
東アジア環境交流
助成先/企画名/活動内容

助成先：日中市民社会ネットワーク

（企画名）
屋久島プロジェクト「自然共生型社会の実現にエコツーリズムはどう貢献できるか――東ア
ジアの人的・知的ネットワーク形成に向けて」

（活動内容）
エコツーリズムの草分け的存在であり、自然共生型社会を長年模索してきた地域として、経験
と実践知、人材を育んできた屋久島。ここを最初の足がかりに、東アジア（本プロジェクトでは
主に日本と中国）で自然と人間の文化とのつながりを見直そうとするエコツーリズムの実践
者・関係者が情報を共有し、顔の見える交流を行い、東アジアにふさわしい「自然共生型社
会」の実現に向けてエコツーリズムの進化＝深化に結びつくようなネットワークを創出する。

■プロジェクト始動記念サロンin上海（2011年4月）
環境NGO、出版関係者、日本観光局上海事務所の担当者、旅行愛好者など20数人が参加し
た。屋久島プロジェクトの紹介、震災・原発事故後の日本観光やエコツーリズムに関する議
論、震災ボランティア活動の報告などを行った。

 ■屋久島プロジェクト視察ツアー（2011年6月）
10月のフォーラムに向けて、中国側のカウンターパートと5泊6日の屋久島視察を実施。屋久
島在住の環境保護活動家や芸術家、もと行政関係者と会談し、島の歴史、文化、自然環境に
ついて体験学習を行った。

■雲南三江併流地域視察ツアー（2011年8月）
屋久島プロジェクト関係者が雲南省の昆明、シャングリラ、梅里雪山及び白馬雪山自然保護
区を訪れ、現地の環境専門家及び実践家と交流した。

プロジェクト活動報告 http://csnet.asia/archives/8711

■ 屋久島雲南フォーラム（2011年10月）
中国から7名の参加者が屋久島を訪問、交流フォーラムで日中双方が各自の活動について発
表し、議論を交わした、その後はゴミ処理場を見学、エコツアーを体験した。

■屋久島コラムとメルマガ記事
2012年3月末まで、屋久島プロジェクトの特集コラムの記事は、今回の報告書を含めて合計日
本語12本、中国語11本をCSネットウェブサイトに掲載し、メルマガ記事は日本語・中国語とも
10本を発信した。

