
Ⅰ．今年度の活動の経緯

1. これまでの活動の成果

昨年度，長崎大学と協働で 4回の保全活動を

行い，うち 2回は本助成により地域の住民に参

加を呼びかけた．このとき同時に長崎大学環境

科学部より服部准教授を招き，環境教育を目的

とした地域の児童を対象としたイベントも並行

して行った．これらのイベントの広報活動や実

施時のマスコミ取材などにより，田代原草原の

価値が広く喧伝されたと同時に保全活動が地域

住民に認知された．イベントの参加者は，ミヤ

マキリシマ Rhododendron kiusianum周辺の除草

作業を通して草原環境や，そこに生息する昆虫

類の生態に対して理解を深めた．

2. 今年度の活動目標

今年度は，昨年度の成果を生かし，NPO法

人の活動をより広く喧伝するために，引き続き

イベントの企画，広報資料の作成，地域の大学

との連携を行なうことを目標に活動を行なっ

た．

まず，保全活動を行った事でミヤマキリシマ

に陽が当たり成長を促したことを実感してもら

えるよう，今年度は 5月の開花時期に「ミヤマ

キリシマをまもろう」イベントとして，保全活

動と環境教育を企画した．

次に，（一社）建設コンサルタンツ協会の協

力のもとドローン撮影を実施した．これにより

ミヤマキリシマの開花の様子を記録に残し，今

後の広報資料に活用することとともに，動画を

SNSで発信することを目指した．

さらに，長崎大学環境科学部と一体的に研究・

保全活動に取り組むことにより，長崎大学にお

ける「ミヤマキリシマの効果的な保全活動のあ

り方」の研究と連携し，今後の効率的な保全活

動の展開のあり方や，限られた人的資源による

効果の最大化の方策を検討するようにした．

Ⅱ．今年度活動実績

1. 道具の購入

保全活動を実施する時に，伐採木などを運ぶ

リヤカーなどが不足しており，これらを購入し

た．
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2. 検討会を実施

長崎大学環境科学部の野外活動の一環として

学生を中心に，（一社）建設コンサルタンツ協

会と協力し田代原草原での保全活動について検

討するワークショップを行った．その際，「地

域住民」「企業や団体」「学生」3つのターゲッ

トを設定し，保全活動へのボランティア参加を

募るための効果的な広報活動について検討し

た．このワークショップでは，今年度のイベン

トは子どもや初めての参加者も楽しめるように

目標を設定し，討論を行なった．その結果，草

原で実際にミヤマキリシマの開花を見ながら田

代原草原の魅力や価値が体験できる自然教室と

して「草原スタンプラリー」と「保全活動」を

行うこととした．

また，「田代原草原」「ミヤマキリシマ」「保

全活動」へ興味を持つように広報資料を作成す

る検討会を行った（図 1）．

3. 長崎大学の学生研究への協力

長崎大学環境科学部の服部准教授が主宰する

進化生態学研究室の学生 2名によって，これま

で NPOが行ってきたミヤマキリシマの保全活

動の効果検証と，田代原草原の草本植物の多様

性調査が行なわれた．その結果，保全活動によっ

てミヤマキリシマの成長が促進されていること

が明らかになった．また，田代原草原は，人の

手がはいっているにもかかわらず侵略的な外来

種による侵入が観察されず，以前からの生態系

が維持されていることが観察された．これらに

より，これまで行なってきた保全活動の効果が

実証され，今後より一層効果的な保全方法を検

討するための材料を得ることができた．

4. 今年度行なった広報活動

1）2018年 11月 18日，島原半島の児童を対象

とした「森林のつどい」イベントで，服部准

教授による環境教育と NPOによる活動紹介

を行なった（図 2）．

2）2019年 3月 2日，長崎県森林ボランティア

センターによる森林ボランティア団体合同の

研修会に参加した．この研修会において長崎

県内の森林ボランティア団体へ活動紹介とイ

ベント告知を行なった．

3）2019年 3月 8日，田代原風致探勝林連絡協

議会での会合において構成員である長崎県，
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図 1　広報資料の検討会の様子

