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認定 NPO法人共存の森ネットワークの活動指針 

 

当 NPO は、「聞き書き甲子園」の活動と、この事業に参加した経験をもつ卒業生有志からはじまった

「共存の森」と呼ぶ活動を母体に生まれました。 

森とともに生きてきた先人たちの伝統的な暮らしの知恵や技の集積の中に持続可能な社会の基本が

あることを見据えながら、人と自然・人と人との「共存」を基本とした社会づくりと、新たな価値観の創造に

寄与することを目的としています。 

そのために、当 NPO は「聞き書き甲子園」の運営をはじめ、「閉じられた生態系－地球－」の上で全

人類と他の生物が共存するための「人づくり」、「森づくり」、「地域づくり」、「情報発信」等、様々な活動を

展開していきます。 

これらの活動を末永く続けていくことが、持続可能な社会の構築への一歩と考えます。そのためには、

大人たちから若い世代へ、若い世代から大学生・高校生へと、世代をつないでいくことが重要です。 

当 NPO の活動は、「聞き書き甲子園」に参加した経験をもつ卒業生、あるいは「共存の森」の活動に

参加する学生等、若者たちを中心とした活動へと引き継いでいきたいと思います。 

そのために、現在は当 NPO の活動基盤の強化を図ることが必要ですし、会員の皆様と共に活動全

体の将来像をしっかりと考え、共有していかなければなりません。 

皆様の引き続きの御指導、御鞭撻をお願い申し上げます。 
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2012年度事業報告 ＜2012年 5月 1日～2013年 4月 30日＞ 

 

概要  

 

当 NPO は、「聞き書き甲子園」の取り組みを通じた青少年育成事業と、その卒業生等の有志によって

行われる「共存の森」の活動を中心とした森づくり事業、地域づくり事業、普及啓発事業等を実施していま

す。本年度は、NPO発足から 6年目となりますが、この間の皆様の御支援、御協力に対し、厚く御礼申し

上げますとともに、ここに 2012年度の活動概要をご報告いたします。 

 

1． 人の暮らしと自然をテーマとした青少年等に対する学習・教育事業 

 

当NPOの活動の柱である「聞き書き甲子園」は、2012年度 11回目の開催となりました。全国から 100

名の高校生が参加し、「森の名手・名人」へ 80名、「海・川の名人」へ 20名の高校生が「聞き書き」を行い

ました。2013年 3月に東京で開催した「第 11回聞き書き甲子園フォーラム」には、100名の高校生に加

えて、インドネシアでの「聞き書き」プロジェクトに参加したボゴール農科大学附属コルニタ高等学校の生

徒 6名も参加し、交流を行いました。 

 

2． 「共存」を基本とした社会の実現をめざす森づくり事業 

 

「聞き書き甲子園」の卒業生有志や大学生を中心に、各地で展開している「共存の森」の活動は、福岡

県八女市矢部村の活動が加わり、全国 6地区 7地域の農山漁村で活動を行いました。 

また、キヤノンマーケティングジャパングループの「未来につなぐふるさとプロジェクト」の協働パートナ

ーとして、北陸地区及び山形県飯豊町で活動を実施しました。 

 

3． 「共存」を基本とした社会の実現めざす活動の普及・啓発事業 

 

昨年度に引き続き、日本国内の学校や地域において「聞き書き」活動の支援を行うとともに、本年度か

ら石川県世界農業遺産活用実行委員会より「能登の里山里海人の知恵の伝承事業」を受託。能登半島

の高校生による、「能登の里山里海人」への「聞き書き」を実施しました。 

また、「聞き書き」を海外へ普及するために、SATOYAMA イニシアティブ国際パートナーシップ事務局

（IPSI）、国連大学高等研究所、環境省とともに「聞き書き」の英語版テキストを作成。トヨタ環境活動助成

プログラムの支援により、インドネシアにおける「聞き書き」プロジェクトを実施しました。 

なお、2010 年度からスタートした「なりわい創造塾」は、埼玉県小川町をフィールドに第 2 期 2 年目の

活動を実施。14名の受講生が 2年間のプログラムを修了しました。 

 

4． 「共存」を基本とした社会の実現をめざす地域づくり事業 

 

昨年度に引き続き、林野庁補助事業「森林総合利用推進事業」を受託し、自立的・継続的な里山整備

とその利活用のモデル構築とともに、里山林の再生と利活用に取り組むための手引書を作成しました。 

また、東日本大震災からの復興支援の一環として株式会社ファミリーマートの支援により、岩手県大槌

町吉里吉里地区において被災地ボランティア・ツアーを実施。首都圏を中心に 110名の方に参加いただ

きました。 
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Ⅰ 組織 

 