成果物

2011
年度

http://csnet.asia/archives/8711


1 雲南視察ツアー2012 報告：雲南視察
ツアー2012について：専門家の感想と
提言I

http://csnet.asia/archives/9941?cat_num

=485

2  雲南視察ツアー2012 報告：雲南視察
ツアー2012について：専門家の感想と
提言II

http://csnet.asia/archives/9943?cat_num

=485

3 「雲南・屋久島自然共生交流会」記事：
雲南西双版納（シーサンバンナ）植物
園 HP

4 白馬雪山エコツアー発展の道に思い
をはせる

http://csnet.asia/archives/10144?cat_nu

m=485

5 東アジアネットワークへ：韓国世界自
然遺産「済州島」の現状

http://csnet.asia/archives/13257?cat_nu

m=485

最終報告書

http://www.actbeyondtrust.org/wp-

content/uploads/2013/06/abt_2012report

_kankyokoryu.pdf

1 「東アジア地球市民村　2014」上海に
て開催

http://csnet.asia/archives/15748?cat_nu

m=485

2 メディア報道（上海社会組織 HP）

3 中央集権式発展に反対：星川淳さん
のインタビュー（復旦商業知識HP）

http://bk.fudan.edu.cn/d-1376283281072

4 Xを探す：塩見直紀さんのインタビュー
（復旦商業知識HP）

http://bk.fudan.edu.cn/d-1376283336475

5 『2014 地球市民村 in 上海』に参加し
て

http://csnet.asia/archives/16011

6 自然共生型社会を目指す：「東アジア
地球市民村２０１４in上海 」に参加して
by大友映男

http://csnet.asia/archives/15914

7 キラキラした目を持つ青年たち：「東ア
ジア地球市民村」参加者感想ｂｙ高木
晴光

http://csnet.asia/archives/15873

活動報告 http://csnet.asia/whoweare/activityreport

上海で友情を育くむ～東アジアの明る
い未来（ニュースレター平和の種）

http://www.actbeyondtrust.org/wp-

content/uploads/2014/06/abt_2013report

_csnet_03.pdf

最終報告書

http://www.actbeyondtrust.org/wp-

content/uploads/2014/06/abt_2013report

_csnet_01.pdf

2012
年度

2013
年度

助成先：日中市民社会ネットワーク

（企画名）
世界遺産地域を結ぶ市民協働：東アジアにおける自然共生型社会の実現をめざす人的・知
的ネ
ットワークの形成（Year 2）

（活動内容）
■2012年6月に、中国雲南省昆明市で「雲南・屋久島自然共生型社会交流会」を行い、30 人
以上のNGO関係者が参加した。その後、白馬雪山自然保護区と梅里雪山国立公園で視察ツ
アーを実施し、日本から現地入りした専門家が視察の成果を踏まえつつ研修ワークショップを
2回行った。保護区の職員や地域住民など約25人の受講生がワークショップに参加し、保護区
の環境教育という役割や地域活性化について議論を重ねた。専門家は視察の結果について
保護区への提言を報告書にまとめた。

■2013年1月に、中国環境NGO代表者3名を招き、屋久島視察ツアーを行った。うみがめ館や
ゴミ処理場などを見学し、自然体験ツアーに参加して島の自然環境を視察した。北京大学教
授、山水自然保護区センター設立者の呂植先生と上海益優青年服務センター代表の張寧さ
んがそれぞれの活動について紹介し、参加者と交流した。

助成先：日中市民社会ネットワーク

（企画名）
上海エコフェア2013：東アジア自然共生型社会の実現をめざす人的・知的ネットワークの形
成（Year 3）

（活動内容）
これまで行ってきた地域間交流から次のステップに進み、より多くの具体的な連携を生み出す
ために2014年3月8日～10日に上海で「東アジア地球市民村（準備ゼロ回）」を開催した。

初日の3月8日は、「半農半X」を提唱する塩見直紀さんの基調講演から始まり、自然教育、農
業と食、廃棄物、エコ建築、エコツアーなど様々な分野から参加するゲストたちによるスピーチ
やワークショップが三箇所で同時進行された。展示会では、出展団体のブースやゲストから集
めた推薦書を展示するコーナー、音楽パフォーマンスができるステージを設け、自然食品の青
空市場では、たくさんの地域住民が集まった。また、約100人の参加者は上海近郊にあるエコ
ビレッジの岑卜村を訪れ、農業や自然教育を行う都会からの移住者と交流た。
た。
3月9日は、中野民夫さんがファシリテーションを務めたワークショップを開催。「自分が関心を
寄せる環境問題」、「東アジアの環境問題」、「自分たちにできること」、「自然教育」、「有機農
業」、「食育」、「エコライフ」などが焦点となった。
3月10日は、30人が参加するスタディツアーを実施し、崇明島で自然農を実践する若者と交流
した。
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http://www.yicai.com/news/2015/03/4

588423.html

http://csnet.asia/archives/17373
2 教育で変化を、WWFが東アジア地球

市民村を応援（WWF China HP
2015/3/16）

http://www.wwfchina.org/pressdetail.