図 2　「森林のつどい」イベントでの環境教育と活動紹介の様

子



JA，環境省，林野庁，島原半島観光連盟，

雲仙市の担当職員へ広報協力依頼を行なっ

た．

4）2019年 3月 26日，FM長崎のラジオ番組に

長崎大学服部准教授とゲスト出演をした．番

組内で NPOの活動紹介とイベント告知を行

なった．

5）イベントチラシに雲仙市，雲仙市教育委員

会の後援許可を取り，学校，島原半島の図書

館，公共施設へポスター掲示など広報活動を

行なった（図 3a，b）．

6）新聞 3紙イベント記事掲載．

7）SNSによる広報活動．

5. イベント準備

1）長崎大学ボランティアサークル　First 

Penguinの協力で，イベントチラシ，スタン

プラリー，スタンプラリー用の消しゴム製ハ

ンコの作成を行なった（図 4）．

2）イベント当日は雨天予報となったため，前

日の 5月 17日に（一社）建設コンサルタン

ツ協会によりドローン撮影を行なった（図 5）

6. イベント報告

1）ミヤマキリシマをまもろうイベント（2019

年 5月 18日開催）

本イベントは合計で，47名の参加者があっ
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図 3a　NPO活動紹介の広報資料

図 3b　「ミヤマキリシマをまもろう」イベントチラシ

図 4　長崎大学ボランティアとイベント準備の様子



た（大学生 21名，一般参加者 14名，講師お

よび関係者 12名）．

午前中は，初めて参加する大学生参加者に

むけて林野庁，環境省より田代原についての

講義が行なわれた．

午後は，一般参加者とともに草原スタンプ

ラリーと保全活動の予定だったが，風雨が激

しくなったため安全面を考慮し，保全活動は

中止した．しかし，短時間とはなったが参加

者とともに草原に入り，服部准教授によるミ

ヤマキリシマと周辺の草原の観察を行った．

昨年度に保全活動を行った参加者は，ミヤマ

キリシマ周辺の除伐作業によってミヤマキリ

シマが開花した様子を見ることが出来た．ま

た，初めての参加者は，ミヤマキリシマの葉

の特徴を学び，他のツツジとの見分け方や周

辺の植生を学んだ．

また，保全活動の代わりに，服部准教授に

よる講義を室内で行った．国内外での深刻な

生態系の変化による環境破壊の実態や，環境

保全の重要さの講義を通して，参加者には田

代原草原でのミヤマキリシマ保全活動の歴史

や重要性と今後の保全活動や環境教室に参加

を呼びかけた（図 6a，b）．

7. ドローン撮影

（一社）建設コンサルタンツ協会の協力でド

ローンによる撮影を行った．これにより上空か

ら草原の様子を確認し，草原の森林化の現状や

ミヤマキリシマを確認できた．

現在の田代原草原での主な保全活動は，放牧

牛の行動範囲を広げる為にノイバラなどトゲの

ある植物や，ミヤマキリシマを被圧するツゲな

ど成長の早い植物を刈り取ることである．その

保全活動の様子を撮影した動画と，5月にミヤ

マキリシマが咲いている様子を上空から撮影し

た 2種類の動画を編集することで田代原の魅力

を引き出し，観光客の増加を目指した．この動

画は，SNS（http://www.okuunzen.org/）にて配

信中である（図 7a，b）．
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図 5　ドローン撮影 図 6a　イベントでの講義風景

