
豊田市域の環境学習施設紹介

　昨年１１月、市内の１０団体・組織が集まり「豊田市自然系環境学習連
携会議」が開催されました。地域への発信と効率的・効果的な取り組
みを目指す初の画期的な会議です。今後各団体とネットワークを形成
して得意分野を補完し合いながら豊田市の環境学習をレベルアップし
ていけると良いと思いました。今号はその中から３団体を紹介したい
と思います。

原田秋男

　トヨタの森はコナラ・アベマキ・タカノ

ツメ・リョウブ・アオハダ・アラカシ・サ

カキ・ヒサカキ・ソヨゴが多く見られる雑

木林です。２００８年からカシノナガキクイ

ムシが侵入してコナラ・アベマキが１００本

ほど被害にあっており拡大が懸念されます。

森に住む動物としてタヌキ・キツネ・アナ

グマ・ムササビ・リス・イノシシ・シカ・

アライグマ・ハクビシンが確認されていま

す。見どころは、３月第３週ぐらいに咲く

シデコブシで２００株ほどあり白やピンクの

花が見られますし、５月連休後から８月末

まで１円玉で隠れるほどの小さく真っ赤な

ハッチョウトンボを見ることもできます。

１０月からはドングリとアオハダ・タカノツ

メの素敵な黄葉が見られます。１２月後半か

らタカノツメの湿った落ち葉が発酵？して

か、あたり一面にみたらし団子の匂いが漂

い、冬の森歩きの楽しみのひとつです。

　トヨタの森はトヨタ自動車が「人と自然との共生」をめざして、森

が持っている「力」について調べ、活用するために琴平町のフォレス

タヒルズ内につくりました。この森は、昭和４０年頃までは、地域の人々

と強いつながりをもった「里山」でした。しかし、その後、人々が森

を使わなくなり、すっかり荒れ果ててしまいました。そこで、社会貢

献活動の一環として緑による環境の改善（＝環境緑化）に取り組むこ

ととし、この森をくわしく調査した上で、「整備」「保全」「活用」

の３つのゾーンに分けて整備をしました。１９９７年から一般公開を始め、

１９９８年からは環境教育プログラム「里山インタープリターズキャンプ」

「森遊び倶楽部」や里山をくわしく知るための「エコモニタリング」

も行ってきました。

　現在の主な活動は２００１年から始めた小学生の体験学習指導で、豊田

市内の小学生を年間１７０クラス（２００９年度）受け入れていますが、中

には四季に合わせ年４回訪れるクラスもあります。その他に工場見学

と合わせてトヨタの森で体験学習をする名古屋地区の小学生（２００９年

度３００名）もいます。体験内容として様々な感覚を使ったアクティビ
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はらぺこ青虫

