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巻頭言

50号記念号として
新たなビオトープ活動のスタート
日本ビオトープ協会 会長
・主席ビオトープアドバイザー、

NPO法人日本ビオトープ協会は、1993年4月発
足（NPO法人は2003年）から現在まで、活動の方
向性を、「地域の自然環境に配慮したビオトープ」
の保全・創出活動を中心として展開してまいりまし
た。協会誌も1993年10月に創刊号が発刊され、こ
のたび50号を迎えることができました。ご執筆を頂
いた多くの先生方、会員の皆様、投稿頂いた方々
に深く感謝申し上げます。この間協会誌では、多
くの事例紹介と、生物多様性に関する様々なテー
マでビオトープ整備の方向性を示してまいりまし
た。
また、2010年愛知で開催されたCOP10以降、協
会活動も全国の8地区を中心として、地域の自然
環境を保全することが生態系インフラの整備では
重要であると考え、今まで以上に地域の方々との
協働に力を入れてまいりました。
さて、世界的に蔓延している新型コロナウイルス
感染症は、終息が見えない状況にあります。加え
てロシアによるウクライナへの侵攻により、社会秩
序が混迷し原材料の高騰など経済活動にも大き
な影響が出ており、早期の解決を願っています。
新型コロナ感染症対策でリモートワーク等、我々
の生活様式に大きな影響を与え、暮らしを変化さ
せています。
特に次代を担う子どもたちの健全育成におい
て、自然体験や友達同士のコミュニケーション不
足は大きな影響があると懸念されています。人的
交流が制限される中、公園や身近な自然環境の
重要性が再認識されており、日常の生活の中で、
子供達が自由にのびのびと活動するビオトープの
保全創出がますます重要になると考えます。
このような社会情勢の中、本年6月に開催された
ビオトープフォーラムでは、テーマを「子どもの遊
びとビオトープ」といたしました。
子どもたちが成長していく過程で必要な、リスク
センサーである五感を研ぎすませて行う自然観察
や、野原での活動、森の中での隠れ処づくり等、
生き物との触れ合いを通じて、命の大切さを学ぶ
ことのできる地域の自然環境を再生・保全してまい
ります。

㈱静岡グリーンサービス代表取締役

櫻井 淳
そして、自然豊かな環境、公園や園庭での子ど
もたちの遊び・体験が、心身の健全な発達のため
に必要不可欠であることを再認識し、積極的にサ
ポートしつつ環境の整備を継続してまいります。
その一つとして子どもたちのコミュニティにおけ
る「遊びの伝承」に着目し、研究を進めたいと思い
ます。私たちは、幼少期に近所の友達や先輩から
さまざまな遊びを通して自然との関わりや向き合い
方を教わり育ちました。当時の情景や感覚は、い
つまでも心に強く残っています。
この体験を、今の子供たちに繋げる仕組みとし
て「ガキ大将研修」と題した講習プログラムを策定
し、各地区でのビオトープアドバイザーのフォロー
アップとして取り入れ、全国展開を図りたいと思い
ます。
当協会が取り組むビオトープ整備は、下記4つ
の項目が主なものです。
1）身 近 な 自 然 の 保 全・創 出（地 域 生 態 系 の 研
究）、
2)ビオトープアドバイザーと地域の方々との連携、
3）対象地を取り巻く自然環境とのネットワーク、
4)ビオトープの順応的管理（「ビオトープの維持管
理 改訂版」参照）
記念誌50号発刊を機に、これまで協会が取り組
んできた研究・研修内容を振り返り、再確認し、新
たな活動のスタートとしたいと思います。
そして、活動を通し、「SDGs（持続可能な開発目
標）」の中で、特にその基盤をなす生態系インフラ
の構築に関連した目標について、生物多様性と生
態系に配慮したビオトープの重要性を理解してい
ただくための啓蒙活動を継続して行ってまいりま
す。
今後とも、協会員の皆様、顧問の先生方、関係
者の皆様に、ご協力とご指導ご鞭撻のほどをお願
い申し上げます。
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50号記念