図 6b　イベント参加者によるミヤマキリシマの観察



Ⅲ．助成の成果と今後の課題

1. 長崎大学との連携の強化

1）長崎大学や（一社）建設コンサルタンツ協

会との検討会によって，学生や企業の視点に

よる田代原草原の魅力や保全活動や広報活動

の改善点が判明した．この検討会で出された

多くのアドバイスは，広報資料やイベント内

容に反映することで，これまで以上に田代原

の魅力を各方面に喧伝できたと考えている．

また，長崎大学のボランティアサークル

First Penguinにより大学内外に保全活動やイ

ベントの参加を呼びかけてもらい，様々な面

で NPO活動の人手不足に協力を得ることが

出来た．

2）　服部准教授の主宰する研究室の学生が行

なった研究と連携し，田代原の生態系の維持

を目指した．まず，学生の研究により田代原

の草本植物の種多様性が明らかになった．こ

の研究では，ただちに生態系に影響をおよぼ

すような侵略的な外来種の侵入は確認できな

かった．しかし，今後保全活動の拡大に伴い，

参加者による外部からの侵略的外来種の持込

が懸念されるため，対策が望まれた．

また，ミヤマキリシマの保全効果の検証を

共同で行なった．保全活動を積極的に行なっ

た場所では，他の場所よりもミヤマキリシマ

の成長が，成長量の絶対量としてはわずかで

はあるものの優位に促進されていたことが明

らかになった．今後は，よりミヤマキリシマ

の成長を促すことのできるような保全方法を

探る必要がある．

Ⅳ．ドローン撮影による効果

1）森林化が進む場所については入ることが出

来ず，また草原地域が広大なため把握できな

い場所もあった．しかし，上空からの撮影に

より，田代原の現状の大部分を把握する事が

できた．これをもとに今後の保全活動の計画

や検討の材料とした．得られたドローン動画

は，訪問者や協力者を獲得できるよう田代原

の魅力を引き出す編集を行った．これにより

ミヤマキリシマの開花した風景や NPOの活
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図 7a　NPOのホームページ上でドローン動画紹介

図 7b　ドローンによる上空からの田代原草原の写真



動を紹介できるようにした．作成した動画は，

現在 SNSで配信中であり，誰でも閲覧する

ことが可能になっている．このような動画は，

これまで認知されてこなかった田代原の周知

につながると考えている．

Ⅴ．広報活動の拡大成果

1）日本自然保護協会の「自然保護大賞」に入

選した．

2）島原半島世界ジオパーク協議会の行動計画

改定において，ジオパークにおける保全活動

実施団体として「保全」グループコアメンバー

として選ばれた．ジオパークと共催で保全活

動を行う事が決まった．

3）地域の自治体団体と「田代原風致探勝林連

絡協議会」との連携により，後援協力など公

共施設や学校への広報活動が改善した．

Ⅵ．今後の課題

1）今回の助成により広報資料を作成すること

ができた．これにより，「ミヤマキリシマ」

や「田代原草原」の認知の拡大を図ったが，

希少な植物や地域を保護する保全活動の意義

が地域に浸透しておらず，地域住民の環境保

全に対する関心が低い事が分かった．そこで，

来年度は絶滅危惧種や環境保全に詳しい外部

からの専門家を招き，地域と共に学ぶ機会を

設けることになった．

2）広報資料の改善

今年度に確認できた保全活動の成果は地域

の財産である．今後も持続的に活動を続け，

ボランティアを募る為には今回の成果を反映

した広報資料を作成する必要がある．田代原

草原の魅力や価値を NPOの活動だけではな

く，招請する外部講師や協力関係を得られた

島原半島世界ジオパーク，地域の関係者の協

力を得て新たな広報資料を作成し，地域と共

に活動を広めていく予定である．

3）保全活動の効率化

来年度も（一社）建設コンサルタンツ協会

の協力のもと，ドローン撮影を予定している．

昨年度の映像と比較して，効果的な保全活動

の進め方を検討していくにあたり，長崎大学

環境科学部服部准教授研究室との連携も継続

していく．その研究成果をもとに田代原にお

ける草本植物図鑑を独自に作成し，訪問者へ

の資料とするとともに外来種が侵入した際に

これまで存在した種との区別に利用する．
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