1．会員（2013年 4月 30日現在） 

 一般会員 ユース会員 法人・団体会員 

正会員 45 49  

賛助会員 27人 45口  3社 7口 

※ユース会員……満 23歳未満で正会員となる方 

 

 

 

2．役員（敬称略） 

体制表 

役職 氏名 所属 

理事長 澁澤 壽一 NPO法人樹木・環境ネットワーク協会理事長 

副理事長 前川 洋平 東京農業大学学術研究員 

理事・事務局長 吉野 奈保子 「聞き書き甲子園」実行委員会事務局 

理事 宮本 芳樹 株式会社ファミリーマート専務取締役 管理本部長 

理事 竹田 純一 里地ネットワーク事務局長 

理事 あん まくどなるど 上智大学大学院地球環境学研究科教授 

理事 木村 尚 NPO法人海辺つくり研究会理事・事務局長 

理事 中山 幹生 東京農業大学農山村支援センター研究員 

理事 稲本 朱珠 同志社大学 4年生 

理事 工藤 大貴 慶應義塾大学 2年生 

理事 神保 大樹 京都大学 4年生 

監事 河合 和香 株式会社ホーム社勤務 

監事 中村 昌代 有限会社釜屋勤務 
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Ⅱ 事業 

 

1．人の暮らしと自然をテーマとした青少年等に対する学習・教育事業  

 

① 第 11回「聞き書き甲子園」の開催 

「聞き書き甲子園」は全国から選ばれた高校生が、森や海・川に関わる様々な分野で活躍する「名手・

名人」を訪ね、その知恵や技、ものの考え方等を「聞き書き」して記録する活動です。 

 第 11 回からは環境省も主催に加わり、農林水産省、文部科学省、公益社団法人国土緑化推進機構、

公益社団法人全国漁港漁場協会、全国内水面漁業協同組合連合会と当NPOの７者で構成する実行委

員会が主催し、企業・団体からの寄付や協賛金、公益社団法人日本財団の助成金により実施しました。 

2012年 8月 11日から 14日まで都内で事前研修の実施により「聞き書き」の手法を学んだ後、高校生

は「森の名手・名人」80名、「海・川の名人」20名への「聞き書き」取材を行い、作品をまとめました。 

また、2013年3月30日には東京都江戸東京博物館にて成果発表を兼ねたフォーラムを開催し、作家

の浜田久美子氏による基調講演や代表高校生と名人が聞き書き体験を語るインタビューを披露しました。

また、トヨタ環境活動助成プログラムにより実施したインドネシアでの「聞き書き」に参加したボゴール農科

大学附属コルニタ高等学校の学生が来日し、その成果を発表しました（同取組の詳細は 8頁参照）。 

 フォーラム翌日には、当 NPO の理事である木村尚氏が海と自然再生に関する講義を行い、その後、

「海の森」（中央防波堤内側埋立地）にて植樹活動を行いました。 

なお、本年度も「聞き書き甲子園」の OB・OG からなる学生スタッフが事前研修やフォーラム等の開催

を支援し、参加高校生のサポートを行いました。 

 

②  FOXFIRE倶楽部の開催 

「聞き書き甲子園」の運営に関わる行政、NPO、協賛協力企業・団体等が一同に集まり、同活動の将

来像を語り合う FOXFIRE倶楽部を 2012年 6月、2013 年 3月の 2回に開催しました。会では、「聞き

書き甲子園」事業、「森の名手・名人」「海・川の名人」選定事業を含む「もりのくににっぽん運動※」につ

いて意見交換を行い、今後の事業展開について話し合いました。 

※平成 14 年度に社団法人国土緑化推進機構（現・公益社団法人）の呼びかけにより始まった運動。森林に関わる伝統

的な知恵や技に着目することの重要性を唱え、「森の名手・名人」の選定や「聞き書き甲子園」等の事業を行う。その後、

「海・川の名人」の選定や「聞き書き甲子園」卒業生による「共存の森」づくり、海外での「聞き書き」実施等、活動の裾野

が広がったことを契機に、当 NPO とともに改めてその枠組みを検討。「先人たちから受け継いだ知恵や技を改めて見出

し、次世代に継承することを通じて、人と自然が共存する新たな価値観とライフスタイルを提唱し、持続可能な社会づくり

に貢献」することを目指す運動として、本年度、再スタートした。 

 

③  「聞き書き作品」の電子図書館化 

「聞き書き電子図書館」はウェブ上で聞き書き作品を検索・閲覧できるシステムで、一般社団法人農山

漁村文化協会と協働で運営を行なっています。 

本年度は、「海・川の名人」の作品掲載に伴い、検索できる職種の整理を行い、2013 年 4 月末現在、

第 10回までの聞き書き作品、計 976作品を収録しました。 

 

