
二度と環境汚染させない！
鈴鹿川河口の清掃活動

海岸部から干潟にかけてのごみ拾い

観察会・勉強会

伊勢湾に流れ出すごみを減らしたい方、川や海の生き物を観察したい方、野外で活
動したい方、海が好きな方を求めています。活動を通して、四日市公害からの環境
改善で得た自然環境を守り、次世代へ引き継いでいきたい。

春から夏にかけては干潟を中心に、秋から冬にかけて
海岸部を中心にごみを集めます！

春から秋の初め頃までは干潟を中心とした浅瀬でカニや貝、
魚、エビなどを観察しています。冬は野鳥観察なども行います。

環境ボランティア 団体名：なたね通信

河口の生き物
■ 活動の概要

鈴鹿川河口は、四日市公害の被害を受けた場所として有名です。当時は、油が浮い
たり奇形の魚がとれたこともありましたが現在は、法律の整備や公害防止対策が進み、
自然環境の再生が進んでいます。しかし、近年、鈴鹿川の河口は、上流から流れてき
たごみや伊勢湾から流れてきたごみが集まるなど再び自然環境が汚染されています。
河口にある干潟は、伊勢湾に暮らす様々な生き物のゆりかごになっています。干潟
ならではのカニの仲間や貝などの生き物も豊富に見られるため、旅鳥、冬鳥たちの貴
重な休憩場所・越冬場所にもなっています。この貴重な場所を保全すると同時に、伊
勢湾へのごみの流入を減らすこと、またこの貴重な自然環境をたくさんの人に知って
ほしいと思い、活動しています。

■活動場所

主に鈴鹿川の河口、市内の河川、公園 活動は、不定期（隔月程度）

鈴鹿川河口は、令和３年３月に
三重県の里地里山に認定されました。

鈴鹿川河口の
様子
右のQRコードを
読み込んで下さい。

動画で紹介中！



説明文

ボランティア活動を支えるえるいろいろな仕事

説明文がここにはいります。説明文
がここにはいります。説明文がここ
にはいります。
説明文がここにはいります。説明文
がここにはいります。

説明文がここにはいります。

暗視カメラで調査情報交換、相談

団体からのお知らせ
・海岸清掃や自然観察会のボランティアを募集しています！
・年齢性別は不問です！活動は、不定期ですが月1回、2時間程度です。

「四日市 なたね通信」で検索してね！ブログで情報発信中
活動へ参加の場合は、SNSにメッセージ下さい！

海岸や河口に流れ着いた漂着ごみ調査

③ごみ調査と海ごみ勉強会（冬期）

・これまで海岸で見つけた海ごみの紹介するほか、海ごみによっ
て起きる問題についても紹介しています
・全国で行われている海ごみ・川ごみ調査に参加し、調査結果を
報告しています！

海ごみ勉強会

当日参加ＯＫの活動なので、お気軽にご参加くだ
さい。季節によって、観察会で見れるものが違った
り、調査活動があったりと変化もあります。
ごみ拾いだけの参加、観察会だけの参加なども可能
なので、自分の好みに合わせてご参加いただけます。
不定期開催なので、最新情報はブログをご確認くだ
さい。

