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人と自然が共生する持続可能で豊かな暮らし



MISSION

大雪山自然学校の活動

①環境保全

②子供自然体験

③交流推進事業

④人材育成
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利用者による環境保全の仕組みづくり
自然を楽しみその恵みを分かち合うことと同時に、元来地
域にある共生の知恵と技術を再構築し、それを実践するこ
とが私たちの使命です。



①環境保全活動

•自然保護対策業務
東川町大雪山国立公園保護協会の委託事業として、

5/15～11/15に、旭岳自然保護監視員7名が活動しました。
旭岳姿見の池園地における登山道整備や清掃活動、利用
マナーの普及活動を行いました。

⇒登山道整備は新たに6か所を補修し、過去に実施した2か所の経過観察と再補
修を行いました。

⇒協力金は2019年554,517円。2020年は1,162,022円をご協力
いただきました。

⇒レンタル長靴は1125足（337,570円）の貸出しがありました。

⇒山のトイレマナーと携帯トイレ使用の普及に努め、昨年度は携帯トイレの販
売を行いましたが、2020年は、案内カウンターでの販売は行っていません。山の
トイレを考える会から委託された「山のトイレマップ」を配布しました。
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【成果】
・登山道整備された箇所は、歩きやすく石階段
もぐらつきが改善され、安全に歩けるようにな
りました。

・ぬかるみが酷い所に簡易木道設置後、利用者
が道を外れて歩く頻度が減少しました。

・2020年度は、1000円以上協力金にご協力頂い
た方に、高山植物ポスターを配布。他の要因も
考えられますが、利用者の少ない年度ではあり
ましたが、前年の倍近く集金できました。

⇒ 延べ55人のボランティアが旭岳自然保護活動に参加しました。

⇒ 情報発信はブログを140回更新しました。

旭岳・天人峡ネイチャーレターを毎週火曜日に9回発行しました。



5 2021年6月14日

•東川町青少年野営場管理業務業務
820人（国内804名・海外16名）の方々がご利用くださいました。

東川町の委託事業として、6/10～9/30に、野営場の受付や清掃などの管理業務を行いま
した。
⇒「魅せられる野営場」を目指し、草刈や環境整備を工夫し、野草や周辺環境を楽しんでも

らえる野営場となりました。

【成果】
・今年度は、各テントサイトの看板を立
て替えて景観も改善され、利用者をわか
りやすく誘導できました。

・修学旅行生を受け入れ、一緒に荒廃し
ていた場所を綺麗に整備しました。学生
も達成感を得ていました。 町でも
「東川ロード」と名付けられ、利用者に
楽しんでもらえるようになりました。
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・外来種防除活動

北海道上川総合振興局が事務局を務めるセイヨウオオマルハナバ
チバスターズと連携し、羽衣公園やキトウシ森林公園での防除活
動に参加しています。旭岳周辺におけるセイヨウの監視活動も
行っています。また修学旅行プログラム内で旭川市環境総務課、
ウチダザリガニバスターズの協力の下ウチダザリガニの防除活動
を行いました。
旭川市環境総務課及び旭川教育大学主催のアズマヒキガエル捕獲
体験に参加しました。
⇒ 外来種問題に関する市民の機運醸成に貢献しています。

【成果】
活動に参加することで、該当種の知識や防除の手法が学べました。
キトウシにも生息するセイヨウオオマルハナバチに関して、自然
学校のスタッフみんなが意識するようになりました。
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・野生動物共存

5月、6月、7月の3回にわたり、エキノコックスの虫下し入りの餌

（ベイト）を作成し、東川町内全域に撒きました。全ての舗装道路に
100ｍ毎にベイトを撒いています。

⇒ ベイト散布の効果を高めるため来年度も引き続き実施します。
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・勇駒別湿原再生

昨年度に引き続き旭岳温泉街の湧駒別湿原において、重機により踏みつけられた箇所の植
生再生作業を、専門家の指導の下実施しています。
令和元年、ミズバショウ、エゾノリュウキンカなどの株を移植しました。今年度、被度

15％と増加し効果がでています。今後も移植結果の検証と移植未実施場所への移植を行

います。

【成果】
・エゾノリュウキンカの移植による被度の増加
が見られます。
・実施してから4年経ちますが、草丈はまだ低
いものの、踏み荒らしのあった箇所が分かりづ
らくなり、景観がやや改善されてきています。
・あまり知見がない中、実施しているため試行
錯誤する場面もあり、教訓も多く、次年度への
課題が得られました。
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•真如苑 環境保全・生物保護 市民活動助成