協会誌「ビオトープ」 これまでの特集テーマ
号・No
特集テーマ(11号までは特集テーマは特になし）
創刊号
（ビオトープ協会設立総会 設立趣旨、他）
第2巻1号 （設立記念総合シンポジウム・見学会報告、他）
第2巻2号 （第二回通常総会報告、他）
第3号
（ビオトープづくりの方向について、他）
第4号
（地震、環境学習について、他）
第5号
（河川法の改正と水害防備林の復活、他）
第6号
（学校ビオトープその理念、他）
第7号
（学校から公園、そして地域全体へ、他）
第8号
（近自然河川工法の現場から、他）
第9・10号合併号（21世紀は都市の再自然化によるまちづくり、他）
11
（確かなる21世紀の創造を目指して、他）
12
学校ビオト－プ
13
農村ビオト－プ（特定非営利活動法人移行記念号）
14
湖沼ビオト－プ
15
陸域のビオト－プ
16
水辺林ビオト－プ
17
自然観察のすすめ
18
ビオト－プの維持管理
19
企業（工場）ビオト－プ
20
汽水域のビオトープ（20号達成記念号）
21
街のビオトープ
22
里山のビオトープ
23
林縁のビオトープ
24
全国のビオトープ創出
25
(記載なし）
26
COP10に向けて
27
ビオトープネットワーク
28
地域の生き物と外来種
29
環境学習
30
生態系サービス
31
緑地における生物多様性
32
COP10その後の検証
33
震災復興と自然再生
34
震災復興と自然再生Vo.2
35
コミュニティ再生とビオトープの役割
36
地域創生とビオトープのかかわり
37
オリンピック・レガシー
38
生態系インフラ
39
都市（とし）の自然環境復元
40
ビオトープを活かした生態系インフラ
41
生態系インフラを活用したまちづくり
42
里山から学ぶ生態系インフラ Vol.1
43
里山から学ぶ生態系インフラ Vol.2
44
水辺のビオトープ：河川
45
水辺のビオトープ：湖沼と湿地
46
生き物の豊かさを育むビオトープ
47
オリンピック・パラリンピックとビオトープ
48
震災復興10年、環境再生の取り組み
49
外来種は悪者か？
50
命をつなぐプロジェクト
協会WEB協会誌ページ

発行
1993（平成5）年10月
1994（平成6）年10月
1995（平成7）年2月
1995（平成7）年9月
1997（平成9）年5月
1998（平成10）年5月
1998（平成10）年11
1999（平成11）年5月
1999（平成11）年12月
2000（平成12）年5月
2002（平成14）年4月
2002（平成14）年11月
2003（平成15）年6月
2004（平成16）年1月
2004（平成16）年8月
2005（平成17）年7月
2005（平成17）年12月
2006（平成18）年7月
2007（平成19）年1月
2007（平成19）年7月
2008（平成20）年1月
2008（平成20）年7月
2009（平成21）年1月
2009（平成21）年6月
2010（平成22）年1月
2010（平成22）年7月
2011（平成23）年1月
2011（平成23）年8月
2012（平成24）年1月
2012（平成24）年8月
2013（平成25）年1月
2013（平成25）年8月
2014（平成26）年1月
2014（平成26）年8月
2015（平成27）年1月
2015（平成27）年8月
2016（平成28）年1月
2016（平成28）年8月
2017（平成29）年1月
2017（平成29）年8月
2018（平成30）年1月
2018（平成30）年8月
2019（平成31）年1月
2019（平成31・令和2）年8月
2020（令和2）年1月
2020（令和2）年8月
2021（令和3）年1月
2021（令和3）年8月
2022（令和4）年1月
2022（令和4）年8月

https://www.biotope.gr.jp/journal/
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「ビオトープ顕彰」 ビオトープ大賞・学校ビオトープ大賞
回・募集年度

大賞
・ビオトープ大賞（自然復元部門）「いわてクリーンセンタービオトープ」（北海道・東北地区）
第1回ビオトープ顕彰（2008・平成20年度募集）
・ビオトープ大賞（自然創出部門）「下山バークパーク ビオトープ公園」（中部地区）
第2回ビオトープ顕彰（2009・平成21年度募集） ・ビオトープ大賞（自然創出部門）「浜松いちのビオトープ」（静岡地区）
第3回ビオトープ顕彰（2010・平成22年度募集）
第4回ビオトープ顕彰（2011・平成23年度募集）
第5回ビオトープ顕彰（2012・平成24年度募集）
第6回ビオトープ顕彰（2013・平成25年度募集）
第7回ビオトープ顕彰（2014・平成26年度募集）

・ビオトープ大賞「水土保全の森 みたけ」（中部地区）
・学校ビオトープ大賞「竜王小学校ビオトープ（わくわくトープ）」（近畿地区）
・ビオトープ大賞「岩手県立大学第一調整池」（北海道・東北地区）
・学校ビオトープ大賞「ネイチャーワールド みんなのころも川」（中部地区）
・ビオトープ大賞「大府駅東ビオトープ」（中部地区）
・学校ビオトープ大賞「大井町自然再生観察園」（関東地区）
・ビオトープ大賞「宮原ホタルの里」（中・四国地区）
・学校ビオトープ大賞「ひかり保育園ふれあいビオトープガーデン」（九州地区）
・ビオトープ大賞「射水市青井谷野手地区周辺里山ビオトープ」（北陸・信越地区）
・学校ビオトープ大賞「不思議の森のビオトープ」（中・四国地区）

