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KITA-NET北海道環境活動交流フォーラム2015
開催報告書
認定NPO法人北海道市民環境ネットワーク
一般財団法人セブン-イレブン記念財団

日時

2015 年 11 月 7 日（土）10:00 ～ 17:00

会場

北海道大学フード & メディカル
イノベーション国際拠点

主催

認定 NPO 法人北海道市民環境ネットワーク
一般財団法人セブン-イレブン記念財団

共催

テッラ・マードレ北海道実行委員会

協力

環境中間支援会議・北海道
環境省北海道環境パートナーシップオフィス
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
人さっぽろ青少年女性活動協会）
認定 NPO 法人北海道市民環境ネットワーク

開催主旨
地域の底力で
いのちと環境をつなぐ
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、2015 年は持続可能な地域・暮らし
を環境団体の視点から考えました。キーワードは「トラ
ンジション」
（移行）です。コーディネーターは余市町
を拠点にエコビレッジづくりに取組む坂本純科さん。基
調講演は、神奈川県相模原市で「トランジション藤野」
の活動に関わり、コレクティブハウス「里山長屋」の設
計者である山田貴宏さんをお迎えし、人と環境をつなぐ
プラットホームとしての住まい、暮らしについてお話を
うかがいました。午後は、北海道各地で、地域づくりに
取組む団体の事例から、環境団体の役割、地域との連携
のあり方を考え、持続可能な地域づくりを実現する手法
をディスカッションしました。
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主催者からのごあいさつ
認定NPO法人 北海道市民環境ネットワーク
「きたネット」
理事長 秋山孝二
きたネットフォーラムはこれまで「環境」をテーマに回を重ねてまいりました。昨
今は「再生可能エネルギー」
「食」
「地域または街づくりと環境」といったさまざまな
視点が出てきています。特に今回は、今まさにこの同じ建物内で、
「テッラ・マード
レ」の非常に魅力的な日本大会が開催されておりますが、「食」と「暮らし」のよう
な複数のテーマをコラボレーションさせた企画をしたいという思いから、今日のこの
フォーラムの場を設定しました。本日は様々なコラボレーションがございます。一日
長丁場ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。

一般財団法人 セブン-イレブン記念財団
事務局長 井下龍司
当財団は、２００２年より、きたネットと一緒に、環境活動の中間支援という形で
様々な環境活動を支援させていただいております。公募助成では、セブン-イレブン
の店頭に集まったお客様からの募金は、環境 NPO や環境市民団体の活動を支援する
ための助成金としてすべて還元しています。当財団は、セブン-イレブン加盟店のオー
ナーの方々の協力とセブンｰイレブン本部が一体となり、環境をテーマに活動してい
ます。これからも「地球温暖化防止」
「生物多様性の保全」「環境教育」の３本柱で活
動していきます。どうぞよろしくお願いいたします。
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PROGRAM 1

INTRODUCTION

トランジション〜今日、学び考えていきたいこと
坂本純科さん／コーディネーター
ＮＰＯ法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト 代表
トランジションは、
「変遷」
「移行」を意味する英語です。
現状は大量生産・大量消費・大量廃棄の社会──つまり「持
続可能ではない社会」
です。
これから私たちがトランジショ
ンしていくべき未来は、作れるものはできるだけ自分で作
り、作れないものも顔の見える範囲で手に入れて、
「つな
がり」の中でまかなう、そういった世界を想像していただ
きたいと思います。
トランジション運動の背景には、ピークオイル論（採掘
可能な原油埋蔵量が 2030 年代かもっと早い時期に頭打ち
になるという予測）や気候変動などの社会問題があります
が、単純に石油を使わず完全自給自足します、ということ
ではありません。特別な環境テクノロジーで解決していこ
うとか、何かペナルティを作ろうといったことでもありま
せん。「私たちが今まで失ってきた人や物のつながりを回
復しながら、次の時代に自信を持ってつないでいける社会
を作りましょう」というメッセージだと、私は考えていま
す。トランジションは市民の環境運動であるとともに、地
域の関係性──自立経済の回復とそれら同士の横のつなが
り、といったソーシャルな面があることも知っていただき
たく思います。
みなさんは、エネルギーとか生物多様性とか、それぞれ
テーマを持って実践されていると思いますが、テーマを超
えて活動する機会はなかなかないのではないでしょうか。
私はもともと行政職員で、環境行政（緑地保全など）に従
事していました。役所では「これは公園事業」
「こっちは
住宅事業」といったふうに、非常に狭い枠があって、とて
もジレンマを感じていました。今こうして NPO の立場で
環境問題に取り組んで 13 ～ 14 年になりますが、意外な
ことに市民運動の世界でもテーマごとに細分化が進んでい
て──専門性が高まっているとは思います──グループ間
のつながりは弱い。でも、ヨーロッパに１年くらい滞在し
ながら「エコビレッジ」の暮らしを体験した時、農業・環
境・住宅・交通・経済・福祉・教育、全てのテーマが区切
りなく考えられていたんです。人も生態系も全部つながっ
ている、と教えられて感銘を受けました。ですから、すべ
てのテーマをつなげた時に、もしかしたらまた新しいもの
が見えるのではないか。そう考えて今日のフォーラムを企
画しました。
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さかもと・じゅんか
1991 年北海道大学農学部卒業後、札幌市職員（環
境局）
。2004 年 退 職。 環 境、 行 政、 農 業、 福 祉
などの NPO を経て「エコビレッジ」に出会う。
2006 年から約２年間ヨーロッパに滞在し、様々な
エコビレッジを訪問。2009 年エコビレッジライフ
体験塾設立。2012 年から余市を拠点に、地域資源
を活用し、集落全体をエコアップするための余市
エコカレッジを開講して現在に至る。

基調講演

持続可能な地域づくりのための「暮らしの場」
をつくる
山田貴宏さん
一級建築士事務所ビオフォルム環境デザイン室 代表
最初にパーマカルチャーについてお話ししましょう。
「永