⇒助成額、900,000円で、旭岳姿見の池園地におけるハシブ
トガラスの出現状況調査を実施しました。

⇒調査日数2019年は、137日でカラスの目撃日数61日。2020

年は、134日でカラスの目撃日数は66日。約2日に1度は出現して
いる。

⇒センサーカメラによる撮影枚数165枚。カラスの撮影枚数は0
枚。

ほとんど出現しない時期に調査を開始したため。

⇒旭川の市民活動交流センターココデにて、パネル展を実施。



【成果】
・本調査によって得られた結果から、数値化することで利用者に
注意喚起する際、伝わりやすくなりました。これにより、レク
チャー時に利用者に与えるカラスの印象が向上しました。

・今回は、学生ボランティアだけでしたがボランティアが本調査
エリアにおいて起きている問題点を知り、参画者となることで地
域の自然環境の保全に関心を持つ人が増えました。

・当初、センサーカメラで撮影したデータから分析する計画で
あったが、カメラの購入時期が遅くなってしまい、対象種の撮影
に至りませんでした。今年度の報告では、主に目視観察による結
果となってしまいましたが、当助成金で必要な備品購入等、環境
を整えられたため次年度以降、継続的に調査が出来るようになり
ました。
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・環境省のモニターツアー
環境省「国立・国定公園への誘客の推進事業及び国立国定公園、温泉地でのワ―ケー
ションの推進事業」におけるモニターツアーの実施
東川町大雪山国立公園保護協会が環境省から採択された本事業は、コロナの影響で利用
者が減少する機会を活用し、遊歩道整備や非接触型ガイド手法の確立を行った事業です。
大雪山自然学校は、受託事業として親子を対等に、バリアフリーに整備された遊歩道に
て、ラジオイヤホンによるガイドウォークを行い、国立公園における新たなツアースタ
イルを模索しました。

【成果】
整備された登山道は自然らしさを残したまま必
要最低限の安全性が保たれ高評価でした。イヤ
ホンにより、感染リスクが低くなることを実感
しました。さらに、ガイドの声が聞こえないス
トレスが軽減され満足度が高まりました。その
一方で、イヤホンを耳に入れておくのが不快と
感じる付けない人がいる点が課題でした。
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•ガイドブック・手ぬぐい

ガイドブック「すがたみの花たち」４４４冊販売

手ぬぐい １７２枚販売

・チングルマ

・ミヤマリンドウ

・エゾコザクラ

【成果】

観光客の減少により、販売先の道の駅、旭岳ロー
プウェイの売店ともに販売数は減ったが、商品に
つける帯を自作してつけたことで、自分用として
だけでなく、「旭岳のおみやげ」としての選択肢
に加わるようになりました。



②子供自然体験
・馬事業
道産子を２頭導入。キトウシの森をフィールドに、日々の暮らしを営む。馬の命に寄り添
い、 馬と関わることで生まれる学習の中から、 自らの生きる力の獲得を目指し活動を
展開中。 セラピー活動の傍ら、事業所の開所を目指し準備を進めています。

馬との暮らし型セラピー勉強会

講師を招き、座学・実技各1 時間の勉強会を３回開催し、

48名が参加しました。実技では実際に馬を使って実施しました。

セラピー活動

ホースセラピー会員の子どもに、セラピー活動を５回行いました。

えさやり体験を６回実施し、１０名が参加しました。

馬とのふれあい体験を3回実施し、１０名参加しました。

旭川市内の保育園の子どもたちに引馬体験を１回行いました。
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馬友活動

スタッフが馬とのくらしを学び、実践するために、馬の世話をする活動を始めまし

た。2021年1月からスタートし、５回行いました。

【成果】

スタッフひとりひとりの馬への関心が高ま
りました。1月にスタッフ１名が離職し、馬
担当が1人だったため、担当者が不在の時に
別のスタッフが業務に入ることができるよ
うになりました。法人内で、他の業務と連
携する意識が芽生えてきました。
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・修学旅行
神奈川の高校生 ２００ 名の修学旅行を受け入れ、5 テーマ
（アイヌ・外来種・水・エゾシカ・森） に分かれて実施しました。
（5月実施予定が10月に延期、東京の高校１校は中止）

【成果】
2 日間かけて個々のテーマを深める専門性の高いプログラムが
できるようになりました。
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・森つく
２０２１年２月より倒木の処理など森の手入れをしながら、森づくり
をしていこうという活動を開始しました。冬に使う薪を作ったり、樹
液をとったり、きのこを育てたり、季節に合わせて活動を行います。
２０２１年度より、家族会員制で活動をしています。
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・イエティくらぶ

