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手順書 ねらいと流れ 外来種問題から自然保護を考えよう

はじめにお読みください

リナックス型環境共育プログラム開発プロジェクト（Project LINCS）のねらい

本プロジェクトは、大阪府民環境会議（OPEN）会員の共育に資するプログラム開発を目的に、2004

年 1 月の呼びかけから始まりました。

「リナックス型」とは、基本的に全てを公開した上で、提案や情報を自主的に持ち寄り、相互に検討

をし、ひとつの成果につくりあげていくことを意味します。開発したプログラムは利用者によるデータ

更新や改作を認め、それらのフィードバックを受けて常に発展した内容となります。このようにプログ

ラム開発を協働で進めていく過程で、環境 NGO のメンバーや環境問題に関心を持つ人々が、互いに学

び合い、環境教育への認識を深めていく場としても機能すると考えています。

プログラム開発はテーマごとに、メーリングリストや会合を通して進めています。そして試行とフィ

ードバックを重ねた成果を一つの形として公開しています。このプログラムを多くの人に活用いただき、

さらに充実したプログラムに発展できるよう、情報提供や意見交換の参加をお願いします。

自然保護プログラム 【外来種問題から自然保護を考えよう】

プログラム開発のねらい

自然破壊や汚染が深刻化する中で、市民による自然保護に向けた関与はますます重要となります。し

かしながら、一口に自然保護と言っても、それをどうとらえ、何を大切に守るかの意見や価値観は人に

より、また置かれている立場により多様です。そこで本プログラムは、情報収集や討議を通じて自然保

護に関する認識を深め、市民として自然保護にどう関与するかを考え合うことをねらいとしました。

対象者

・ 自然保護や環境問題に関心ある NGO や市民。自然保護を考え合う教材として活用して下さい。

さらに内容を平易にアレンジして、子どもを対象に学校などでも使用して下さい。

・ 大阪府の情報資料を含めていますが大阪府民に限らず、他地域の情報も適宜加味して広く使用して

ください。

プログラム作成の視点

① 具体的な話題（外来種：アライグマ）を導入として、そこから自然保護について広く考える流れに

しました。導入ではクイズを用い、楽しくアライグマの形態や生態を学べるようにしました。

② 大阪府の実態や施策に関する情報を含めました。

③ 討論による意見交渉を行い、多様な意見や価値観を学び合えるようにしました。

④ 自然保護に関する概念や用語を改めて学ぶための資料を含めました。

⑤ 本プログラムを実施した事例（評価や感想）を紹介しています。

学習形態

・4〜 7 名のグループを作ります。前半の活動（下表のⅠ〜 Ⅳの学習項目）では、グループ単位で進め、

後半はグループ間の意見交換を含め、全体で話し合いなどの学習を行います。

・ファシリテーターは手順書の内容を参考にして進行してください。
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手順書 ねらいと流れ 外来種問題から自然保護を考えよう

資料

・本プログラムの資料は以下の２種類です。

手順書：ファシリテーター用の手引き書です。プログラム進行の参考資料として使用します。

学習シート：学習者の作業用シートです。個人やグループで学習する時に使用するシートです。

学習者の参考資料です。各学習項目で必要となる情報や資料を掲載しています。

・学習者用の学習シートは学習項目の順番ごとに整理して用意しておきます。はじめに全て配らず、各

学習項目で使う資料だけを、随時学習者に配布します。（特にアライグマの学習シート（解説資料）

はクイズの前に配らないよう留意してください）

・各学習項目と使用する資料は同じローマ数字の番号で対応させてあります。確認しながら進めてくだ

さい。

プログラムの流れと使用する資料

所要

時間

学習項目 内容 学習シート

（通しのページ番号）

5 分 Ⅰ オリエンテーション 趣旨と流れ Ⅰ オリエンテーション（p.1）

10 分 Ⅱ 外来種問題を学ぶ 外来種とは？

問題と対応の動向

Ⅱ 外来種問題を学ぶ（p.2）

20 分 Ⅲ アライグマについて学ぶ ・クイズで形態や

生態を学ぶ

・外来種としての

アライグマ

Ⅲ-a アライグマ クイズシート（p.3）

Ⅲ-b アライグマ クイズの答え（p.4）

Ⅲ-c 外来種としてのアライグマ（p.5）

45 分 Ⅳ アライグマがいて委員会 グループ討議 Ⅳ アライグマがいて委員会（p.6）

5 分 Ⅴ 大阪府における取り組み 府における実態や

施策

Ⅴ-a 大阪府での出現状況図（p.7）

Ⅴ-b 取材に対する回答（p.8〜 9）

Ⅴ-c 大阪府アライグマ捕獲等実施要領

（p.10〜 11）

15 分 Ⅵ 自然保護と市民 全体討議

15 分 Ⅶ 自然保護について学ぶ 自然保護に関する

用語や思想を学ぶ

Ⅶ-a 自然保護関連資料（p.12〜 13）

Ⅶ-b 法・条例資料（p.14）

5 分 Ⅷ ふりかえり 学習をふりかえる Ⅷ ふりかえり（p.15）

所用時間は大凡の目安です。学習の流れも必要に応じて柔軟に変更し実施してください。

制作 リンクス自然保護プログラム作成ユニット
文責 松本 朱実、木内 功（資料Ⅳ, Ⅶ-b）・井上 有一（資料Ⅶ-a）
図 乾 紗英子
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手順書 プログラムの進め方 外来種問題から自然保護を考えよう