https://ameblo.jp/yokkaichinatane/

〇代表者の想い
鈴鹿川河口には、いろんな生き物が生息しているので、毎回

違った発見があってとても楽しい場所です。まだあまり知られ
てないのはすごくもったいない！
一方で、海岸に流れ着くごみの量を見ると、まだまだ人手が

足りてないので、より多くの人の参加を募って、清掃活動など
に力を入れて取り組みたいと考えています。

情報発信やパンフレットの発行

写真を撮影して、パンフレットをデザインします。
また、なたね通信のSNSでも自然観察会の告知や結
果報告、生き物の紹介を行っています。

活動の様子は、動画
でも閲覧できます



希少種や生物多様性を
保全する活動

草刈り/草刈機や鎌を使う 刈った草を集めて片付ける

外来種など抜き取り作業 送風機で歩道を清掃

自然観察会の開催

■活動の概要
私たちは、里山のビオトープ（人工的に作られた生物の生息空間）や里山丘陵
地を管理しながら四日市市特有の自然環境を保全しています。活動を継続したこ
とにより、管理地内のメダカ池では、トンボだけでも年間50種類程度、みられる
ようになりました。また、管理地内には、多くの絶滅危惧種や在来種が多数生息
しています。
定期的に草刈りや間伐を行わないと環境が変わり（遷移が進み）、多くの生き
物にとって暮らしにくい環境になります。そこで、定期的に人の手を入れて、生
物多様な環境を作っています。

■主な活動場所
三重県環境学習情報センター東側の丘陵地（メダカ池）月1回の活動（除草、伐
採、清掃、自然環境調査）
民間ビオトープの維持管理（除草、水路の維持管理）

冬の里山保全
活動の様子
右のQRコードを
読み込んで下さい。

動画で紹介中！

環境ボランティア活動 団体名：NPOちょっと自然

四日市市桜町の活動場所は、令和2年12月に
三重県の里地里山に認定されました。

メダカ池周辺は、多くの希少な動植物があり、四日市市の自然遺産と言える場所で
す。毎年多くの市民が訪れ、自然を大切にする意識を育んでいます。2020年12月
には、三重県の里地里山にも登録されました。



説明文

里山保全活動は、木を切ったり伸びてきた草を刈り取る作業以外にも実は、主要な仕事を支えるたくさんの仕事があります。例えば、道具
のメンテナンスを怠ると機械が壊れてしまったり、作業が進みません。また、里山で出てきた木の枝などを放っておくとハチの巣ができたり、
イノシシなどが荒らしてしまうので、粉砕機でチップにして、散布します。作業ばかりではなく、定期的に希少種の調査を行い、管理の方法
の見直しも行っています。
最近では、イノシシやシカによって池の周囲が荒らされたり、水辺の植物が食べられる被害が出ています。どのくらい動物が潜んでいるか
暗視カメラで調査を行っています。右のQRコードから暗視カメラ（トレイルカメラ）で撮影したイノシシの様子をご覧ください。→→→

主な活動を支えるいろいろな仕事

私たちのメンバーには、現役のレースメ
カニックの方がいます。草刈機やチェーン
ソーなどは、どれもエンジンで動く道具で
す。バイクや自動車のエンジンを修理する
要領でメンテンナスしていただいています。
道具のメンテナンスが行き届いてこそ、効
率よく、長時間作業ができます。

自然に優しい草刈り
地面や草の間にはたくさんのカエルや

昆虫が潜んでいます。草刈りをする前に竹
ぼうきで追い払ったりしますが草刈をして
いる時も刃先を見ながらできる限りいきも
のを殺さないようにしています。

活動している丘陵地や里山には、これま
で多くの方や企業、団体が植樹をしてきま
した。今これらの木々が間伐や枝払いの時
期に来ています。歩行者の安全確保のため
に、一部伐採する木々もありますが植樹し
た人々の想いを考え、残した木々の成長や
新しい木の肥料として間伐した木々は、粉
砕し肥料にしています。

活動をする中で、お互いの近況報告や悩
みを聞きながら活動を越えて連携すること
もあります。
このような活動とは直接関係のないこと
もメンバー間の信頼やコミュニケーション
を促進させて、新しい活動のアイデアや企
画を生む貴重な場になっています。

最近、イノシシなどの獣害によって、管
理している丘陵地やビオトープが破壊され
ています。希少生物たちの生息空間が壊れ
てしまっては、せっかくの維持管理が活か
されません。
そこで今は実態を把握しようとメンバー
で交代で暗視カメラを設置してどのような
動物がやってくるのか調査しています。