延べ１１６人の子どもたちに１８件のプログラムを提供し
ました。

「北海道の子供が体験するべき自然１００選を訪ねる」をコンセ
プトに、主に東川町、旭川市の小学生を対象とした自然体験プロ
グラム。今年から年間のスケジュールを作成し実施しました。

「トレッキングクラブ」

低山の突哨山でトレッキングの基本の確認から始まり、徐々にレ
ベルを上げ、夏には雌阿寒岳を登頂しました。冬には、層雲峡の
氷爆、くるみの沢の森の神様（巨木）に会いにスノーシューハイ
クをしたりと、季節に合わせた野外での専門的な行動技術を学び
ながら楽しくトレッキングしました。
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「月例スクール」

「自然の中の暮らし」をテーマに遊びながら生きる力
を育むことを目的とした幼児から親子で参加できるプ
ログラムを実施しました。樹液とり、キトウシデイ
キャンプ、秋の自然物でアート、キトウシの動物観察
（フクロウ・モモンガ等）など様々なプログラムを実
施しました。

中でも、北海道ならではの冬の保存方法の雪下野菜
にチャレンジしましたが、埋めて２ヶ月後に掘り出し
た時に無農薬野菜だけネズミに食べられていたという
ハプニングが起こりました。野生の動物が農薬ありの
スーパーの野菜を食べないという結果に、「農薬って
大丈夫？」と疑問を持つ子、来年は食べられないよう
に袋を二重にして雪に埋めようと作戦を練る子、試し
た結果からそれぞれ課題を見つけている様でした。
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「どさんこキャラバン」

離島や道東など少し遠出をして宿泊し、北海道の大自然を堪能する小学生から
中学生までを対象にしているプログラムを行いました。キャンプでは自分のこ
とは自分で、一人で出来ないことは協力して行います。今年初めての参加者も、
少しずつできるようになり成長が見られました。

【成果】
知床キャンプでは、ちょうど海から川へ遡上をする鮭の
サケの大群を見ることができました。その脇には力尽き
て死んでいる魚もいました。命をかけて子孫を残そうと
するサケの姿を見て「命」の尊大さを感じていたように
思います。
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「ジオパーク イベント」

大雪山カムイミンタラジオパーク推進協議会と共催で、この土地の成り立ちや特徴に

ついて楽しく学ぶ「ジオパーク企画」を２DAYSプログラムを2回開催しました。

【成果】
トレッキングした自然と同じ性質の石をマグマ
にかえる体験をした子どもたちは、身近な自然
に興味を持っていました。
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・木育フェスタ
東京海上日動火災株式会社の助成を受けて、キトウシ森林公園をフィールドに親子向
けの「木育」イベント を９月に実施しました。 170名の方々にご参加くださいまし
た
⇒ ツリーイングやクラフト、薪割り、トドマツ製油蒸留、など多様な木育プログラム

を体験してもらうこ とができました。

【成果】
ツリーイングやクラフト、
薪割り、トドマツ製油蒸留、
など多様な木育プログラム
を体験してもらい、木に親
しんでもらうことができま
した。
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・その他受託事業
団体向けオーダー自然体験活動
近年、自然保育の必要性が保育指針等の改定により注目されて
います。自然体験活動のオーダーメイドプログラムを東川・旭
川の施設（近隣の保育園・幼稚園・子育て支援センター等）に
毎年行っています。今年も４団体に行いました。

森のようちえん 出張イベント
旭川市内にある緑の森どうぶつ病院からの依頼で、出張
型の森のようちえんイベントを開催。スタッフ親子が参
加。



障がい者を対象とした自然体験プログラム
・重度障害のある養護学校児童を対象に、キトウシ森林公園の多様
な樹種の枝や葉っぱに触れての学習と、枝を使ったスプーンづくり
を実施しました。
・カムイ大雪バリアフリーツアーセンターが主催しキトウシ森林公
園で実施した、バリアフルキャンプでテントの立て方、焚火の仕方、
ナイトハイクなどの野外活動を担当しました。

地域の活動協力
東川町わくわくプレイス・キトウシ健康増進など
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・キトウシこどもの森 キトキト
2018 年から内閣府の企業主導型保育事業でスタートした保育所、キトウシこどもの森

（キトキト）は、2019 年度に園舎を改修し、2020 年 4 月から定員が 12 名に増え

ました。(現在 11 名が在籍中)大人 4 人と子ども11人で、年間約280 日間キトウシの

森の中で遊んでいます。

【主な活動】
・森のようちえん活動
・食育
・誕生日会（園児一人ひとり）
・キトキト畑で野菜作り
・季節の行事

春：公園内のゴミ拾い活動。
夏：危険生物（マダニ・うるし・ハチ）に気を付け

暑さと日差しを遮ってくれる森の中での遊び。旭
岳登山。

秋：落ち葉遊び、木登り、薪ストーブの薪割り。
キトキトまつり。

冬：雪遊び、そり遊び
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・木育活動 木育マイスターの保育士が指導者として活動

