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 国営総合農地防災事業サロベツ地区を実施している豊富町では、ＮＰＯ法人「サロベツ・エ

コ・ネットワーク」が地域の様々な課題に取り組み、『人も自然も共に元気な地域づくり』に

貢献している。また、豊かで美しいサロベツを次世代に引き継ぐことを目標に行政機関や地域

住民、各種団体と連携し地域に根ざした活動を続けている。 
 本報では、当該ＮＰＯ法人を中心とする活動について紹介する。 
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1.  はじめに 

稚内開発建設部で事業を実施している国営総合農地防

災事業サロベツ地区（以下「サロベツ地区」という。）

は、宗谷管内西部の天塩郡豊富町に位置しており、地域

農業は主に酪農を専業とした経営が展開されている。 
この地域では、近年、泥炭地特有の現象である地盤沈

下の進行により、農業用排水路では耕地面が下がること

で排水路断面が狭小となり、降雨時に排水路からの溢水

が農地に湛水する。また、排水路が浅くなることで、暗

渠からの排水が適切に行われずに地下水位が常時高い状

態（過湿）となり、牧草の品質低下や収量減となる被害

が発生している。 
農地では、不陸（凹凸）の発生や埋木の露出、過湿状

態での泥濘化により農作業機械の能率が低下し、生産コ

ストが増大するなどの被害が発生している。 
サロベツ地区は、これら農地及び農業用排水路の機能

回復を目的に、農地4,504haを対象として農地保全工及

び農業用排水路の整備を行っている。 
一方で、サロベツ地区の整備対象となっている農地は、

利尻礼文サロベツ国立公園に指定されているサロベツ湿

原と隣接している箇所があることから、自然再生推進法

に基づいた「自然再生事業」としての取り組みも行って

いる。 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  サロベツ湿原 

サロベツ湿原は天塩川支流のサロベツ川下流域に位置

し、低地における高層湿原としては日本最大の規模で、

その面積は、約6,700haである。 

昭和49年には「利尻礼文サロベツ国立公園」に指定さ

れ、平成17年にはラムサール条約湿地に登録、自然環境

が高く評価されているものの、周辺環境の変化とともに、

乾燥化の進行や湖沼への土砂堆積など環境や生態系への

影響が課題となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  上サロベツ自然再生協議会 

サロベツ湿原のうち豊富町に位置する上サロベツでは、

「湿原と農業の共生」を基本理念とし、自然再生推進法

に基づく「上サロベツ自然再生協議会」が、地域住民、

地元農業者、学識経験者、関係行政機関、地方公共団体、

地元ＮＰＯなどの53の個人および団体が参加して、平成

17年に設立された。 

平成18年には協議会での多様な議論を経て「上サロベ

ツ自然再生全体構想」を策定。稚内開発建設部が事業実

施するサロベツ地区では、豊富町、サロベツ農事連絡会

議（地元農業者）と連携して、農業と湿原の共生に向け
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サロベツ地区 

図１ サロベツ地区位置図 

写真１ サロベツ湿原 
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た取り組みとして、農業用排水路の整備に併せて地下水

位の急激な低下を抑制する緩衝帯及び土砂などの流入を

防止する沈砂池の設置を柱とする自然再生実施計画書を

取りまとめ、サロベツ地区において、「自然再生事業」

として取り組むこととした。 

協議会はその内部組織として、再生技術部会と再生普

及部会を設置し、再生技術部会は上サロベツの自然再生

事業を効果的に推進するための技術的手法に関する事項

などを協議するもの。再生普及部会はサロベツ湿原の適

正な保全と利用の推進ならびに自然再生を活用した環境

教育、市民参加、情報の発信および提供などに関する事

項を協議するものとしている。 

再生普及部会では、自然再生の推進に必要なことを

「自然再生普及行動計画」として策定し、自然再生に係

る地域の活動を普及行動計画の３つの役割（湿原の自然

再生、農業の振興、地域づくり）に位置付けて、これら

を推進することとしている。 

普及行動計画の３つの役割に位置付けた地域での活動

は「サロベツ・エコモー・プロジェクト」と名付けられ、

活動実施者を「エコモー★メンバー」、活動実施者をサ

ポートする再生普及部会会員を「エコモー★サポータ

ー」として、各種のイベント等も開催しており、ＮＰＯ

法人サロベツ・エコ・ネットワークもその一員として参

加している。 

 

