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市民活動は、
どう連携できるか
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きたネットフォーラム2016
研究者・拠点施設と市民活動は、
どう連携できるか
北海道の環境活動のネットワーク「きたネット」の年に一

度のフォーラム。北海道の生物多様性を守るために、今、
市民ができることは何か。何を学び、誰とつながるのか。環
境を地域の力にしていくために、環境活動者ができること
は何かを考え、次の実践につなげます。
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みなさん、こんにちは。昨日から続く悪天候の中、全道・全国から会場にたどり着いてくださっ

ただけで、もう感謝の気持ちでいっぱいです。きたネットが設立されて 14 年になります。当初か

らセブン-イレブン記念財団の多大なご支援を受けており、心より御礼申し上げます。きたネット
は、今年から始まった５カ年計画の中で、研究者・研究機関・環境関連施設と、各地で日々環境保

全活動を行なっているみなさまとのコラボレーションを、中間支援のかたちでお手伝いできないか、
という局面に入ってきています。みなさま、それぞれフィールドでご活動されていると思いますが、
実際にどれだけ効果があったのかを自己評価するためにも、アカデミックな裏づけは欠かせません。
専門家の協力を得ながらそんな場面でのお手伝いができれば、との思いを込めて、本日のフォーラ
ムを開催します。内容が盛りだくさんで、長丁場ではありますが、何かを得て、明日からの活動に
お役立ていただければ幸いです。

一般財団法人 セブン-イレブン記念財団

理事

井下龍司

われわれセブン-イレブン記念財団は、環境をテーマとする活動に支援を行なっており、セブン

-イレブンの店頭でお客さまからお預かりした募金を、地域でさまざまな環境活動に取り組んでお
られる方々に活用いただいています。北海道では、きたネットの創設時から一緒に助成金セミナー
を開くなど、北海道内の環境活動をずっと支援し、また様々な事業で協働しています。本日のこの

フォーラムも、セブン-イレブンの募金箱に集まったお金の一部を活用して開催しています。本財

団は今年から新たに、本日のフォーラムのタイトルでもある「生物多様性保全」をテーマに加え、
全国 17 カ所で「セブンの森」事業を行なっており、地球温暖化防止、環境教育のための活動に取

り組んでいます。九州で「九重ふるさと自然学校」を発足させてもう 10 年が経ちます。また昨年
は東京に「高尾の森自然学校」を設立し、フィールドで環境について学ぶ機会を広く一般のみなさ
んに提供しています。そしてこの北海道。北海道は生物多様性の重要地であり、北海道からの発信
が日本全体の環境を守っていくことにつながると思います。きょうのフォーラムで私もみなさんと
情報を共有して、今後に生かしたいと思います。
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基調講演 野生の猛禽を診る・守る
～日本とサハリン、
猛禽類保全活動の現場から
齊藤慶輔さん
猛禽類医学研究所 代表、獣医師
さいとう・けいすけ

日本獣医畜産大学野生動物学教室

卒業。1994 年より環境省釧路湿原野生生物保護センター
で野生動物専門の獣医師として活動開始。2005 年、同セ
ンターを拠点とする猛禽類医学研究所を設立。傷病・死

亡原因を徹底的に究明し、その予防のための生息環境の
改善を「環境治療」と命名し、活動の主軸としている。

のサケを食べにきているのです。

希少猛禽類をなぜ保護するのか
もうきんるい

ワシ、タカ、フクロウの仲間のことを猛禽類と呼びます。

北海道の代表的な希少猛禽類をご紹介すると、まずシマフ

クロウ。現在、北海道に 140 羽程度しか生息していません。
またオオワシは「世界３大巨鳥」に数えられる世界最大級
の渡り性猛禽類で、ロシア極東部で繁殖し、冬鳥として日
本にやってきます。オオワシよりも一回り小さいオジロワ
シ──それでも２ｍ超えです──は、だいたい 200 つが

い弱が日本で生息・繁殖し、残りは冬鳥としてロシア方面
からやってきて、北海道や北日本で冬を越す渡り鳥です。

そんな猛禽類を、なぜ保護する必要があるのでしょうか。
野鳥・哺乳類・昆虫・植物……というふうにやみくもに

ふうれん

同じような光景が１月下旬～２月末ごろ、道東の風蓮湖

などでも見られます。こちらは、結氷した湖面にワシがた
くさん集まってきます。とりわけ道外の方たちを案内する

と、「自然がすごく豊かですね」と言われます。でもこれ、
本当に「自然豊かな光景」でしょうか。ワシたちよりも先
にその場所に行ってみると、カジカが落ちています。カジ
カは湖の魚です。まさか結氷した湖面に魚がはい上がって
こおりした ま

あみ

きた？そんなはずはありません。ここは実は「氷下待ち網

りょう

漁」の漁場です。対象魚のコマイと同時に混獲されるカジ
ざ

こ

カなど不要な雑魚を、漁師さんが氷上に放置していきます。
それを食べにワシが集まってくるというわけです。

希少猛禽類といえど、このように意外に人間に近いとこ

ターゲットを絞ってそれぞれ個別に保全しようとても、な

ろで生活しています。湖面の漁場だけでなく、水産工場・

すなわち生態系の食物連鎖の頂点に位置する種にフォー

移動経路、道路沿いの電柱は止まり木代わりです。彼らは、

かなか収拾がつきません。そこで生態系模式図の最上位、
カスを当て、彼らの健全な生活を保障することを目指すと、
一番うまくいきます。頂点に位置する動物がちょうど傘の

養魚場・養鶏場のゴミ置き場などは餌とりの場所。道路は
人間が作り出した環境に合わせて生きているのです。

でも、だからこそ危険も大きい。シマフクロウの死亡や

役目を果たし、傘下の動物たちを全部守ることになるので

怪我の原因で、多いのは交通事故や感電事故です。オオワ

息地の自然環境にも目が向けられ、必然的に自然環境全体

禁止されている鉛弾を使うハンターがいまだにいて、鉛弾

す。猛禽類の健全な生息環境を守ろうとしたら、広大な生
を守ることにつながるのです。

希少猛禽類と人間の共生とは

シにとっては鉛中毒が最大の脅威です。北海道では使用が
で撃ったシカなど獲物の死体を森に残して帰ると、その肉
をついばんだワシが鉛中毒になって、ばたばた死んでしま

うのです。また、列車や自動車との衝突事故も起きています。
オジロワシは傾向が少し異なり、近年は死因の上位に

道東や道北の越冬地では、一本の木にワシたちが鈴なり

バードストライクが浮上してきました。発電用風車のバー

まっていて、
「ワシのなる木」と呼ばれるのですが、ワシ

が犠牲になっていますが、この被害だけは治療のしようが

になっている光景が見られます。そうなる木はだいたい決
たちはなぜその木に集まるのでしょうか。

目線を落としてみると、川が流れていて、産卵を終えた

サケの死骸が浅瀬に無数に転がっています。ワシたちはそ
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ドストライクによって、これまで 40 羽以上のオジロワシ
ありません。体が真っ二つになったり、翼をもぎとられた
り、風車のブレードに当たったら最後です。

政府は、温室効果ガスを出さない自然エネルギー施設の

建設を促進していて、道北地方に風車をどんどん建てよう

が高いと見てすぐに解毒剤を投与したところ、30 分後に

温暖化防止のためという理由で、希少な野生動物の生命を

治療後は、メンタル・体力の両面でリハビリテーション

としています。でもそこはオジロワシの渡りルートです。

は快復しました。

奪うことを正当化できるとは思えません。風力発電は元来、

を行ないます。自然界で同じ環境に生息する異なる種の個

野生動物に優しい技術を考えていく必要があると思います。

生に戻します。また長さ 40m のフライングケージを使っ

環境影響の少ないエネルギーなはず。風を利用するのなら、

野生動物の治療とリハビリテーション
さて、野生動物救護は、命あるものは助けて野生にお返

しするという意味で、
「補償的な活動」だといえます。また、
絶滅危惧種１個体の救護は、種の保存に直結します。シ

マフクロウの生息数は 140 羽です。１羽の命を助けると、
全体の 1/140 ＝ 0.7％を助けることになります。

私は、傷ついた動物がセンターに運ばれてきた時、動物

だけが運ばれてくるのではなくて、それを助けようしてい

体をケージに同居させ、競争で餌を取らせて、頭の中を野
て飛ぶための筋肉を鍛えます。

リハビリが済んだら野生に放すわけですが、実はここま

でこぎつける鳥というのは、本当に幸運な、ごく一部の鳥
にすぎません。運び込まれた時にもう死んでいる鳥もいま
す。命は助かっても、後遺症のせいで野生に帰れない鳥た
ちもたくさんいます。

