
第 25 回 再生普及行動計画ワーキンググループ

日時：平成 25年 11 月 13 日（水） 18：00～20：00

場所：釧路地方合同庁舎 ５階 共用第１会議室

---------------------------議事次第---------------------------

１．開会

２．議事

１）2013 年度再生普及行動計画ＷＧの取組進捗状況

２）「ワンダグリンダ・プロジェクト 2013」中間報告

３）「ワンダグリンダ・プロジェクト 2014」募集（案）について

４）「釧路湿原の自然再生に参加しよう！」のバージョンアップの為に

３．その他

４．閉会
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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名簿

＜個 人＞

金子 正美 （酪農学園大学環境システム学部地域環境学科教授）

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）

清水 信彦

新庄 久志 （釧路国際ｳｪｯﾄﾗﾝﾄﾞｾﾝﾀｰ主任技術員・環境ファシリテーター）

＜団 体＞

NPO 法人釧路湿原やちの会

釧路湿原国立公園ボランティアレンジャーの会

釧路市民活動センターわっと

釧路シャケの会

釧路武佐の森の会

こどもエコクラブくしろ

＜再生普及小委員会 委員長＞

高橋 忠一

＜関係市町村＞

釧路市 釧路町 標茶町 鶴居村 弟子屈町

＜関係行政機関＞

環境省釧路自然環境事務所

国土交通省北海道開発局釧路開発建設部

林野庁北海道森林管理局釧路湿原森林環境ふれあい推進センター

北海道釧路総合振興局

北海道教育庁釧路教育局

＜行動計画オフィス＞

環境省 釧路自然環境事務所

財団法人北海道環境財団
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第 25 回再生普及行動計画ワーキンググループ 出席者名簿

＜個人＞ （出席者 50音順）

氏 名 所 属

新庄 久志 釧路国際ｳｪｯﾄﾗﾝﾄﾞｾﾝﾀｰ主任技術員・環境ファシリテーター

＜団体＞

所 属 出席者氏名

釧路湿原国立公園ボランティアレンジャーの会 中嶋 忠雄

鈴木 久枝

釧路市民活動センターわっと 成ヶ澤 茂

＜再生普及小委員会 委員長＞

氏 名 所 属

高橋 忠一 （個 人）

＜関係市町村＞

所 属 出席者氏名

釧路市 環境保全課 菊地 義勝

鶴居村 産業振興課 小原 利也

＜関係行政機関＞

機 関 名 出席者氏名

環境省北海道地方環境事務所 釧路自然環境事務所 西山 理行

大林 圭司

国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部 治水課 市川 嘉輝

稲垣 達弘

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

網倉 和弘

重光 秀人

北海道教育庁釧路教育局 教育支援課 清水 秀紀

＜行動計画オフィス＞

機 関 名 出席者氏名

環境省北海道地方環境事務所 釧路自然環境事務所 高見沢 敏男

渡邊 雄児

公益財団法人北海道環境財団 久保田 学

安田 智子
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■前回のＷＧからの流れ

2013年

4月23日

4月1日～4月29日

6月1日～6月10日

6月9日

6月16日～6月17日

6月27日

7月～10月

7月6日～7月7日

7月10

7月21日

8月7日

8月20日

9月5日

9月25日

11月9日～11月10日

11月13日（本日）

第24回再生普及行動計画WG 開催

「再生普及行動計画WG」の取組報告

「ワンダグリンダ・プロジェクト2012」の活動報告

「ワンダグリンダ・プロジェクト2013」の応募状況

2013年度再生普及行動計画WGの活動予定

釧路湿原自然再生事業紹介パネル展 開催 （会場：シルバーシティーときわ台ヒルズ）

釧路湿原航空写真貸出（会場：釧路こども遊学館）

「エコ・フェアくしろ2013」 参加

ワンダグリンダ・プロジェクト2012報告書配布開始

ワンダグリンダ・プロジェクト知名度調査アンケート 実施

第20回再生普及小委員会 開催

「釧路湿原の自然再生に参加しよう！」集中強化期間

ラムサール条約釧路会議+20 参加

第11回 フィールドワークショップ 開催

釧路湿原自然再生現場見学会「森林再生」（雷別） 開催

釧路湿原自然再生現場見学会「湿原再生」（下幌呂） 開催

釧路湿原自然再生現場見学会「土砂流入」（久著呂川） 開催

ワンダグリンダ応募者特権カヌーツアー 開催 （案内：新庄さん）

釧路湿原自然再生現場見学会「旧川復元」（茅沼） 開催

まなとぴあ2013 参加

第25回再生普及行動計画WG 開催

資料1-1
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再生普及行動計画WGの取組み進捗状況

事務局として以下の取り組みを実施した。

１ 行動計画の進行管理、活動支援

行動計画の進行管理、参加者の活動支援、活性化に向けた取り組みを行う。

■ワンダグリンダ・プロジェクト2012活動報告書の作成、配布

■ワンダグリンダ・プロジェクト2013の進捗把握、活動支援

・パネル展での紹介

・メールニュースでの活動情報の発信

■ワンダグリンダ・プロジェクト2013登録証の発行、配布

■ワンダグリンダ・プロジェクト推進サポーター登録証の発行、配布

■ワンダグリンダ・プロジェクト普及シール及びポケットティッシュの配布

■ワンダグリンダ参加団体間の交流の促進

・ワンダグリンダ・プロジェクト 2013 交流座談会の開催

(6月27日に開催。23名の参加。登録証の授与及び登録団体間

での交流を行った)