もニワトリもハッピー。卵は１個か２個かもしれないけど、

続的な」
「継続する」といった意味合いのパーマネントと、

自分の庭で毎朝得られる資源で、家族の暮らしは満たされ

カルチャー、つまり「文化」──カルチャーの語源はカル

る。こうした暮らしをデザインしようというのがパーマカ

ティベイト（耕す）です──を合わせた造語です。人間が

ルチャーの思想です。

永続していくためにはどうしたら良いか。ビル・モリソン
というオーストラリアの生態学者が「生態系の仕組みにヒ
ントがあるんじゃないか」と考えて、こんな言葉を生み出
しました。

「里山長屋」
プロジェクト
農業に限りません。建築の世界にも「うまい、早い、安

たとえば、森と畑の風景を見比べますと、植物がたっぷ

い」といった流れがあって、そのせいで非常に閉じた住環

りあるというところでは同じですけれども、決定的に違う

境を作ってしまった。それが昨今の「無縁社会」みたいな

んですよね。人間が手入れした畑も確かに美しいけれど、

ものを助長しているんじゃないかとも思います。周囲の自

あくまでモノカルチャー（単一栽培）です。それに対して

然や社会環境との関係性が成立していた昔ながらの住まい

原生林には非常に多様
な生物が生息している。
生態系には非常に多様
な生物・生命が存在して
い て、 互 い に 関 係 性 を
もっている。それが結果
的に安定性を確保して
いる。しかもほとんど太
陽エネルギーだけで機
能しています。排出され
る廃棄物も非常にイン
パクトが少ない。地球上
の生命はそれでずっと
やってきたのに、人間だ
けがスピンアウトして、
循環しない一方通行的
な仕組みにしてしまった。そこでもう一度、いろんなもの
が関係し合って機能するシステムを人間の暮らしの中にデ
ザインできないだろうかというのがパーマカルチャーの基
本的な考え方なんです。
パーマカルチャーの教科書では、最初にニワトリが登場
します。現代社会は、鶏卵を安く得るためにニワトリを狭
いケージに閉じ込め、人工的なエサを与えて、工業的に
扱っています。これは、産業社会の象徴です。でもパーマ
カルチャーの世界観だと、庭先にニワトリが１羽か２羽い
て、まわりにはニワトリを育てる豊かな自然があって、人

やまだ・たかひろ
地産地消をテーマに伝統的な木の家造りを中
心とした建築 / 環境設計を行なう。パーマカ
ルチャーのデザイン手法・哲学を背景とした
住環境づくりをめざす。建物とそれを取り巻
く自然 / コミュニティまで含めた幅広い環境
と場づくりがテーマ。NPO 法人トランジショ
ンジャパンの創立メンバー、同理事。1990 年
早稲田大学理工学部建築学科卒業、1992 年同
大学都市環境工学専修修了。清水建設株式会
社、長谷川敬アトリエを経て、2005 年から現職。

5

PROGRAM 1
に比べて、非常に〝閉じて〟しまっている。
じゃあ「関係性をつむぐ住まい」とは何だろうか。閉じ
るのではなくて、どう開くかということだと思うんです。
パーマカルチャーのデザインは非常に総合的・統合的にい
ろんな要素を取り入れるわけですが、住まい作りも同じ
です。素材や建築手法にとどまらず、周囲のいろんな要素
との関係性を結びながら住まいを作っていく。パーマカル
チャーでは「関係性のデザイン」と言っています。すると
そこにストーリーが生まれ、違った価値が見えてきます。
神奈川県相模原市の「里山長屋プロジェクト」は、そん
なことを意識して始めたプロジェクトです。閉じた箱とし
ての家ではなくて、周りのいろんな要素との関係性を多様
に、密に結ぶことによって、地域が少しずつ変わっていく。
住まいをハブ（中継器）にして、社会関係資本をもう一回
再構築するんです。
コンセプトは「できるだけ環境とつながりましょう」
「隣
人とつながりましょう」
「地域とつながりましょう」
。エコ
ハウスとしても十分成立しているんですけれど、それ以上
に「場が持つ価値とは何か」ということを問いかけるプロ
ジェクトです。家を建てるのがゴールではありません。住
まい手が自ら家づくりをするプロセスが、一種の「関係性
のデザイン」なのです。

テーマは
「交ざる」
愛知県豊橋市の「イルカビレッジ」の設計もお手伝いさ
せていただきました。こちらのテーマは「交ざる」
。現代
社会で私たちは互いに隔絶・分離させられて、専門化され
て、つながりのない世界で暮らしています。これからそれ
を再統合する。それによって新たな価値を生んでいく。そ
ういうプロジェクトです。具体的には、デイケアサービス
と育児支援機能をあわせ持った施設にして、多くの世代が
ここで活動を共有できるようにしています。菜園があって、
一緒に何かの作物を作る。菜園といっても１反（100 アー
ル）あります。農的体験を共有すると、人と人を結ぶ非常
に良い接着剤になります。そこをアクティビティの場にし
ながら、コモン（共有）ハウスができた後はデイケアサー
ビスセンター、その次はカフェというふうに作っていきま
した。おじいちゃんおばあちゃん以外に、親子も来られる
ように育児事業やママカフェ事業も始めました。若いお
母さんたちが子どもを連れてきて、子どもをあずけながら
自分は働く、みたいな。いろんな要素が混ざり合っている。
そういう場があるというだけでみんなが助かるわけです。

何から何へ移行するのか
「トランジション・タウン運動」も、パーマカルチャー
がベースです。生態系あるいは環境との関係性を大事にし
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ながら、いかに地域をエコアップしていくか。望ましい姿
に社会をシフトしていくか。英国でロブ・ホプキンスとい
うリーダーに会っていろんな話を聞くうちに、既存の環境
運動とはちょっと傾向の違う可能性を感じて、日本でもや
ろうじゃないかと、仲間とトランジション・ジャパンとい
う NPO を立ち上げた次第です。
では、何から何へトランジョン（移行）するのか。社会
にはいろんな「大きな仕組み」がありますよね。でも時代
の大きな転換点の中で、そのシステムはすでに機能しなく
なっている。なのに私たちは一種依存症的に旧システムか
ら抜け出せないでいる。
「既存システムからの脱依存」が
ひとつめのキーワードです。
それを実現するためのもうひとつのキーワードが「レ
ジリエンス」。もともとは生物学などで使われる用語です。
山火事で森が焼け野原になっても、やがてまた生態系が回
復します。そうした強さをレジリエンスと言うんです。人
間社会に当てはめると人間力みたいなものでしょうか。あ
るいは地域に広げてみると、地域力みたいなもの。何か非
常事態のような「コト」が起きた時、適切に対処できる力
を個人や地域レベルで持つこと。そのためには創造力、ク
リエイティビティが大事です。市民が創造力を発揮しなが
ら地域の底力を高めるための実践的な提案活動を行なって
いく。これがトランジション・タウン運動の本質です。