野生に戻れない鳥たちの
「生きる意義」
そのように野生復帰できない個体が、今のところセン

る人たちの思いも一緒に運ばれてくるのだと思っています。

ターに約 30 羽います。種の保存法の規制によって「安楽殺」

リレーのバトンのように運ばれてきて、最後に受け取るア

わけでもなく、治療費を削って飼育代を捻出せざるを得な

見つけた人、連絡した人、運んだ人……。みんなの思いが
ンカーとして、獣医師は、その動物がどんなに重篤な状態
であっても、絶対に「これは駄目だ」と言わない。そして

の選択肢はありません。かといって政府に飼育予算がある
い状況でした。

2016 年４月から、私たちはこれら野生に戻れないオオ

また、諦めなければ、よい結果＝回復につながることがと

ワシとオジロワシ、シマフクロウをすべて引き受けていま

私たちが行なっているのは「診断的治療」という方法で

りません。彼らには彼らなりの「生きる意義」があるはず

ても多いのです。

す。
「診断的治療」とは、原因を事細かに調べる前に、ま

ず直感的に、考えられる治療薬を急いで投じることです。

すが、ただ単に生かし続けているだけ、というわけではあ
で、それを見出そうとしています。

たとえば、野生に戻れない鳥たちには、同種の患畜への

直感があたっていれば治るし、ダメなら違う治療を考える。

血液ドナーとして治療に力を貸してもらっています。また

中で体をのけぞらせている状態でした。農薬中毒の可能性

に戻れない鳥が代役となってくれます。

ある時、センターに運ばれてきたワシは、ダンボール箱の

写真提供／猛禽類医学研究所

レンジャーや獣医師たちが実技講習を受ける際には、野生

基調講演
先天性疾患を持つ「ちび」というシマフクロウには、シ

マフクロウ界からのいわば親善大使を担ってもらっていま

す。「ちび」に触れて、
体温や羽毛の柔らかさを感じた人々

ら出てきたのか？
なりました。

シカの毛と一緒だったことがヒントに

北海道には現在、ものすごい数のエゾシカが生息してい

の心に、
「シマフクロウも自分たちと一緒に生きて欲しい」

て、農林業被害や交通事故の多発など、いろいろな弊害を

結果的にシマフクロウの保全につながっていくでしょう。

しますが、そこで使われていたのが、鉛のライフル弾です。

という気持ちが芽生えて、サポーターやファンが増えれば、
野生に戻れない鳥たちにも生きる意義がしっかりとあっ

て、それぞれ役割があると思っています。

もたらしています。積極的に撃ってシカの数を減らそうと

シカの体に着弾すると、体の中で砕けて飛散するんですね。
相手に大きなダメージを与えますので、シカはその場で倒
れます。ハンタ－にとって、とても有用な弾だったのだと
思います。

環境治療を成功させるには

ところが、個体数削減のために捕獲頭数規制が緩和され

ただ、私は「傷ついた野生動物を治療するだけでは不十

て、どんどんシカを撃ってよいことになったため、肉のお

因を究明して、リスクの元栓を閉じていくことが一番重要

していくハンターが後を絶たなくなりました。放置された

分だ」とも思っています。治療・介抱するのと同時に、原
です。

傷ついた野生動物は、いわば自然界からのメッセン

ジャーです。現代は、動物も傷つき、自然環境も傷ついて
いるんです。ただ動物を治すだけではなく、私たち人間と
野生動物の両方を育む自然環境そのものを治療する必要が
ある。そこで「環境治療」という言葉を作りました。

背の高い木が少ない地域では、オオワシやオジロワシは、

電柱を止まり木として利用します。配電柱が漏電していた

いしい部位だけを切り取って持ち帰り、残りを野外に放置
シカの死骸には鉛の破片が含まれているのですが、「こん
なところに美味しそうな肉がある」ということで、ワシが
群がってしまうというわけです。鉛中毒の被害数はいま分
かっているだけで 160 羽以上。おそらくその 10 倍以上が
死んでいると思います。オオワシの推定生息数は世界中で
5000 羽です。鉛中毒は、
「絶滅」の文字が頭によぎるく
らいのインパクトをワシたちに与えています。

鉛は重金属です。血流を介して体中に回ると、全身いた

ら感電死です。かといって、
電力会社に「何とかしてくれ」

るところの臓器に取り返しのつかないダメージを与えて、

ちらもアイディアを出すことが重要です。

脳障害を負ってしまう場合もあります。餌を食べられなく

と訴えるだけでは無責任。どうしたら事故を防げるか、こ
伝え方も大事です。野鳥の感電事故が起こると、一帯が

停電してしまう恐れがあります。ワシ類が渡ってくるのは
冬ですから、もし電力がストップしたら大変な被害ですよ

最終的には死亡します。たとえ直接的に死に至らなくても、
なって餓死・凍死するとか、本当に悲惨な死に方をしてし
まうんですね。

当初は点滴や経口で解毒剤を与えて治療しようとしたの

ね。そこで「ワシの感電事故に起因する冬の停電を防ぎま

ですが、うまくいかなかった。そこでわれわれが開発した

対策は、感電の恐れがある場所にワシが止まらないよう

オジロワシたちがドナーになってくれています。ちなみに

せんか」と電力会社に協力を呼びかけました。

にバリケードを置くことです。どんなバリケードが有効か
を検証するのに、野生に戻れない鳥たちにも手伝ってもら
い、完成した装置は現在、全道の送電鉄塔に計約 2000 個
が取り付けられています。

ウ ィ ン ー ウ ィ ン

このように、野鳥と電力会社とが互いに WIN-WIN の

関係になるようにもっていくことがとても重要です。

鉛禍の根絶に向けて
猛禽類の鉛中毒をめぐる環境治療の例もご紹介しましょ

う。1996 年、持ち込まれたオオワシの死体を私が解剖し

て調べ、「鉛中毒」と診断を下しました。鉛製ライフル弾
による大型猛禽類の中毒死が、世界で初めて確認されたの
です。

山中で収容されたこのワシには外傷がなく、胃の中から

エゾシカの毛と金属片が出てきたんです。金属は、鉛のラ
イフル弾の破片でした。そんなものがなぜワシの胃の中か
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新しい治療法が輸血です。
「野生に戻れない」オオワシや
ワシ類の血液にはＡＢＯ型というのはありません。輸血の
たびに「クロスマッチングテスト」をして適合性を確かめ
ています。

根本的には、鉛弾を使わない狩猟を実現させたいと考え

ました。代替策を探して、行き当たったのが銅弾です。鉛
弾を、毒性の低い銅弾に切り替えれば、狩猟を続けながら
猛禽類の鉛中毒を防げるんです。

私の提案に、いろいろな方が手を貸してくれて、世論が

動きました。2000 年度の猟期から北海道でライフル用の

鉛弾が使用禁止になり、続いてショットガン用の鉛単発弾

も使用禁止になりました。03 年にはエゾシカの死体放置
が禁止に。04 年猟期からはヒグマ狩猟でも鉛ライフル弾
が使用禁止になりました。この対策は効果的で、やっとワ

シ類の鉛中毒被害数が減りました。14 年には北海道エゾ
シカ対策推進条例ができ、今ではエゾシカ猟時に鉛弾を所
持することさえ禁止になっています。

しかし、2015 年と 16 年、計 10 羽の鉛中毒が出てい

ます。オオワシ、オジロワシに加え、新たにクマタカでも

の原油が北海道沿岸に押し寄せるのではないか、と懸念さ

鉛弾ですが、他県では撤廃されていないせいです。本州方

現実に起きました。計 5568 羽もの海鳥が沿岸に流れ着き、

鉛中毒の被害が確認されました。北海道では禁止になった
面からのハンターが道内で鉛弾を使用している疑いがあり
ます。全国で鉛弾の使用を規制しない限り、この問題は解
決しないでしょう。私は今もそう訴え続けています。