■フィールドワークショップの実施

第１１回フィールドワークショップ「達古武湖の今と昔 ～再生現場の水の流れを体感！～ 」

【実施日時】 2013年7月10日（水） 8：00～13：00

【実施場所】 達古武湖

【参加者数】 15名（ワンダグリンダ応募者7名、事務局スタッフ8名）

【実施内容】 達古武川沿いの再生事業地、リファレンスサイト等見学（カヌーで往復）

【講 師】 新庄久志氏（本WG座長）

【アンケート回答（抜粋）】

・場所による植生の違いがはっきりと理解出来た

・達古武における自然再生について詳しい説明があり大変参考になった。これからは多くの市民に知って頂き豊か

な水環境になれば良いと思う

・自然が少しずつ変化しているのが感じられた。大変良かった

・本来の湿原の状態を見せてもらい感動した。全体がああなれば素晴らしい景観だと思う

資料1-2
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・自然の見方を新庄さんに解説してもらう事でいろんなものが見えてきた

・達古武川をカヌーで行けたのが嬉しかった。とても気持ちが良かった

・見るもの聞くもの全て良かった

・知っているようで知らない事がいっぱいあり勉強になりました

・達古武湖の現在の自然環境を知る事が出来て体験する事も出来て良かったです

※次回のフィールドワークショップは２月５日（水）開催予定

■ワンダグリンダ応募者特権カヌーツアーの実施

【実施日時】9月6日（金） 9：30～11：30

【実施場所】釧路川（茅沼～塘路湖キャンプ場）

【案内人】 新庄久志氏（本WG座長）

【参加者】 西村 孝弘氏

【西村氏の感想】（抜粋）

茅沼から出航すると思い描いていたよりも川の流れははるかに緩やかで、普段見慣れた光景もカヤックから見

ると新鮮でした。新庄さんより茅沼地区旧川復元工事でどのように川が変わってきたのか砂洲の拡大や植物の

生育状況等をポイントを追って解説頂きました。マオロ川流入地点では湿原の水の色と本流の水の色の違いが

はっきりと確認出来ました。湿原は水を浄化させてくれています。またカワセミの色彩の美しさに目を奪われ、

ヤマセミ、マガモ、タンチョウ、アオサギの姿を見る事が出来ました。天候にも恵まれ大変有意義な時間を過

ごせた事に感謝の気持ちでいっぱいです。

今回の特権カヌーは幸いにも私の手中に収めましたが、特に初めての方に乗って頂きたいと思います。

新庄さんの解説あり、楽しい会話ありでご満足して頂けることと思います。
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２ 情報発信・普及活動の拡充

第２期行動計画の重点分野「釧路湿原を知る、楽しむ、学ぶ」を広げて行くため、多様な活動を発信していく。

■メールニュースの配信、掲示

・ワンダグリンダの活動紹介を掲載しながら月２回配信中

■市町村広報誌、新聞等メディアへの情報提供、記事掲載

・イベントごとに働きかける

■イベントの出展、パネル展の開催

○主催展示

・4/1～4/29：釧路湿原自然再生事業紹介パネル展開催（会場：シルバーシティーときわ台ヒルズ）

○イベント等への出展

6/8：エコフェアくしろ2013参加

・釧路湿原自然再生事業紹介パネル展

・航空写真展

・ワンダグリンダ団体ブース

（鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ、ハートンツリー、伊勢さん、辻野さん、釧路ボタニカルアート

の会、アトリエアリス）

・湿原のミニチュアにより湿原の紹介

7/6～7/7：ラムサール条約釧路会議＋２０参加

・釧路湿原自然再生事業紹介パネル展

・航空写真展

・湿原のミニチュアにより湿原の紹介

11/9～11/10：まなトピア

・釧路湿原自然再生事業紹介パネル展

・航空写真展

・湿原のミニチュアにより湿原の紹介
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３ 自然再生事業の現地見学会及び自然再生活動への参加機会作り