「接着剤」
をめざそう
トランジション・タウン運動には何か決まりがあるわけで
はありません。ひとつのゴールとして地域の「エネルギー削
減行動計画」を作りましょうみたいな、そういうメニューはあ
るんですけど、形式はどうでも、とにかくその地域の元気を
取り戻すことを目指します。
たとえば、地域通貨は良いツールです。藤野の町では、
「よ
ろず屋」という地域通貨グループを作っています。僕もこの
グループに入ってわかったんですけど、通貨のやり取りによっ
て人と人とのつながりが生まれる。これがすごく大事なんです。
藤野にはあと、地域の森林資源をどうするか、と考えてい
るグループがあります。農業をどうするか、医療と健康をど
うしようか、と活動をしてるグループもあります。
「藤野電力」
のことは聞かれたことがあるでしょう。地域でエネルギーを
自給しようというグループです。そんな活動があちこちでポコ
ポコ起きて、藤野のトランジション・タウン運動が活性化して
います。
ですから、これからトランジション・タウン運動を始めよう
と思う方は、メニューにとらわれず、活動と活動をつなぐ接
着剤を目指したらどうかな、と思います。

食と環境のつながり～テッラ・マードレとは
湯浅優子さん
スローフード・フレンズ北海道 リーダー

「テッラ・マードレ・ジャパン in 北海道2015」
大会長

運動を通じて都市に暮らす人と接するようになって、ます
ます危機感は強まる一方です。都市と農村の区別なしに、
みんなで考えていかなければならない時代に入っていると
感じています。
今回、この会場で同時に開催している「テッラ・マード
レ」も、
「食」からのアプローチだけではなく、暮らしや

テッラ・マードレは「母なる大地」という意味です。ス

地域、環境などについて、一緒に考える機会にしたいと思

ローフード協会が、大地と人間のつながりを取り戻すため

いました。初めは道内のどこか１カ所に集まって開催する

に世界中で開催するミーティングです。

計画でしたが、せたな・十勝・占冠、そしてここ札幌で開

私は新得町で酪農をしています。20 年前からファーム・

くことになりました。
「海・大地・森・水・知」がテーマ

イン（農家民宿）も始めて、訪れたゲストや仲間たちと語

となっています。全部に参加できる方は少ないかもしれま

り合っているうちに、都市や農村の環境の急激な変化に気

せんが、自分が気になるプログラムにひとつでもふたつで

がついて、
「このままでは地球が危ない」
「100 年先の子ど

も参加してもらえたらと思います。

もたちに安全で安心した食べ物を食べさせてあげられな

一人ひとりができることは本当に小さなことです。でも

い」という危機感がわき出てきました。スローフード運動

ほんの小さなことだからこそ、だれでもできる所でアプ

を通じて社会とのつながりを強め、一人ひとりが変わる意

ローチしやすいのだと思います。

識を持たなければならない、と思うようになりました。特

私にとっては、日々の家族との暮らしを大切にしながら

に 2011 年の東日本大震災と原発事故の後、そんな意識を

同時にできる活動のテーマが「食」でした。私は農村で〝小

強く持って活動しています。

さな生活〟を大切にしていますが、これからも、ともにい

仲間は、年齢層も幅広く、農家や料理人、主婦、デザイ
ナー、行政マンなど多種多様な人が集まっていますが、共

ろいろなことを学び合いながら、自分がどう変わっていく
か、自分自身に期待しているところです。

通点はやっぱり
「食」
です。
「食」
を通して暮らし方や生き方、
自分たちのライフスタイルを変えていこうという
のがスローフードの哲学です。
農村は食べ物を作る場所ですが、その環境が壊
れ始めています。ファーム・インやスローフード

ゆあさ・ゆうこ
1950 年長崎県生まれ、東京育ち。1974 年農
家実習生として新得町に移住、酪農家の湯浅
健氏と結婚。1996 年日本初の酪農ファームイ
ン「つっちゃんと牧場（まきば）のへや」を
開設。2002 年スローフード・フレンズ帯広（現
スローフード・フレンズ北海道）を設立。
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北海道スタイルのトランジション・タウンを考える
事例紹介

事例１ 自然と相まみえる自給的な暮らしをめざして
（札幌市）
永田勝之さん
建築家、NPO法人あおいとり 代表
ながた・まさゆき

えて、ノウハウを学ぶ座学や、収穫した小麦でパンを焼い

一級建築士事務所アトリエ

たり、ニワトリを絞めて肉に加工するまでを体験する授業

オン代表。1974 年、たまご

もあります。

の会八郷農場（茨城県）建

主催者の側も一緒にいろいろ試行錯誤しています。その

設スタッフ。1984 年より札幌拠点。2004 年、農的くらし

経験を通して、目の前の畑、山、林に自分の手で触れなが

のレッスン開講。現在の「小別沢教育ガーデン・自給の森」

ら、
「自分らしい暮らしの立地」について考え直すきっか

につなげる。自立的な暮らしのスタイルと街のありように

けになっていると思います。

ついて模索中。2011 年、東日本大震災市民支援ネットワー
ク・札幌（むすびば）に参加。

これまで染みついたライフスタイルとか既存の街のあり
ようって、固定化しがちで、なかなか変えられないですよ
ね。
「資本主義のヒモ」というのかな、そういうものにも
僕らは縛られていますし。そこからいかに自由になるか、

