
定款の事業名 No. 写真 事業名 詳細 時期 人数

1
稚咲内砂丘林再生

（町有林）

国立公園特別保護地区内のミ
ズナラの森再生に向けて、地
域の方と一緒に苗畑の除草や
植樹地の整備、苗木約400本
の植樹を行いました。

4-11月 130

2
稚咲内砂丘林再生

（国有林）

過去に植樹した苗木の確認、
下草刈り、湖沼の水位低下対
策を目的とした土のうの設置な
どを行いました。

11-12月 10

3 稚咲内海岸草原清掃

海岸に散乱している漂着ゴミを
清掃し、約2.7トンのゴミを回収
し、国立公園の美化に貢献し
ました。

5月 65

4
サロベツ原野・稚咲内

海岸清掃

パークボランティアと共催で海
岸清掃を実施しました。その
他、豊富町主催のサロベツ原
野、海岸清掃などに参加協力
しました。

6-10月 100

5
サロベツ川・ペンケ沼

清掃

カヤックを使用して湿原内を流
れるサロベツ川及び湿原中央
に位置するペンケ沼の清掃を
実施し、大量のゴミを回収しま
しや。

8月 10

6
サロベツ地域動植物

調査

サロベツ周辺で各季節に見ら
れる動植物情報を記録したほ
か、ガン・カモ類や猛禽類の調
査も行いました。

4-3月 50

7 外来種防除対策

サロベツ原野への外来種侵入
状況を把握するため、定期巡
視を実施しました。また国立公
園内のオオハンゴンソウ（特定
外来生物）などの外来種除去
を行いました。

6-10月 60

8 エゾシカ食害調査

近年、サロベツ地域でも増加し
ているエゾシカによって、湿原
の植物がどのくらい食べられて
いるのか調査しました。

7-11月 30

9
冬季エゾシカ対策

餌による誘引効果検証

増え過ぎてしまったエゾシカの
効率的な捕獲を行うため、食べ
物が少ない冬に餌による誘引
効果を検証しました。

1‐3月 30

10
エゾシカ生息および

移動実態調査

湿原周辺でのエゾシカの動向
を把握するため、自動撮影カメ
ラのデータ回収や、捕獲調査
に協力しました。

12-3月 70
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サロベツ及び
周辺の清掃、
植樹、並びに
自然再生に関
する事業

サロベツ及び
周辺の動植物
の生態や植生
及び自然再生
に関する調査
研究事業



11
なまら!!サロベツ∞クラ

ブ

地域の子どもたちにサロベツの
自然の面白さや素晴らしさ、大
切さを感じてもらう通年のプロ
グラムを実施しました。

5-3月 100

12 ラムサール関係

琵琶湖で開催されたラムサー
ル条約湿地の子ども交流事業
にサロベツから参加したほか、
関係する会議など出席しまし
た。

4-3月 10

13
講師派遣・人材育成・

研修受入

講演依頼や、講師派遣の依頼
を受け、ＮＰＯ職員がセミナー
や体験活動の講師を務めまし
た。

4-3月 100

14 サロベツ自然語講座

一般の方を対象に、サロベツ
の魅力をより深く楽しんでもらう
ため、座学と自然観察を組み
合わせた体験型の講座を実施
しました。

5-2月 100

15
高校生サブレンジャー

人材育成

高校生が夏休み期間中にサロ
ベツ湿原センターで行うガイド
活動や展示物作成作業を指
導、支援しました。

7-9月 100

16
大学生サブレンジャー

人材育成

大学生が夏休み期間中にサロ
ベツ湿原センターで行うガイド
活動や展示物作成作業を指
導、支援しました。

7-9月 100

17
自然再生協議会関係・

普及活動推進

自然再生協議会の事務局メン
バーの一員として、事務局業
務を分担し、サロベツ・エコ
モー・プロジェクトの推進を図り
ました。また、委託業務として
自然再生普及推進のための各
種イベントの企画・運営なども
行いました。

4-3月 -

18 豊富温泉活性化

豊富温泉利用者への滞在中の
サービス向上のため、豊富温
泉コンシェルジュデスクを窓口
とした星空観察会等を行いまし
た。

4-3月 100

19 フットパス整備

豊富町内の魅力的な地域資源
や人をつなぐフットパスづくりの
一環として、温泉周辺のショー
トコースの開設やイベント開
催、マップ作成を行いました。

4-3月 70

サロベツ自然
教室及びサロ
ベツ及び周辺
に関するセミ
ナーやシンポ
ジウム開催に
関する事業

サロベツ及び
周辺の地域活
性化に関する
事業

サロベツ及び
周辺のガイド
等の育成に関
する事業



20
サロベツ湿原センター
管理運営・案内解説

施設の開閉館作業や、案内解
説、清掃、除雪など、維持管理
に必要な各種作業を行いまし
た。

4-3月 -

21
サロベツ湿原センター

特別展示物作成

サロベツ湿原に関わりの深い
人物を紹介したり、研究内容を
紹介するコーナーを設置しまし
た。

6-3月 15

22
サロベツ地域木道維持

管理

一般の利用者が利用する木道
を定期巡視し、看板の清掃、草
刈りなどの維持管理作業を行
いました。

6-12月 30

23 調査用木道維持管理
落合などの調査用木道を定期
巡視し、草刈りなどの維持管理
作業を行いました。

6-12月 30

24 円山園地植生管理

サロベツ湿原センター周辺の
植生回復を図るため、植生調
査や湿原植物の栽培と植栽、
ササ刈り払い作業等を行いまし
た。

5-12月 50

25 郷土資料室資料整理
豊富町郷土資料室の収蔵品
約900点に番号やラベルと付け
て、リストを整理しました。

10-3月 60

サロベツ及び
周辺に関する
情報の提供と
ネットワークの
形成事業

26
ニュースレター発行・

ホームページ維持管理

サロベツの自然、およびサロベ
ツ・エコ・ネットワークの情報を
発信するために年4回ニュース
レターを発行し、ホームページ
を随時更新しました。

4-3月 -

27 物品販売
湿原センターで図鑑や写真集
などを販売しました。

4-3月 -

28 レンタル
長靴やスノーシュー、双眼鏡な
ど、自然観察に必要な物品を
貸し出しました。

4-3月 30

29 ガイド
サロベツを訪れる観光客を対
象に木道をガイドし、サロベツ
の魅力を伝えました。

4-3月 250

30
法人設立10周年

記念事業

サロベツ・エコ・ネットワークの
法人設立10周年を記念して、
写真パネル展・記念誌製作・祝
賀会を開催しました。

8-3月 50

その他、目的
を達成するた
めに必要な事
業

サロベツ及び
周辺の自然及
び環境に関す
る施設管理・
維持管理受託
事業