鉛弾禁止を求める署名キャンペーンサイトのご紹介
「狩猟における鉛弾（ライフル弾、散弾）の使用禁止を
いますぐ、日本全国で。
」
一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブル
Christel Vie Ensemble Foundation
https://www.change.org/u/232485371

れています。予兆のような現象が 2006 年、知床の海岸で

ほとんどが死んでいました。同じ海岸ではオオワシの死体
も見つかり、胃内から油まみれの海鳥が出てきました。日
本でもこういう被害が起きる可能性があるんです。

ではどうしたらよいのか。私は同じ意識を持つ人を増や

すことが、とても大事だと思いました。悪いものは悪いと
いう認識をもって一緒に対処できる仲間を、相手国にも作
る。私はサハリン開発について、はっきり意見を言ってき
ましたし、サハリン動物園でオオワシの手術指導もしまし
た。また同動物園の獣医師を私の研究所に招き、獣医学的
な交流を持ちました。こうした活動が奏効したのか、サハ

リン州は 2007 年に生物多様性委員会をつくり、ロシアの

渡り鳥を国際協調で守る
北海道や千島列島で越冬するオオワシの繁殖地は、サハ

リン島ポロナイスクの北方から、カムチャッカ半島にかけ
ての地域です。私はこのうちサハリンの北東部で調査を行
なっています。そこでは、シギやチドリが 5000 羽くらい

集まっているのを一望できます。シギやチドリは日本にも

専門家や行政機関、大学の関係者に加え、オオワシの専門
家として外国人の私もメンバーに選ばれました。ロシアの
人たちの意識が少しずつ変わってきたのです。

野生動物と共生するために
野生動物は、変わりゆく自然環境の姿をいろんな形で僕

渡ってきますが、渡りのピーク時に日本全国で手分けをし

らに伝えてきています。傷病であったり、生態調査で分か

は、それほどの数が１カ所に集結してくるのです。そんな

セージを受け止めると同時に、市民一人ひとりが野生動物

て一斉にカウントしても合計約 5000 羽。夏のサハリンで
豊かな自然環境の中で、オオワシたちが樹上に直径３メー
トル、深さ３メートルもの巨大な巣を作って子育てをして
います。

ることであったり……。私は、野生動物から伝えられるメッ
のことを「お隣さん」と見なして、身近な環境治療に積極
的に取り組んでいってもらいたい、と思っています。

ステレオで音楽を聴く時、大音量で聴きたいけれど、
「も

サハリン北部生まれのオオワシに発信器をつけて追跡し

しかしてお隣さんに迷惑がかかるかな」と思って、ちょっ

夏のロシアで見られるオオワシは、
「われわれのオオワシ」

くにいるだれかに悪影響を与えてしまっているのではない

たところ、約８割が北海道で再発見されています。つまり、
なんです。
「日本は越冬地を守る」
「ロシアは繁殖地を守る」
という国際協調がないと、絶対に守れない種です。

日本側には鉛中毒など死亡・負傷・疾病の人為的リス

クがありますけれども、サハリンも安泰ではありません。
オオワシの営巣地のすぐそばで石油天然ガス開発が進んで

います。日本政府も 2000 億円を投資する大規模開発です。
海底や地上にパイプラインを通す計画ですが、もし原油が
漏洩したら一帯の野生生物の餌資源が壊滅してしまうと予

とだけボリュームを絞ったりしますよね。自分の行動が近
かと思いを巡らせて、ちょとだけ我慢する。そんなふうに、
野生動物の存在が頭のどこかにあれば、おそらく事故も病
気も、開発によって起きるいろんな問題も、未然に防ぐこ
とができるのではないかと思っているんです。

野生動物のことを「お隣さん」として意識しながら、ぜ

ひみなさん、それぞれができる範囲で「環境治療」に携わっ
てみてください。どうもありがとうございました。

測されるほどの脅威です。

日本の自然環境も無関係ではありません。サハリン東岸

でタンカー事故が起きたら、東カラフト海流に乗って大量
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環境中間支援会議・北海道 共催プログラム

研究者・拠点施設と市民活動のつながり
～コミュニケーターとしての市民参加
環境中間支援会議・北海道について
久保田学さん
環境中間支援会議・北海道 代表
公益財団法人北海道環境財団 事務局次長

環境中間支援会議・北海道は、環境省北海道環境パート

ナーシップオフィス（EPO 北海道）
、公益財団法人北海道環

境財団、札幌市環境プラザ（指定管理者：公益財団法人さっ

り前、と言われるかも知れません。でも、環境省、札幌市、
北海道と、半分行政が関わっているような組織同士の連携

は、国内の環境分野ではほとんどなく、始めた時にはずい

ぽろ青少年女性活動協会）
、そして本日のフォーラムの主催

ぶん注目されました。ポータルサイト
「環境☆ナビ北海道（愛

たネット」、この４つの組織によって構成されている任意団体

環境白書』を協働で出版したり、北海道大学大学院環境科

団体である認定 NPO 法人北海道市民環境ネットワーク「き

です。この４者はそれぞれ、環境についての情報発信や交

流の場づくりといった活動をすでに 10 年くらい前から行なっ

ていて、日常的につきあいはあったんですけど、関係をもう

一歩進めて、いわばワンストップ的に連携して活動しようと

つくったのが、この環境中間支援会議・北海道です。

市民感覚からすれば、そんな相互連携や情報共有は当た

称：Ｅ☆ navi 北海道）」運営のほか、『もうひとつの北海道
学院と包括的な連携協定を結んで、大学院の教育と市民の
活動現場をつないだり、といった仕事をしてきました。

本日のフォーラムのテーマは「研究者・拠点施設と市民活

動のつながり」です。まずお二人の講師に話題を提起してい

ただきたいと思います。

話題提起１

現場と協働した大学院での人材育成
山中康裕さん
北海道大学大学院環境科学院 教授
やまなか・やすひろ

1964 年、東京都新宿区生まれ。91 年東京大

学助手、98 年北海道大学助教授を経て、2010 年より現職。専門は

地球温暖化および環境教育。
「社会に何かを生み出す人材を育てよう」
を理念として、実践環境科学コースを設立。多くの団体と連携して、
学生とともに課題に取り組む。今、互いの人生を豊かにする人と知
り合っていく楽しさを感じている。

どんなお話をしようかといろいろ考えてきたのですが、

「うちでは学生たちが学外に飛び出してがんばってまーす」
というようなホンワカした話にはしないでおこうと思いま
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す。「大学生たちが地域社会に貢献している」というストー
リーは、マスコミ受けは良いのですが、そういうとらえ方
は、かえって若者たちを甘やかすことになると思うからで
す。外から地域に入っていく学生には人間関係のしがらみ
がありませんから、実はどんなプロジェクトでも意外に簡
単に始めることができてしまいます。しかし、２年ないし
５年で大学院修了を迎えると活動も止まってしまい、取り
組みが地域の仕組みとしてそのまま定着することはほとん
どありません。これは学生が地域でプロジェクトを始める

ことの弱点であり、私たちが克服すべき課題です。

たちがちょうどその世代に当たります。つまり、25 年後

されて、研究予算の縮小や教員削減が議論されているわけ

たちだ、ということです。だったら、いま教育を変えるこ

昨今、「大学は社会の役に立っているのか？」と問い質

ですが、考えてみてください。日本の大学院で博士号を取
得した人は、世界中どこの国でも博士だと認められます

よね。学位は、大学が「論じる力が身についた人」に授け

るものです。それが世界のどこでも通用するということは、

に社会の担い手になる人たちは、これから教育を受ける人
とができたら、まだ手遅れじゃありません。そこで私にで
きることといったら、これから迎える社会の中で何かを生
み出す次世代を育てることです。

気候変動や少子高齢化のシミュレーションも、数字自体

日本の大学がこれまで百数十年以上にわたって積み重ねて

が問題なわけではありません。見方を変えたら、いろいろ

しょう。そのことがほとんど理解されていないようで、私

て、北海道の半分を自然保護区にできるかもしれません。

きた実績や価値を国際社会が認めている、という証拠で
は非常に残念なのです。

一方、そんな大学であるからこそ、私たちには社会を代

表しているんだという自覚も必要です。
「これまでだれも
やったことのない新しい課題を見つけて、研究成果として
形にする」というのが、私たち実践環境科学コースのコン
セプトです。院生たちは、実践活動と称して、確かに積極
的に研究室の外に出て活動していますが、同時に「学術論

