
事業報告書
2021年度

人と自然が共生する持続可能で豊かな暮らし



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、

5/15～10/31に、旭岳自然保護監視員９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、昨年実施した階段補修１か所の作業箇所を継続実施しました。

⇒協力金は2020年1,162,022円。2021年は1,207,369円をご協力
いただきました。

⇒レンタル長靴は1275足（382,500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、携帯トイレを２０６個販
売（１０３，０００円）し、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２１００部配布しました。
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【成果】
・霜柱と歩行による石の脱落によって、水流で
土壌が流失した箇所を、軽微な補修を加えたこ
とで、土壌の流失は抑えられました。

・ボランティアの学生さんが作成してくれた高
山植物情報パネルのおかげで、利用者の方によ
り興味を持ってもらい、レクチャーや協力金集
金率など価値を高められました。

⇒ 延べ１２０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７７回更新しました。

旭 岳 ・ 天 人 峡 ネ イ チ ャ ー レ タ ー を １ １ 回 発 行 し ま し た 。
姿見の池園地内3カ所の案内掲示板での登山道情報や散策路情報も掲示
ました。
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•東川町青少年野営場管理業務業務
９８９人（国内９８９名・海外０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。
※今年度は、融雪状況及び、貯水槽の不具合により 6月 21日オープン となりました 。
※また、コロナの影響により、7月12日から1週間臨時休業となりました。

【成果】
・野営場宿泊者向けに夕方、キャンプ
ファイヤーを実施したことにより、利用
者の満足感が高められました。
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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。

・他の団体や市民活動に積極的に参加することで、ネットワークが
広がりやすくなりました。
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・野生動物との共存推進事業

エキノコックス防疫対策のため、町内に生息するキツネの感染率調査（捕獲キツネ
の腸管検査）と駆虫薬入餌の散布により、キツネの感染率を低減させる活動です。
人と野生動物とが安心・安全に共存できる環境づくりを推進することを目的として
います。

5月～８月の間に3回、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。
散布総距離：146km
散布総数：1,652個

⇒ 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。

今年度の検体搬送は、新型コロナウィルスの影響により、
年度が変わってから（5月16日）に実施しました。
搬送検体数：6体
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・勇駒別湿原・天女ヶ原湿原回復事業

今年度は、「第30回 イオン環境活動助成事業」から予算を得て、昨年度からの事業を継
続させました。

ミズバショウやエゾノリュウキンカの大群落が広がる勇駒別湿原では、平成29年7月に工
事用の重機の侵入によって植生が踏み荒らされ、根茎ごと破壊されてしまいました。

また、ツルコケモモ、ワタスゲ、モウセンゴケなどの湿原植物が広がる天女ヶ原湿原では、
かつて登山道に木道が整備されていなかったため、雨天になると泥を避けるために登山者
が湿原内を歩き、その踏圧で裸地部分が広がってしまいました。現在は木道が設置され、
湿原内を登山者が歩くことはなくなったものの、未だに裸地は回復していない状態が継続
しています。

これらの湿原の植生を復活させるために、参加者のべ69人に参加してもらい、現地在来種
の移植・種子採取・播種・育苗・モニタリングを行いました。
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【成果】
・昨年度移植したエゾノリュウキンカから、開花が見られたものもありました。今年度も新た
に、構成種も含めて16株以上の移植を実施しました。

・天女ヶ原湿原においても、筵敷きをした部分に種を定着させることに成功し、わずかですが
植物の生育が見られました。
今年度も、継続して木道に沿って裸地化した部分に筵を敷きました。

・今年度、ミズバショウの種子を採取し、発芽からある程度生育するまで様子を見ました。
→20日後には、採取した種子の8割以上が発芽しました。
→園芸用ポットに、現地の土壌を用いてそこに植えました。
→秋に少し生育が見られ、その後冬期は雪下に埋めて、越冬させました。
→雪解け後も、全体の60％ほどが無事に越冬に成功し、生育し続けている。
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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」127冊販売

手ぬぐい 98枚販売

・チングルマ

・ミヤマリンドウ

・エゾコザクラ

【成果】

主要販売先は、東川道の駅と旭岳ロープウェイの
売店。３種あるうちチングルマは完売。あさひだ
けと書いた帯をつけ、「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。新しいデザ
インの手ぬぐいも準備中です。



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。
フリースクール活動による居場所づくりを行い、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2回開催し、

