
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

環境省東北地方環境事務所 

〒980-0014 

仙台市青葉区本町３－２－２３ 

   仙台合同庁舎 

電話:022 (722) 2870 (代表)  

FAX:022 (722) 2872  

電子メール: REO-TOHOKU@env.go.jp 

（リサイクル、有害廃棄物輸出入関係、地球

温暖化対策、石綿健康被害等に関すること） 

電子メール: TOHOKU@env.go.jp 

（国立公園、エコツーリズム、自然再生、野

生生物、外来生物等に関すること） 

平成 21 年１２月１日  

 第  ４  号 

地 域 の 取 組 紹 介  

東北地域における環境問題の取組と東北地方環境事務所の活動内容を紹介しています。 

 

みちのく環境だより 
環境省東北地方環境事務所  http://tohoku.env.go. jp  

さらに地元 JA と首都圏生協を

結んだ地域ブランドの開発と交流

事業の継続、行政による環境共生

型栽培に対する農家への交付金や

ガンカモ類による食害補償条例制

度の実施、当地米を使った地酒の

共同開発などの多様な仕組みづく

りにより、地域産業・経済や地域

の人々の生活とバランスのとれた

保全が行われています【賢明な利

用】。 

当事務所も、蕪栗沼環境管理会

を始め、各種協議会等に参加し、

共に保全・活用に取り組んでいま

す。 

このような取組によって、全国

的に見てもラムサール条約の賢明

な利用（湿地の生態系を維持しつ

つ、そこから得られる恵みを持続

的に活用すること。）の最も成功

している数尐ない好例だと思いま

す。 

 現在、韓国チャナム貯水池のあ

る昌原市との姉妹湿地協定締結に

先立ち民間団体による交流が始

り、大崎市・昌原市の両市は、来

年名古屋市で開催される COP10 の

公式サイドイベントの中で調印式

を行うことを目指しています。 

 

山形県飯豊町の概要と取組 
 

山形県飯豊町は、美しい田園散

居集落の景観を有する自然豊かな

農山村地域で、米や花卉産業など

の農業や林業が町の産業の一角を

支えています。 

こうした地域の特色を背景とし

て、同町では、平成 16 年から３

年間、住民・事業者・行政等が連

携して「環境と経済の好循環のま

ちモデル事業」に取り組みまし

た。 

事業の取り組みに当たり、森林

資源等を活用した地域循環型の暮

らしづくりの啓発や自然エネル

ギー設備等を導入することで、住

民への環境と共生したライフスタ

イルの意識醸成を図りながら、さ

らに、生活と仕事が結びついた産

業興しへと発展するよう努めまし

た。 

取組事例の紹介 
 

自然エネルギー設備の導入で

は、町内の小学校に太陽光発電設

備等を設置して環境教育に活用す

るエコスクール事業や花卉農業用

ハウスと宿泊施設に木質ペレット

ボイラーを導入する事業、また、

一般家庭や公共施設への木質ペ

レットストーブの導入、雪室の建 

 

いいで型環境共生モデル住宅 

設等が行われ、平成２０年度には

これらの設備の導入でＣＯ2 が約

７９トン削減されたと試算されて

います。 

また、地元の木材を使い、最先

端の省エネ遮断断熱工法を採用し

た「いいで型環境共生モデル住

宅」を建設し、その設備には、太

陽光発電、ペレットボイラー、ペ

レットストーブ、地下水や雪室等

の自然エネルギーを利用した総合

的な暖冷房システムが導入されて

おり、多くの見学者及び宿泊等利

用者の関心を集めています。 
 

事業の拡がり、木質バイオマス製

造施設整備へ 
 

本事業は平成１８年度に終了しま

したが、同町の取り組みはバイオマ

スタウン構想の策定（H19年度）有機

肥料センターの堆肥舎増築（H21 年

度）へと拡がり、本年１１月には木

質バイオマス製造施設を公設民営方

式で整備しました。 

従来、木質ペレットボイラー等の

燃料は町外のものを使用せざるを得

ませんでしたが、これにより町内で

容易に確保することができようにな

りました。 

また、製造施設などには東京から

帰ってきた若者が数名働いてお

り、若者への雇用機会の創出に

もつながっています。 

同町の取り組みは、町内に新

たな産業と雇用を創出し、地域

資源とエネルギーの地産地消を

進め、地域の経済循環の再構築

へと拡がっています。 

同町では、町の将来像「田園

の息吹が暮らしを豊かにするま

ち」の実現に向けて、引き続

き、地球環境保全と経済活動が

ともに進展できるよう、これら

の取り組みの推進に努めていき

たいとしています。 

～東北地域のまほろば事業 

地産地消と交流を基本にした、

環境にやさしい自立のまちを目

指して（山形県飯豊町地域） 

 