なことが考えられると思うのです。人口減少を逆手にとっ
省エネルギー社会への転換は、それぞれの地域で持続可能
な社会を創造する絶好のチャンス、というとらえ方も可能
でしょう。それをするのが自治体であれ企業であれＮＧＯ
であれ、組織を担うのは必ず次世代の人たちです。いま状
況が少しずつ悪化しつつあるというのなら、こちらも少し
ずつ担い手を育てようぜ、という発想が生まれました。

ユニークだと言われがちな私たち実践環境科学コースの

文を書き上げる」というシビアな現実にも向き合っていま

取り組みですが、大学教育の本流から外れている、とは決

このようなコースを構想した私自身のモチベーション

人」を生みだそうとしているからです。しかも、これまで

す。だから決してホンワカした話ではありません。

は、地球温暖化や少子高齢化の進展に社会がどう対処する
か、という問題意識です。たとえば今から 34 年後、西暦

2050 年の社会を想像してみてください。全国人口は現在

より２割少なく、北海道に限れば４割も減ります。温暖化
対策として二酸化炭素排出量は世界全体で半減、日本では
80％削減を求められる時代です。思わず「大変だ！」と
慌てさせられる数字ですが、大学の研究者に求められるの

は客観性、冷静さですから、もう少し考えを進めてみます。
たとえば今から 25 年後、20 ～ 30 歳代の人口は現在の

1/3 に減ると予測されていますが、いま中学生より若い人

して思っていません。なぜなら、私たちは「論文を書ける
まったく前例のないテーマを選んで、学問を作りださなけ
ればならないわけですから、自分の頭でめちゃめちゃ考え
るようになりました。漠然としていることを学問の成果と
して形にし、言葉に変え、社会に提案する。と同時に論文
も書く。そのために必要な既存の学問はどんな分野からで
も引っぱってこい、という指導を進めています。こうした
学問のあり方は、むしろ大学教育の原点に回帰していると

言え、
「私こそが大学の中核を担っている」とさえ思って
います。
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研究者・拠点施設と市民活動のつながり～コミュニケーターとしての市民参加
話題提起２

北大総合博物館を拠点とした
ネットワークがめざすもの
大原昌宏さん
北海道大学総合博物館 教授
おおはら・まさひろ

副館長

東京都出身。北海道大学大学院農学研究科

博士課程を修了後、小樽市博物館学芸員、北大農学部助手を経て、
2011 年より現職。専門は昆虫分類学、甲虫類エンマムシの分類のア

ジア唯一の研究者。日本甲虫学会欧文誌編集長、日本昆虫学会和文
誌編集長、北海道自然史研究会会長、CISE ネットワーク代表。

北海道大学総合博物館はここ４～５年、札幌近郊の博

物館と一緒にネットワークを作って活動をしています。
Community Intermediate Science Education の頭文字
をとって、CISE ネットワークと称しています。これはア
イヌ語のチセ（家）にも通じる名前です。

海獣、岩石、ホタルのグループがあり、2016 年はコウモ
リのワーキンググループも動き出しています。

ヒグマのワーキンググループを例にとると、まず「ヒグ

マ博士になろう」と呼びかけるポスターを作って展示しま
した。ポスターには、CISE ネットワークに参加する図書

館・札幌市円山動物園・札幌市環境プラザ・札幌市定山渓
自然の村の名前が入っています。サイエンステーリングと
いうのですが、この４施設をスタンプラリーみたいにぐ

るっと巡れば札幌圏のヒグマについて詳しくなれる、とい
う環境教育のカリキュラムです。

トランクキットには、本物のヒグマの毛皮や頭骨が入っ

博物館、動物園、水族館といった社会教育施設は、常に

ています。それから「春に冬眠穴から出てきたばかりのヒ

育のプロなわけですね。そのプロが従来それぞれ独自に活

た。これらをトランクに詰めて、子どもたちに実際に触っ

市民に接していますので、私たちはまさに市民に対する教
動していたのですが、連携してもっと効果的なことをしよ
うというわけです。

まずは人材育成ですが、パラタクソノミスト（準分類学

グマの親子」という設定の実物大のぬいぐるみも入れまし
てもらうことで、より効果的な教育をしようというもので
す。

トランクキットは、図書館を通して小学校や中学校に貸

者）養成講座というものをやっています。地域の自然が大

し出しています。学校によってニーズが微妙に違うという

ている虫の名前を正確に判定できる人材が博物館に必要で

というように構成を工夫しています。小学校の授業では、

切だと理解してもらうためには、たとえば、そこに生息し
す。名前が分かると「ただそこにある自然」だったものが、

「理解された自然」になる。この流れを生み出す試みです。
もうひとつが分野別ワーキンググループによる「サイエ

ンステーリングとトランクキット」の活動です。サケ、ヒ

グマ、恐竜、セミ、バイオミメティクス（生体模倣技術）、

ことが分かってきましたので、教師用、学芸員用、展示用
理科室の棚などにトランクキットの中身を並べてもらいま
す。児童たちは休み時間にもそれを見ながら自分たちで学
習できます。これはまさに「博物館を表に出す」ことにほ
かなりません。

サイエンステーリングとトランクキットという２つの道
具を地域で動かすために、さまざまな活動をしてきま

した。毎年一度、１月に「CISE サイエンス・フェスティ
バル」を札幌駅前通地下歩行空間で開いていて、毎回
4000 人近くが参加しています。

次のステップとして、トランクキットを使いたいと

か、サイエンステーリングに参加したいとか、希望を

募って協力者を増やしていくことが必要かと思いま
す。設立から５年を経て、CISE ネットワークは札幌

圏ではうまく機能し始めていると思います。これを

「札幌モデル」として、他の地域にも同じようなネッ
トワークができれば、全道展開できると思います。

サケ・ワーキンググループの
トランクキット
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分科会Ａ 環境中間支援会議・北海道 連続勉強会

地域を元気にする施設、施設を元気にする地域
～地域・市民・施設の共創～

開かれた施設（場）があることで、そこに人が集い、情報が集まります。そこから交流が生まれ、さまざまな活動や事業が
はじまる……そんな地域を元気にする力が環境・自然系施設にはあるのではないでしょうか。環境調査や展示物の作成など

に市民の参画を得て大きく発展した美幌博物館と、地域の自然に加えて、地元飲食店や漁業者と連携し、幅広く地域振興に
貢献している種差海岸インフォメーションセンター、2 つの事例をお聞きし、市民と施設との共創の可能性について考えま
した。

報告

環境中間支援会議・北海道連続勉強会について
本多悠葵さん
環境省 北海道環境パートナーシップオフィス
（EPO北海道）
環境学習施設のような開かれた場は、情報や人が集まり、

新たな活動、価値が生まれ、地域の環境を守り元気にして

ムの分科会Ａとして、本日開催します。

そもそも、これまで、こうした施設の現状について、調

いくことにつながっていると考えられます。環境省北海道

査されたことがありませんでした。2015 年、中間支援会

人北海道環境財団、札幌市環境プラザ（指定管理者：公益

境学習施設を対象に調査を実施し、結果が、環境中間支援

環境パートナーシップオフィス（EPO 北海道）
、公益財団法
財団法人さっぽろ青少年女性活動協会）
、そして本日のフォー

議・北海道の構成主体である北海道環境財団が、道内の環
会議・北海道のポータルサイト「環境☆ナビ北海道（愛称：

ラムの主催団体である認定 NPO 法人北海道市民環境ネッ

Ｅ☆ navi 北海道）
」に公開されました。この結果を見ると、

議・北海道」では、施設の当事者、関係者、利用者がそれ

とを確認できます。「普及啓発や保全活動」から「交流の

トワーク「きたネット」の４者で構成する「環境中間支援会

ぞれのニーズや期待を持ち寄り、こうした環境学習施設の

施設の多くが、地域の課題解決や活性化を重視しているこ
機会などの提供 」、さらに「観光・地域振興」まで、内容

さまざまな価値や魅力、可能性を考え、地域を元気にする

は多岐にわたっています。

ることにしました。その第１回目を、きたネットフォーラ

可能性を生みだすのかを考えるきっかけになれば幸いです。

力として今後も活用していくために、連続勉強会を開催す

本日の勉強会が、環境学習施設と地域との連携がどんな
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分科会Ａ 地域を元気にする施設、施設を元気にする地域
事例発表①