第8回ビオトープ顕彰（2015・平成27年度募集） ・ビオトープ大賞「創造の森『越中座』ビオトープ空間『婦負の風』」（北陸・信越地区）
第9回ビオトープ顕彰（2016・平成28年度募集） ・ビオトープ大賞「アイシンエコトピア」（中部地区）
第10回ビオトープ顕彰（2017・平成29年度募集） ・ビオトープ大賞「住友ベークライトビオトープ『憩いの杜』」（静岡地区）
第11回ビオトープ顕彰（2018・平成30年度募集） ・ビオトープ大賞「びおとーぷ堤」（中部地区）
第12・13回ビオトープ顕彰（2019-2020年度募集） ・ビオトープ大賞「ヤンマーミュージアム」（近畿地区）

第14回ビオトープ顕彰（2021年度募集）

協会WEB顕彰ページ

・ビオトープ大賞「トヨテツの森 TOYOTETSU FOREST」（中部地区）
・ビオトープ大賞「日産ビオパーク西本郷」（北陸・信越地区）
・学校ビオトープ大賞「学校観察園 ホタルの森」（関東地区）

https://www.biotope.gr.jp/kenshou/
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特別寄稿

若者の情熱が企業の生物多様性活動を
動かす ～命をつなぐPROJECT～
日本エコロジスト支援協会
事務局 吉田 圭佑

【はじめに】
愛知県、知多半島臨海部の企業緑地群。お
よそ半世紀前に海を埋め立てて造られた人工
の大地を舞台に、地域の生物多様性の向上と
生態系ネットワークの構築を目指した産官学民
連携プロジェクトがある。2011年、愛知県知多
半島で“企業の緑がつなぐ、地域の絆と生態
系”を テ ー マ に 発 足 し た『命 を つ な ぐ
PROJECT』だ。企業緑地を地域の公共的な財
ととらえ、緑地の生物多様性を高め、生態系
ネットワークを形成するために、企業、行政、
NPO、専門家、そして地域の学生を中心とした
若者組織が連携し、立場を超えて取り組み続け
ている。
11年目をむかえるこの活動の原動力となって
いるのは、大人たちの心を動かし、具体的な行
動を起こさせる若者のチカラ。本稿ではその活
動内容と、若者を中心とした活動発展の仕組
み・仕掛け、そしてそれらが生み出した波及効
果について述べていきたい。

【活動の背景】
大企業の工場や事業所がひしめく知多半島
臨海部。工場地帯には現在、通称『グリーンベ
ルト』と呼ばれる、全長10㎞に及ぶ企業の広大
な森が広がっている。これは元来、工業地帯と
人々の生活圏とを隔てる緩衝帯として、各々の
企業によって、主に造成（埋め立て）時に植樹
されたものである。造成当時は、早急な緩衝緑
地帯化を主眼としたため、早生な外来種や園
芸種を中心にした植樹を施した企業も多い。や
がて木々が成長し、その機能を果たすようにな
ると、大半が放置林となり、外来種を中心にした
密林化が進み、生物多様性上の質は極めて低
レベルとなってしまった。一方で、周辺地域の
開発や市街地化が進み、自然環境や緑地等が
著しく減少していく中、広大な緑地群がまとまっ
て存在する当該緑地帯の生物多様性上の位置
づけは高まっていった。

知多半島臨海部の工業地帯に伸びる緩衝緑地帯（グリーンベルト）
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構成団体

【生物多様性を高める三大骨子】
多様な主体が連携する命をつなぐPROJECTで
は、活動目的を明確化するために緑地整備の三大
骨子を据えて活動してきた。

COP10を契機に生物多様性の概念が徐々に
認知されるようになると、一部の企業では、それ
を意識した緑地整備が施される気運が高まり始
めた。
しかし取り組みは限定的で、単発的なものに
とどまっていた。また、この緑地帯が企業所有の
土地であることから、隣り合う敷地では土地は繋
がっていても柵や壁で分断されている小さな緑
地の集合体でしかなかった。当活動はそうした
背景をふまえ、必ずしも利害が一致しない多様
な主体が連携し、情報共有、相互協力、地域啓
発などを活発化させ、緑地群全体の生物多様
性向上を目指すべく始まったプロジェクトであ
る。