④ 映画「森聞き」上映への協力 

プロダクション・エイシアの製作による、映画「森聞き」（※）の上映が昨年度に引き続き、日本各地で行

われました。当 NPOは広報活動や各地のトークイベントへの出演等で協力しました。 

※「森の名手・名人」とその「聞き書き」をした高校生 4組を主人公とした長編ドキュメンタリー映画。125分。 

（文部科学省選定／日本映画ペンクラブ文化映画部門 第 3位／平成 23年児童福祉文化賞受賞） 
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2．「共存」を基本とした社会の実現をめざす森づくり事業 

 

① 「共存の森」の活動 

＜各地区の活動概要＞ 

関東地区：  

千葉県と里山活動協定を結んでいる県有林「鶴舞創造の森」にて下草刈り等の里山整備活動

を NPO 法人樹木・環境ネットワーク協会のグリーン・セイバーの指導のもと実施しました。また、近

隣の山小川集落で、昨年度、炭の利用方法についての検討した内容を踏まえ、炭焼きと炭の活

用を通じた交流活動等を地域に提案しました。 

 

関西地区： 

関西地区では、滋賀県大津市堂町と奈良県川上村高原集落で活動を行っています。 

堂町では、龍谷大学で滋賀県の「こだわり農産物」の普及活動を行っている学生団体に参加を呼びか

け、協働で堂町の休耕田でのソバづくりを行い、上田上小学校でソバ打ちの体験授業を行いました。 

高原集落では、山仕事と高原の暮らしについて「聞き書き」を実施。昨年度に引き続き、集落の戸数や

世帯ごとの居住人数等を調査し、地域の現状について話し合いました。 

 

北陸地区：   

新潟県村上市高根集落で、キヤノンマーケティングジャパン株式会社の社員の皆さんとともに、棚田で

の米づくりを行いました。また、例年に引き続きブナの植樹地の整備を行った他、同地区の道普請、運動

会、夏祭りに参加しました。 

 「発信」をテーマにした本年度は、高根のかつての暮らしや風景を紹介する「写真展」を夏祭りに開催。

東京では、２０１３年３月に日本橋で開催した高根の名産品等を紹介する「高根展」で展示を行いました。 

 

東海地区：   

愛知県豊田市椿立自治区で、「話・和・輪クション」（椿立自治区のみなさんと話して、和んで、輪をつくり、そして

アクションを起こす）をテーマに活動を行いました。地域の方が整備・復活させた休耕田の田植えや草取り、

稲刈りなどを手伝うとともに、昨年度より実施している「椿立田んぼ循環調査」を継続的に行い、2013 年 3

月に開催された椿立自治区の総会において、1 年間の活動報告とともに、調査結果を発表しました。また、

本年度は新たな取り組みとして、田んぼ循環調査で椿立自治区の「風景」の成り立ちが垣間見えたことを

活かし、景観整備の一環として地元の方が行っている水車小舎周辺（三沢地区）の梅の木の手入れ等に

協力しました。 

 

中国・四国地区：   

岡山県備前市日生地区で、昨年度に引き続き、「アマモ場の再生活動」を行いました。活動には岡山、

愛媛、広島等の大学生や、岡山県内の高校生が参加。2012年 6月にはアマモの種取りを、10月には種

播きを、日生町漁業協同組合、岡山県水産課と協働で実施しました。また、2013年 2月には日生地域に

ある鹿久居島にて合宿を行い、今後の活動について話し合った他、より充実した活動実施のため、月 2

回の定例 Skype ミーティングを始めました。 

 

九州地区：   

 福岡県八女市矢部村で、地元 NPO「世界子ども愛樹祭コンクール・コスモネット」の協力を得て、矢部

村と矢部川流域の暮らしについて学ぶ活動を開始しました。本年度は、今後の活動の方向性などを決め

る準備活動として、九州各地の高校生・大学生が、地元の方とともに村内見学を実施しました。また、矢部

川の下流域の「海・川の名人」を訪ね、矢部川に関する聞き取りを行いました。 
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≪活動回数と参加者≫ 

関東地区 7回、延べ 58人（１回当たり平均 8.3人） 

関西地区 ：［高原］2回、延べ 7人（1回当たり平均 3.5人） 

        ［堂］13回、延べ 76人（1回当たり平均 5.8人） 

北陸地区 8回、延べ 141人（１回当たり平均 17.6人） 

東海地区 10回、延べ 66人（１回あたり平均 6.6人） 

中国・四国地区 3回、延べ 36人（1回あたり平均 12人） 

九州地区 1回、延べ 5人  

※活動回数：フィールドでの活動のみ（会議、打ち合わせ等は除く） 

※参加者：活動に協力いただいている地域の方や事務局スタッフ等は除く。 

 