美幌博物館
「小さな町の大きな博物館」
町田善康さん
美幌博物館 学芸員
まちだ・よしやす

1980 年生まれ。北海道大学水産科学研究科修士

課程修了。幼少期から川遊びが大好きで、毎日のように川に出かけた。
大学でも魚を研究。多くのことを教えてくれる川の流れを守るため、
手作り魚道や特定外来種ウチダザリガニの駆除活動など、地域住民
とともにふるさとの自然再生に取り組む。

駒生川では、住民参加型のスケールの小さな復元にチャレ
ンジしています。これまでに、石や材木を組み合わせて落
差工の高低差を減らす「手作り魚道」の工事を行ない、施
工後に魚類の増加を確認しました。地域の農家の方が主導
し、博物館が協力する、というコンビネーションが効果的

地域の博物館に対して、もしかすると「暗い 」「古い」

でした。

自然のことを考えるには、自然の本当の姿を知る必要

「ケースに入っていて触れない」
「閉鎖的」
「字がいっぱい

があるでしょう。当博物館では、体験を大切にしていま

かも知れません。でも現在の博物館は展示室も明るく、直

生み出されたものであることを知り、畏敬の念を持つこと

で疲れる」
「つまらない」──といったイメージをお持ち
接触れられるような展示物も用意され、開放的で、休息用
の椅子などもあり、子どもも大人も楽しめる仕掛けを凝ら
した館が多いのです。
「実物がたくさんあり」
「学習室など

を備え」
「地域のことをよく知っている学芸員がいる」と
いった強みがあるはずなのに、利用者の側に暗いイメージ

が残っていて、何とももったいない状況にあるといえます。

す。自然はかけがえのないものです。それが時間をかけて
が重要です。そんな自然観を体験を通して身につけてほし

い。そのための役割を博物館も担っていると考えています。
そこで、学校の指導要領に合わせた「博物館利用の手引き」
を作成して各学校に配布し、体験学習のメニューを紹介し
ています。

現在は年間約 3000 人の子どもたちに体験学習を提供し

私が勤務する美幌博物館は、美幌町開基 100 年を記念

ています。たとえば駒生川の最寄りの小学校では、春はサ

化、歴史、自然を残していくこと」
。地元の「博物館協議

サケの遡上、冬は川の中の微生物などの観察をする、
といっ

して 1987 年に開館しました。設立の目的は「美幌町の文

会」による運営評価を受けながら、美幌町が直営していま
す。博物館の職員は現在９名です。うち学芸員は５名（正

ケの誕生や川の構造を学び、夏は川で生き物の観察。秋は
た具合です。

こんなふうに、１本の川をテーマに「魚道づくり」「体

職員３名）で、歴史・芸術・自然科学分野をカバーするの

験学習」を実施し、展示を通して成果を発信することによっ

このほか、ボランティアスタッフや、準専門家の方にお

学からも情報発信があり、それもまた来館者の増加につな

に適正な数だと思います。

願いする「学芸協力員」
、調査活動に長けた大学の先生や
大学院生にお願いする「調査補助員」の方々をはじめ、地

域の NPO、大学、他博物館とも相互に協力関係を持ちつ
つ、町民にサービスを提供しています。

こまおいがわ

そのうちのひとつが、美幌町市街地を流れる駒 生川を

フィールドとする活動です。駒生川のアイヌ語名はチェプ
オンネナイ、つまり「サケのいる大きい川」という意味で

す。サケが遡上し、かつてはイトウも生息していましたが、
大規模な改修工事が行なわれてきた結果、魚の数が減って
しまいました。落差工によって魚が自由に川をさかのぼれ
なくなったことに加え、直線化工事などで環境が均一化し
てしまったせいだと考えられます。

そこで、河川環境の復元に取り組んでいます。川の環境

復元活動には、大規模な再蛇行化工事などもありますが、
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て、来館者増につなげています。協働する河川管理者や大
がっていると感じています。

博物館の成績は、来館者数や財政状態で測られがちです

が、本当にそれでよいのか、と思うこともあります。博物

館は「みんなのための教育施設」であり、
「地域の宝もの
がある場所」です。北大植物園の中の博物館には、シマフ

クロウの剥製が展示してあります。そのラベルを見ると、
1881 年には札幌にもシマフクロウが生息していたことが
分かります。こういうことを学べるのが博物館のいいとこ
ろです。美幌に来た時は、ぜひ美幌博物館に足をお運びく
ださい。

事例報告②

地域と環境情報施設の共創による
地域資源の活用
町田直子さん
種差海岸インフォメーションセンター運営協議会 事務局長
NPO法人ACTY 理事長
まちだ・なおこ

京都女子大学短期大学部卒業。コロラド大学ジャー

ナリズム学部留学。JTB ワールド西日本にて海外旅行マーケティン
グと商品開発。国際花と緑の博覧会海外報道課運営責任者、スリラ

ンカ大臣通訳、ポルトガル大使通訳。八戸にてまちづくり活動を始め、
NPO 法人 ACTY 設立。株式会社 AC プロモートを立ち上げ、地域

ブランディング戦略のもと観光開発を進める。青森県教育委員会委員。

たねさし

環境省が 2014 年、青森県八戸市に設置した「種 差海

岸インフォメーションセンター」を運営しています。私は施設

単にその数字をＰＲしても、人は来てくれません。
「この町に

来ればこんな体験ができる」
「こんなグルメを味わえる」「こ
んな風景に出合える」といった具体的なイメージを売ってい

かないと選んでもらえない、ということです。そのイメージ

を目に見える形で発信することが必要だと考えながら、プロ

グラム開発を行なっています。

もうひとつのポイントは、開発したプログラムを商品化・

ビジネス化する、ということです。

ビジネス化は非常に重要な観点です。ボランティア団体で

ができる 20 年ほど前からこの場所で地域プロデュースに関

よく聞くのが「補助金や助成金がつかなくなったら継続でき

のように貢献していくのか」
「いかに外貨を落としてもらうか」

助成金があるうちに、自らお金を生む仕組みづくりをするこ

わってきましたので、今回は、施設のことより、
「地域にど

「どのように地域資源を利活用していくのか」をメインにお
話します。

NPO 法人 ACTY は、種差海岸インフォメーションセンター

の運営のほか、「地域づくり」に取り組んでいます。たくさん
の事業のうち、観光商品──お土産品やカフェ運営など─

ない」という悩みです。でも、だったらなおさら、補助金や

とが大事だと思います。

地域資源に付加価値をつけて継続的に販売することによっ

て、地域にお金が落ち、来館者が増え……という好循環が
生まれます。

とはいえ、実は種差海岸の場合も、冬季は誰も人が来な

─を株式会社 AC プロモートが担当する、という形態です。

いんですね。そこで、冬というネガティブ要素を、冬にしか

したので、私たちはソフトの充実を図るという形で役割分担

なポジティブ体験」として提供する試みを始めています。

ションセンターを「何回も八戸に来てもらい、お金を落とし

料理をして初めて美味しい料理になります。地域づくりとは

インフォメーションセンターという器づくりは行政が担いま

をしながら協働しています。NPO 法人 ACTY は、
インフォメー

体験できないこと、冬にしか食べられないものなど、「レア
地域資源はあくまで素材です。素材は、スパイスを入れて

てもらい、地域経済を活性化させるツール」ととらえていて、

そういうものだと思います。

レッキングツアー、周辺の飲食店と連携してマルシェ（市場）

ております。

地元の漁師さんとのウニ獲り体験プログラム、海岸や山のト

を開催する、といったメニューを実行しています。

ぜひ、八戸の魅力を満喫しにいらしてください。お待ちし

体験プログラムは、基本的に野外で実施し、どれにも「食」

と「地元の人」を絡めています。参加者は、地元の人の話

に耳を傾け、交流し、地元のものを食べる。いっぽう受け

入れる側の私たちも、それぞれの地域のみなさんと何度も

座談会を開いて、ここで何ができるか、どういうプログラム

が組めるかを話し合います。それによってインフォメーション

センターを「身近な施設」と感じてもらえるわけです。

よく「地域資源の発掘」という言葉を聞きますが、「発

掘だけで終わってはいませんか？」と思うことが多いのです。
地域資源を活用したうえで、そこに付加価値をつけることで
初めて魅力が生まれるのではないでしょうか。

たとえば「イカの水揚げ日本一」の港町があったとして、
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分科会Ａ 地域を元気にする施設、施設を元気にする地域