第２期行動計画の重点分野「自然再生に参加する、行動する」の機会を創設する。

■「自然再生へ参加する、行動する」の取組促進

【実施期間】 平成25年7月～平成25年10月

【実施内容】 『釧路湿原の自然再生に参加しよう！』イベントの実施

ワンダグリンダ・プロジェクトのうち自然再生への具体的な取り組みを行っている団体に加え自

然再生協議会の各小委員会での市民参加の取組を一定期間内に集約してＰＲし市民参加の拡大を

図った。

【実施状況】 18イベント中17イベント終了

【実施イベント一覧】

開催日
参加

人数
イベント名 主催

7月20日 22名 タンチョウの冬の食事場所をつくろう！ 鶴居・伊藤サンクチュアリ

7月20日 10名 来年の植樹に備えた苗づくり トラストサルン釧路

7月21日 6名 森林アクティビティ講座 苗の植栽にチャレンジ
森林再生小委員会

（釧路湿原森林ふれあい推進センター）

7月28日 19名 外来生物ウチダザリガニの捕獲体験
釧路湿原ボランティアレンジャーの会

＆こどもエコクラブくしろ

8月3日 62名 釧路湿原国立公園クリーンデー 釧路湿原国立公園連絡協議会

8月4日

8月5日
26名

達古武の森 朝のお散歩

～森林再生の森を歩いてみよう～

森林再生小委員会

（環境省釧路自然環境事務所）

8月7日 23名
釧路湿原が危ない！旧農地を湿原に戻す取組み

※自然再生現場見学会「湿原再生」（下幌呂）

湿原再生小委員会

（釧路開発建設部治水課）

8月18日 19名 ザリガニウォッチング
釧路湿原国立公園連絡協議会

温根内ビジターセンター

8月20日 17名
釧路湿原が危ない！土砂流入を防ぐ取組み

※自然再生現場見学会「土砂流入」（久著呂川）

土砂流入小委員会

（釧路建設管理部）

8月31日 4名 釧路湿原を探検！オオハンゴンソウ駆除大作戦！ 環境把握推進ネットワークPEG

9月7日 27名 みんなで調べる復元河川の環境・2013秋 釧路国際ウェットランドセンター

9月14日 24名
アウトドア好き集まれin達古武

カヌーでヒシ刈り、自然を再生！

湿原再生小委員会

（環境省釧路湿原自然保護官事務所）

9月27日 6名
釧路湿原が危ない！直線河川を蛇行河川に戻す取組み

※自然再生現場見学会「旧川復元」（茅沼）

旧川復元小委員会

（釧路開発建設部治水課）

9月29日 25名 カヌーDE清掃in達古武湖
環境コンサルタント株式会社＆釧路町達

古武オートキャンプ場

10月13日 11名 鶴の居られる村 タンチョウのえさづくり タンチョウコミュニティ

開催日未定 釧路湿原の水の動きを探る！
水循環小委員会

（釧路開発建設部治水課）
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7月28日

8月10日

9月14日

湿原の恩恵を受けてうまれた「咲くサクッキー」の販売

・阿寒湖夏祭り会場・FMくしろ春採夏祭り会場

・リバーサイドフェスタ2013会場

釧路短期大学

イベント合計数：18件（内1件未実施）／参加者計：301名

【イベントチラシ】
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■各小委員会主催イベント

○釧路湿原自然再生現場見学会「湿原再生」（下幌呂）

【実施日時】 平成25年8月7日（水） 10：00～12：00

【実施場所】 鶴居村下幌呂

【対 象】 一般

【参加者数】 21名

【実施内容】 植生回復試験や湿原再生現場の見学及びヨシの移植体験を行った

【主 催】 湿原再生小委員会（釧路開発建設部治水課）

【協 力】 行動計画WG事務局

【アンケート回答（抜粋）】

・普段考えもしなかった情報が得られた。身近な環境の事を少し考えられた

・ヨシの移植はとても貴重な体験だった

（小・中・高校生に学校行事としてやらせてみるのはどうか）

・放置するよりははるかに有意義。外来種対策も良かった

・知識として湿原の性質は知っていたが地面の状態を手で触れて実感した事は良かった

・自然再生の取組や湿原の様子が良く解った

・今後の10年、20年先の環境や動物の暮らし、気候や気温の在り様に興味が持てるようになった

・釧路にすみながら湿原の事は良く解らなかったがいくらか理解出来たような気がする

○釧路湿原自然再生現場見学会「土砂流入」（久著呂川）

【実施日時】 平成25年8月20日（火）

【実施場所】 久著呂川上流部から湿原流入部

【対 象】 一般

【参加人数】 16名

【実施内容】 久著呂川上流部から湿原流入部までをバスで移動しながら自然再生の取組を見学

参加者と一緒に流速、水深、川幅、河床堆積物の調査を実施

【主 催】 土砂流入小委員会（北海道建設管理部治水課）・再生普及小委員会

【アンケート回答（抜粋）】