道具のメンテナンス 暗視カメラで調査情報交換、相談切った木を肥料に

団体からのお知らせ
・里山の維持管理ボランティアを募集しています！
・年齢性別は不問です！活動は、毎月第三日曜日 8時30分～12時まで

ホームページは、準備中です。
活動は、NPOちょっと自然のfacebookをご覧ください。

🐗🐗



海蔵川の環境を守る！

海蔵川の環境調査、記録活動

川の自然環境と触れ合うイベントや自然観察会の開催を通して、河川環境保全に対
する理解者を増やす活動に加えて、活動で得た知見を工事業者やコンサルタントと
共有して、環境に配慮した工事を促しています。

魚や昆虫、野鳥などの観察と記録を行って
います。継続して観察を行っていると川の状
態はもちろん環境の変化なども感じとること
ができ、とても大切なことだと思っています。

環境ボランティア 団体名：海蔵川探検隊うみくら

出前授業、イベント出展

海蔵川を使った水生生物の調査や観察会の
オファーがあれば、可能な限り協力していま
す。時には、川の生き物を会場に持ち込んで、
展示したりすることもあります。今のお子様
たちは、川と接する機会が非常に少ないと聞
きます。授業を通して、川と触れ合うきっか
けを作っていきたいです。

特殊カメラで護岸の間に潜む
カニを記録中

■ 活動の紹介

海蔵川流域の小学校の総合学習支援活動(海蔵川探検)
環境フェアなどの行事に写真パネル等展示、エコ工作による活動啓発活動
※イベント出展の際は、魚の解説やポップの制作を行います。
※川のことを深く知っていただくためのパネルづくりもあります。デザインや創作に
興味のあるスタッフが担っています。
行政とのタイアップによる生物調査、河川環境調査、子供会などの観察会講師など
ご要望がありましたら様々な形でお答えいたしております。ぜひお気軽にお問合せ
ください。行事予定などはHPにて随時ご案内していますのでぜひチェックしてくだ
さい！

■ 活動場所
活動場所海蔵川を中心に三重県北勢地区
活動日、活動頻度等 活動日は定めていませんが、年4回生物調査を実施しています。

活動は、海蔵川探検隊うみく
らのホームページで発信して
います。
一度ご覧ください。海蔵川

のいきもの図鑑もあるよ。

ホームページみてね



自然共生のために！北勢バイパス工事の環境配慮へ導く活動

団体からのお知らせ

・自然観察会や調査のボランティアを募集しています！

・年齢性別は不問です！活動は、不定期ですが年６回、2時間程度です。

活動は、SNSで情報発信中
海蔵川探検隊うみくらで検索してね！

①ウキゴケ ②関係者へ調査結果を
伝える（情報共有）

海蔵川探検隊うみくらの活動場所である海蔵川御館橋付近に北勢バイパス
の工事が計画されました。この場所は、絶滅危惧種のウキゴケ（写真①）が
自生する貴重な場所。うみくらさんは、環境の番人として、早速動きだしま
した。これまで行ってきた調査結果をまとめ、橋を基点に上流から下流まで
どの地点にウキゴケが自生しているのか明確にし、北勢バイパスの建設を主
導する国土交通省や道路事業者と情報の共有（写真②）を行いました。
国や事業者も環境配慮については理解があり、当初の計画を変更し、ウキ

ゴケの移植などを計画し、専門家による独自の調査も行いました。その結果、
道路建設予定地のウキゴケは工事場所から移され、保全されたのでした。

身近な大自然というのをキャッチフレーズに、足元の小さな自然か
ら鈴鹿の山々、伊勢湾から太平洋までつながる大きな自然まで、そこ
に生息する生き物たちを中心に日々勉強しています。ゆっくりと楽し
みながら活動しています。興味のある方はお気軽にお問い合わせくだ
さい。仲間も募集中です。川のことや自然について興味関心を持つ第
一歩を作りたいと日々考えています。少しでも自然のことを知れば、
見る目が変わってきます。
今は、魚はすべてメダカ、鳥は、なんでもスズメと思っている方が