4.  ＮＰＯ法人サロベツ・エコ・ネットワーク 

ＮＰＯ法人サロベツ・エコ・ネットワーク（以下「Ｎ

ＰＯサロ・エコ」という。）は、これまでに述べてきた、

自然再生推進法に基づく上サロベツの自然再生を普及す

る役割を担う推進組織として、平成16年５月に結成され、

今年度10周年を迎えている。 

法人の目的は、サロベツ及び周辺地域に対して、自然

環境保全、調査研究活動及び自然環境教育活動を通して、

自然と人間との共生の大切さを広く啓発し、併せて地域

の発展、町の活性化に寄与し、サロベツ及び周辺の豊か

で美しい自然を次世代に引き継ぐこととしている。 

また、事業内容は以下のとおり。 

(１) サロベツ及び周辺の清掃や植樹、並びに自然再

生に関する事業 

(２) サロベツ及び周辺の動植物の生態や植生及び自

然再生に関する事業 

(３) 豊富自然学校の開催に関する事業 

(４) 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の開催に関する事業 

(５) サロベツ及び周辺の自然と農業との共存に関す

る事業 

(６) サロベツ及び周辺のガイド等の育成に関する事

業 

(７) サロベツ及び周辺の地域活性化に関する事業 

(８) 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 

(９) 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 

(10) 関係機関、団体への提言 

(11) その他、目的を達成するために必要な事業 

以上の事業内容にあるとおり、サロベツ地域の環境美

化や自然環境調査及び環境教育活動を継続すると共に、

地域参加型の事業として、住民と協働でサロベツ湿原の

海岸部に位置する稚咲内（わかさかない）砂丘林の再生

を図る植樹事業を展開し、また、普及啓発活動として各

種シンポジウムや地域の文化祭等にも積極的に参加して

いる他、サロベツ湿原センターの運営管理業務も請け負

うなど、これまで様々な活動を行っている。 

当初は「上サロベツの自然再生を普及する役割を担う

推進組織」として設立したＮＰＯ法人であったが、現在

では、法人の進める環境保全活動や環境教育活動にとど

まらず、地域住民による地域活性化の活動との有機的な

連携によりそのネットワークは拡大を続けている。 

以下にＮＰＯサロ・エコの具体の活動や、他の活動団

体との連携について紹介する。 

 

(1) 稚咲内砂丘林再生活動 

国立公園特別保護地区に指定されている稚咲内砂丘林

は、その一部で樹林帯が欠損した場所があり、自然景観

の劣化や風雪による町道の交通障害で住民生活に支障を

きたしていることから、平成17年度より在来の自生する

ミズナラの苗木育成や植樹活動を行っている。 

参加者は、同地域の町内会（稚咲内町内会）、町内か

らの一般参加者、ＮＰＯサロ・エコ、豊富町他関係行政

機関等で、平成25年度は町教育委員会とも連携して、子

供から大人まで幅広く57名がイベントに参加している。

また、植樹活動の後には、昼食会を行うなど参加者同士

の交流の機会もあり、特に稚咲内町内会は農業者、漁業

者が多く住んでいる地域であることから、他業種の地域

住民との新たなコミュニケーションも図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) とよとみフットパス 

サロベツフットパス利活用プロジェクトチーム、豊富

町教育委員会とＮＰＯサロ・エコの共同開催企画で豊富

町内の自然公園から豊富温泉までの約７kmのフットパス

写真２ 稚咲内砂丘林再生活動での集合写真 
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を歩く企画で、町内や近隣市町村からの参加者の他に、

豊富温泉の全国からの湯治客も参加している。 

共同企画は３者となっているが、豊富町商工会や豊富

温泉地域で活動を行っている「温泉おたすけ隊ねこの

て」や、「わが村は美しく」北海道運動の応募団体でも

ある「農村生活文化伝承をすすめる会」とも連携して、

郷土食の提供などのサポートを行っており、町内で活動

している他団体との連携が確実に広がりを見せている。 

また、豊富温泉地域の活性化や豊富温泉の湯治客、観

光客を主な対象とした活動としては、温泉体験プログラ

ム星空観察会を年に５回程度開催しており、湯治客など

の余暇の使い方を提案するなど、サロベツの自然や歴史

の魅力を知って頂くイベントも開催している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) サロベツ・エコモー・ツアー 