・川に入り実際に自分達で流速の測定や堆積物を採取したのが良かった

・専門家に説明頂き普段入れない所に入れたり等中々出来ない体験だった
9



・自然再生へ向けた取り組みを無料で楽しみを交えながら学べるというのが一番良かった

・話を聞くだけでなく体験させて頂いたので楽しく学習出来た

・湿原の乾燥化についての取り組みがものすごく大変な事が解かった

・全国的にアピールする事が必要。ホームページで計画と成果、イベント計画を出してほしい

・将来に残したいと思う意志が大切だと思う。その為に価値を学ぶ必要があると思う

○釧路湿原自然再生現場見学会「旧川復元」（茅沼）

【実施日時】 平成25年9月27日（水）

※9月25日に開催する予定だったが、雨天のため27日に延期

【実施場所】 茅沼

【対 象】 一般

【参加人数】 6名

【実施内容】 釧路川（標茶町茅沼地区）において蛇行復元の状況を観察。旧川復元事業による湿原植生の回

復状況を知ってもらうために、植物の専門家である、旧川復元小委員会の神田先生より植生の

再生、湿原らしい景観の復元など、事業の効果について説明

【主 催】 旧川復元小委員会（釧路開発建設部治水課）

【アンケート回答（抜粋）】

・環境を考えた国土交通省の取り組みを知る事が出来た

・いぐさやヨシが成長していて復元再生されていると思った

・自然の回復力をまざまざと見た気がした

・行けない所を見られて貴重な体験だった

・もっと多くに人に関心を持って頂く為に続けたら良いと思う
10



○アウトドア好き集まれin達古武 カヌーでヒシ刈り、自然を再生！「湿原再生」（達古武）

【実施日時】 平成25年9月14日（土）

【実施場所】 達古武

【対 象】 一般（独身男女）

【参加人数】 24名

【実施内容】 達古武湖における環境の変化、自然再生事業の狙い、ヒシの生態とヒシ刈りの意味について解

りやすく説明する。また、実際にカヌーに乗りヒシの引き抜きやヒシの実を採取してもらい自

然再生を体験してもらう。採取したヒシでカレーを調理し実食する

【主 催】 湿原再生小委員会（環境省釧路自然環境事務所）

【アンケート回答（抜粋）】

・ヒシ自体はあまり数をとれませんでしたが自然再生活動について知る事が出来た事が今後の活動につなが

っていくと思う

・釧路湿原の見方が参加者は変わったと思う

・釧路に住んでいるので地域の事を学びたいと思った

・同年代の人達と集まってワイワイやる事が久しぶりだったので楽しかった

・カヌーに乗れてとても楽しかった。ヒシもあのように水の中でなるのが解って知識が増えて良かった

・ヒシの状況は聞いていたが実際に訪れて再生の必要性を強く感じた

・経験、体験について何らかの形で発信したい。環境省がこうした取り組みを行うのは画期的だと思う
11



0%

■今日の活動のご感想をお聞かせ下さい

回答件数：246件
とても満足 171件
やや満足 56件
どちらともいえない 11件
やや不満 8件
とても不満 0件

≪理由≫（抜粋）
・いつも触れ合えない大自然に触れ合えて良か

・普段考えもしなかった情報が得られた。身近

・カヌー乗船、ヒシカレー作りととっても内容の濃

・クレインズと一緒に活動出来た（とても満足）

・外来生物がこんなに多くいる事に触れて良か

・初めてカヌーに乗ったので楽しかった（とても満

・もう少し効率良く出来そう（やや満足）

・カヌー乗船時間をもっと長くしてほしい（やや満

・湿原の木々を知る事が出来た（やや満足）

・デントコーンの収穫量が少なくて物足りなかっ

・日頃から手入れの行き届いている場所をただ

・ゴミが少なくやりがいが無かった（やや不満）

・ゴミ拾いなのにゴミが全く無かった（やや不満

■今日の活動が自然再生につながった

回答件数：246件
とてもあった 105件
ややあった 92件
どちらともいえない 32件
あまりかんじない 13件
ほとんど感じなかった 4件

≪理由≫（抜粋）
・活動に参加する事により湿原を大切にする心

・多くの地域住民等に理解させる場になったと

・今まで自然再生に触れ合う機会がなかったが

・外来種をわずかだが駆除出来たから（とてもあ

・時間も短く、自然再生の手伝いが出来たかな

・達古武湖のヒシの繁茂がすさまじい事を実感

・川の氾濫の状況がある程度解った（ややあっ

・調査検証することは工事の必要性などについ

・湿原の中に入って活動していないので（どちら

・楽しんでヒシをとっただけというイメージ。役に

・少ししかヒシが採れなかったので。自然再生

・すでにキレイな場所でのクリーン活動なので（

■釧路湿原の保全や再生に今後とも関

回答件数：199件
とても思う 140件
やや思う 51件
どちらともいえない 7件
あまり思わない 1件
まったく思わない 0件

『釧路湿原の自然再生に参加しよう！』アンケート結果
アンケート対象イベント数：16件 ／ 対象人数301件 ／ 回収数：246件