多い。よく見ると違いがあり、いつも歩いている道でも場所によって
見かける自然が全然違ってきます。去年までは、そこにいたのに、今
年はいない。なぜだろう・・。このような疑問が持てるようになって
いきます。自然と人の距離が離れている昨今の状況で、いくら自然が
なくなって大変だとか、生物多様性が大事だといっても伝わらないと
思うんです。もっと人が自然に興味を持って接しないとね。

代表者からのメッセージ

海蔵川探検隊うみくら
川瀬裕之さん

これらの活動は、うみくらさんのホームページでも随時公開され、自然観
察会などに参加した市民や地元の研究者たちも伝えられ、多くの方が大変注
目した活動となりました。この取組から川の環境を守るために、普段から自
然へ目を向けておくことの大切さや事業者と協力して、自然を守っていく新
しい環境保全活動のモデルができました。

（川瀬さんのお話をまとめました）
写真③は、現地を案内していただいた時の様子

活動のあらすじ

③現場確認
調査の様子を見守る



漂着ごみ０を目指して！

①海岸清掃、漂着ごみの回収

単に清掃活動を行うだけではなく、ごみを発生させない社会や人づくりにも注力し
ている。行政や企業を巻き込み、地域が一丸となって、海岸漂着ごみ問題に取り組
む機運を作り出しています。

流木やプラスチックごみなどの清掃を行っています！

環境ボランティア 団体名：四日市ウミガメ保存会

最近は、海岸に流れ着く流木が深刻化
しています。流木のリユースを進めるた
め新たな試みとして流木で焚火をして消
費するイベントを開催しています。

■ 活動の紹介
私たちが主に活動する吉崎海岸は、四日市市で唯一自然砂浜が現存し、初夏
には海浜植物の群生が見られ、絶滅危惧種の野鳥や時にはアカウミガメが産卵
に訪れる大変貴重な海岸です。この素晴らしい環境を保全するため、毎月第1日
曜日に市民・企業・行政が協働で漂着ごみの回収と外来植物等の駆除を行って
います。
また、清掃活動後は海洋ごみの抑制や環境問題を様々な視点から考えるきっ
かけとなるように、楽しい自然の勉強会を開催しています。
三重・愛知・岐阜の3県と名古屋市が連携して年間1万トンにも達する伊勢湾
の漂着ごみや環境について考える伊勢湾再生プロジェクト、「22世紀奈佐の浜
プロジェクト」では三重県の事務局を担当。さまざまな環境保護団体とも連携
するなど、多彩な活動を展開。各地のウミガメ保存会ともネットワークをつ
くっています。

■ 活動
毎月第1日曜日（海岸清掃 8時～9時、自然の勉強会 9時～10時、雨天決行）
四日市市楠町 吉崎海岸



ボランティア活動を支えるえるいろいろな仕事

団体からのお知らせ
「ウミガメのふるさと四日市」をスローガンに2009年1月から活動して
います。参加費は無料で、事前申し込みも不要です。毎月100名を超え
るボランティアが参加しています。

活動は、SNSで情報発信中
NPO法人四日市ウミガメ保存会で検索してね！

清掃準備 清掃活動運営 新しいイベント
勉強会の企画

奈佐の浜プロジェクト
の企画、運営

活動中のけがに備え、受付で記
名してもらい、ボランティア保険
に加入しています。
また、現在はコロナ対策としてマ
スク着用での参加をお願いし、検
温や消毒も行っています。

海岸にはプラスチックなどの人
工ごみのほか、多くの流木も流れ
着きます。そのため流木も集めた
り、海岸環境の維持のために外来
植物駆除も行ったりしています。

海岸清掃の後には毎月自然に関
する勉強会を行っています。勉強
会の分野は幅広く、山川里海さま
ざまな場所で活動する人を講師に
呼び、話を聞くだけではなく体験
型のイベントとして砂浜アートな
ども実施しています。