札幌は都心でありながら、その西側は山が連なっていま

自由になれるかっていうのが課題で、僕らが取り組んでい

す。僕らはその一角にある小別沢というところに 30 年前

る「食べ物」「手作り」といったことからさらに拡大して、

から暮らしています。

ある種の文明観みたいなものまで獲得しようではないか、

土地は 4000 坪くらいあります。個人では使い切れない
し、訪ねてくる人たちも口々に「ここ、いいよね」と言っ
てくれるので、パブリックな場所にしようと思いました。
「あおいとり」という NPO を作って、
10 年くらい前に「農
的暮らしのレッスン」という講座を始めました。

といった底流を共有したい。SEALDs 風にいえば（？）
「畑
、
で民主主義を考えよう」ということです。
かつて丸山眞男という哲学者が、
「民主主義は簡単に到
達できるようなものではない。到達しうるものではなくて、
永久革命だ」なんて話をしていました。僕らのグループは

小別沢地区の農家はいま７軒です。みなさん、経営効率

「あおいとり」っていう名前です。「青い鳥」をずうっと手

を上げるためにビニールハウスをたくさん建てて、忙しく

放さないで活動を進めていきたい。じゃあ、どこでそれを

働いています。そのような農業を今後も続けたいという人

やるか。どこでも良いというわけではない。意識的に場所

は少なく、７軒のうち５軒は後継者確保の見込みが立って

を選定する。舞台のように。

いません。

英国のダンジェネスという村に建つ原発のすぐ近くに、

こういう地域で見通しを立てていくには、地元の人だけ

デレク・ジャーマンというアーティストが非常にきれいな

ではなくて、良好な外部からの力が必要だと思います。全

庭を作りました。彼はエイズを発症してから、あえて原発

員ではないけれど、地元の人もそうした対応を望んでいる

の正面に建つ小屋に移り住んで、庭を作り始めたんですね。

んですね。そこで去年（2014 年）から、新たに「小別沢

直接的に原発と戦ったわけじゃない。だけど自分の人生を

教育ガーデン・自給の森」というプログラムを始めていま

終える時期に原発の前を「陣取った」
。そういう人生はユ

す。自給的な農業をやってみたいという人を募集して、地

ニークだし大事だな、と思います。

元の農家がサポーターとしてその活動に関わる、というも
のです。20 年前に放棄されたまま荒れ放題になっている
農地をもう一度開墾し直そう、というのがサブテーマです。
４月から 11 月までの間に計 12 回、一日コースの講座
をやっています。教室がなかったので、代わりにビニール
ハウスを建てました。畑づくりが中心ですが、実作業に加
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歳のせいかも知れないけど、こんなふうに思いながら活
動しています。

事例２ 森づくりという作品づくり～世代を繋ぐ拠点について
（白老町）
国松希根太さん
彫刻家、飛生アートコミュニティー 代表
くにまつ・きねた

ごく共通すると思ったんですが、僕らも当初は森のデザイ

1977 年札幌市生まれ。多摩

ンのことばかり考えていました。でも森の中で作業が進み、

美術大学美術学部彫刻科を

活動の輪が広がると、みんなで近くの温泉に行ったりバー

卒業後、2002 年より白老町

ベキューしたりするようになりました。そのうち「流しそ

にある飛生アートコミュニティーを拠点に制作活動を行

うめんをやろう」
「ピザ釜でピザを焼こう」
「畑を作ろう」

なう。個展、グループ展などで作品を発表し、スパイラル

とか……。ハンターが加わると鹿肉パーティー。海が近い

ガーデン（東京）での個展「material」や、
サヴォア邸（フ

ので魚介類も豊富です。そうやって、だんだん「食」の活

ランス・ポワシー）でのグループ展「* folding cosmos

動に発展していきました。今年で５年ですが、各地から幅

VILLA SAVOYE」など、国内外で発表活動を続けている。

広い世代がこの森に集まっています。

飛生アートコミュニティーの活動として、アート関連のイ
ベントや展覧会の企画にも多数関わる。

年に一度の「飛生芸術祭」を始めたのは 2009 年秋です。
校舎も森もすべて開放して、作品や森づくりの成果を見て
いただくイベントです。この土地ならではの作品も多くて、
たとえば森のネマガリタケを利用してトンネルを作ったり、

飛生アートコミュニティーは、白老町にある旧・飛生小
学校の木造の廃校舎を共同アトリエにしているアーティス
トたちの団体です。飛生小学校が廃校になったのが 1985

画家の淺井裕介さんが２週間滞在して、地元の土だけを
使って体育館の壁に巨大な壁画を制作したり。
芸術祭の最後を飾るオールナイトの「TOBIU CAMP」

年で、翌 86 年から、僕の父を含む数名のアーティストた

はフェスのような要素もあって、音楽を聴きに２日間で

ちがアトリエとしてシェアし始めたのです。

600 ～ 700 人がこの森を訪れます。キャンプの最後の朝、

教室はギャラリーとして使い、体育館が制作スタジオで
す。アトリエですから普段はあまり人は来ないんですけ

地元の小学生たちと一緒に歌を作ってお客さんたちの前で
披露するプロジェクトは、もう５年も続いています。

ど、年に一度、体育館でジャズコンサートを開いたり。当

僕らのアトリエの建物は、廃校になってからもう 30 年

時、僕は小学生でしたが、コンサートの日だけは人が大勢

近く経って、かなり老朽化しています。建て直し（補修）

集まってにぎやかだったという記憶があります。飛生は人

のために自分たちでもお金を貯めたり、僕らの活動に白老

口約 30 人の過疎地ですが、僕も大学卒業後、2002 年に

町からサポートが得られないかとか、いろんな課題があり

ここに引っ越してきました。

ます。でも、子どもたちに森に来てもらって、次の世代に

コミュニティーは 2011 年、
「飛生の森づくりプロジェ

つないでいきたい。そんなふうに思って活動しています。

クト」をスタートさせました。かつて学校林として使われ
ていた校舎裏の雑木林が
すっかり荒れていたので、
「アートの森」として蘇
らせようと考えたのです。
肩まであるようなササや
ぶを刈り、地面にチップ
を敷いて、森の中に一本
道を通すことから始めま
した。
山田貴宏さんが基調講
演で「建築家は建物のデ
ザインを考えがちだけど、
そこで何かが起きるよう
な場づくりを考えるべ
き」とお話しされて、す