171件 56件 11件8件

20% 40% 60% 80% 100%

とても満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 とても不満

った（とても満足）

な環境の事を少し考えられた（とても満足）

いイベントを楽しめた（とても満足）

った（とても満足）

足）

足）

た（どちらともいえない）

歩いただけでゴミは拾えなかった（どちらともいえない）

）

という実感がありますか？

が生まれると思う（とてもあった）

思う（とてもあった）

今日、この機会を得られて良いきっかけとなった為（とてもあった）

った）

？と思う（ややあった）

し、継続的な活動が必要だと感じた（ややあった）

た）

て考える資料となる（ややあった）

ともいえない）

立ったのかはわからない（どちらともいえない）

につながったら良いなあと思います（どちらともいえない）

あまりかんじない/ほとんど感じなかった）

わって行きたいと思いますか？

※実施イベント数18件
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■今後どのような行事があったら参加したいと思いますか？（抜粋）

・自然に触れ合いながら知らない事を学べると楽しい

・普段入れない湿原を歩いてみたい

・植えたヨシの今後が気になる。見学会を希望

・湿原を歩きながら知識が身に付くようなもの

・湿原を周りながら説明や解説をしてほしい

・子供にとって自然に親しむ体験を含む様な活動があれば参加したい

・他にも環境破壊の例があれば盛り込んでほしい

・展望台方面へのトレッキング

・今回の行事に継続して参加し経過の推移を見たい

・釧路湿原の良さを実感できるもの

・体験しながら学べる行事

・継続して参加出来るもの

■その他ご意見をお聞かせ下さい（抜粋）

・リタイアした高齢者に積極的に呼びかけたら良い

・ボランティアの人達の地味な働きがあり感心した

・湿原の事をもっと詳しく教えて欲しい

・個人ではなかなか行けない所に行かせて頂けるので嬉しい。何かお手伝いが出来れば良いなと思う

・冬の湿原に興味を持ち、今回とは違った形の学習の機会があればと願っている

・即定員になるので人数をもう少し増やしてほしい

・湿原についてこんなに色々考えて活動している事が解かり感心した

・自然再生に力を入れている事が解かって良かった。他の地域でも同様の取組があったら良いと思う

・ＰＲをもっとした方が良い。周知不足の感じがする

・もっとレンジャーや外部職員の活動内容を聞きたい

・素人でも手伝えるイベントをたくさんしてほしい

・自然再生について考える良い機会となった。今後も機会があればぜひ参加したい

・全国的にアピールする必要がある
13



「ワンダグリンダ・プロジェクト2013」中間報告（概要）

１ 取組者数について

2013年度当初は、51団体（個人）78取組み（協議会含む）でスタートし、新たに1個人1取組が加わった。

その結果、2013年10月現在の取組者数は以下のとおり。

（１） 総数：52団体（個人）79取組み（協議会含む）

（２） 前回から追加応募された団体（個人）、取組

≪新規≫

・小荷田 行男

釧路湿原とその周辺域の植物の生態・自然史（縄文～現代）・鳥類生態の調査研究

２ ワンダグリンダ・プロジェクト2013進捗状況について

・取組みが既に終了した 32件（うち1件は協議会）

・活動中 47件（うち5件は協議会）

３ ワンダグリンダ・プロジェクト2013の報告について

現在、実施者への報告依頼は報告フォーマット（次ページ参照）を使用して行っている

＜現在の状況＞

・実施者にとって報告書の作成が負担となっている（報告のメリットが無い）為提出されない。

この為オフィスでは原稿提出を促す業務、代筆業務に大幅な時間を要する。

↓

今後の報告書の作成方法及び内容に関して検討したい

資料2-1
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参考資料：昨年（2012年）度使用した報告用フォーマット

釧路湿原自然再生普及行動計画 2012年度具体的取組み

＜報告様式＞

団体(個人)名

団体(自己)PR

取組み概要

ワンダグリンダ・プロジェクトは以下の3つの柱を基に進めています。

今回ご報告いただく活動が3つのうちどれに当てはまるかマルをつけて下さい。（重複可）

１ 釧路湿原を知る、楽しむ、学ぶ

２ 自然再生に参加する、行動する

３ 地域と関わり、人をつなぐ

活動の目的・ねらい

取組みの様子

[日時]

[場所]

[参加者数]

[内容や様子など]

[やってみての成果など]

主催者の感想、今後の

課題や希望、要望など

[感想]

[その他]

[これから]