行政機関と連携した活動で、ＮＰＯサロ・エコは自然

ガイドや受付窓口などを引き受けている。年間３回程度

開催しており、ツアーメニューはサロベツ湿原を探訪す

る内容が主で、時期によっては定員を超える応募がある。 

また、時には湿原に隣接する酪農家宅に伺い、酪農経

営の実態や湿原との共生について話を伺うなどの取り組

みも行っており、地域の酪農家と豊富町内外の参加者と

のコミニュケーションや地域農業への理解促進も図って

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) その他の活動 

ＮＰＯサロ・エコでは、上記の他にも様々な地域活動、

連携を図っているので、以下に列記する。 

a) 稚咲内海岸草原ゴミ清掃 

利尻礼文サロベツ国立公園パークボランティア

の会とＮＰＯサロ・エコの共同主催で行っており、

一般参加者を募って開催している。豊富町内に限

らず、近隣市町村からの参加者もあり、年々参加

者も増えている。 

b) サロベツ次世代環境リーダー育成事業 

ＮＰＯサロ・エコでは、毎月１回程度、地域の

小学生を対象とした環境教育活動「なまら!!サロベ

ツ∞クラブ」を実施。身近なサロベツの自然を学

ぶ野外活動や、他地域との交流・研修活動や自然

体験活動を継続的に行っている。 

また、全国で開催されるKODOMOラムサール交流会

に毎年参加するなど、継続的に交流実績を積み重

ねてきている。 

 

以上のように、本来の活動に加えて、他の活動団体を

巻き込んだネットワークの広がりには目を見張るものが

あり、それぞれの団体が生き生きと活動し、それらが相

互に刺激し合い、また新たな活力となっていることが見

て取れる。 

このような、「流れ」が生まれてきた状況を定性的で

はあるが分析すると、 

①ＮＰＯ法人のメンバーが、地元出身者のみではなく、

域外からの若者を含んだ構成となっており、自由な発

想と行動力を有していること、（若者、よそ者） 

②既存の活動団体も域外の若者の意見を素直に取り込み

地域の魅力の再発見につなげていること、（排他的で

ない） 

③各団体ともあまり大きな目標を掲げず、自分たちので

きる範囲で緩やかに取り組んでおり、無理がないため

に活動に継続性が生まれていること、（無理をしない、

身の丈にあった行動） 

④それぞれの団体の活動内容が共有されており、不足し

ているところを補完し合える関係が構築されているこ

と、（お互いをあてにできる関係） 

など、従来から言われる町おこしの基本がそこにしっか

りあることが窺われた。 

 

5.  おわりに 

本報告では、上サロベツの自然再生を普及する役割を

担う推進組織として結成されたＮＰＯ法人が、地域の中

で活動を行うとともに、地域住民や他の活動団体と連携

することで、地域の活性化が図られ、これからも広がる

可能性を大いに秘めていることを紹介した。 

農村地域の活性化では、地域の農業者自らが寸暇を惜

しんで活性化の主体となったり、活動を広げていく手立

てを模索するなど苦心が続いている。 

一方で、本地域のように、無理に農業者が主体ではな

くとも、ＮＰＯ法人が核となって様々な活動団体とネッ

トワークを形成している事例もある。 

農村地域においても農業者側からの視点ばかりではな

く、違う視点から地域を見直すことが地域の魅力を再認

写真３ とよとみフットパス 

写真４ 酪農家宅でお話を伺う様子 
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識することに繋がると考えれば大いに参考になる。 

今後、展開される農業農村整備事業の実施地域におい

て、農業基盤の整備に加えて、地域活性化に向けて、地

域住民の理解と協働のもとに生き生きとした地域活動が

展開され、事業の円滑な実施と事業効果の持続的な発揮

がもたらされる一助となればと考えている。 
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