② 「地域づくり」とともにある「森づくり」のモデル構築 

「聞き書き」や「地元学」の手法を活かした森づくりの活動普及活動の一環として、「共存の森」各地区で

地域住民や地元 NPO、企業等と活動を展開するとともに、『聞く！から始める森づくり』の冊子の普及を

行いました。 

 

③ キヤノンマーケティングジャパングループとの協働活動 

 キヤノンマーケティングジャパングループの社会貢献活動「未来につなぐふるさとプロジェクト」の協働パ

ートナーとして、「共存の森」北陸地区及び山形県飯豊町において活動を実施しました。 

北陸地区では、「棚田のふるさとづくり」をテーマに、米づくりを体験しながら、高根集落の暮らしや自然

を体験するプログラムを実施しました。 

山形県飯豊町では、ナラ枯れの被害が広がる同地区の里山保全と循環的な里山利用のために、中津

川むらづくり協議会、NPO 法人美しいやまがた森林活動支援センター、飯豊町、山形県の協力により、

植樹活動を行いました。 

 

≪活動回数と参加者≫ 

    北陸地区： 4回 延べ 64人（１回あたりの平均 16人） 

    山形県飯豊町： 2回 延べ 41人（１回あたりの平均 20.5人） 

※活動回数：フィールドでの活動のみ（会議、打ち合わせ等は除く） 

  ※参加者：活動に協力いただいている地域の方や事務局スタッフ等は除く。 

 

 

3．「共存」を基本とした社会の実現めざす活動の普及・啓発事業 

 

①「聞き書き」の国内への普及・啓発事業 

 

≪学校や地域での「聞き書き」活動支援≫ 

島根県立吉賀高等学校において「サクラマスプロジェクト」（「地域の子どもたちを大きく育てて地域に

返す」教育プログラム）の一環として実施された、高校 1年生を対象とした「聞き書き」の授業において、当

NPOが講義やアドバイスを行いました。 

また、「国際コモンズ学会第 14 回世界大会」（2013 年 6 月開催）のプレ企画として実施された富士山

麓の「名人」を対象とした高校生による「聞き書き」の講習会をサポート。 

愛知県豊田市足助地区では、「足助聞き書き隊」が主催する「聞き書き」市民講座の運営に協力し、

「聞き書き」の講義や成果発表会のコーディネイトを行いました。 
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≪能登の里山里海人の知恵の伝承事業≫ 

石川県能登半島の「能登の里山里海」が 2011 年世界農業遺産に認定されたことを受け、里山里海の

伝統的な生業や技を次代へと引き継ぐために、本年度はじめて石川県世界農業遺産活用委員会主催に

よる「能登の里山里海人の知恵の伝承事業」が実施されました。 

 当 NPOは、同事業の運営を受託。能登半島の 9校 31名の高校生を対象とした事前研修会を実施す

るとともに、「聞き書き作品集」を製作しました。 

 

② 「聞き書き」の海外への普及・啓発事業 

 

≪「聞き書き」テキストの活用と普及≫ 

SATOYAMA イニシアティブ国際パートナーシップ事務局（IPSI）、国連大学高等研究所、環境省との

協働で「聞き書き」のテキスト（『聞くこと・記録すること―「聞き書き」という手法』）を作成し、その活用と普

及に取り組みました。日本語版は、世界農業遺産活用実行委員会が主催する「能登の里山里海人の知

恵の伝承事業」や島根県立吉賀高等学校等の総合学習、「国際コモンズ学会第 14 回世界大会」のプレ

企画として実施された「聞き書き」研修でも活用しました。 英語版については、インドネシアでの「聞き書

き」プロジェクト等で活用しました。 

 

≪インドネシアでの「聞き書き」プロジェクト≫ 

昨年度に引き続き、｢トヨタ環境活動助成プログラム｣の支援と、筑波大学附属坂戸高等学校の協力に

より、インドネシアの高校生による「聞き書き」と日本・インドネシア両国の高校生による交流活動を実施し

ました。2012 年 9 月上旬にインドネシアのボゴール農科大学附属コルニタ高等学校の生徒を対照した

「聞き書き」研修と、高校生による名人への取材を実施。12 月下旬には同校において坂戸高校の生徒を

含めた中間発表会を行いました。2013年 3月末の「聞き書き甲子園フォーラム」には、コルニタ高校の代

表生徒 6名と教員が来日。英語版のポスター展示と成果発表会を実施しました。 

なお、一般社団法人あいあいネットとNGOバンタヤの協力により、スラウェシ島パル市においても 4校

の生徒と教員の参加による「聞き書き」研修を実施しました。 

 