※記入いただいた報告書1枚が冊子の1ページで掲載させます。文字数が多い場合は小文字となり、読みにくくなっ

てしまします。ご注意ください。

※画像については、タテ50mm×ヨコ60mm、解像度300dpi/inchの画像、またはモノクロでボリューム200K程度

の画像1～２枚を、こちらにレイアウトせずに添付ファイルにて別送ください。

団体の概要など。ホームページやブロ

グなどもあればご記入ください

できるだけ具体的な報告をお願いい

たします。

釧路湿原の保全につながる取り組みを

行った感想をお願いします
15



「ワンダグリンダ・プロジェクト2013」 応募状況（一覧）

※新規参加は、団体・個人名の欄に「★」で表しています。

2013年11月

団体名 取組み概要 活動状況 No

太平洋総合コンサルタント株式会社 標茶高校における体験型の環境教育を実施します 終了 1

川口 秀人 湿原の動植物や風景の写真をカレンダーやポスターにして多くの

人が集まる場所などに掲示します
活動中 2

釧路国際ウエットランドセンター 釧路川蛇行復元現場周辺の環境調査を、地域の人々と一緒に行いま

す

終了 3

湿地・生物多様性に係わる途上国の行政官等を対象とした、湿地保

全やワイズユースに関する研修を実施します

終了 4

ラムサール釧路会議開催２０周年を記念するイベントを開催しま

す

終了 5

ホームページ、ニュースレター等による釧路湿原の情報発信をしま

す（英語・日本語）

活動中 6

沢田建設株式会社 釧路湿原近郊の清掃活動を実施します 終了 7

西村 孝弘 釣りの自警活動の一環として釧路川流域で釣り場周辺で清掃活動

をします

活動中 8

釧路駐屯地曹友会 細岡展望台整備ボランティアをします 終了 9

カヌー教室を実施し釧路湿原を魅力を味わいます 終了 10

タンチョウコミュニティ タンチョウのえさづくりプロジェクトを実施します 活動中 11

市立釧路図書館 指定管理者 株式会
社図書館流通センター

釧路湿原に関する情報提供及び、関連講座や展示を通じた湿原の紹

介をします

活動中 12

辻野 正 ペーパークラフトで釧路湿原などの生き物を紹介します 活動中 13

（NPO）タンチョウ保護研究グループ タンチョウの保護研究に関する教育普及活動を行います 活動中 14

釧路湿原国立公園連絡協議会 釧路湿原に関する情報提供を自然情報誌やガイドブック、ホームペ

ージなどで行います

活動中 15

温根内ビジターセンターと塘路エコミュージアムセンターで自然

ふれあい行事を実施します。また来訪者などに自然解説や情報提供

を行います。

活動中 16

釧路湿原こどもレンジャー活動を実施します 活動中 17

釧路湿原国立公園クリーンデーを実施します 終了 18

伊勢志郎 来訪者の釧路湿原国立公園来園記念に、折鶴を関連施設に提供しま

す

活動中 19

釧路湿原ＭＴＢクラブ マウンテンバイクで釧路湿原周辺の林道ツーリングを行います 活動中 20

環境省釧路自然環境事務所 自然再生事業を行っている達古武地区にて、市民体験調査会を行い

ます

活動中 21

（NPO）釧路湿原やちの会 広域農道クリーンウォークをします 終了 22

資料2-2
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（株）日専連釧路 「日専連釧路フィッシャーマンズカード」利用額の一部を釧路湿原

