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（１）自然再生普及活動の 
   進め方について 



自然再生普及行動計画の位置づけと目的 

サロベツならではの特徴ある地域づくりを進めるための『３つの役割』 

【自然再生の推進に必要な事項】 

上サロベツ自然再生全体構想 

【目標】 

湿原の自然再生 農業の振興 地域づくり 
１ ２ ３ 

地域住民等多様な主体の参画による自然再生情報の発信とフィードバック 

地域としての取り組み 環境教育の視点 

自然環境と調和した地域産業の持続的発展のあり方 

自然再生への取り組みを持続的なものにする工夫 

◆自然再生を伝える 
◆人や団体のつながりをつくる 
◆地域への思いを育てる 



自然再生普及活動の進め方 
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自然再生普及活動の評価・見直しの仕組み 

エコモー☆サポーター(仮) 
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（２）平成25年の自然再生普及活動の 
   ふりかえり 



サロベツ・エコモー・プロジェクト2013活動の様子 

②上サロベツ農業情報マップ 

③サロベツHANAマラソン 

①上ｻﾛﾍ゙ ﾂの自然と農業を学ぶパネル
展 

④サロベツ今昔物語 



⑤サロベツを守ろう ⑥なまら!!サロベツ∞クラブ 

⑧稚咲内砂丘林再生プロジェクト ⑦サロベツ自然語講座 



⑫豊富中学校の総合学習への協力 ⑪ゴミのポイ捨て防止啓発活動 

⑩サロベツ木道ナイトハイク ⑨サロベツ自然観察会 



⑬サロベツの歌をうたってみよう ⑭サロベツ・エコモーDay 

⑯サロベツ学会2013年度総会 ⑮サロベツ・エコモー・ツアー 



⑳顔出しパネル ⑲外来種からサロベツをまもろう！ 
（オオハンゴンソウの除去） 

⑱サロベツ湿原も牧草地も美しく！ ⑰サロベツの春を探そう観察会 他 



㉔農村生活文化伝承展 ㉓押忍！我ら豊富町『カレー部』！ 

㉒ポニーの幌馬車・馬ソリ ㉑サロベツサブレンジャー 



㉖豊富町地域PR活動 

㉘サロベツ年賀状シリーズ 
（消しゴムはんこ） 

㉗セイコーマート！北海道豊富 
牛乳の故郷を訪ねてみよう 

㉕稚咲内海岸清掃全校ボランティア 



㉙サロベツ木道マップ ㉚かせいじんのサロベツ折り紙工房 

活動数（参加団体） 

平成20年 
平成21年 
平成22年 
平成23年 
平成24年 
平成25年 

   9活動（  9団体） 
19活動（11団体） 
16活動（18団体） 
22活動（18団体） 
17活動（15団体） 
30活動（28団体） 

活動分野（７つの行動より）※複数回答 

多くの方が色々な分野で 
サロベツに関わるようになっている 

  2012 2013 

 サロベツを見つけよう 10 18 

 サロベツの話をしよう 4 11 

 サロベツを楽しもう 11 19 

 サロベツのことをまとめよう 0 4 

 サロベツのことを伝えよう 11 18 

 サロベツを守ろう 5 12 

 サロベツでつなげよう 10 11 



エコモー☆サポーターの活動のふりかえり 

エコモー☆サポーター会議の様子 サロベツ・エコモー・プロジェクト
活動報告会の開催 

ホッキ祭りでの自然再生PR活動 サロベツ・エコモーDayでの 
自然再生PR活動 



年間活動方針からみた振り返り① 

エコモー・プロジェクトの輪を広げる 

取り組み① 地域活動リストの活用 

ゴミのポイ捨て防止啓発活動 サロベツHANAマラソン 

リストを活用して 
エコモー☆サポーターが 
地域活動に参加すること 
ができた 



取り組み② 各種イベントで活動の紹介 

ホッキ祭りでの自然再生PR活動 サロベツ・エコモーDayでの 
自然再生PR活動 

年間活動方針からみた振り返り① 

エコモー・プロジェクトの輪を広げる 

２つのイベントで、のべ535人の来場があり、 
自然再生をPRすることができた 



取り組み③  メンバーバッジの製作 取り組み④ 事前・事後の登録用紙 
      を１つに改善 

年間活動方針からみた振り返り① 

エコモー・プロジェクトの輪を広げる 

書類を簡略化し、 
登録しやすくすることができた 

エコモー☆メンバーの輪を 
バッジを配ることで広げた 



課 題 
○メンバー缶バッジの配布や活用が十分にできなかった 

○ホームページの活用などのメリットを生かせなかった 

○イベントの来場者からは、興味はあるが活動に参加すること
は難しいとの意見があった 

        

今後に向けて 

年間活動方針からみた振り返り① 

エコモー・プロジェクトの輪を広げる 

○メンバー缶バッジ積極的に配布する 

○ホームページや町内の施設の告知掲示板を積極的に活用する 

○活動に参加することだけでなく、農業の話をする、自然の話

をするなど、多様な関わり方があることをPRする 



年間活動方針からみた振り返り② 

活動ごとの効果を高める 

取り組み① エコモー☆サポーター 
      活動実施要綱の策定 

取り組み② イベント時のスタッフ間の 
      情報共有・役割分担の明確化 

・活動の目的や役割分担が明確になり、目的意識を持って取り組める
ようになった。 

・スタッフがそれぞれの役割で力を発揮できるようになった。 



年間活動方針からみた振り返り② 

活動ごとの効果を高める 

取り組み③  パネルの内容を題材にしたクイズラリーを実施 
       クイズラリーとアンケートを一体化して実施 

（表面） （裏面） 

・クイズラリーによって、楽しみながら自然再生を知ってもらえるよ
うになった。 

・アンケートと一体化することで回収率を上げることができた。 

クイズラリーの様子 



課 題 
○アンケート結果を次の活動に生かし切れていない 

○活動ごとふりかえりが単発的になりがち 

○自然再生普及の地域メリットの創出に至っていない 

        

今後に向けて 

○アンケート結果を分析し、次の活動に生かす 

○自然再生の取り組みによる地域経済の活性化など、地域のメ
リットになることを検討し、持続的な自然再生の仕組みづく
りを目指す 

年間活動方針からみた振り返り② 

活動ごとの効果を高める 



年間活動方針からみた振り返り③ 

エコモー☆メンバーの交流がより深まるよう工夫する 

取り組み①  エコモー☆メンバー交流会の実施 

従来の「活動報告会」を「メンバー交流会」と改め、昼食にカレーを
提供するなどし、懇親を深めやすい雰囲気をつくることができた 



年間活動方針からみた振り返り③ 

エコモー☆メンバーの交流がより深まるよう工夫する 

取り組み②  出前エコモーの実施 

ホッキ祭りでの 
ペンケ沼カヌー清掃の紹介 

エコモーDayでの 
ポニーの幌馬車の紹介 

ホッキ祭、エコモーDayなどのイベントで 
エコモー☆メンバーの活動を紹介することができた 



課 題 
○メンバーの交流等による連帯感が伝えきれていなかった 

○メンバー同士が交流する機会は増えたが、イベント以外の情

報交換・交流の機会が作れていなかった 

        

今後に向けて 

○エコモー☆メンバー交流会は継続して実施しながら、イベン

ト以外の交流の場を提供する 

年間活動方針からみた振り返り③ 

エコモー☆メンバーの交流がより深まるよう工夫する 