鳥 海 山 

木質バイオマス製造施設と  

飯豊町後藤総合政策室長  
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八郎湖流域の自然再生活動を

行っている住民団体等２３団体と

東北地方環境事務所との共催によ

り、１１月２３日、秋田県八郎潟

町において、「第３回八郎湖の再

生を考える集い」を開催し、約 230

名の住民の方々に参加していただ

きました。 

本集いは一昨年から住民団体の

方々が自ら企画し、東北地方環境

事務所の事業として毎年行ってき

たものですが、住民団体の方々の

意見要望の取りまとめや集いの運

営等については秋田県秋田地域振

興局などの支援をいただいており

ます。 

昭和３２年に始まった八郎潟干

拓事業による残存湖である八郎湖

は、平成１９年に湖沼水質保全特

別措置法（湖沼法）の指定湖沼と

なりましたが、秋田県では以前か

らその再生に向けて、昭和５６年

に流域市町村と八郎湖水質対策連

絡協議会の設置、平成１８年には

八郎湖環境対策室の設置等各種取

組を進めております。 

また、秋田地域振興局において

も、平成１５年から「環八郎湖・

流域の未来プロジェクト」、１８

年からは「環八郎湖・水の郷創出

プロジェクト」として「自然再生

活動の促進」、「環境教育による

未来の人・地域づくり」、「多様

な主体との協働のネットワーク

化」に取り組んでおります。 

具体的には湖岸再生事業への助

成事業による自然再生活動の支

援、子どもたちを対象とした環境

教育の実施、自然再生活動や

フォーラムなどの情報配信、本集

いにおける住民団体の協働とネッ

トワーク化の支援等です。 

「私たちに今、何ができるの

か？」という問いかけで始まった

集いですが、２年間の活動の中

で、住民の方々の活動が活発に

なってきたとともに、住民団体間

のネットワーク化も進んできまし

た。 

 

 

 

活  動  紹  介  

 

～八郎湖の再生に向けた取組 

 
秋田地域振興局では、今後も八

郎湖の再生に向けて、このような

イベント等を通じながら、地域住

民や各住民団体及び各関係機関と

連携を更に強化し、協働しながら

自然再生活動を盛り上げていきた

いとしています。 

～西目屋小学校 出前授業 

 

八郎湖の再生を考える集い会場 

集いの体験コースにおける地引き網

の成果、かにの観察 

事  業  紹  介  

～白神山地エコツーリズム 
実践講座開催 

 

企画・実施等を行い、仙台の旅行

会社等の１２名を招き、白神山地

の説明やトレッキングの他、地元

の旬の味・温泉浴を提供すると共

に郷土芸能を披露しました。 

ツアー終了後には、意見交換会

を開催し、旅行業者側からツアー

に対する感想をいただき、白神山

地など紹介した地元の素材は高い

評価を得ました。 

参加者からは、商品化に向けて

「テーマの明確化」、「地域の情

報窓口を一元化しての、旅行会社

に向けたＰＲ」、「ホームページ

は見やすいように工夫する」等の

助言をいただき、今後は、地域が

まとまって企画提案を行っていく

重要性を再認識してモデルツアー

を終えました。 

 

白神山地でのエコツーリズム

は、地域資源の適切な保全と利用

を図ることを目指し、平成１６年

度から３年間に藤里町及び西目屋

村をモデル地区として、エコツー

リズムモデル事業に取り組んでき

ました。 

さらには、エコツーリズム推進

基本計画に沿ったエコツーリズム

推進の基盤を確立するために、平

成１９年度以降、藤里町を中心と

した地域を対象に、支援事業を環

境省が行ってきており、今年度が

最終年にあたります。 

今年度は、実践講座を実施して

おり、１１月６日・７日に藤里町

ツーリズム協議会との共催で、地

域主体でモデルエコツアー体験の 

白神山地には人の手がほとんど

入っていない豊かな自然環境が広

がっています。 

しかし、西目屋村の子どもでさ

えも白神山地にほとんど入ったこ

とがありません。 

「これは何とかしなくては」

と思い、西目屋小学校の総合学習

の時間にアクティブレンジャーが

出前授業を行い 4 年生を対象に白

神山地について勉強しています。 

 前回は白神山地の生き物と生態

系について学びました。 

今回は実際に白神山地に分け入

ります。 

目的はカツラの巨木です。道は 
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 時   間 業 務 予 定 内 容  場  所  等  担 当 課 等  

12.5 
14:30～ 

17:00 

冬の渡り鳥観察会冬は

２本立て！動物園と化

女沼を見て見よう 

ラムサール登録湿地化女沼でマガン・

ヒシクイのねぐら入りを観察 

国指定化女沼鳥獣保

護区 

仙台自然保護官事

務所(岡島) 

12.9                   

～10 

13:30～

17:00 

所内鳥インフルエン

ザ研修 

東北地方環境事務所版鳥インフルエン

ザ対応マニュアルに基づく研修 

北里大学獣医学部十

和田キャンパス（十

和田市） 

野生生物課 

（多田） 

12.11 
13:00～ 

17:00 
山岳トイレ技術セミナー 山岳トイレ技術の普及を目的 

東京ｴﾚｸﾄﾝﾎｰﾙ宮城

６０１号室 

国立公園保全整備

課(伊藤) 