奈佐の浜プロジェクトでは春に
はエクスカーションとして愛知、
岐阜、三重持ち回りで海だけでは
なく山や川の現場を見る機会を提
供しています。そして秋には三重
県鳥羽市にある離島、答志島へ行
き、漂着ごみの状況とそれによる
漁業への影響について考える機会
を提供しています。

代表者からのメッセージ

「ウミガメのふるさと四日市」をスローガンに
2009年1月から活動しています。参加費は無料で、
事前申し込みも不要です。毎月100名を超えるボ
ランティアが参加しています。
自分の目で見て、海岸清掃に参加することで、

何でもいいので自ら感じて環境について考える
きっかけとなればと思っています。

四日市ウミガメ保存会
代表 下田 菜生さん

代表者からのメッセージ



自然が好きな仲間を増やす活動！
自然と人が接する機会を作り、自然共生社会を推進している。

日本自然保護協会、三重県環境学習情報
センターと共催で、2年に1回のペースで
「自然観察指導員」の講習会を行ってい
ます。「自然観察からはじまる自然保
護」をスローガンに、専門知識がなくて
もできる観察会の手法を伝えています。

環境ボランティア 団体名：自然観察指導員三重連絡会

■ 活動の紹介
日本自然保護協会の行う自然観察指導員の講習受講者を中心に構成し、県内の
自然観察指導員のネットワーク化とスキルアップを行っています。①スキルアッ
プ研修会の開催、②会員同士の交流などを目的としたミニ観察会と情報交換会の
開催、③会員向けの助成金制度、④会員向けのニュースレター発行⑤メーリング
での情報共有

■ 活動場所
三重県内

自然観察指導員講習会の開催

観察会や保護調査活動について、申請を
行った8件の活動へ助成をしています。
メンバーが企画した活動を支援してい
ます。※写真は、自然観察とスキルアッ
プを兼ねた勉強会の様子

会員向けの助成金制度

QRコードを読み込んでいた
だくと公式ホームページが
閲覧できます

最新情報は、
ホームページで



こんな活動を行いました！

活動は、SNSでも発信しています

四日市市を含め三重県中で活動しています。2021年
は自然観察指導員講習会を行う予定です。自然観察指
導員になりたい方は、ぜひご受講ください。

学生に対するPR！
自然観察指導員講習会は18歳以上であれば、どなた
でも受けられます。学生なら割引価格で受講できます
ので、学生の内に受講いただくのがオススメです。

代表者からのメッセージ

■これまで行った研修会

・幼児を対象にした観察会手法を学ぶ講習と、実践研修
・障がいを持った人でも楽しめる観察会「ネイチュア・フィーリング」
について学ぶ研修
・スズメバチについての基礎知識と対策
・学校で自然観察会を行う手法を学ぶオンライン講座
・リスクマネジメント研修会

会員同士の交流・スキルアップなどを目的とした研修会・観察会などを開催

■これまで行った観察会

県内全域をフィールドに様々な視点の観察会を行っています
・三重県民の森で毎月第2土曜日に行っている自然観察会にスタッフを派遣
（三重県民の森・三重県環境学習情報センターと共催）
・会員や県内の講師による会員向けの観察会
キノコの観察会/鈴鹿川の生き物観察会/志摩の星空観察会/ウミホタル観察会
春の恵みを食べる/顕微鏡を使った観察/松名瀬干潟の生き物観察

①

③

②

年4回発行し、助成事業の報告
や、イベント情報の提供、県
内の自然に関する情報の共有
を図っています。

会員向けの
ニュースレター発行

会員専用のメーリングを使って、イベン
ト情報や自然に関する情報の共有、意見
交換を行っています。

メーリングでの情報共有

ニュースレター

写真
①幼児向けの実践研修
②ネイチュア・フィーリング研修
③鈴鹿川観察会の様子
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