php?id=1596
3 映像：櫛田寒平が東アジア地球市民

村で「チョンチョに」を歌う（Kushida
Kampei/Youtube 2015/3/17）

https://www.youtube.com/watch?v=_l

tZNNm9dAg

4 「Slow is Beautiful-HOME報告会」
（HOME書房WeChat 2015/3/30）

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mj

M5MzY1MzQ1Nw==&mid=20487984

4&idx=2&sn=3a1f0096458e84e0381

0ad9863e3571e&scene=5
http://www.actbeyondtrust.org/wp-

content/uploads/2015/07/abt_2014report

_csnet_03.pdf
http://www.actbeyondtrust.org/wp-

content/uploads/2015/07/abt_2014re

port_csnet_04.pdf
6 東アジアの伝統知恵と理想の３Sの道

を探る（華会所生態環保基金会HP
2015/3/17）

http://www.octbay.com/detail.aspx?ci

d=1397

7 第1回東アジア地球市民村大盛況で
終了（愛可愛咨詢（上海）有限公司

http://www.iki-china.com/blog/1938

8 東アジア地球市民村準備ゼロ回映像
ショートバージョン

https://www.youtube.com/watch?v=itt

k3W5tmVI
https://www.youtube.com/watch?v=Koej4

3-Ew9s
https://www.youtube.com/watch?v=F

MfinzuRvpc
https://www.youtube.com/watch?v=HvLo

COJIz-A
https://www.youtube.com/watch?v=7HW

ufZvXvQg
https://www.youtube.com/watch?v=O

Elx4CS4JyQ
http://www.actbeyondtrust.org/wp-

content/uploads/2016/02/csnet_guidebo

ok_ja.pdf
http://www.actbeyondtrust.org/wp-

content/uploads/2016/02/csnet_guid

ebook_en.pdf
http://www.actbeyondtrust.org/wp-

content/uploads/2016/02/csnet_guid

ebook_cn.pdf

2014
年度

助成先：日中市民社会ネットワーク

（企画名）
「東アジア地球市民村 2015」実行委員会の設立および第 1 回東アジア地球市民村の開催

（活動内容）
東アジア地球市民村は、昨年、自然共生の社会を目指す市民同士の交流と連携の場として、
上海で準備ゼロ回を開催した。予想以上の反響とともに、新しいつながりもたくさん生まれて、
一年間、様々な交流が行われてきた。その波に乗り、2015 年 3 月 14～16 日に、同じ上海
で、「スロー、スモール、シンプル：アジアの英知と持続可能な社会」をテーマに、正式第一回を
大々的に行い、スローという発想はたくさんの共感を得て、前回を上回る大盛況だった。
参加者数は初日だけで 400 人を超え、地元の上海および周辺地域からの参加者がもっとも
多かったが、成都、雲南、福建、北京など遠方から来た方も少なくなかった。二年連続参加す
る人や、口コミで情報を得た人は多かったようで、この活動は必要とされていて、そしてその
ネットワークが広まったことを実感した。

1

白馬雪山国家自然保護区エコツアー
ガイドブック 日本語版 英語版 中国語
版

準備ゼロ回映像フルバージョン full
version 1 full version 2 full version 3

準備ゼロ回映像スタディツアー full
version 1 full version 2

東アジア地球市民村報告会資料：プレ
ゼンテーション、原稿（提供：HOME書
房）

引き算する知恵（『上海第一財経』
2015/3/20）（和訳
http://csnet.asia/archives/17373）
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10
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最終報告書
http://www.actbeyondtrust.org/wp-

content/uploads/2016/02/abt_2014re

port_csnet_01.pdf

2014
年度

助成先：日中市民社会ネットワーク

（企画名）
「東アジア地球市民村 2015」実行委員会の設立および第 1 回東アジア地球市民村の開催

（活動内容）
東アジア地球市民村は、昨年、自然共生の社会を目指す市民同士の交流と連携の場として、
上海で準備ゼロ回を開催した。予想以上の反響とともに、新しいつながりもたくさん生まれて、
一年間、様々な交流が行われてきた。その波に乗り、2015 年 3 月 14～16 日に、同じ上海
で、「スロー、スモール、シンプル：アジアの英知と持続可能な社会」をテーマに、正式第一回を
大々的に行い、スローという発想はたくさんの共感を得て、前回を上回る大盛況だった。
参加者数は初日だけで 400 人を超え、地元の上海および周辺地域からの参加者がもっとも
多かったが、成都、雲南、福建、北京など遠方から来た方も少なくなかった。二年連続参加す
る人や、口コミで情報を得た人は多かったようで、この活動は必要とされていて、そしてその
ネットワークが広まったことを実感した。

白馬雪山国家自然保護区の楽しみ方
（事例集） 日本語版 英語版 中国語版
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