各学習項目のローマ数字番号と同じ番号の資料を、その都度、学習者に配布して進めます。

Ⅰ オリエンテーション

オリエンテーション資料（配布資料Ⅰ）を配付し、プログラムのねらいと流れの概要（手順書「プロ

グラムのねらいと流れ」を参照）を説明してください。自然保護に関する互いの意見や価値観を自主的

に出し合い、交換し合う活動を重視したいことを確認します。そして、本プログラムの特徴は、外来種

問題を切り口に展開していることを伝え、つぎの学習項目（外来種とは）に移行します。

Ⅱ 外来種問題を学ぶ

外来種とは何か、そして問題とされている侵略的外来種による生物多様性への影響や、対策の動向（外

来生物法が 2005 年 6 月に施行）を、配布資料Ⅱを読みながら確認します。

Ⅲ アライグマについて学ぶ

まず、クイズシート（Ⅲ-a）だけを学習者に配布します。アライグマをどれくらい知っているかを確

認する作業として、クイズシートの絵に尾と足を描き入れてもらいます。

作図の時には、つぎの問いかけをして、詳細をイメージするよう促します。

「尾の長さや太さはどれくらいでしょうか？」

「足の指は何本ですか？どのような爪かも表現してください。」

あわせて、三者択一問題にも回答してもらいます。周囲の人たちと絵を見せ合ったり、話し合ったり

してもらい、楽しい雰囲気づくりになるようにしてください。作業が終わったらクイズの答え解説シー

ト（Ⅲ-b）を配布し、体つきの特徴（尾がふさふさしていて輪の模様がある、指が長く器用に使えるな

ど）、タヌキとの差異点、生態に関する情報（樹上も地上も利用できる、多様な食性、繁殖力など）、外

来種としての現状（生息分布範囲の拡大）を、資料を読み学びます。クイズを契機にアライグマの形態

や生態に関する知識を得て、その内容と関連させてⅢ-c の資料を読み、外来種としての問題や影響を考

えてもらうようにしてください。

Ⅳ アライグマがいて委員会

アライグマに関する認識を深めた後に、では、「アライグマが私たちの身の回りにいていいのだろう

か（いいんかい）」という課題で、会議を開催します。学習シートⅣを配布し、グループごとに進行役

を決めて討議を行ってもらいます。多様な価値観や意見を自由に出し合い、交換し合うことをねらいと

しています。（※別紙「委員会手順書（手順書Ⅳ）」を参照してください）

Ⅴ 大阪府における取り組み

委員会で意見を出し合った後に、では実際に大阪府ではどのような取り組みがなされているかを、資

料（学習シートⅤ）を読んで情報を得てください。図資料（Ⅴ-a）や取材内容（Ⅴ-ｂ）でわかる通り、

大阪府における農業被害の報告は平成14年度からですが、それ以前にも被害はあったとされています。

それからアライグマに対する認識が広がったこともあり、アライグマの出現報告や農業被害による捕獲
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頭数が急増しています。さらに農業被害だけでなく住居に侵入したり人体に影響を及ぼしたりする被害

も懸念されています。

大阪府では、市街地を徘徊するアライグマは放置されたペットとみなされるので、動物愛護法と鳥獣

保護法のどちらを適用するかで問題になったことがありました。そこでその対応として平成 16 年に

アライグマ被害対策検討委員会を設置し、大阪府独自の「アライグマ捕獲等実施要項」（Ⅴ-ｃ）を設け

ました。この要項では農林業被害があった場合だけでなく、生活環境汚染や生態系への被害、人体への

被害防止を目的にした捕獲も可能としています。

Ⅵ 自然保護と市民

大阪府における現状や実態を把握した上で、では自分たちがこの問題をどうとらえ、市民（個人、活

動団体）としていかに関与したらいいかを全体で話し合ってください。大阪府以外の住民であれば、自

分たちの地域での実態を調べたり情報を出し合ったりしてみてください。

Ⅶ 自然保護について学ぶ

討議の中で出てきたであろう、自然保護に関する思想や動向について、改めて資料（配付資料Ⅶ）を

読み学んでください。（※「自然保護資料手順書（手順書Ⅶ）」を参照してください）

Ⅷ ふりかえり

各自シート（学習シートⅧ）に書き込み、全体で感想を出し合ってください。
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手順書 アライグマがいて委員会 外来種問題から自然保護を考えよう