国立公園連絡協議会に寄付します

活動中 23

カヌープロ カヌーを通じ自然の素晴らしさや釧路湿原の大切さをつたえます 終了 24

ハートンツリー 地球と体にやさしい暮らしを提案します 活動中 25

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

「森林アクティビティ講座」の実施 終了 26

「雷別ドングリ倶楽部」の実施 活動中 27

「お庭で苗木育成」の実施 活動中 28

こどもエコクラブくしろ 釧路湿原における特定外来生物の調査（セイヨウオオマルハナバ

チ・ウチダザリガニ等）防除を実施します

終了 29

タクｯパ（ペンネーム） 道東の自然や地名をアイヌ語で紹介します 活動中 30

愛国幸恵町内会 町内会員宅に特定外来種のパンフレットを配布し、拡散の情報を提

供します

活動中 31

環境コンサルタント株式会社 達古武湖面をカヌーで清掃します 終了 32

湿原流域で体験型環境教育を実施します 終了 33

酪農学園大学 環境地球化学研究室 釧路湿原における温室効果気体の動態調査、水環境と温室効果気体

の挙動調査

活動中 34

シルバーシティときわ台ヒルズ 釧路湿原について学ぶ自然文化講座を実施します。 活動中 35

（財）釧路市民文化振興財団

（釧路市生涯学習センター）

いきいき女性講座「キラコタン岬から釧路湿原を眺めてみよう」を

開催します

終了 36

まなぼっとシニア講座「釧路湿原」～タンチョウと湿原の草花」を

開催します

終了 37

ふるさと講座 湿原ほたる講座「釧路湿原の夜の隠れた風物詩を探

ろう」を開催します

終了 38

釧路学教養講座「霧多布湿原を訪ねて」を開催します 終了 39

まなぼっと子ども探検隊「仮）森と遊ぼう2013」を開催します 終了 40

品田 忠 木の枝の作品造りや展示を通し湿原からの水の大切さ伝えます
終了

41

(株)釧路マーシュ＆リバー 釧路川カヌーツーリングや釧路湿原探索ガイドをすることで釧路

湿原の魅力を全国、全世界の皆さんへ発信していきます

活動中 42

イオン釧路店 チアーズクラブ フィールドや学習会を通し釧路湿原を学びます 終了 43

釧路シャケの会 シャケの稚魚の里親募集と放流式を実施します 終了 44

釧路湿原国立公園ボランティアレンジ

ャーの会

クリーンウォークを実施します 終了 45

特定外来生物「ウチダザリガニ駆除調査」を実施します 終了 46

温根内木道定点解説を実施します 終了 47

釧路湿原全国車いすマラソン大会実行

委員会

第26回釧路湿原全国車いすマラソン大会を実施します 終了 48

釧路短期大学 湿原をとりまく地域食材を使用した、学生考案の「咲くさクッキー」

を釧路全日空ホテルと連携して販売し、湿原自然再生に還元します

（諸活動と収益の一部寄附）

活動中 49

釧路湿原マラソン実行委員会 釧路湿原マラソンを通じて湿原のすばらしさを参加者の方に伝え

ます

終了 50

お菓子司 二幸 「湿原まんじゅう」を販売します 活動中 51

くしろ自然再生解説員 釧路湿原の特徴や自然再生事業などについてボランティアで解説

を実施します

終了 52
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釧路湿原川レンジャー 釧路湿原の良質な河川環境づくりに貢献します 活動中 53

(株)ＦＭくしろ 放送を通じて湿原にまつわる四季折々の話題を発信します 活動中 54

奈良 笹本由文 鶴居村私有林の自然林育成及び調査記録 活動中 55

(NPO)北海道フィシャーズ協会 釧路湿原の清掃活動をします 終了 56

リンク・リング 野生生物へのエサやりの是非の説明をして、人と動物・自然のかか

わりについて考える機会を持ってもらう

活動中 57

北海道阿寒高等学校 「地域巡検」を実施し、湿原や釧路の自然の大切さを体験します 終了 58

（NPO）トラストサルン釧路 ナショナルトラスト地の環境保全作業にボランティアの方と共に

取組み、湿原やトラスト地の観察会を行います。

活動中 59

（公財）日本野鳥の会 鶴居・伊藤タン
チョウサンクチュアリ

施設来訪者へのタンチョウの解説をします 活動中 60

学生ボランティアネットワーク組織「F.A.ネットワーク」主催のワ

ークキャンプの受け入れをします

活動中 61

タンチョウティーチャーズガイド（TTG)講習会を開催します 活動中 62

ボランティア・ツアー「グリーンホリデーin釧路～タンチョウの食

事場所を整えよう～」を開催します

活動中 63

タンチョウの冬期自然採食地を守ろう 終了 64

ボーイスカウト釧路第６団 カブ隊 自然観察や自然体験の実施 活動中 65

喜多島 麻鈴 コンサートを通じて、釧路湿原をPRしていきます 活動中 66

さとぽん ホームページによる釧路湿原の魅力や歩き方に関する情報を発信

します

活動中 67

釧路ボタニカルアートの会 釧路湿原の植物を描きます 活動中 68

アトリエ「アリス」 釧路湿原などの自然を含む釧路地域の素晴らしさを描くことによ

ってアピールする

活動中 69

釧路に自生する植物を使ったアート作品の製作と発表 活動中 70

釧路川周辺の清掃活動を実施します 活動中 71

（ＮＰＯ）環境把握推進ネットワーク

～ＰＥＧ

釧路湿原に生息する希少動植物や外来動植物に関する、学習会や講

演会の実施
活動中 72

★ 小荷田 行男 釧路湿原とその周辺域の植物生態・自然史・鳥類生態の調査研究 活動中 73

５１ 団体・個人／７３取組み

釧路湿原自然再生協議会 釧路湿原自然再生協議会や各委員会の情報を発信します（会議公開、

HP、ニュースレター発行）

活動中 1

学習会や講演会などを行います 活動中 2

市民参加の見学会を実施します 終了 3

パネル展などを実施します 活動中 4

視察・研修などを受入れます 活動中 5

自然再生に関わる資料を発刊します 活動中 6

５２団体・個人／７９取組み
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「ワンダグリンダ・プロジェクト2014」募集概要（案）