9

PROGRAM 2
事例３ エコアップで地域のつながり再生～余市エコカレッジ（余市町）
坂本純科さん
NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト 代表
きっかけは、先進地のヨー

はじめ、ビレッジの住民をこの指止まれの公募で集めよ

ロ ッ パ の「 エ コ ビ レ ッ ジ 」

うかと考えました。でもやめました。いきなり「住め」と

をいくつか体験訪問したこ

いわれると、後込みする人が多いでしょう。家があっても

とでした。
「住まう」
「暮らす」

生業がなければ生活できません。お金のある人・稼ぐ必要

に、
「働く」とか「遊ぶ」とかいろんな要素を加えて、教

がない人ばかりが集まることが予想できたからです。そこ

育と福祉と食と地域経済をうまくリンクさせたらこんなこ

で順番を変え、まずはここを「集う場所」
「学ぶ場所」と

とができるんだ、と感銘を受けました。かといって閉鎖的

定めて、エコカレッジ事業から始めました。

ではなく、非常にオープンに外とのつながりを保ちながら、

「農的暮らし」を基本に、地域の産業や経済について学

地域全体の活性化を促す、いわば触媒のような存在になっ

ぶ研修プログラムを作りました。地元にも仲間が増えてき

ているのです。

たので、若い人たち向けの研修では敷地から外に出て教材

エコビレッジの源流には、1960 〜 70 年代のいわゆる

を見つけて学び、アイディアや労働力を地域に還元してい

ヒッピーコミューンがありますが、平和運動や環境運動の

ます。たとえば、余市町やお隣りの仁木町は果樹栽培が盛

中から生まれてきた新しいコミュニティの在り方が次第に

んですが、町づくりにそれが生かされているとは言いがた

かたちを変え、今日のテーマである「トランジション・タ

い。そこで生産者と消費者をつなげるスイーツコンテスト

ウン」のような後発の環境市民運動にも刺激を受けながら、

を開いて、上位入賞作品を名産スイーツとして売り出すと

現在のように社会化されてきました。エコビレッジには認

か、スイーツ好きのお客さんたちを連れて果樹園ツアーを

証制度などがあるわけではありませんが、あえてキーワー

やるとか、そういう形での還元です。

ドを並べると「環境に負荷をかけない」
「持続可能な食」
「化

2014 年には、自分たちで研修棟を建てました。建材の

学的なものを使わない」
「住民が互いに助け合う」といっ

70％は地元産です。下水についてはバイオトイレと自然

た共通項が見つかります。

素材の手作り浄化槽で処理。熱効率を高め、真冬に外気が

2008 年に日本に戻ってきたら、ちょうどリーマン・

マイナス 15℃まで冷え込んでも、朝夕２時間ずつ薪ストー

ショックで大混乱が起きていました。東京・日比谷公園で

ブを焚くだけで室温はプラス 10℃前後に保たれています。

野宿する大勢の人たち、炊き出しをしてそれを支えよう

エコロジカルな建築、エコロジカルな住まい方を実際にデ

とする「年越し派遣村」の NGO の人たちをテレビで見て、

モンストレーションすることが狙いのひとつでしたが、こ

ゆるい支え合いが日本でも必要な時代になったんだなと思

の建物ができてから、地域の農家の３代目・４代目の人た

いました。エコビレッジの思想や技術をみんなと共有した

ちがよく訪ねてきてくれるようになりました。
「逃げずに

い、という思いが強まりました。とはいえ、お金も土地も

ここでやる気だな」と、私たちの本気度を見ていただけて

なく、いきなりビレッジをつくることは無理だったので、

いると思います。

まず長沼町に２反ほどの土地と民家を借りて、
「エコビレッ
ジライフ体験塾」を始めました。
2011 年の東日本大震災と東電福島第一原発事故が、も
うひとつのきっかけになったと思います。学びのニーズは
ある。同じ思いを持つ人たちとの出会いもあった。でも、
社会の中で本当に大きなムーブメントにするためには、モ
デルとなるような場所が必要です。このままではまずい、
と考える人たちが次の一歩を踏み出す時に「良いモデル」
にしてもらえるようなエコビレッジを現実につくらなけれ
ばと、以前にも増して真剣に考えるようになりました。
ちょうど、さほど経済的な負担なく、自由に使える 6.5
ヘクタールほどの土地を余市で見つけることができたので、
基調講演をしてくださった山田貴宏さんにも協力していた
だいてて、その土地を拠点にグランドデザインを始めました。
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事例４ エネルギー体験をつかった地域づくりの取組み（札幌市）
ビアンカ・フュルストさん
NPO法人八剣山エコケータリング 代表
Bianca Fürst

ない地元食材を使って、パーティー会場でドイツ料理をふ

ドイツ・ウルム市出身、札

るまうのです。もちろんエコクッキングです。デリバリー

幌市在住。1996 年に（公財）

の場合も使い捨て容器は使いません。利用者はエコスタイ

札幌国際プラザの国際交流

ルのパーティを楽しめるし、私たちは夢を実現する資金を

員として来札。札幌市環境保全協議会会長（1998 ～ 2000

作れます。

年）
、シュマック・バイオガス社日独合弁会社の立上げに

果樹園での体験プログラムもケータリング事業も、どち

協力。2012 年に環境教育をテーマに「NPO 法人八剣山エ

らも環境教育だと思っています。技術をただ紹介するだけ

コケータリング」を設立。自然エネルギー教育や ESD 教

では誰も聞いてくれないでしょう。色んな技術を見て、実

育のワークショップやセミナー、ドイツへのスタディツ

際に体験できるようにしたら、いくつもの団体が八剣山で

アーの企画・同行、講演活動などに取組む。夫が経営す

野外授業をするようになってきました。小学生たちがソー

る「八剣山果樹園」のエネルギーシフトにも挑戦中。環境

ラーポンプで水遊びを楽しみ、ソーラークッカーでジャム

省認定環境カウンセラー、北海道エコアカデミア・トレー

を作る。高校生が遠足にくるし、先生たちのグループが自

ナー、札幌市環境保全アドバイザー、静修高校非常勤講師、

然エネルギーの勉強や、ちょっと変わったアウトドア体験

北海道環境保全技術協会顧問。

をしにきたり。最近、東南アジアからの JICA 研修生たち
が私たちの小さなオフグリッド（自家発電）の仕組みを見
学にきて、
「電気の来ていない村もあるので参考になる」

