




◎主催：

◎日時：

◎会場：

◎後援：
多目的ホール「クイーンエリザベス」

「南三陸町自然環境活用センター」を語るフォーラム　

12:30～17:30

特定非営利活動法人　海の自然史研究所

■事業成果

震災が奪ったもうひとつの機能

■開催概要

2012年3月17日(土)

南三陸ホテル観洋

　　http://www.marinelearning.org/

◎寄付募金：

南三陸町
一般社団法人南三陸町観光協会

＊今回のフォーラムの運営費として、

　 利用させていただきました。

56枚回収
◎総参加者数：
◎アンケート：

66336円（「大阪市立自然史博物館」によるグッズ販売売上げからの寄付金含む）

96名＋α (受付未通過者)

『南三陸町自然環境活用センター』は、南三陸町を拠点に、 

海を中心とした地域資源研究や、研究者の受け入れ、また、町内外を問わず、 

子どもから大人までを対象にした自然環境教育・科学教育を提供してきました。 

1999年にリニューアルオープンしてからの12年間で 

年間2千数百人・延べ2万3千人が利用した施設でしたが、 

2011年3月11日の東北大震災の津波で被災し、壊滅してしまいました。 

このたび、このセンターの発展的再起動を目指し、 

担っていた機能や持っていた価値を再確認(再考)し、 

望ましい再興の形を、町内の方々とセンターを利用してきた町外の方々とで 

検討する場が設けられました。 

 
※このフォーラムは、『独立行政法人環境保全再生機構 地球環境基金』の 

 平成23年度特別助成を受け、 

  『特定非営利活動法人 海の自然史研究所』の主催によって開催されました。  



■第一部

◎センターの成り立ちと活動実績／太齋彰浩氏（南三陸町産業振興課水産振興係長／元・活用センター主任）

◎センター利用者の声／麻生川敦氏 （戸倉小学校校長）

○活用センターとは 

  志津川ネイチャーセンター＝愛称・事業・英名 

  自然環境活用センター＝施設名・団体名 

○成り立ち 

  横浜康継氏の移住・エコカレッジ事業 

○エコカレッジ事業 

  誰もが「生態学・環境科学」を「フィールド体験」として学べる 

○任期付研究員 

  独立した研究能力があり、研究者として高い資質を有する人物 

    ジャンキチさんこと田中克彦氏「ウミクワガタ研究」 

        生物相調査の基礎を築く 

    タクゾー博士こと阿部拓三氏「魚類学」 

        クチバシカジカ・ダンゴウオ 

        サマーサイエンスキャンプのプログラム開発 

    リーさんこと川瀬摂氏「ヒトデ精子学」 

        ヒトデ類の記録種数が倍増！ 

        エドワードモース以来132年ぶりの発見 

  研究者によってセンターの特色が変化していった！ 

○資源→発見→活用 

  「人のつながり」がさらなる「発見」を呼ぶ！ 

○多様なプログラム 

  地域資源を活かした（サケ・ワカメ） 

  人材育成（エコツアーマスター・インターンシップ） 

  海に触れ海を学ぶ（タッチプール・磯焼け・MARE） 

○「三陸の海」の臨海実験所 

  外来研究者のフィールド拠点 

  臨海実習の受け入れ 

  卒論生・修論生の受け入れ 

○地域社会のネットワークハブ（結節点） 

○戸倉小のふるさと教育 

  サケの飼育を教育活動に（S60～） 

  「ふるさとを知り、ふるさとを愛し、ふるさとを創る子供の育成」 

  蚕とサケの飼育は震災後も 

○活用センターとの関わり 

  学習プログラム・体験プログラムの活用 

    海藻おしば・MARE・カヤック・シュノーケル 

  人的資源の活用 

    磯観察・戸倉の自然の特徴・サケの回帰 

  センターにより、学習が広く・深く・豊かなものに 

○今後のセンター利用の可能性 

  サケ飼育プログラムの戸倉小学校verの創出 

    体験学習と科学学習のめあてを盛り込む 

  戸倉の自然に目を向ける環境教育プログラム開発 

    ダンゴウオ・クモヒトデ・サケ 

  海・山・川の自然全般について 

    山や川にも自然が 



◎センター利用者の声／井澤智浩氏 （慶応義塾志木高校教諭）

◎センター利用者の声／水品亜由菜氏 （北海道大学水産学部生）

○ふるさとに自然を持たない子供たち 

○研修旅行（活用センター・松島・気仙沼・登米・中尊寺） 

  南三陸町をテーマにした理科研修 

    過剰に観光化されていない 

                （ふつうの田舎である素晴らしさ） 

    人と共存する自然・生態系 

                （山・平地・海のつながりが見れる） 

    水産業 

                （天然資源の継続的利用・都会の食を支える） 

    貴重な化石資料 

    生物・科学・物理・地学 総合的に学べる 

○南三陸町のすばらしさ 

  都会で失われた本当の日本の姿がある 

    ↓ 

  活用センターがあったから 

    町の広告塔であり、すばらしい教育施設 

    大人数の受け入れ可能 

                （スタッフのマンパワー・ノウハウ・人間性） 

○魚竜なども取り入れた博物館的要素を持った施設になればいい！ 

○サイエンスキャンプとは 

  高校生対象の先端科学技術体験学習プログラム 

  現場で活躍する研究者の直接的指導 

  センターでは15人ずつ4年間開催・倍率3倍ほど！ 