１ 募集期間

2014年2月10日（月）～3月10日（月）までの１ヶ月間

※基本的には随時受け入れを行うが、年に１回期間を決めて集中して募集する

２ 広報について

チラシ・ポスター（チラシ10000枚、ポスター200枚）を作成し以下により広報する。

・公共施設（コミセン、観光施設等）への掲示依頼 ※市町村役場に協力を依頼

・各報道機関、関係市町村発行の広報誌へ掲載依頼

・ホームページへ掲載（WG通信、環境省釧路自然環境事務所、関係機関）

・北海道環境財団のメールニュースに掲載

・メールニュース『ワンダグリンダ☆ニュース』へ掲載

・学校へ配布（関係市町村教育委員会へ協力を依頼）

・推進サポーターへの掲示依頼

・WGメンバーからの広報

３ 応募方法

応募用紙をWG事務局に送付を依頼、もしくはホームページよりダウンロード

→必要事項を記入しWG事務局に送付（メール、ファックス、郵送のいずれか）

→WG事務局で内容について応募者に確認（電話、ファックス、メール等）

→締切り後、WG にて承認し応募者へ「ワンダグリンダ・プロジェクト 2013」として公開することをお知ら

せ（2014年4月下旬公開予定）

４ 連絡先

釧路湿原自然再生協議会 再生普及小委員会

再生普及行動計画オフィス ワンダグリンダ・プロジェクト担当

〒084-0922 釧路市北斗2-2101 釧路湿原野生生物保護センター内

e-mail：wanda@heco-spc.or.jp TEL：0154-56-4646 FAX：0154-56-2267

５ その他

（１）釧路湿原自然再生の普及に貢献する活動であれば地域を問わず受け入れる

（２）チラシ・ポスターの仕様については検討中

資料3
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市民参加イベント「釧路湿原の自然再生に参加しよう！」

のバージョンアップの為に（検

「自然再生に参加する、行動する」を促進する取り組みのひとつとして、昨年度より「釧路湿原の

しよう！」を実施しています。今年度は昨年度実施したワンダグリンダの取り組みに加え自然再生協

会（または再生サイト）での市民参加の取り組みを新たに加えました。また、昨年度は 6 月～8 月に

「釧路湿原自然再生の集中期間」を今年は6月～9月に延長しました。

2013年度「釧路湿原の自然再生に参加しよう！」の振り返り

◆良かった点◆

１．各小委員会（各自然再生サイト）で行っている自然再生事業の現場見学会や市民参加の取り組

る事ができ、釧路湿原自然再生協議会として取り組みを行う事が出来た。

２．全部で 18（昨年度の 1.5 倍）の個性豊かな自然再生イベントが行われた事で様々な自然再生

り気軽に参加出来る事を一般市民に知ってもらう事が出来た

３．関係者との利害が一致した事で、それぞれの関係者にＰＲや取り組みへの協力を行ってもらう

今後も利害の一致する関係者と連携する事で更なる取組の拡大を進める筋道が出来た。

例1）釧路市：長期滞在者を増やしたい

例2）達古武キャンプ場：キャンプ場の客を増やしたい

４．食や出会いなど自然再生以外の視点を加えた取組みでは、今まで釧路湿原の自然再生に関心が

たな層の参加が見られたほか、今まで以上にマスコミ等にも関心を持ってもらう事が出来た。

な視点を自然再生にマッチングさせることで新たな層の市民参加の可能性を見出した。

◆今後の課題◆

１．いくつかの取組みでは参加者が少なく人集めに苦慮した。また、ＰＲチラシの作成が遅くなっ

全体的にイベントのＰＲが不十分だった。

＊従来のＰＲ方法では限界がある為効果的なＰＲ方法やＰＲ先を検討する

＊チラシ作製、ＰＲも含めたイベントの全体計画を早いうちに作成する

＊各取組みの内容を工夫する事で参加したいと思うような内容にする

・各主催者に早いうちから働きかけること

≪本日の議題≫

今回のＷＧでは昨年度から実施している市民参加イベント「釧路湿原の自然再生

参加しよう！」について検討していきたいと思います。

・主催者としてのご感想、ご意見

・効果的なＰＲ方法やＰＲ先について

・来年度の取組み内容について など
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今後のスケジュール（案）

2013年

11月13日

12月（予定）

12月中旬

2014年

1月中旬

2月5日

2月上旬

2月10日～3月10日

2月中

4月中旬（予定）

6月（予定）

第25回再生普及行動計画WG 開催

第22回再生普及小委員会 開催

再生普及行動計画ＷＧの報告および内容の承認等

「ワンダグリンダ・プロジェクト2014」

募集チラシ・ポスター作成

募集チラシ・ポスター完成。配布開始

「ワンダグリンダ・プロジェクト2014」活動報告依頼開始

第12回フィールドワークショップ 開催

第19回釧路湿原自然再生協議会 開催

「ワンダグリンダ・プロジェクト2014」募集スタート

水循環小委員会主催イベント（講演会） 開催

第26回再生普及行動計画ＷＧ 開催

「ワンダグリンダ・プロジェクト2013」報告書（案）の検討

「ワンダグリンダ・プロジェクト2014」応募状況について

「ワンダグリンダ・プロジェクト2014」公開

第23回再生普及小委員会 開催

交流会 開催
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