姉妹都市同士の国際交流事業がきっかけで札幌に来まし

と言っていました。

た。環境問題のシンポジウムやまちづくり協議会などでド

最初は変なこだわりのある不思議な趣味のオバサンだと

イツの事例を紹介をするのですが、だいたい最後に「ドイ

思われていましたが、今は多くの人に興味を持って勉強し

ツっていいね」と言われて終わりです。たとえばサイクリ

てもらえるようになりました。
「楽しい」と「美味しい」

ング専用道を整備したら自転車利用者が増えてクルマの排

をつなげるのがポイントです。今日のフォーラムでもいろ

ガス量を減らせるとか、リサイクル制度の工夫でごみ処理

んな人と出会ってネットワークを広げられたらと思います。

量を軽減できるとか。せっかく札幌にいるのだから、こう
したよいアイディアを札幌でもぜ
ひ実現させたいと思うようになり
ました。
とはいえ、話だけでは伝えきれ
ません。日本人の夫が札幌市郊外
の八剣山で果樹園を開いています
ので、そこをフィールドにドイツ
流のやり方をちょっとずつ実現さ
せ な が ら、「 北 海 道 で も で き る 」
というストーリーを作ろうと考え
ました。札幌ではちょうど反原発
運動が盛んでしたが、私としては、
何かに反対するより、食でもエネ
ルギーでも、自分にとって気持ち
のよいものを増やす運動、言うな
れば「賛成運動」をやりたかった。
果樹園だけあって農産物は豊富
ですから、ケータリングを思いつ
きました。フードマイレージの少
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PROGRAM 2

北海道スタイルのトランジション・タウンを考える
パネルディスカッション

司会 坂本純科さん
パネリスト 永田勝之さん、国松希根太さん、
ビアンカ・フュルストさん、
大橋三千雄さん
コメンテーター 山田貴宏さん
坂本

ここまでわりと農的な話ばかりでしたが、大橋さん

のフィールドは札幌の都市部です。都市住民やサラリーマ
ンでもできるトランジション運動、という視点でお話しく
ださいますか？
大橋

３年前、パーマカルチャー・センター・ジャパンの

計 72 時間あまりのデザインコースが北海道で初めて開催
され、僕も参加したのですが、その時つながった十数名の
受講生が「せっかくだから北海道でもパーマカルチャーを
始めよう」と相談して、
「パーマカルチャー北海道」を作
りました。都市でのパーマカルチャーをアーバン・パーマ
カルチャーというのですが、都市環境でどんなことができ
るかを、札幌在住のメンバーたちと考えながら活動してい
ます。田舎だと広い敷地があり、自然環境にも恵まれてい
ます。でも街だと、畑をやろうとしても、庭つきの一軒家
にでも住んでいない限り無理。僕もマンション暮らしです。
そこで、人口が多いことを逆手にとってパーマカルチャー
的なことができないか、それが都市部におけるトランジ
ションじゃないかと思っています。都市には多種多様な人
が住んでいて、それぞれ素晴らしいものを持っている。コ
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おおはし・みちお
一級建築士事務所 大橋三千雄アーシテクト代表。
パーマカルチャー北海道事務局長。エコビレッ
ジ実行委員会会員。北海道の自然素材で健康的
で安心・安全な空間の提案。建物の省エネルギー
化を図り、枯渇エネルギーから、持続可能な自
然エネルギーへのシフトを推奨。2013 年、仲
間たちとパーマカルチャー北海道を設立。北海
道の風土に適したパーマカルチャーの構築と普
及による永続可能なライフスタイル及びまちづ
くりの提案をしている。

ミュニティ内でそれを共有できたら、互いに補い合う関係
性が生まれるでしょう。僕らはパーマカルチャー的なデザ
インによって、そのきっかけを作っていけたらと考えてい

型の組織や、行政的な枠組みはなじまない気もします。永
田さんは「陣取る」という言葉をお使いでしたが、それは
「地球Ｂ」の構想にも通じるのかなと感じました。

ます。
坂本 「いろんな人たちがどうつながっていくか」がテー

永田

詩人のななおさかき（1923 ー 2003）が、現在ある「地

球Ａ」にとらわれていると発想が限られるから、頭の中

マなわけですが、単に人数が増えればよいというわけでも

で「地球Ｂ」という異なるレイヤーを構想してもっと自由

ない。世代、セクターを超えたつながりも大切ですよね。

になろう、と言っているんです。僕らの仲間に東日本大震

個々の要素を見ると、欧州のエコビレッジと比べて、特に

災で被災して北海道に避難してきた若い家族が２組います。

日本が遅れているということではないんです。ただ「つな

子育ての真っ最中で、これから保育園です。
「良いところ

がっていく仕組み」に乏しい。お互いが自分たちのまわり

ありますか？」「いや、なかなかいいところは入れません」

に高い壁を張り巡らせているというか。

つながっていく仕組み
国松

外から飛生に入っていった当初は、地元の人たちと

コミュニケーションが取れない時代も長かったんです。地
域のことを勉強しようにも、町内会の人たちは 70 〜 80
代で、自分の親よりもずっと上の世代の人たちだし……。
でも飛生の昔の様子を聞かせてもらいにこちらから訪ねて
いったり、お祭りに参加したりして、関わりを深めて打ち
解けていくと、だんだんこちらの活動も認めてもらえるよ

「じゃあ、自分で保育園をやってみたら？」みたいな提案
をするのですが。なかったら自分でやればいい。まあ実現
するかは分かりませんが。僕は（そういうことを試すこと
のできる）場所の発明が必要だなと思っています。
「発明」
というと大げさだけど。必要だと感じた本人がそういった
「発明をしていく」的なことが大事だと思います。