ティ、例えば「落ち

葉シャワー」、「森

の ジ ェ ッ ト コ ー ス

ター」、「冷たい木・

暖かい木」などがあ

ります。木の実を食

べることで命のつな

がりを意識したり食

事の前の「いただき

ます」は命をいただくことを伝えたり、自然の中での面白

さや不思議さを伝えるだけではなく心臓の奥の心まで感じ

るようインタープリテーションを駆使しています。その他

に毎水曜日に実施している「水曜プログラム」では、健康

ウォーキング、森いやしコース、デジカメ教室、大人の野

遊びなどを実施しており、こども連れや年配の方まで楽し

んでいます。また親子を対象にした「森あそび」を年４回

eco-T正面  後ろにそびえる建物は渡刈クリーン
センター

進化し続ける展示を考えて製作しているイン
タープリター

行っており、２００９年度のプロ

グラムで「はらぺこ青虫」、「十

五夜お月さまと森のだんご屋さ

ん」、「冬の森・落ち葉あそび」

は終了していますが、３月に「す

ずめのお宿づくり」を実施する

予定です。この森から毎年４羽

以上のフクロウのヒナが巣立っ

ています。そのことから「フク

ロウのための森づくり」を一般の参加者と一緒になって、

餌となるカエルのための池やアカネズミの棲家づくり、フ

クロウが飛べる空間のある明るい森づくりもしています。

２００８年からトヨタの森は１５haから４５haとフォレスタヒル

ズの森全体に広がり散策路も整備されましたので、里山散

策を大いに楽しんでください。

（はらだ　あきお、トヨタの森 インタープリター）

フクロウ

　豊田市環境学習施設 ｅｃｏ-Ｔ（エコット）は、２００７年６月

にオープンした私たちの日ごろの暮らしをテーマにした学

習施設で、豊田市環境政策課(管理)、ＮＰＯ法人(運営)、市

民ボランティア(活動)の３者の共働で運営されています。

渡刈クリーンセンター（渡刈町にあるごみの焼却施設）に

併設されており、２００９年９月１０日に来館者５万人を迎え

ることができました。

　計画段階に描いたロードマップには３つのプロセスがあ

りました。

①市民の意見を汲み取った展示学習プログラムをつくり

　展示更新は市民が担う

②運営計画を策定しつつ意欲ある人材を発掘して運営主

　体ができる

③豊田市民による自発的な行動が生まれ、有志により

　ＮＰＯが結成され施設運営を担う

　その結果、４２万人のエコライフが実現するというもの

でした。「私たちがつくる私たちの学習施設」をキャッチ

コピーに、インタープリター（以下ＩＰと略す）の案内で

環境のことを考え、来館者の気づきが展示や日常にいかさ

れることで「学びあう輪」が広がっていくことを期待して

います。

　２００９年３月、ロー

ドマップ③を実現し

ようとｅｃｏ-Ｔで活動

する仲間が「ＮＰＯ

法 人 と よ た エ コ 人

（びと）プロジェク

ト」を立上げました。

　環境問題の解決（＝エコライフとよた）を実現するため

には、Ａｃｔ ｌｏｃａｌ（地域からの行動）を実践することが肝

要です。ｅｃｏ-Ｔでは、エコライフを伝えるだけではなく、

エコライフを伝える機会の創出や伝えることを担う人の育

成も大切な活動です。エコライフを伝える機会の一例とし

て、未就園児の親子を対象に親子のふれあい遊びと環境講

座を融合したエコ・キッズスペース、比較的若手で専門性

の高い講師をおよびしたエコットーク、小学校が公共施設

見学で渡刈クリーンセンターの見学に合わせて行う出前講

座「くらしの環境学習モデル校」、交流館へのイベント出

展などがあります。また、担い手の育成として、施設の案

内や出前講座を担当するＩＰ育成講座を毎年実施、今では

施設案内ＩＰ４７名、出前講座担当ＩＰ１８名、他にｅｃｏ-Ｔに関

心を寄せる市民を含め１００名を超える市民がエコライフを

広げています。人材育成の特徴は、「考えてやってみる」

を中心にしていることだと思います。一例として、ボラン

ティア一日体験会では、午前中にマイ箸づくりを体験し、

午後に一般の来館者に伝える「ハイブリッド型」の講座を

やっています。

　ｅｃｏ-Ｔで大事にしていることは「専門家にならない」こ

とです。近所のおじ

さんおばさん、お母

さん、子どもたちが

ちょっとしたエコを

伝える。一般的に市

民団体が取り組んで

いる課題は、専門性

が高く一般市民には

気づきから行動へ
私たちがつくる私たちの学習施設「eco-T」の取り組み 坂本竜児
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伝わりにくいことが多いと思います。エコライフもそのひ