東北地方環境事務所の業務予定（平成 21年 12月・22年 1月） 

 職 場 紹 介  

盛岡自然保護官事務所では、十

和田八幡平国立公園八幡平地域の

うち岩手県に係る区域、和賀岳自

然環境保全地域及び早池峰自然環

境保全地域の管理を１名の自然保

護官で行っています。 

 当該国立公園の特徴は、八幡平

山頂周辺の高層湿原、八幡平、岩

手山及び秋田駒ヶ岳等多数の火山

群からなる多種多様な火山性の地

形や噴気、噴湯の火山現象の火山

景観、ブナなどの原生林地帯、ア

オモリトドマツなどの亜高山性針

葉樹林、さらに山稜部にはハイマ

ツ林など原始性の高い森林等手つ 

獣道でうっかりすると道から外れ

ます。 

それでも、子どもたちを先頭に

地図とコンパスを片手に目的地を

目指しました。 

途中、子どもたちは、キノコ、

シャクトリムシ、くさい匂いのす

る木(クサギ)などをたくさん発見

し、興味津々でルーペをのぞきこ

んだり、触ったり、図鑑で調べた

りしました。 

そして、目的のカツラの木に到

着するとその大きさにびっくりし

ていました。 

 お昼ご飯を沢で食べて午後は生

き物調査をしました。 

最初は、うまく捕まえられな

かったのですが、捕まえ方を教え

てあげるとサンショウウオ、ヘビ

トンボ、カジカ、最後にはイワナ

まで捕ってしまいました。白神山

地にはさまざまな生き物が溢れて

います。 

この出前授業で子どもたちはそ

れらを見つけ、いきいきと私たち

に教えてくれました。 

出前授業を通して白神山地を誇

りに思う子どもたちが増えてくれ

ることを願います。 

                       

西目屋自然保護官事務所 

(アクティブレンジャー 

石橋史朗) 

 

 

 

かずの原生林が広がっていること

です。 

このような優れた自然景観の維

持・保全を図るため、各種法令に

基づく行為の指導・審査、高山植

物の盗採対策、荒廃した湿原の復

元対策、外来植物の駆除等様々な

業務を行っています。 

一方、網張ビジターセンターに

おいては、岩手山の火山地形、高

山植物、多様な生きものなどの豊

かな自然や歴史についての情報提

供を行うとともに、自然とのふれ

あいを通じて自然や環境保全への

理解を深め、国立公園にふさわし

い利用を促進し、環境保全への行

動に結びつくことを目ざし、自然

観察会や体験学習の開催なども

行っています。 

これからも、地元自治体、山岳

関係者及びパークボランテア等と

連携をとりながら、日本を代表す

る優れた自然環境の保全に引き続

き取り組んでまいります。  

 

～盛岡自然保護官事務所 

 

田沢湖をバックに和賀岳山頂にて  
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 時   間 業 務 予 定 内 容  場  所  等  担 当 課 等  

12.12 
9:30～ 

12:00 
「野鳥・冬芽観察会」 

姉ヶ崎周辺の自然歩道での冬芽と野鳥の

観察 
宮古市姉ヶ崎 

宮古自然保護官事

務所(平井) 

12.15 
11:00～

12:00 

不法投棄撲滅青森県

民会議 

不法投棄未然防止の課題や展望について

の講演（主催；青森県・東北地方環境事務

所） 

アラスカ会館（青森

市） 

廃棄物・リサイクル

対策課（佐々木） 

12.20 
9:00～ 

15:30 

もうすぐクリスマス☆親

子で造ろう！「自然の

素材でクリスマス＆白

神そば」 

自然の素材を使って、紙を漉してカード作

りや、ろうそく作りを行います。また、お昼

は、西目屋村産のそば粉を使ったそば打

ちを行います。 

青森県西目屋村世界

遺産センター(西目屋

館) 

西目屋自然保護官

事務所(檜垣) 

H22. 

1.9 

10:00～

15:10 

（我が家の環境大臣事

業）杜の子まつり 

かえっこバザール、劇団わらび座による

カッパのパッカとはるかの夢 

仙台市青少年文化セ

ンター 
環境対策課(片岡) 

1.19 
13:30～

17:00 

平成 21年度第 3回不

法投棄対策セミナー 

不法投棄対策担当者の現場対応ノウハウ

の蓄積及び現場対応能力の向上を図るた

めのセミナー 

仙台第 2合同庁舎「2

階大会議室」(仙台市) 

廃棄物・リサイクル

対策課（前田） 

 

 

 

 

誌上写真展 

※当事務所以外の方からの投稿もお待ちしております。 題字横の写真 ： 雪の鳥海山（山形県鳥海山） 

（鳥海南麓自然保護官事務所 大木庸子） 

宮城県蕪栗沼マガン群舞 

（仙台自然保護官事務所 鎌田和子） 

伊豆沼ねぐら入り 

（仙台自然保護官事務所  岡島一徳） 

晩秋の青池 津軽国定公園十二湖  

（西目屋自然保護官事務所） 檜垣 育子） 

最上川鳥獣保護区 ハクチョウ 

（鳥海南麓保護官事務所 大木 庸子） 

銀細工の世界 秋田県藤里町岳岱 

（西目屋自然保護官事務所  

山崎 麻里） 