■三大骨子①水辺のネットワーク
自然度の高いビオトープがほとんどなかった企業
緑地内に、水辺ビオトープを新設していくことで、水
生生物や飛翔昆虫による生態系ネットワークの形成
を目指している。およそ年に１か所のペースで様々
な企業にビオトープを造成している。

【活動の目的】
命 を つ な ぐ PROJECT の 直 接 的 な前 身 は、
2011年度の『新しい公共の場づくりのためのモ
デル事業』に、NPO法人日本エコロジスト支援
協会が提案した、知多半島臨海部における『生
態系ネットワークの形成』と『次世代の担い手育
成事業』が、愛知県によって採択された事には
じまる。この二本柱はプロジェクトの大きな目的
でもある。環境問題に関する意識が高い、大学
生との連携事業に実績があったNPOが、事務
局としての先導的な役割を果たし、連携する学
生の募集や支援を行った。また、知多半島生態
系ネットワーク協議会に名を連ねる企業のうち、
知多半島臨海部に位置する、日本経済を支え
る複数の大企業11社が連携することとなった。さ
ら に 諸 々 の 環 境 活 動 を 指 導、監 修 す る ス ー
パーバイザーとして、エコアセット™・コンソーシ
アムが連携し、連携企業が立地する東海市、知
多市の両行政からも協力を得られることとなっ
た。
「行 政」・「企 業」・「NPO」・「学 生」・「専 門 家」
な ど、多 く の 主 体 で 構 成 さ れ る「命 を つ な ぐ
PROJECT」は、この緑を地域共有の宝として捉
え、緑地の魅力を高める活動に取り組んでい
る。

企業敷地内に新設され
続ける水辺ビオトープ

■三大骨子②アニマルパスウェイ
企業緑地はつながっているように見えるが、実際
は敷地間がフェンスで分断されている。そこで動物
の生息圏拡大するアニマルパスウェイ(動物の通り
道)を新設。実際にキツネやタヌキの通行が確認さ
れている。

学生が設置した
哺乳類の抜け穴

■三大骨子③生き物の住処づくり
巨木など生き物が隠れられる環境の少ない企業
緑地内に、哺乳類が隠れられる巣穴や野鳥の巣
箱、爬虫類や昆虫が隠れられるマウンドなど、様々
な住処施設を設置している。

昆虫や爬虫類が隠れ
られる生き物マウンド

これらの活動の多くは学生が中心となって企画
し、NPO、専門家が支援・指導しながら実現へとこぎ
つけている。また骨子以外にも、外来種の駆除や在
来種の育成など多岐にわたる活動に取り組んでい
るが、本稿では省略させていただく。
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【持続可能性を高める若者組織】
命 を つ な ぐ PROJECT の 最 も 特 筆 す べ き 点
は、それぞれの活動や啓発の担い手として、学
生実行委員会がしっかりと機能していることがあ
げられる。
彼らは、いわゆるゼミなどの大学カリキュラム
の一環としてでなく、自発的な、言わばボラン
ティア的サークル活動として、学生の世代交代
を繰り返して新陳代謝しながら、年々その参加
人数を増やし続け、続可能な活動への仕組み
が確立している。
しかも、そうした若者たちの熱意ある働きかけ
は、関係する事業所や行政のご担当者や、地域
住民の方々への啓発という観点でも、とても大き
な効果を生みだしている。
プロジェクト発足当初は、生物多様性という観
点には、各事業所の企業活動におけるメリットを
見いだせず、多くの連携企業が生物多様性へ
の関心はほとんどなかったといっていい。まして
や、費用をかけて生物多様性に配慮した緑地
整備を行う事業所はごく一部の企業に限られて
いた。ところが最近は、学生達の情熱や行動力
が、各事業の担当者をはじめ、様々な主体のモ
チベーションを徐々に高め、当初は生物多様性
にほとんど関心の薄かった、企業が比較的大き
な予算を確保して、生物多様性に配慮した緑地
の創出にまで取り組むようになっている。
生物多様性促進の成果そのものは、恐らく数
十年以上の時を経ないと判断がつかないといっ
ていいだろう。しかし命をつなぐPROJECTの成
果を改めて問われるなら、それは、地域の学生
が、生物多様性推進の担い手となって、誰かの
心に働きかけ、情熱に火をつけて、何か実際の
アクションに繋げる影響力をたくさんの人に与
え、活動をの幅をどんどん大きくしている事にあ
るのではないだろうか。