16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。

フリースクール活動
ある事情で不登校の子どもに、月8回の馬との活動を行いました。

キトキトの園児たちに、月4回の馬のふれあいや厩舎の清掃活動を
実施しました。
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・修学旅行
２０２１年度はコロナ禍の影響もあり、修学旅行の受け入れについて
はキャンセルとなりました。

【今後】

２０２２年度は５月に受け入れを行った。受け入れについての相談や
問い合わせが増えており、教育旅行セミナーなどへの参加の機会もある
ため、受け入れ回数を増やしていきたい。
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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なってい
ます。２０２２年度より、自然学校会員制（個人・家族）で活動をし
ています。
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・イエティくらぶ

33のプログラムを実施し、23１人の子どもたちが参加しま
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。コロナ禍で行えないプログラムもありましたが、対策を
しっかり行い、年間スケジュールを実行しました。

冬休みを利用した「大雪山 English camp」 という英語で過ご

す３泊４日のキャンプを初めて実施し、全国から１１人の子ど
もたちが参加しました。

2022年度は地域の大人たちの健康や、森活動の楽しさを伝え
る FOREST LIFE という大人向けのプログラムを開始していま
す。

「トレッキングクラブ」

低山で基本の確認から始まり、徐々にレベルを上げ、夏には旭岳
でトレッキングと雪渓での雪遊び、秋には黒岳を登頂しました。
冬には、各地で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。樹液を採取してお茶を飲ん
だり、秋の自然物でアート、早朝にキトウシの動物観
察（フクロウ・モモンガ等）などを行いました。

東川町で手植え・手刈りで自然の営みにまたせた農
業を行う「和合の森」の南さんの田んぼで、田植え〜
草取り〜収穫までの作業のお手伝いもしました。

米の町・東川に住む子どもたちに、綺麗な水は森か
らの恵みであること、いつも食べる米１粒のありがた
さなど、体験通して感じてもらえました。

この様な体験を通して、私たちの暮らしには自然が
密接に関わっていることを知り、改めて環境保全の大
切さを感じるきっかけになればと考えています。
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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。2022年度は東西南北の北海道での
キャンププログラムを予定しています。

【成果】
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。
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「ジオパーク企画」

大雪山カムイミンタラジオパーク推進協議会と共催で、ジオパーク専門員の岩出昌さ
んを講師に招き、土地の成り立ちや特徴について学ぶ「ジオパーク企画 石狩川を遡

れ」を行いました。２DAYSプログラムのシリーズで、4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、大雪山地域
の歴史と共に、古代生物や地形の成り立ちに興
味をもつ様子が見られました。
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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行っている。２０２１年度は沼田町を
フィールドに、親子向けの「木育」イベント を実施しました。

コロナ禍の縮小開催とだったが、約30名の方が参加しました。
⇒ クラフト、薪割り、森のようちえん体験会、など多様な木育プログラムを体験

【成果】
キトウシ森林公園とは違った
雰囲気で、沼田町関係者と共
にプログラムを作り上げるこ
とができました。
今年度も７月に沼田町で実施
予定。馬や羊を活用したプロ
グラムも検討しています。
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「その他 特別企画など」

夏休みにNPO法人楽知ん研究所の小出雅之さんを講師に招き、「大道仮説実験」の講
座を実施、冬休みにEnglish Camp、季節ごとにキトウシこどもの森のプレスクール
年4回実施しました。２２年度のEnglish Camp は、夏・冬の2回開催予定です。

【成果】
大道仮説実験は、体験型の内容で子どもも大人も楽しんでいました。
English Campは、道外の新規顧客獲得につながり、英語だけでなく多様なコミュニケー
ション能力を試せる場となった。



【地域の活動協力】

東川町で受け入れた修学旅行の講師、キトウシ健康増進など

２２年度は、「歩いて健康プロジェクト」としてイベントを
開催したり、自主的にウオーキングを楽しめるフットパスの
整備提案していきます。地域の方の普段使いのコースが、旅
行者の観光のルートになることを目指します。

アイヌ文化教室 毎月2回開催

21年度チセ解体作業参加

22年度チセ建設参加

19 2023年1月26日 フッターを追加
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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しました。