「Ｘ」
をどう作る
坂本

永田さんのお仲間にはデザイナーとかアート系の人

が多いので、ひらめく人たちがたくさんいらっしゃる。で

うになりました。初めは「僕らが地域を活性化させる」と

もトランジション運動のような活動を収入に結び付けるの

か、調子に乗って思っていたこともありましたけど、地元

はひと苦労です。半農半 Ｘ の「Ｘ」の部分をどう作り出

の人はそんなことは望んでいなくて。
「トーテムポールを

すか。ここにいるのはたまたま自営的な仕事のパネリスト

立てるから重機を貸して」と頼んだら手伝ってくれたとか、

ばかりですけれど、新しい生き方を考えているサラリーマ

そんなところから徐々に壁が除かれていったと思います。

ンも多いでしょう。若い人たちは軽やかにやっている気が

エックス

しますけれど……。
ビアンカ

最初は「なんでわざわざ自分で電気を作る

の？」って言われていました。でも 3.11 で周囲の見方が
変わった。「私にも教えて」とか「やりたい」とか。でき

国松

最低限のことを続けていく体力は必要だなと思いま

す。アトリエの建物と土地は白老町から無償で借りていま

ることを一緒にやろう、という意識が芽生えてきたと思い

すが、町も廃校舎の修繕費までは面倒をみてくれません。

ます。ただ、地域ぐるみ・町ぐるみでこういうふうに変わ

アートコミュニティーには才能ある人がいて、町のシンボ

ろうというのは、まだこれからだと思います。現在とは違

ルマークのデザインやキャラクターのイラストを少しずつ

う「別のライフスタイル」があるということを、多くの人

請け負っているので、こういう仕事を通じて少しでも町と

は想像できないんじゃないかな。海外などを旅行して先進

一緒にやっていきたいなと思います。

例を見たら、
「やろうと思えばできるんだ」
「自分もやって
みたい」と勇気が湧いてくると思うんですね。これは世代
ギャップでも文化ギャップでもない。想像力を高めて、頭
の中で可能性を増やすことが一番大事だと思います。

「場所の発明」
坂本 「つながり」を目指す一方で、
（エコビレッジのよう

な）テーマ・コミュニティと（従来の）地域コミュニティを、
果たして融合させるべきなのかという議論もあります。ト
ランジション的にいろんな人たちを巻き込んで一緒にやっ
ていこうという時に、既存の町内会のような住民全員参加

坂本

トランジション UK が出しているガイドブックを読

んでも、
「最初は小さなイベントで参加者を増やし、意識
を変えましょう」と書いてあります。でも、まちぐるみで
トランジションさせるには、ある段階から事業をビジネス
化する、あるいは行政や議会を巻き込んで法制度に反映さ
せていく、最終的には地域全体のエネルギー計画を立てて
実行する、という展開が必要なんですね。一足飛びにはい
かないと思うのですけれども。
山田

トランジション・タウン運動は大きなムーブメント

だけど、輪郭が見えにくい。うねりはあるし、ある方向に
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PROGRAM 2
向かってもいます。でも、点としての活動はあっても、そ
れらがなかなか線として結ばれずに壁にぶちあたっている
んだと思います。そんな中で、
相模原市藤野の「里山長屋」
プロジェクトや地域通貨の取り組みにまとまりがあるよう

す。最後に大橋さん、札幌での新しい動きをご紹介ください。
大橋

トランジション・タウン運動はすでに日本国内 40

カ所ほどで展開されているのですが、これまで山形県・秋

にみえるのは、住民１人１人のパーソナリティが見えてい

田県が北限でした。北海道でもぜひやろうと仲間と図りま

るおかげでしょう。地域通貨のメーリングリスト上での付

して、先ごろ「トランジション・タウン札幌」、略して「Ｔ

き合いが多いんだけど、なんとなくそれ以上に知った気に

Ｔ札幌」が立ち上がりました。今はまだ具体的に誰が何を

なるんです。つながり感が生まれている。エリアを俯瞰し

するか決まっていない状態ですけど。関心のある人が月に

た時、もともと白地だった藤野という地域にそうして色が

一度集まって、これから札幌で何をやりたいのか、話し合

付き始めている。地域のあちこちでいろんなことが起きて、

う場をつくったところです。ぜひ参加していただいて、
「私

その状況をみんなで共有する環境を作ることがまず大事か

は○△□がやりたい」と言ってほしい。ホームページも一

なと思います。

切ないので、興味のある方は、私に一声かけてくだされば
と思います。

坂本

イギリスのトランジション・タウンにも、イベント

を繰り返しただけで疲弊しておしまい、といった例があり
ます。一方で、発祥地トットネスがそうですけれども、行

坂本

トランジションに決まったスタイルはありません。

この指止まれで集まった２人で始めたという例もあれば、

政やビジネスやいろんなセクターを巻き込んで、町に一歩

ご近所の一軒ずつに声をかけて参加者を募っているケース

入っただけで「ここは違う」と思わせる町もあります。そ

もあります。今日のディスカッションを持ち帰って、地域

ういう芽を私たちも大事に育てていきたいなと思っていま

にあったやり方で始めていただければと思います。

PROGRAM 3 ワークショップ
NPO 法人八剣山エコケータリングの協力を得て開いた
ワークショップでは、環境教育ファシリテーターの武藤幹
太さんと一緒に、
ドイツの環境団体「BUND」が広める「森
の跡継ぎゲーム」を全員で体験しました。
プレーヤーがそれぞれ与えられた役割を演じながら、持
続可能な社会に向かって主体的に取り組むことの大切さを
実感できるゲーム。八剣山エコケータリングでは、これま
で小学６年の総合学習や、教員らを対象にした環境教育
ワークショップなどでもこのゲームをプログラムに取り入
れて、効果を上げているそうです。
「押しつけではなく、プレーヤー自らの気づきを促す」
（武藤さん）という狙い通り、フォーラムの参加者たちも
大いに刺激を受けた様子でした。
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PROGRAM 3 TALKING TIME!!
坂本純科さん