アライグマ（がいて）委員会を開きましょう

１委員会ワークシートを配布する前の準備

①設定は、アライグマの被害が発生している市町村で、行政がこの問題をどう対処するかを諮問委員

会に図るという設定です。参加者が委員になって構成されますが、意見交換が行われ易いように人

数は５人ぐらいから１０人ぐらいで編成してください。多い場合はグループを分けて実施させてく

ださい。グループ分けは、参加者が偏らないように編成しましょう。

②グループ分けなどに時間を取られないために、最初からテーブル配置などの設定でグループをテー

ブルごとに分けておくのも良い方法です。また、話しやすいようにテーブルやイスなどでグループ

が丸くなってメンバーの顔が見られるように配置しましょう。

２委員会ワークシートを配布し、委員会をはじめましょう

① 進め方を簡単に説明し、質問があれば受けてください。

※ 進行役を決めるのに時間をかけ過ぎないことや、一部の人だけが意見を言い過ぎないように

心がけるようにお話してください。

② 委員会にかける時間などを連絡し、各グループ毎にはじめてもらいます。

（その際には、議論の内容を全体発表することも伝えて置いてください）

３各グループ（委員会）の進行状況を回って確認しましょう

① 順調に議論が進んでいるか、グループを回って観察しましょう。

② 議論が熱くなりすぎてたら、正解を決める議論ではないので、様々な意見があることを大事にす

る旨などをさりげなくアドバイスしましょう。

③ 終了時間の少し前に終了時間がすぐの旨告げると共に、発表することも再度伝えましょう。

④ 議論内容と全体の時間を考慮して、時間の延長が必要であれば延長をつげましょう。

４グループの議論を発表してもらい全体に議論内容を共有化しましょう

① 各グループの発表内容を聞いて、ユニークな点や面白い視点など可能であれば発表内容などにコ

メントを入れましょう。
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手順書 配布資料のねらい 外来種問題から自然保護を考えよう

○北アメリカにおける「自然保護」思想の類型（ジョン・ロッドマンによる）

表題にもあるように、ロッドマンの分類は北アメリカの歴史的な展開を対象にしたものであるが、北

アメリカ征服後のヨーロッパ系住民には人間と自然を互いに分断された別々のものとして捉える傾向

が強く、そのような自然観を反映した分類になっている。4 番目のエコロジカルな感性には、やや違っ

た傾向が認められるものの、人間を自然から切り離された存在として捉えることから始まっている点に

おいては大きな違いはない。一方、里山のように地域の自然と人間の営みが一体化して完結した自然－

人間系を作り出すという状況が日本にはふつうに存在する。ロッドマンの分類には出てこない型の人間

と自然とのかかわりのあり方といえる。自然保護の観点から、こうした自然－人間系の劣化・破壊が問

題化している現在において、この配布資料では、（1）だけでなく（2）も強調して伝えたい。

（1）自然保護思想には、ロッドマンがいうような類型があり、それぞれの特徴をもつこと。

（2）「里山」のように、人間が生活のために介入した結果、形成・維持された自然もあるということ。

関連して、つぎのことを参加者に伝えることも重視したい。

（1）との関連

四つの自然保護思想は、それぞれが登場した時代には既成の考え方や価値と衝突する過激なものと

見なされるものであったが、ときの経過を経て、わたしたちの社会に無理のないかたちで活かされる

ようになってきている。たとえば、「資源保全」の考え方は今日の「持続可能な発展」概念を支える

思想であり、「原生自然保護、保存」の考え方は世界遺産（自然遺産）のゾーニング（保護地域の線

引き）の根拠になっている。

（2）との関連

「生物多様性国家戦略（新戦略）」において、日本における自然の危機をもたらす要因の三項目に

挙げられているように、自然保護とは人間の手をいっさい加えないことがいつも理想であるとは限ら

ない。とくに、今日の日本の里山における自然の崩壊や劣化のように、伝統的な生活様式を放棄する

ことに始まる人間の介入がなくなることが、自然を損ねる原因になることもあるという理解が求めら

れている。

○生物多様性（biodiversity）と自然保護

この配布資料で強調して伝えたいことは、以下の四点である。

（1）「生物多様性」の意味。とりわけ、生物種の数だけにかかわる単純な概念なのではなく、それぞれ

の土地の歴史性・固有性から理解すべき概念であるということ。

（2）今日、生物多様性保全とのかかわりで外来種問題が注目されているということ。新法も施行。

（3）日本の「生物多様性国家戦略」では、第三項目として、「自然再生」が強調されているということ。

新法も施行。保護といっても、積極的に人間が介入する「復元・再生」とが強調されてきていると

いうこと。

（4）特定外来種（侵略的外来種）の規制、自然再生事業の内容の妥当性や住民参加による意思決定の

あり方などをめぐり、利害や価値観の違いといったことから、これまでになかった問題が今日の課

題として現れてきているということ。