とつではないでしょうか。これまで、電気を消しなさい、

蛇口をすぐに閉めなさい、ペットボトルやレジ袋はもった

いないなど、環境によくないという理由で行動を抑制させ

ようとする啓発が多いように思いますが、ｅｃｏ-Ｔでは「気

づきから行動へ」をコンセプトに楽しくてよい行動を自ら

考えて選択できる市民を育てています。

　みなさんも渡刈クリーンセンターの見学や展示学習プロ

グラムを体験して、エコライフの矛盾を感じてみませんか？

右肩上がりの成長を求めてきた今までとは違った社会が必

要かも、そんな心構えを持つきっかけになるのではないか

と思います。［HP　http://eco-toyota.com/］

（さかもと　りゅうじ、豊田市環境学習施設eco-T事務局）

コバノミツバツツジ

今日はどんな生き物に出会
えるかな？　森に出かける
前に注意点もしっかり説明
します

キビタキ

ハッチョウトンボ

ササユリ

　皆さんにとって、自然とはどのような存在ですか。大好

きでよく親しんでいるという方もいれば、普段全然意識し

ないという方もいるでしょう。自然が好きな方にはより深

く知っていただき、初心者の方には「自然っておもしろい」

と感じていただくきっかけ作りをする場所、それが豊田市

自然観察の森です。

　自然観察の森は平成２年にできた豊田市の施設です。ネ

イチャーセンターにはスタッフが常駐し、現在は指定管理

者制度で㈶日本野鳥の会のレンジャーが運営しています。

豊田市の中心から東へ車で１０分ほどという、市街地の近

くにあるにもかかわらず、まだまだ自然がたっぷりと残さ

れています。四季折々の花や鳥、虫などの生き物を観察す

ることができ、年間を通して見どころが満載です。また貴

重な動植物も生息しており、市内だけでなく市外や県外か

らも多くの方が見に来られます。

　この自然を知っていただく活動

の一つが自然観察会で、年間４０

回ほど開催しています。子どもか

ら大人まで、また初心者からリ

ピーターまで、多くの方に楽しん

でいただけるよう内容、レベル共

に幅広く行っています。たとえば、

子どもに大人気の夏の昆虫観察会、

キノコの見分け方を学ぶ観察会、楽しい実験をしながら土

の不思議を学ぶ土壌観察会などなど。他にお勧めなのは毎

月行う定例観察会で、季節による森の変化を感じていただ

けるものとなっています。また、団体向けの様々なプログ

ラムも用意しています。特に小学校の環境学習の一環とし

て年間５０校ほどを受け入れてい

ますが、その際には子どもたちが

楽しみながら自然に親しめるよう

工夫をこらしたものを用いていま

す。もちろん、大人にも楽しんで

いただけるプログラムもあり、多

くの方に活用していただいています。

　一昔前の日本では水田や雑木林

が広がり、人と生き物たちが上手

に付き合っていた「里山」と呼ばれる環境が保たれてきま

した。しかし、今ではその環境がガラッと変わって、どこ

でも見ることのできた生き物が絶

滅してしまったり、人が持ち込ん

だ外来生物の影響で元々いた生き

物が減ってしまったりといった問

題が起こっています。私たちの役

割の一つには、かつての豊かな自

然を守り取り戻すことがあります。

そのために、調査を重ねて環境が

どう変化しているかを知り、結果を環境の保全に役立てて

います。また、今起こっている問題を多くの方に知ってい

ただくために、市民の方と外来生物の駆除を行う、使われな

くなった水田に再び水を張るといった活動も行っています。

　このような自然観察の森の活動

は、３つのボランティア団体の協

力を得て行われています。森の案

内をする「あべまきの会」、里山

環境の管理をする「とよた自然わ

くわくクラブ」、自然の調査をす

る「虫めがねの会」と、活動内容

は様々ですが自然を愛する気持ち

は皆同じです。それぞれの特徴を生かした活動は、自然観

察の森には無くてはならないものです。ボランティア活動

に興味のある方はぜひ一度お問い合わせください。一緒に

自然の中で活動しませんか。

　現在新しいネイチャーセンター

を建設中で、ササユリが見頃を向

かえる６月１日（火）にオープンす

る予定です。準備のため５月３１

日までは閉鎖していますが、オー

プン後にはぜひ自然観察の森にお

越しください。自然の不思議、生

き物のすばらしさを感じていただ

けると思います。たくさんの生き物たちと共にお待ちして

おります。［HP　http://www.toyota-kansatsu.com/］

（かわた　なおこ、㈶日本野鳥の会 レンジャー）

来て！見て！豊田市自然観察の森 川田奈穂子
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　これまで矢作川学校ミニシンポジウムでは矢作川流域