【情報発信】
命をつなぐPROJECTでは、前項で紹介したよ
うに様々な緑地整備活動に取り組んでいるが、
情報発信にも重点をおいている。生物多様性活
動は多くの人々がその重要性を理解し、連携し
て取り組むことが不可欠であり、内輪の活動にと
どまれば発展性・波及効果が見込めないためで
ある。そのために発行しているのが、フリーペー
パー『ecoReco aichi（エコレコ あいち）』だ。
取り組みの趣旨や進捗情報を、楽しい記事と
して編集し、地域・一般市民や連携企業社員の
家族など、幅広い年代に発信し続けている。
記事内容は、 NPOが指導・支援しながらも、
学生実行委員に企画や取材、掲載工程を担わ
せることで次世代を担う若者の育成にもつなげて
いる。
またこのフリーペーパーは、企業緑地におけ
る各連携企業の地域社会に対するＣＳＲ広報の
一端をも担っているといえる。さらに、よりリアルタ
イム を追 求 した 情報 発 信ツ ー ルと してホー ム
ペ ー ジ や 各 種 SNS(Facebook、Twitter、
Instagram)を活用した活動発信にも力を入れて
いる。
な お、こ の フ リ ー ペ ー パ ー は 命 を つ な ぐ
PROJECTでの環境活動そのものを推進する原
動力としても機能している。活動の結果を記事と
して紹介するだけではなく、企画記事として新し
く「提起」→「実行」→「掲載」することに繋げ、単
一の事業者では実現しにくい、企業間の垣根を
超えた環境活動を実現しやすくしている。

フリーペーパー ecoReco aichi

学生実行委員会メンバー

地域住民向けの啓発イベントも運営
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【若者たちの声】
ここで、学生実行委員からの声を紹介したい。
命をつなぐPROJECTにかかわることで得られる
ことややりがいについて聞いた。
「私たち学生実行委員会のモチベーションの
源は、簡単に言うと、社会経験、社会貢献、そし
て何より楽しいかどうかにあります。この内、社会
経験という観点では、連携する行政や企業、有
識者、NPO、そして学生OBの先輩方が、命をつ
なぐPROJECTというとても素晴らしい概念、枠組
みを築いて下さり、その枠組みの中で、存分に
社会経験を積ませていただける仕組みが確立さ
れています。
次 に 社 会 貢 献 と い う 観 点 で も、命 を つ な ぐ
PROJECTでは、既に生物多様性促進のための
具体的な活動や、モニタリングによる成果確認、
そして啓発イベントなどで地域住民の方々に触
れる機会に恵まれていて、社会貢献が都度実感
できるようになっています。
そうした活動を、総じて楽しいと思えるかどうか
については、常に現役の学生実行委員が、そこ
に気を配り、楽しい雰囲気、ムードを自ら創出し
続 け ら れ る か に か か っ て い ま す。命 を つ な ぐ
PROJECTに参加する学生は、必ずしも環境系
の学部、学科に所属するわけでも、生物多様性
や動植物に興味があるというわけではありませ
ん。漠然とアウトドアが嫌いではない、割と自然
が好き、といった程度の学生が少なくありませ
ん。そうした学生が、ほとんど生まれて初めて接
する、企業や行政、有識者、NPOの方々との交
流の中で、様々な刺激を共有しながら、一つ一
つの取り組みを成就させていくわけです。
学生実行委員会も、発足当時は数名程度のメ
ンバーしかおらず、人的に非常に苦労したと先
輩から聞いていますが、現在では100名を超すメ
ンバーが在籍しており、活動の勢いは年々増し

ています。この勢いはコロナ禍による活動停滞で
一時的に衰えてしましましたが、昨年より徐々に
活動を再開しています。
是非私たちの活動に、より大きな力を与えて
頂ければ幸いです。」
2010年のCOP10を契機に、いわば大人によっ
て描かれた将来に渡る生物多様性活動の青写
真を、学生実行委員達は見事に具現化し、今や
その大きな原動力となって、主導的立場を発揮
してくれている。生物多様性の概念は、地球温
暖化ガス対策のように、その成果を数値化するこ
とが難しいので、地主である企業が“その気”に
なってくれないとなかなか前進しないものだが、
学生たちの熱意は、そうした企業の方々の気持
ちを溶解させ、必ずしも自社の利益に直結しな
い取り組みにも、前向きに取り組もうという、新た
な地域風土を育みつつある。
これからも命をつなぐPROJECTは、学生という
若い力を中心に、様々な主体が手を取り合って
素晴らしい成果を上げ続けてくれるはずだ。

専門家と相談しながら緑地の今後を考える学生メンバー

学生の笑顔、熱意が大人の心を動かし、
行動を変えている

ビオトープの清掃や外来種ウシガエルの駆除などにも
取り組む
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