アートイベント
世界各地で作品を発表するアーティスト・加藤ユウさん
とのコラボイベントも実施しました。



子育て支援・子どもの居場所づくり

「東川子育てサロン くらしの森」
2022年１月から始まった、子育てサロンです。企業主
導型保育施設の子育て支援活動としてこのサロンの活

動を応援。毎月１回、２５名が参加しました。
２０２２年度からは毎月２回の開催を予定。新人マ

マから移住して知り合いのいないお母さん、小学生子
育てに不安をもつお母さんまで、需要は広がっていま
す。

「フリースクール」
２０２１年度より、学校に通わない子ども2名が馬の

お世話を開始。
不登校やその他子育てに不安を抱えている保護者か

らの相談を受け、２０２２年５月からフリースクール
として活動を開始しました。平日５日間の開所。少し
ずつ受け入れ基盤を整えています。
今後教育委員会と連携して受け入れ体制をつくって

いく予定です。
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放課後等デイサービス 開設に向けて
不登校やその他子育てに不安を抱えている保護者や

東川やその他周辺地域の抱える現状から、自然学校に
できる子どもの居場所づくりとして「森での暮らし」
の活動を中心とした放課後等デイサービスの開設の準
備を進めています。２０２２年度の立ち上げに向け準
備を進めています。
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23 2023年1月26日 フッターを追加

・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、現在 12 名が在籍しています。大人 4 人と子ども1２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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・保育士１名、新卒の子育て支援員１名が新しくス
タッフに加わり活動

・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、実験教室の参加や社会見学をしました。

・白樺について活動する「シラカバプロジェクト」
に参加する町内の家具工房で、子ども用のイスと吊
り棚を製作・設置していただきました。



・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。（202１年度海外
からの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。
お馬のお世話活動、2021年１０月から再始動しました。保育スタッフが馬との生活に慣
れる・触れる時間がスタートしました。
⇒ 2021年度、３人が卒園し、
OB・OG会のメンバーが８人となりました。

25 2023年1月26日 フッターを追加

【成果】
在籍児童は、異年齢の中でそれぞれが助け合い、真剣に
向き合い、大切な仲間だと自覚し、お互い生きる力と考
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
自然学校の主催ツアーは、１１プログラムを実施し、７８名

が参加しました。

オーダーツアーは、７プログラム実施し、７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。

「旭岳チャリティーツアー」を企画

５月２８日・２９日 ８名参加

26,000円を登山道補修事業（上川総合振興局あて）に寄附

【成果】
普段から主催ツアーに参加してくださるお客さんが、呼び掛け
に応じてくれました。寄附をしたくても方法が判らないので、
ありがたい等の意見がありました。



27 2023年1月26日 フッターを追加

・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
回で前後期各延べ91名、スノーシュー講座３回で延べ３
６名が参加しました。

旭川市内の高校生２４０名の旭岳登山を実施しました。

そのほか、東川移住体験、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。



28 2023年1月26日 フッターを追加

・大雪山カムイミンタラジオパーク構想推進協議会

・協議会の代表として道内教育旅行セミナー商談会への参加（6/24 札幌）

・協議会が主催する「大雪山の成り立ちを学ぶ」講座への協力（8/20）



29 2023年1月26日 フッターを追加

・旭岳クロスカントリースキー応援プロジェクト



30 2023年1月26日 フッターを追加

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回の週末の自然体験活動をすることができ、

延べ272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11名を雇用

しました。また、森のようちえんや森づくり事業、環境

整備事業において、延べ164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。

31 2023年1月26日 フッターを追加



32 2023年1月26日 フッターを追加

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、キトウシこどもの森、森つくを中心にボラ
ンティアの受け入れを行いました。東川高等学校のボランティア部、クロスカントリー部、多文
化共生室と新たに関係団体が増え、町内から参加するボランティアが増加しました。

ボランティア参加人数は延べ250名となりました。長期滞在ボランティアは、2週間〜最長で

1ヶ月の受け入れで5名が参加しました。

旭岳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の中止し、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
実施していましたが、7月中旬からは抗原検査キットでの
検査を実施することでエリアや人数の制限を緩和しまし
た。
短期・複数人での参加ができるようになり、より多くの
方に学びの場・活躍の場を提供することができました。



6月〜7月の期間には、ボランティアを希望している受け入れ中止エリア在住の学生を
対象にオンラインを利用して在宅でできる活動を実施しました。
受け入れエリアの制限が緩和した後に実際に現場に来て、自分の調べた植物や制作物を
見た利用者の反応を見て成果を実感できる機会も作ることができました。環境保全活動
などの夏季に実施の事業の冬季間の事前学習として今後取り組むことも検討したいです。

33 2023年1月26日 フッターを追加

登録制ボランティア
ホームページやS N Sでの告知、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
促進を試みました。

今年度の新規登録者は18名となりました。

▶オンラインで参加のボラン
ティアが取り組んだ「旭岳
姿見旬の花パネル」