・年長活動（街中活動・買物・硬筆練習）就学に向けて
…年長児が東川町を探検する中で、交通ルールを学んだ
り、せんとぴゅあで字の練習をしたり、小学校に向けて
の準備活動をしました。地域の方と交流しながら、社会
見学しました。

・園舎改修時の再利用木材を使い、ウッドデッキを設置。
朝・帰りの会、お昼ご飯、製作活動時に大活躍していま
す。雨を防ぐのが、来年度の改善課題です。



・ボランティア、インターンの受け入れ
近隣及び海外の大学生、専門学校からのインターンシップ受け入れ。（2020年度イン
ターンシップ受け入れは無し）
地域住民が毎週金曜日に絵本読み聞かせ活動にボランティアとして参加。
お馬活動、2021年からの再始動に向け、保育スタッフが馬との生活に慣れる・触れる時
間をスタートしました。
⇒ 2021年度、OB・OG会発足予定・6/18「お帰りの会」開催予定。
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【成果】
在籍児童は、生きる力と考える力を得ています。また、
卒園児も自然という自分でコントロールできないものと
向き合う中で、問題を解決する能力を身に着けました。
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③交流推進事業
・自然学校ツアーなど
自然学校のツアーは、７プログラムを実施し、65名が参加しま

した。オーダーツアーは、４プログラム実施し、8名が参加しま

した。

【成果】
道新文化センターや自然学校主催ツアー参加者が、友人や家族を誘
い、別のツアーに参加してくれたり、オーダーツアーの依頼もあり
ました。個人で参加された方はリピーターになってくれる可能性が
あります。

どうみん割を利用した研修ツアー

11月19日 白老 アイヌ文化研修 ５名

11月 4日 監視員業務終了研修 12名

【成果】
アイヌ文化研修は普段屋外での活動が少ないスタッフが、
フィールドに出れる機会となった。
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・受託ツアーなど

道新文化センターのプログラムは、高山植物ウォッチング６
回で前後期各16名、スノーシュー講座３回で17名が参加

しました。

沼田ほろしん温泉モニターツアーは、３回実施し14名が参

加しました。

留学生はじめての雪遊び（多文化共生室）は、キトウシと天人

峡くるみの沢で計３回実施し、東川町内在住の留学生40名

が参加しました。

そのほか、東川中学校宿泊研修、東川移住体験、冬のサイクリ
ング、東川町誘客多角化ワーケーション事業、じゃらん姿見散
策などを実施しました。
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・東川町海外連携型ガイドスキルアップ事業

当初の計画は研修生4名がNZのアウトドアセンターにてオン

サイト研修を行う予定でいましたが、コロナにより
①オンライン講習
②北海道でのフィールド研修
③オンライン個別レッスン
に変更しました。

オンライン講習は、NZのアウトドア・エデュケーションセン
ター“Whenua Iti”に、ガイドに関する動画教材の制作を依
頼し、研修生は動画教材をみる他、付随する事前課題に全て
英語で取り組みました。



フィールド研修は、道内在住外国人ゲストを招き、5日間
大雪山周遊ハイキングツアーを実施しました。研修生は、
リーダーガイド・サブガイドを日替わりで務め、英語によ
るガイディングの演習を行いました。

個別レッスンは、ガイディングの様子を映像に記録し、
Whenua Itiの講師にフィードバックをもらいました。尚、
大雪山周遊ハイキングツアーは、2021年アドベン
チャー・ト ラベル世界大会（ATWS）のエクスカーショ
ンとしてすでに採択が決定したものです。実際に選定され
たツアーで、外国人ゲストをガイドすることにより、より
現実味を帯びたガイディング演習を行いました。
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・東川町ガイドセンタープロモーション事業

ガイドセンタープロモーションサイトである「Adventure Hokkaido」のデジタ ル
マーケティングおよびSEO対策を講じました。NZの専門家にコンサルティングを依
頼しサイトスピード向上、モバイル端末での見やすさ改善、分析したキーワードを
基にしたメタタグ等の導入、ブログ記事掲載に取り組みました。その結果ページ

ビュー数は205％増、ユーザー数407％増となりました。
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アドベンチャートラベル・ワールドサミット（ATWS）2021北海道への参画が決定。
北海道観光振興機構が実施した「2020年度 ATWS2021 育成対象ツアーオペレーター選定・商
品 造成事業」において、道内エクスカーション：PSA（Pre Summit Adventure）及びDOA