パネルディスカッション
地域と環境学習施設の共創について考える

パネリスト／町田善康さん
（美幌博物館）、町田直子さん
（種差海岸インフォメーションセンター）
コーディネーター／大原昌宏さん
（北海道大学総合博物館）
大原

美幌の町田善康さんは、町立博物館が地域の拠点と

会場

なって、博物館の魅力をもっと活用すべきだ、とお話しく

プログラムへの参加料金は？
あまりに低料金にしてしまうと、地域で活動し

ださいました。また種差海岸インフォメーションセンター

町田直子

る満足度の高いソフトづくりの協働について、非常に実際

なりかねません。公的施設だからといってむやみに料金を

の町田直子さんからは、施設を管理する行政と、民間によ

ているプロのガイドさんたちの仕事を奪ってしまうことに

的なお話をうかがいました。まず会場からお二人へのご質

安くするようなことはしません。

問をお受けしたいと思います。

大原
会場

どちらの施設にも、たくさんの活動プログラムがあ

りますが、どうやって参加者を集めているのですか？
町田直子

種差海岸インフォメーションセンターは、リ

ピーターがとても多いんです。１年分のプログラムをまと

活動を持続させるためには、ビジネスとして成立さ

せないといけない面があります。また逆に、ビジネス化で
きる面はどんどん民間に任せて、自由に動かしたほうが魅
力アップにつながる場合もありそうです。民間だとどうし
てもお金が出ない、という部分を公設施設が担う形です。
満足度を高める工夫は？

めて申し込む人もいます。
募集の告知は、
インフォメーショ

会場

に載せていますが、すぐに定員いっぱい申し込みがきます。

町田善康

が前面に出るスタイルを取っています。

てもらわないと始まらない。子どもが楽しむだけにとどま

ンセンターのホームページや自治体の広報誌、地元紙など
私たちは仕掛ける役目で、プログラムの現場では地元の方

町田善康

私たちは基本的に「待ち」の状態です。ガイド

ブックを作って学校に送るくらいでしょうか。最終的に実
施するかしないかの判断は学校の先生次第です。
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全員を完全に満足させるのは難しい。博物館は

郊外にあるので、子ども一人では来られません。親子で来
らず、親も満足できる展示物、ここでしか見られないもの
を用意しよう、と心がけています。

町田直子 「ぷらっとプログラム」は、予約なしでも楽し

めるプログラムです。海岸で拾った貝殻などを使うクラ

れ思いやアイディアを自由に出し合える場が地域にあるか

グも、毎週土曜日と実施日を決めて、申し込みなしで OK

科会も、そのひとつの形だと思いますけれど。

フト体験で、子どもも大人も参加できます。トレッキン

です。季節ごとに特徴あるイベントを用意しており、お正

どうかは、すごく大切なことだと思います。今日のこの分
町田直子

インフォメーションセンターの仕事をしている

月のジャンボかるた大会は大人も燃えて、とても人出があ

と、近所の方たちをはじめ、そういう意見が本当にたくさ

フにフィードバックし、スタッフ間に競争意識を持たせて、

度替わりに新しい計画を立てる時などに会合を開いて、ど

ります。
内部的には、
お客さんのアンケートをガイドスタッ
サービスのクオリティを高めています。
会場

なぜそんなに熱心に地域活動ができるのですか？

町田直子

私は生まれも育ちも大阪です。結婚して初めて

八戸に住み始めました。当初は手応えが少なく、みんな地
元がキライなのかなと感じたりしましたが、本当は地元愛
が強いのに、それを表現できていないだけだと気づきまし
た。豊かな食文化やすばらしい自然など、暮らしの中に感
動があります。地元の人とふれあうと、また一段と感動し
ます。それをみんなに伝えたい、というのが原動力です。
町田善康

自分が「面白い」と思うことだからです。私の

着任前から、美幌博物館は市民との協働が盛んだったそう

です。その土台に立って結びつきを強めているところです。
自分が面白いと思うことをちゃんと伝えれば、同じように

ん寄せられます。個別にはとても対応しきれないので、年
んどんアイディアを出してもらうようにします。ただ、改
めてみなさんに「どんなお考えですか？」と聞くと、半分
以上は現状に対する不満の声が返ってきます。これがもし
行政主催の会議だったら、苦情を受けた側は「持ち帰って
検討します」としか答えられないところです。でも私たち
は民間組織なので、まず意見を聞くだけ聞いて、それをど
こかで変換して、これから一緒に進むべき道をある程度示
しながら進行していきます。全員の多様な意見のすべてに
答えることは無理でも、できることがあれば一つでも解決
策を提案していく。そのためには、コーディネートする力
がすごく大切だと痛感しています。
町田善康

当館には博物館協議会がありますが、広く町民

から意見を吸い上げて運営に活かすところまではなかなか
……。今後やっていきたい部分です。

博物館やビジターセンターによく行きますが、展示

面白いと思ってくれる人が必ず見つかります。
「面白い」

会場

すが、しつこさも重要。
「魚道を作るなんて体験は今しか

ません。販売品にも誤記があったり……。
「怠けている施設」

を伝えることに博物館は長けています。次は参加を促しま

について質問しても満足に答えられない職員が少なくあり

できませんよ」
などと誘います。また、
相手が面白いと思っ

を評価する仕組みがあったらと思います。

ていることを自分も一緒にやってみる。腰を軽くして、い
ろいろな人とつながって一緒にやるといいと思います。
大原

仕掛け人の熱意が大事かもしれません。うまくいっ

ている施設には、そういう仕掛け人がいますね。じゃあ、
この後は自由に意見交換していきたいと思います。

大原

大学はここ 20 年ぐらい、内部評価・外部評価に時

間をかけています。北大総合博物館の場合は３年ごとに内

部評価を出し、6 年ごとに有識者や市民による外部評価を
受けています。道立北海道博物館も今年から評価システム
を導入したそうです。
町田善康

会場

地域の活性化にはヨソ者・バカ者・ワカ者が必要、

とよく言われます。歴史文化を再発見することだって一つ

道内の博物館を総合的に評価してくれる組織が

できたら、美幌博物館もお願いしたい。悪いところは直し
たいですから。

これから地方人口が減り、自治体の規模が縮小して

の地域おこしでしょう。いろいろな角度から付加価値を見

大原

のも博物館施設の役割だと思います。

しょう。いっぽう、地域資源を見つけて活用しようという

つけられたら、次の展開につながるはず。それをまとめる

会場

地域おこしがうまくいってないところは、ステーク

ホルダー各人がそれぞれの経験に基づいて話すから、いつ
までも意見が合わない。合意形成を図る以前に、お互いの
価値観をもっと認め合う必要があると感じます。
大原

地域活性化などのテーマをめぐって、市民がそれぞ

いくと予測されるなか、博物館も評価を避けられないで

動きに対して、地元の博物館にはプラットフォームとして
の役割を果たせる可能性が広がっていると思います。行政

と民間が win-win の関係を築いていくことが重要だと感
じました。きょうはどうもありがとうございました。

（一部敬称略）
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分科会Ｂ 野生との距離感、共生のリテラシー

分科会Ｂ

コーディネーター／山本 牧さん NPO法人もりねっと北海道 代表

野生との距離感、共生のリテラシー

「自然が豊か」と言われる北海道ですが、道民はどれくらい自然界、特に野生動物について理解しつきあっているでしょうか。
身近な森を散歩しない、山菜は必要以上に採取する、ヒグマは怖いが生態は知らない……。なんだか心配です。ヒグマに詳