に関する多くの研究発表がありました。その多くは大学

生によるものでしたが、毎年、少数ながら中高生の魚類、

水生生物や水質に関する研究も含まれていました。

　矢作川学校では、矢作川を軸とし、世代を超えた交流

を図り、矢作川の自然科学や歴史文化について対話を深

めるため、今年もミニシンポジウムを下記の要領で開催

します。

　発表を希望される学生（生徒）さんは、氏名、学校・

学科名、タイトル、連絡先を事務局までお知らせ下さい。

１発表は約１５分（質疑応答含む）程度を予定しています。

◆開 催 日：平成２２年３月６日（土）午後１：３０～４：３０

◆開催場所：豊田市産業文化センター　４階　視聴覚室

◆発表内容：矢作川流域の自然・歴史文化に関する調査研究

◆参 加 費：無料

事務局

豊田市西町２-１９　豊田市職員会館１Ｆ　

豊田市矢作川研究所内（担当：内田・逵）

電話：０５６５-３４-６８６０　ＦＡＸ：０５６５-３４-６０２８

ｅ-ｍａｉｌ：uchida@yahagigawa.jp

※聴講のみの参加（申込不要）もお待ちしています。

第６回　矢作川学校ミニシンポジウムのご案内

　自然が豊かで安心・安全、持続可能な資源が循

環する地域づくりのためには、農山村の再生が必

要不可欠です。豊田市内では一昨年から各地で、

過疎化が進む農山村を活性化するためのさまざま

な試みが始まっています（「Rio」１３７号をご参照

下さい）。これらの試みが志向する「農山村への

シフト」は、都市住民が農林業に関わるようにな

ったり、農山村に移住する「交流居住」だけでは

なく、都市中心の政策や施策、思想や価値観、ラ

イフスタイルまで農山村を機軸に移行していくこ

とを意味します。このシンポジウムでは豊田市内

で始まった「農山村へのシフト」の取組を紹介し、

農山村暮らしの悩みやとまどい、喜びを共有し、

持続可能な地域（豊田市）づくりに向けて市民が

できることを考えます。

◆日　時：平成２２年３月１４日（日）　１０：００～１７：００

◆場　所：足助交流館

　　（豊田市足助町蔵ノ前１６　電話：０５６５-６２-１２５１）

◆プログラム（予定）

　１０：００～　各団体の活動紹介（発表予定団体…矢森協、森の

健康診断実行委、都市と農山村交流スローライフ

センター、とよた都市農山村交流ネットワーク、

日本再発進！若者よ田舎をめざそうプロジェクト、

里山耕、豊森なりわい塾など）

　１２：３０～　フロアでのパネルによる各団体の活動紹介

　１４：３０～　農山村へのシフトに関する複数のテーマを取り上げ、

　　　　　　分科会形式で議論するワークショップ

◆主　催：都市と農山村交流スローライフセンター

　　（電話：０９０-５４５３-６４１１、ｅ-ｍａｉｌ： sigekayo@juno.ocn.ne.jp）

シンポジウム「農山村へのシフト　今・未来」のご案内

後記
　緑豊かな矢作川の流れる豊田市は、自然を生かしたまち作りを目指しています。地域には様々な自然系環境学
習施設が見られ、今回のRioではそのうち３施設を紹介しましたが、それぞれ特徴ある活動をしている様子を窺い
知ることが出来ます。豊田市矢作川研究所においても、良く利用され、なお美しい矢作川の創造をめざし、他の
施設と共に一層がんばって参りたいと思っています。（間）


