

○令和４年度予定

湿原の川のつぶやきを　～再生事業の幌呂川～

 ⽇ 程：令和4年11⽉1⽇（⽕）
 定 員：10名（参加無料）
 対 象：ワンダグリンダ・プロジェクト2022参加者、再⽣普及⼩委員会委員
 場 所：温根内堤防北側湿原域
 案内⼈：新庄 久志 ⽒（釧路国際ウェットランドセンター 技術委員⻑）

釧路⾃然再⽣事業の理解促進を⽬的に毎年実施しています。

フィールド学習のコーディネート①

発表会のコーディネート等

釧路町⽴別保⼩学校5年⽣30名を対象に実施
場所：細岡展望台、細岡駅周辺
内容：・学校教員の案内（令和4年5⽉27⽇）
    ・児童のフィールド学習（令和4年6⽉3⽇）
    ・湿原景観、竪⽳住居跡、丘陵地の森林の観察、
   湧⽔量の測定、透⽔実験等を実施

鶴居村⽴幌呂中学校１・２年⽣を対象に実施
場所：釧路川右岸堤防沿いの湿原
内容：・⽣徒のフィールド学習（令和4年5⽉18⽇）
    ・簡易観察をしながら湿原探索、⽔環境等に応じて
   変化する植⽣の成⽴要因の考察等

釧路市⽴中央⼩学校5年⽣23名、6年⽣17名を対象に実施
場所：温根内VC、温根内⽊道、釧路湿原野⽣⽣物保護ｾﾝﾀｰ
内容：・学校教員の案内（令和4年6⽉30⽇）
    ・児童のフィールド学習１回⽬（令和4年7⽉7⽇）
             ２回⽬（令和4年8⽉25⽇)
    ・湿原植物等フィールドの観察、テーマ探し（5年⽣）、
   キャリア教育に係る講話（6年⽣）

○令和４年度の予定
⼩学校４校を対象に学習発表会のコーディネートや助⾔、学外展⽰・発表会等を実施

■フィールドワークショップの企画・実施

フィールド観察、探究テーマ探し テーマを踏まえた活動

フィールド学習のコーディネート②

釧路湿原流域環境を題材とした学びのプロセスの支援、発表の場作り

フィールド学習のコーディネート③

動画公開ページ
「きづく  わかる  まもる  釧路湿原」HP内

（URL：https://kushiro-ee.jp/movie/index.html）

●委員長　○委員

●今年の湿原学習のための学校支援ワーキンググループは、小学校におけるキャリア教育と結びつける形で行われた。モデル授業では、子
どもたちが湿原に関わる仕事をする大人と行動することで、子どもたちが仕事の内容等について質問するなど、キャリア教育に繋がって
いるようであった。
○モデル授業は小中学生を対象に実施しているが、釧路湿原自然再生事業では非常に高度な取組みを行っている。高校生、大学生を対象
とした説明もできるのではないか。
●高校生が大学の先生の話を聞くなど、そうした相互交流が当たり前にできると良い。詳しい知識を持った先生のところへ自由に行くことが
できるなど、そうしたことまで含んだ形を模索した方が良いと思う。

フィールド学習２回目フィールド学習１回目

○釧路市中央図書館への資料収蔵

令和３年度に発⾏した資料を追加収蔵し収蔵資料⼀覧をWEB公開
○釧路川流域自治体図書館との連携と今後の方針

 ・釧路湿原⾃然再⽣協議会としての資料保存は、釧路市中央図書館との連携を継続
・他図書館とも繋がりを持ち、今後協議会名で発⾏する資料は、広く架配先を検討
・資料収蔵以外の連携⽅法も検討

情報発信の拡充⽬的および資料保存の必要性から、令和２年度より図書館への資
料整備を⾏っています。現在までに釧路市中央図書館へ関係資料⼀式を収蔵し、令
和３年度末からは⼀般貸出しを開始しました。

■図書館等への資料整備

釧路市中央図書館で
開催した資料展（令和4年2⽉）

    釧路湿原を題材とした学校での取組みを推進する⽬的から、平成２７年より「湿原学習
のための学校⽀援ワーキンググループ」を設置し、以下の取組課題の推進を⽬指して、学
校と連携した取組みや研修講座、授業⽀援を⾏っています。 ワーキンググループの

HPはこちら

■ワンダグリンダ・プロジェクトの推進 ～ 令和４年度の概要 ～

（1）プロジェクト登録者（令和4年8⽉末現在）
参加登録者：58団体・個⼈ 連携校：5校
広報⽀援：8施設

（2）広報および啓発
ﾜﾝﾀﾞｸﾞﾘﾝﾀﾞ活動報告書（紙版）をWEB移⾏
情報発信する内容を整理

   ＜今後の予定＞
・未掲載団体の情報を追加
・WEBページの普及・周知

（3）⾃然再⽣協議会等が実施す
る現地⾒学会等の取組みのと
りまとめ、広報⽀援の実施