しい山本牧氏、猛禽類の救護や鉛弾問題に取り組む齊藤慶輔氏の二人が、
「野生との距離感」をキーワードに、餌付けや放流、
駆除と保護、鉛弾規制などを通じて、
「市民と自然の将来像」を語り合いました。

現状と課題

ヒグマってどんな生き物なんだろう？
山本 牧さん
NPO法人もりねっと北海道
やまもと・まき

代表

1955 年、福井市生まれ。74 年、北海道大学入

学。北大ヒグマ研究グループに入る。80 年農学部林学科卒、81 年

大学院修士課程中退、北海道新聞社入社。社会部次長、富良野支局長、
編集委員など。2010 年退社。ＮＰＯ法人もりねっと北海道理事を経

て、現在代表。ヒグマの会副会長、北海道自然観察協議会理事、東
海大非常勤講師。

えも出てきます。ホントはどうなんでしょう。たまたま食
べたことがあるものと、生き延びるためにふだん食べて

いるものとの区別は大事です。ヒグマ生息数は全道で１万
頭と試算されていますが、１万頭がもし毎月１人ずつヒト

を食べていたら、年間６万人の道民が消えます。やっぱり、
人間は彼らの主食ではないようです。

日本大学の小林喬子さんが十勝地方で調査された結果に

本日のテーマは野生動物との距離感、共生のリテラシー。

よれば、冬眠から目が覚めたクマがまず食べるのがエゾシ

感」について、みなさんと一緒に考えてみたいと思います。

んだシカの死体を探して食べているようです。夏は野生の

リテラシーを翻訳して、
「野生動物と私たち人間との距離
齊藤さんは基調講演で、野生動物を「お隣さん」と表現

されていましたよね。クマも実は、突然現れる恐怖の猛獣

なんかではなくて、普通にいる「お隣さん」です。ただ、
ワシと違って、時々人に悪さをしたり、畑を荒らしたりす
る。だからといって単にクマを「害獣」とみなすのではな

カです。わざわざ狩りをするというより、冬を越せずに死
フキ。畑のビート、デントコーン、スイカ、メロンにも手

を出します。秋の主食はジューシーなコクワやノイチゴ類、
ドングリやクルミといった堅果類に移っていきます。幸い、
ヒトはクマのメニューに入っていませんでした。

クマは肉食獣の姿をしていますが、このように植物に大

く、まず生き物として見ていただきたいと思います。

きく依存しています。他の動物を狩って食べる「ハンター」

トル地帯に生息しているクマもいれば、大雪山の標高

タイプに変わってきたという傾向がみられます。近年は
「シ

ヒグマのすみかは人間より広い。知床海岸の海抜０メー

1500 ｍくらいのところをうろうろしているクマもいます。
山中にもいれば、街区の道路を横断するクマもいます。人
家の裏でスイートコーンを食い荒らすヒグマもいます。
「ク
マっておっかないぞ」と思っている人は多いでしょう。で
も、子どもがテディベアを抱いているのを見て「危ないか

ではなく、いろんなものをのんびり探し歩きながら食べる
カがこんなに豊富なら寝なくてもいいかな」と、冬眠せず

に積極的にシカを殺して食べている個体も出てきましたが、
牧場のウマやウシ、まして人間を殺して餌にするクマは、
まだ現れていません。

とはいえ、最近のクマは、農作物を完全にメニューの一

ら止めなさい」とは言わないですよね。カワイイとコワイ

部に組み込んでいます。たぶんそれは、農村が荒しやすく

「クマは何を食べていると思いますか？」と小学生に聞

うか……どうも人間側の変化がクマに反映して、以前なら

が人の感情の中に同居しているんだと思います。

くと、サケ・シカ・リンゴ……それにニンゲン、なんて答
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なっているせいです。クマが人を恐れなくなっているとい
夜中にこっそり食べていたのに、今では畑に座ってモグモ

グしています。座ったまま腹一杯になるなんて、自然界は

申し訳ないんですけど、このエリアを「クマにとって居心

に入っちゃうと、美味しいものをラクしてたらふく食べら

銅弾でもなく、ゴム弾。当たっても死にませんが、かなり

そんなにラクではない。ところが、一度でも人間の生活圏
れることを学習してしまう。

ここをどう止めるかは非常に大事な問題だと思います。

クマが家のそばや通学路を歩いてくる。人の安全にかかわ
る事態です。人間を恐れないクマは、次にもう一段エスカ

地が悪い場所」にするわけです。銃に込めるのは鉛弾でも
痛い。撃たれたクマは逃げます。クマのようなあつれきの
相手と「距離を保つ」には、仲良くするというより、人間
を嫌いになってもらう工夫をした方がうまくいきます。

北海道のヒグマ生息数は約１万頭と言いました。アラ

レートしたことをするでしょう。野生動物との共生を考え

スカを除いた北米大陸の３倍の個体数です。北海道には

学習能力のとても高い生き物です。

メリカのクマ研究者には「アンビリーバブル！どんなすば

るとき、
「学習」はキーワードだと思います。クマもワシも、
クマが出没すると捕獲用の檻が設置されることがありま

すが、北海道ではたいてい、檻に入ったクマは、山奥に運

んでいって放してやったりすることなく、
即射殺です。「人
間なんかに近づいたらろくでもない目に遭う」とクマに学

500 万人の人間と一緒に１万頭のクマが住んでいる。ア
らしい知恵で混在・共生を実現しているんだ？」って聞か

れます。
「うちのクマはジェントルマンだから」としか答

えようがないんですけど（笑）、確かに事故率は非常に低い。
でもいま、個体数がゆっくり増えると同時に、ヒグマが

習させる余地がありません。

人間社会にじわっと近づいてきて、人を恐れないヒグマが

は、高架木道と電気柵を組み合わせて、クマと人を物理的

らが平気で家畜に手を出したり、人間に手を出したり、と

人とクマの間の距離を保つために、知床国立公園の森で

に分離する方法が取られています。木道を外れて知床五湖
を巡りたい人は、夏の間は有料のプロガイドの同行が義務

増えてきています。これはかなり警戒すべき兆候です。彼
いうことがないようにしなくてはなりません。

それは、単に被害をなくすということだけではないんで

づけられています。

すね。私たちが彼らをどのように理解して、どんな付き合

銃を持ったスタッフが、訓練したイヌとともに監視をして、

す。今日のテーマにつながると思います。

知床五湖のガイド付き周遊コースでは、オープン前に、

クマの気配があったらプレッシャーをかけます。クマには

い方をしていったらいいのかを考える、ということなんで

対談 ヒトは、
共生を学ばなければならない
山本牧さん × 齊藤慶輔さん
山本

動物の基本は、自分が生きるため

に食べるということ。あとは襲われない
こと。クマのような大きな動物は、自分

が襲われることはあまり意識しないで
しょうから、食べること、そして繁殖し

て子孫を残すこと。基本的にその２つで
生きているのかなって気がします。とす
ると、やっぱり食べるものに対する学習
とか、行動の変化っていうのは、相当柔
軟だと思っていいでしょう。
齊藤

自分のまわりの環境に適応して、

取り入れられるものを積極的に取り入れ

て、どんどん今風に進化していく──す
べての野生動物がそうだと思います。そ

こに人間が入りこんで、あつれきが生じてしまっている。

手を傷つけたり殺してしまったりしてしまう。基調講演で

が特殊な生物なんだときちんと自覚しないと、図らずも相

スノーモービルで湖の沖まで行って、氷に穴を開けて網を

野生動物同士のあつれきは多分そんなにない。人間のほう

ご紹介した氷下待ち網漁は、湖が結氷しないとできません。
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分科会Ｂ 野生との距離感、共生のリテラシー
かけるんです。春になると漁場が消滅するのがこの漁のい