大橋三千雄さん

国松希根太さん

永田勝之さん

ジ推進プロジェクト 代表

北海道 事務局長

ニティー 代表

とり 代表

長沼・余市に拠点を据えて

パーマカルチャーとは単に

ササやぶを刈って森の中に

僕は小別沢で 10 年あまり

農業の一形態ということで

道を通すなんていう作業は、

はなく、
「地球環境に配慮

肉体労働、長時間労働だし、

した循環型の社会をつくる

当初は特にきつかった。こ

ためのデザイン方法」のこ

んな作業にボランティアさ

とだと思います。トランジ

んなんてきてくれるのかな、

ション運動はこのパーマカ

と心配したんですけど、う

ルチャーがベースになって

れしいことに地元の人が少

い ま す が、 そ の 中 で 建 築

しずつ増えてきています。

デザインも非常に 重 要 で

そういう人がひとり入ると、

す。住宅は時代性や家族の

また別の知り合いを誘って

あり方などの他に、地域社

くれたり。いずれ、週末土

会との関係性についても考

日の２日間、参加費 1000

慮してデザインされなけれ

円を払ってでもボランティ

ばなりません。そういう設

アが喜んで集まってくれる、

計を実現することで、建築

そういう未来を夢に描いて

家は社会に貢献で き る と

います。地元の素材を使っ

思っています。日本の人口

て校舎に壁画を描こうとい

の 90% 以上が都市に住ん

うアイディアが生まれた時

でいます。都市でのパーマ

は、作者の淺井さんと、ま

カルチャー的な生活といえ

ず近くの崖まで地層を見に

ば、 た と え ば エ デ ィ ブ ル

行きました。使えそうだと

ガーデン（食べられる庭）、

分かった後は、地元の人た

ＤＩＹ、オフグリッド（自

ちと一緒に土を取って、乾

NPO 法人北海道エコビレッ

活動していますが、自分た
ちのことだけでなくて、地
元の農協や観光協会との協
働とか、農業以外の分野と
の連携、地域にもともと住
んでいらっしゃるみなさん
とのつながりも大切にした
いと思うんです。エコハウ
スのモデルとして余市に建
てた「学び舎」も、会員さ
んや各 種 専 門 家 と ワ ーク
ショップを重ねて、２年半
がかりでデザインや計画づ
くりをやりました。建材に
もこだわって、たとえば柱
のカラマツは（政府の総合
特区・環境未来都市指定を
受けている）下川町からト
レーサビリティ材を提供し
てもらいました。合わせて
計画から建設にかかるプロ
セスをスライドムービーに
し、住み込みで働いてくれ
た職人さんたちにも喜んで
もらえたと思いますし、手
伝った学生たちとのつなが
りが生まれました。完成し
たら近所の人も見学に来て
くれるようになって、だん
だん関係が深まってきてい
ます。

建築家、パーマカルチャー

彫刻家、飛生アートコミュ

家発電）
、
ギフトエコノミー

燥 さ せ て。 僕 た ち の プ ロ

（等価交換）
などのキーワー

ジェクトはこれからこうい

ドがあります。このような

う「参加型」にどんどんシ

キーワードをきっかけにし

フトしていくんだと思いま

て地域コミュニティーのレ

す。

建築家、NPO 法人あおい

ワークショップをやってき
て、手応えも感じています
が、そろそろ新しい展開が
必要かなと思っています。
制度的には農業参加への敷
居は低くなってきていて、
都市住民が農業法人などを
つくり、後継者不在の農地
を再利用する試みは各所で
始まっています。ただ農業
が後継されない理由は一様
ではない。だから、子ども
が農業を継がない、ならば
土地をなんとか好条件で売
る……と対応をパターン化
させると、間違える。そう
いった地域の中で、互いの
ために、より良い将来を見
いだしていきたいと思いま
す。「ツリーハウス・ビレッ
ジ」なんてものも考えてい
ます。開発が抑制され、部
外者の新規参入のハードル
が 高 い 都 市 周 辺 部 で、 現
行制度のセオリーにかなっ
た取り組みも大事だけれど、
脱構築的な入り口だってあ
るということです。みなさ

ジリエンス（復元力）を持

ん、ぜひ小別沢に越してき

たせるデザインが必要だと

てください。

思います。
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We love, We Save…HOKKAIDO

北海道環境活動交流フォーラム2015開催にあたり、
ご協力・ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました。

認定NPO法人
北海道市民環境ネットワーク事務局
西５丁目
出口１
ホテル
オークラ

大通公園
地下鉄大通駅

出口３ 道銀
市電
西4丁目 出口10

東急
ハンズ

愛生舘ビル

４丁目
プラザ

きたネット

三越

〒060-0061
札幌市中央区南1条西5丁目8 愛生舘ビル5F
TEL.011-215-0148 FAX.011-215-0149
E-mail office@kitanet.org

きたネットWeb

http://www.kitanet.org/

きたネット★環境情報Blog
http://blog.goo.ne.jp/kitanet-staff/

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/

発行/2017年3月
発行者/認定NPO法人北海道市民環境ネットワーク
編集協力/平田剛士さん・中岡萌さん
報告書表紙・チラシ写真提供/浅野久男さん(賛助会員・エムフォトワークス株式会社）

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

境保全に寄与すことを目的として活動しています。

■「きたネット」のネットワークに参加しませんか
私たちとともに、北海道の環境について考え、取組み、環境活動のネットワークに参

加、協力していただける会員を募集しています。
きたネットの会員には、環境活動を
実施する上でのさまざまな相談を承っています。広報協力、行事の企画、他団体との

マッチング、講師の紹介、会計・総務等各種事務局業務、助成制度活用についてな

ど、お気軽にご相談ください。各種広報メディアの提供、会議スペースや備品の貸
出、大判印刷サービスなどもご利用いただけます。
会員の種類

ラブアース・クリーンアップin北海道
http://www.love-earth-hokkaido.jp/

北海道環境活動交流フォーラム2015開催報告書

■きたネットとは
駅前通り

南1条通り

本フォーラムは一般財団法人セブン-イレブン記念財団から助成をいただき開催しました。

正会員（団体）…北海道で環境活動をしている市民団体
正会員（個人）…北海道の環境活動に参加する個人

賛助会員(団体・企業など）…北海道の環境活動を支援する団体・企業
賛助会員(個人) …北海道の環境活動を支援する個人

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。