③ なりわい創造塾の実施 

地域に根差した持続可能な暮らしと生業と暮らしを創造する人材育成を目的とした「なりわい創造塾」

は、本年度第 2 期（2 年コース）の 2 年目のプログラムを実施しました。昨年度に引き続き、埼玉県

比企郡小川町を活動フィールドに、植生調査や里山整備の手法等をテーマとした座学やワークショッ

プ、小川町の実践者の協力による農作業体験等を実施しました。また、地域の里山整備計画をまとめた

「小瀬田の里山宝物マップ」を作成し、小川町内で配布しました。 

 

④ 農山村と都市型企業の交流促進と人材育成 

 株式会社 JTB コーポレイトセールスと協働で、農山村と都市型企業との交流を促進し、さまざまな課題

の解決に取り組むための人材育成セミナーを、6月 28日～7月 1日に山形県飯豊町で開催しました。 

 

 

4．「共存」を基本とした社会の実現をめざす地域づくり事業 

 

① 森林総合利用推進事業（林野庁補助事業） 

同事業は、昨年度に引き続き、東京農業大学農山村支援センターと協働で実施。里山林の整備・活用

を行う実践地域 3 地区を選定し、現地調査や試行活動、人材育成を行いました。また、里山林の整備と

資源の有効活用により、地域が自立的・継続的に里山林再生に取り組むための手引き書を作成しました。 
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② 被災地復興支援 

 岩手県大槌町吉里吉里地区の皆さんと共に、株式会社ファミリーマートの支援による「被災地ボランティ

ア・ツアー」を企画し、実施しました。かながわ東日本ボランティア支援センターや遠野まごころネットにも

協力いただき、首都圏を中心に 110 名が参加。間伐材を使った掲示版設置のボランティア作業の他、同

地区を歩く「吉里吉里ミニツアー」や地元海産物等を販売する「復興朝市」の開催等を行い、参加者と同

地区住民が交流を深めると共に、震災からの復興について話し合いました。 

 

 

5．その他 

 

① 認定 NPOの取得準備 

当NPOへの寄付の拡大と財政基盤強化を目的に、寄付をした個人・団体が寄付金控除等、税の優遇

措置を受けることが可能となる「認定NPO法人」格を取得するための申請を、東京都に提出しました。 

 

② 運営委員会の立ち上げ 

若手役員や「共存の森」各地区のリーダーを中心に、当NPOの活動方針や組織運営についての意見

交換を行う場として「運営委員会」を設けました。2012年 11月には、各地区の活動メンバーにも参加を呼

びかけた拡大運営委員会を 1泊 2日で開催し、「共存の森」各地区の事業計画の共有の他、当NPOの

ミッションについて議論や、会員個人の発案による「共存チャレンジプログラム」に関する協議を行いまし

た。また、2013年 3月には、「共存の森」各地区が作成した次年度の事業計画や予算についての共有や

意見交換を行いました。 

   

③ インターン生の受入 

公益財団法人損保ジャパン環境財団の CSO ラーニング制度を通じて、2012 年 6 月から 2013 年 1

月末まで、日本女子大学人間社会学部現代社会学科 2 年生の有光彩香さんをインターン生として受入

れました。 

 

④ 広報活動 

年 3回発行している当NPOの会報誌、ホームページ、facebook、オフィシャルブログ、公式ツイッター、

メールマガジン等を通して、広報活動を行いました。なお、NPO 法人サービスグラントから派遣された 8

名のプロボノワーカーの協力により、ホームページのリニューアルを行いました。また、他団体が主催する

イベントへのパネル出展等も行いました。 

 

（1）出展イベント 

  2012年 12月 13日～15日： エコプロダクツ 2012 

（主催： 社団法人産業環境管理協会、日本経済新聞社） 

  2013年 4月 20～21日： アースデイ東京 2013 

（主催： アースデイ東京 2013実行委員会） 

（2）新聞・雑誌等の掲載 

「聞き書き甲子園」関連： 52件  映画『森聞き』関連： 19件 

（3）ラジオ・テレビ番組等 

「聞き書き甲子園」関連： 3件   
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2012年度決算書 

1.  2012年度 活動計算書 
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 2.  2012年度 計算書類の注記 
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3.  2012年度 財産目録 
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4.  2012年度決算についての監査報告書 
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