イナスのスパイラルを生んで、最後は捕獲されて命を落と

野生動物のサイクルに乗っていると言えます。でもたとえ

と学習させてやれば、被害が少し減り、彼らも命を落とさ

いところで、ワシ類が誘引されたとしても、季節の流れ、
ば知床半島では、遊覧船から餌を撒いて、観光客のために
ワシ類を集めている。これはひとつ間違うと、ワシ類の春

す。逆にいえば、
「畑に近づいたら怖いぞ」ってことをもっ
なくて済む。

ヒグマをゴム弾で威嚇するのは、こちらからクマに

の渡りを引き止めて、生態系の撹乱につながりかねません。

齊藤

は異なると認識しています。

に適したやり方で、こちらからどうやって「危ないんだよ、

僕は、氷下待ち網漁は、そんな「意図的な餌付け行為」と

山本

最近、銃声に寄って来るクマが増えているんです。

５年くらい前からぽつぽつと。どうやら、倒したシカから
肉だけ切り取って脚や頭を森に放置していくハンターがい

メッセージを伝えているわけですよね。いろんな野生動物
来たら危険が降りかかるよ」というメッセージを発するこ
とができるか。もしかしたらそれが今後の研究課題かもし
れませんね。

いきなり殺さずに、野生動物に学習してもらう。
「人

まだにいる。手負いにしたシカを追い切れないで逃がして

山本

クマを撃つハンターは減る一方。クマにとって銃声は身の

しれないですね。

しまう例もある。おまけにシカ猟は奨励されていますが、
危険ではなく、美味しい食べ物のありかを知らせる音、と
いうふうに学習するんです。
齊藤

ワシも銃声に集まってきます。カラスもです。ある

情報を別の情報に変換して利を得ているわけで、ものす
ごく優秀だと思います。ただ同時に鉛中毒のリスクもあ

る。オオワシとオジロワシに発信機をつけて追跡している
んですが、厳冬期のワシは鉄道線路に沿って移動していま
す。列車に跳ねられたエゾシカが転がっているんです。恒
常的にシカの死体が供給される特殊な環境が線路沿いに生
まれていて、それを学習したワシたちが集まり、自分も列
車にはねられてしまう。学習能力の高い、優秀な個体から
殺されてしまう。これが怖い。やっぱり人間は、野生生物
のことを「お隣さん」と認めて、余計な害を与えない方向
に持っていかないと。現代の野生シマフクロウが餌場とし

間って嫌なヤツらだ」って知ってもらう。それが大切かも

齊藤

実害が出る前にそのメッセージを伝えることが重要

だと思うんですね。実際に作物が食い荒らされたり、養魚
場でシマフクロウが溺死したりする前に、予兆をきちっと
察知する必要がある。私が体験したことですが、白糠町の

小学校で、理科の授業に呼ばれて鉛中毒の話をしました。
児童の一人が、ハンターをしているお父さんに「父ちゃ

ん、鉛弾使ってないだろうな」って言ったらしいんです

よ。そしたら、お父さんから電話がかかってきました。
「鉛
弾を使っちゃいけないって？だったら代わりに何を使えば

いい？」って。これです！一般家庭で鉛汚染の話題が出る。
ウソ偽りのない、きちっとした正確な知識をいかに浸透さ
せていくかが重要だと思っています。
山本

個人の心の持ちようひとつで、世の中の仕組みが変

て利用している場所の多くは、実は養魚場です。養魚池に

わっていく。

立てないんです。一生懸命泳いでも、垂直の壁に阻まれて

齊藤

シマフクロウが飛び込むとどうなるか。水深のせいで飛び
上がれない。
山本

自然の川だったら浅瀬がありますが、養魚場では足

が底に着かない。
齊藤

すごい数のシマフクロウが養魚場で溺死しています。

人工物を利用することには有利な面もあればリスクもある。
シマフクロウが養魚場を人工的な施設だと認識して利用し
ているかどうかは疑問ですけど。
山本

たぶん最初は警戒するけど、
「いけるぞ」となった

らどんどん来る。クマの場合も、最初は夜中にそーっと来
るんですけど、そのうち朝夕来るようになり、しまいには
日中もずっとデントコーン畑にいて、寝て食べてウンチし
て、１週間くらい居座るのも出てくる。高い学習能力がマ
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生態系ピラミッドは、下位の支えがなければ上位の

ものが餓死します。最適なバランスとしてピラミッドの形
ができていたと思うんです。じゃあ人間は生態系ピラミッ
ドのどこに位置しているのか。上位のオオワシやヒグマの
あたりに入るだろう、と思われるかもしれませんが、私は
残念ながら、あの生態系ピラミッドの外に飛び出してし

まったのが人間だと思っています。
「文明」という驚異的
な力を持ってしまい、生態系ピラミッドそのものを一瞬に
して根こそぎバラバラにできるのが人間なんです。元に戻
そうとしても、もう戻れない。生態系ピラミッドのバラン
スを崩さないように、と配慮する必要がある唯一の生物が
人間です。それを自覚するべきだと思います。

（一部敬称略）

学び・伝え、
拡げるために 分野別情報交換会
フォーラムの締めくくりに、約 60 名の方と、主催・共催者・

登壇者のみなさん、総勢 80 名を超える人数で、情報交換
会を開催しました。横のつながりを活かすこと、お互いの情

報や経験を共有することは、市民活動の継続と質の向上に
は重要なポイントです。


最初に、３つのネットワーク組織についてご紹介いただき

ました。

CISE ネットワーク
https://www.museum.hokudai.ac.jp/cise/
博物館、図書館、科学館、動物園、水族館、野外研究
施設など、札幌周辺地域の教育施設が連携し、地域住

環境教育グループ

について、大原昌宏さんからご紹介いただきました。

境教育に関わる方々の横のつながりづくりに活用していただきまし

民への実物科学教育を進める「CISE ネットワーク」
今回、トランクキットの展示などでご協力いただきま

北海道教育大学岩見沢校教授の能條歩さんにホ

ストをお願いしました。参加者がもっとも多いグループでした。環
た。

した。

北海道の学芸員ネットワーク
http://www.hk-curators.jp/
美幌博物館の町田善康さんから、北海道博物館協会学

芸職員部会による「北海道の学芸員ネットワーク」の、
ポータルサイトの運営や出版などの活動をご紹介いた
だきました。


生物多様性さっぽろ活動拠点ネットワーク
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/biodiversity/
network/shisetsu.html
きたネットも所属する環境中間支援会議・北海道の一

員である札幌市環境プラザの山田弓人さんから、札幌

市の環境拠点施設による「生物多様性さっぽろ活動拠

生物多様性グループ きたネット理事の内山到さん（公益財団法人

北海道環境財団）と宮本尚（きたネット事務局）がホストを務めま
した。一般市民に「生物多様性」をどう伝えるか、議論が白熱しま
した。

点ネットワーク」の活動紹介がありました。

その後、きたネット会員の高木晴光さん（黒松内ぶなの

森自然学校 運営委員長）にアイスブレイクをしていただき、
３

つの分野に分かれて交流と情報交換を行ないました。

今年のきたネットフォーラムは男女のバランスもよく、学生

や若い方も多数参加してくださって、世代交流も楽しい会に
なりました。

森林保全グループ

きたネット理事の麻生翼さん（NPO 法人森の生

活）がホスト。小グループ単位のワークショップ形式で、参加者の
もつ課題をみんなで考えました。
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2017年5月現在

■きたネットとは
北海道のめぐみ豊かな自然環境を、子どもたちの未来へ引き継ぐために、環境保全に取組む市民活動のネットワークです。
環境保全団体の基盤強化及び支援を行なうとともに、企業及び行政とのパートナーシップの構築をはかり、
北海道の環境保全に寄与することを目的として活動しています。

認定NPO法人
北海道市民環境ネットワーク
事務局
http://www.kitanet.org/

きたネット★環境情報Blog

西５丁目
出口１
ホテル
オークラ

http://www.love-earth-hokkaido.jp/

きたネットfacebook

https://www.facebook.com/kitanet.org
北海道の環境保全活動データベース

「きたマップ」
2017年5月OPEN
http://kitamap.net/

出口３ 道銀
市電
西4丁目 出口10

南1条通り
東急
ハンズ

愛生舘ビル

きたネット

http://blog.goo.ne.jp/kitanet-staff/

ラブアース・クリーンアップin北海道

大通公園
地下鉄大通駅

きたネットは、一般財団法人セブン-イレブン記念財団から助成を受け、
市民の環境活動を支援する
「市民環境活動支援協定」
を結び、北海道の
自然環境を未来へ引き継ぐために活動を行なっています。本フォーラム
は同財団から助成をいただき開催しました。
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