（Day of Adventure）に対し、4ツアーずつ提案応募し、その全8ツアーが採択されました。

DOA-01 「東川ディスカバリー：日帰りサイクリングツアー」 2021/9/20 

DOA-02「アイヌとゆく歴史散策：日帰り先住民文化ツアー」 2021/9/20 

DOA-03 「電車でゆく小樽登山＆マーケット：日帰りハイキングツアー」 2021/9/20 

DOA-04 「レンズ越しに観る札幌：日帰りウォーキングツアー」 2021/9/20 

PSA-06 「洞爺湖から日本海へ：サイクリングツアー4泊5日」 2021/9/15-19 

PSA-09 「大雪山周遊：ハイキングツアー5泊6日」 2021/9/14-19 

PSA-13 「道東の三国立公園を巡る：ワイルドライフ探索ツアー6泊7日」 2021/9/13-19 

PSA-14 「日本最北シーカヤック：アドベンチャーツアー4泊5日」 2021/9/15-19



海外メディアを活用したプロモーション

海外向けメディアを通じて、ガイドセンター「Adventure

Hokkaido」のプロモーションを図り、“Japan Times”, ”The

Guardian”, “Japan Headline”に、Adventure Hokkaidoの名称や
Webサイトへのリンクが掲載さ れました。海外向け大手メディア
に載ることで、多様なルートでガイドセンタープロモーションサイ
トを見てもらえるようになりました。
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・旭岳クロスカントリースキー応援プロジェクト

3月20日に旭岳温泉にて行われたクロスカントリースキーイベ
ント「Cross-country spirits2021 in ひがしかわ」にて、応
援ブースを設置しました。テーブルにお茶やコーヒーを用意し、
楽しみながらクロスカントリースキーを応援する環境を整えま
した。

また選手に解説を依頼し、クロスカントリースキーの応援の
仕方を学びました。これにより、クロスカントリースキーを楽
しく応援する「スポーツ鑑賞の文化」を生み出し、多くの人に
クロスカントリースキーが応援されることで、お金が集まり、
コース整備の費用が確保されていくことを狙っています。
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④人材育成
北海道リスタート事業

当事業は、NPO法人北海道NPOファンドが、（一財）日本民間公益活動連携機構の休眠預
金等活用法による「新型コロナウィルス対応緊急支援助成」の資金分配団体となり、コロナ
禍において社会的居場所を失った人に対応し、また社会的居場所を必要とする人を支える市
民活動の担い手を生み出す取り組みに助成する事業です。

これに対して大雪山自然学校では「仕事が減った人と社会課題のマッチング～若者・子育
て家庭・観光従事者を支える仕組み～を提案しました。社会的に孤立しがちな子育て家庭や
非正規雇用者が、
①子供が安心して過ごせる居場所を確保するとともに
②非正規雇用者をそのスタッフとしてマッチングを行う
事業を実施しました。



「子どもが安心して過ごせる居場所」は、毎週２回の

放課後と月１回の週末活動を確保することができ、延べ

70名が参加しました。インフォーマルな子供の居場所づ

くりとしての成果が出ています。

「非正規雇用者のマッチング」は、スタッフ１名を雇用

しました。また、森のようちえんや森づくり事業におい

て、延べ37名のボランティアが参加し、社会的居場所を

必要とする人を支える活動となりつつあります。
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ボランティアやインターンの受入れ
(環境保全事業、地域に根差した交流促進事業と連動)

旭岳での環境保全事業、子ども自然体験プログラム、キト
ウシ子どもの森でのボランティアの受け入れを行いました。
新型コロナウイルスの感染防止の観点から、大人数・複数

回での受け入れは感染リスクが高いと判断し、感染のリス
クを最小限に抑えるため、今年度は感染者の出ていない周
辺地域や長期滞在に限ってボランティアの受け入れを実施
した。２週間以上〜最長で３ヶ月間の受け入れで、参加人

数は延べ１４８名となった。

【成果】
コロナで課外活動が中止、活動の場が限定されてしまった
学生に新たな学びの場を提供することができた。旭岳やキ
トウシの環境保全に長期間関わることで、ボランティア自
身が課題を発見し、問題解決に向けて取り組むことができ、
より理解や成長が感じられるプログラムとなった。



登録制ボランティア制度を新設した。ホームページやS N Sでの告知に加え、
町内・周辺市町村の施設や学校法人に募集ポスターを掲示し地域住民への参加

促進を試みた。今年度の新規登録者は９名となった。
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