○「多様性の海へ～マリンエコロジーへの招待～」 

  志津川湾をフィールドに 

  形態学・解剖学／電子顕微鏡／スノーケリング 

  動物行動学／生理生態学 

    船で湾内の生物を採集 

     →スケッチ・解剖・内部構造や色素胞の観察 

    藻場の観察 

     →食物連鎖や多様性の源 

    ヒメイカの摂餌行動観察 

     →疑問・観察・実験・考察の過程を自分たちで設定 

○高校では学べないことを体験 

○研究者との交流 

○全国の友達ができる 

○将来を考えるきっかけに 



◎センター利用者の声／宗原弘幸氏 （北海道大学臼尻水産実験所長）

◎センター利用者の声／阿部拓三氏 （北海道大学水産学部博士／元・活用センター任期付研究員）

○親潮と三陸の海と北太平洋性の生物のモニタリング 

○研究の推進と研究成果の発信 

○海の底をのぞこう！ 

  （シュノーケリング教室／H15～） 

   コンブが海に生えている姿を 

   海藻とそこに暮らす様々な生物 

○中高生の臨海実習 

  ひらめき☆ときめきサイエンス 

○人材育成 

  インストラクター経験（ウオレンジャー） 

   →院生が講師として参加 

○寒冷域での生物教育機関は貴重 

 

○調査研究（カジカ類／ダンゴウオ類／ゲンゲ類） 

○3人の任期付研究員 

  分野もキャラもかぶらない！ 

○研究員から見た活用センターの機能と役割 

  活用センターに憧れた理由 

    研究と教育の両立を実践（センターとの出会いの衝撃！） 

    専門性の高い、情熱的で個性的なスタッフ（海洋生物の知識・理論を熟知） 

    東北エリアで研究フィールドを確立（漁業者の理解必要／高度な研究設備や機器） 

    クチバシカジカとダンゴウオ（海と地域の魅力を伝える生物） 

○地域資源の発掘と再発見 

   →目を向けること／知ること 

  見せられる場所があり人がいる！ 

  クチバシカジカ 

   →原始的・カジカ類の生態進化のカギ 

  ダンゴウオ 

   →これまで調査するフィールドが無かった 

  数々の新種発見！ 

   （シシカジカ・ウスジリカジカ・ヤリガジ等） 

○地域資源に価値を見出す／与える 

   →科学的な根拠に基づいた理解と共有 

  研究を通じて自然の物語を知る 

  地域の海を理解し、誇りを持つこと 

   →個々人に価値が生まれていくのでは 

  伝わることこそが1番の価値 

○地域の価値を発信する 

  地域を表現する材料として 

  誇りある町づくり～地域の活性化 

  「発信する主体は、町の人たちや活用センターに関わった人たち」を目指したい 

○震災を経て考えたこと 

  “自然”を突き付けられた 

  そういった自然を理解しよう／上手に海と付き合おう 

  南三陸町にはその基盤がある！ 



◎南三陸の海の状況報告／川瀬摂氏 （南三陸町産業振興課任期付研究員／元・活用センター任期付研究員）

○任期半ばで震災を経験 

   →前任の研究者とは違った経験を活かしたい 

○被害の状況 

  建物が浮き上がる／車が跳ねる／マンホールから水が溢れる 

  活用センターの上にトラックが 

  湾全体が川のように流れる引き波 

  街の壊滅 

  水産業の壊滅（養殖施設の流失・船残存数2000→200ほど） 

  活用センター設備・備品の損壊／データ・標本の消失 

○漁業者の心理 

  海は遺体や瓦礫だらけ 

  資源の状態は？ 

  いつ再開できるのか？ 

  放射線・放射性物質の影響は？ 

○ロボットによる海底調査（東京大学海洋アライアンス） 

  ダイバーでは捜索が及ばない海域の調査 

  軽いものは沖合に浮遊／重いものは沿岸部に落下 

○水質／プランクトン調査（東北大学） 

  水質は正常 

  底泥中の動物が少ない 

  プランクトン量は正常 

○藻場調査（東北大学・日本安全潜水教育協会 等） 

  ウニやアワビの漁場となる海中林 

  湾奥のダメージ大きい（アラメ損傷・浮泥堆積） 

   →地形特異的 

  今後の資源管理のために重要なデータ 

○磯調査（海の自然史研究所） 

  漁場／体験学習フィールド 

  かなりの沈下 

  今後はどうなる？ 

○干潟調査（海の自然史研究所） 

  水質浄化に重要 

  細浦干潟・戸倉海岸の消失 

   →生物多様性の喪失・水質浄化能力に不安 

○放射線の分布と動態モニタリング（海の自然史研究所） 

  全体的には低い／海上は低い／山上はやや高め 

  今後の挙動は？ 

○復興に寄り添う継続的活動 

  潜水による漁場モニタリング（安全潜水協会） 

  水質モニタリング（海の自然史研究所） 

  放射線モニタリング（海の自然史研究所） 

  藻場再生モニタリング（東北大学／湿地保全連合） 

  リモートセンシングによる藻場モニタリング（環日本環境協力センター） 

○後世に記録として残すのが研究者の役割 

 

南三陸町内の環境調査・放射能／放射線調査は、平成24年度以降も、 

「海の自然史研究所 南三陸」によって行われています。 



◎ Keynoteスピーカーからのスピーチ／神田優氏 （特定非営利活動法人 黒潮実感センター長）

○農学博士／魚類生態学 

○「島が丸ごと博物館」高知県柏島（漁業／遊漁船／ダイビング／旅館民宿） 

  日本魚種約4000種のうち1000種以上がいる！（日本最多！温帯なのに） 

  豊饒の海（キハダ定置網・キビナゴ産卵） 

○志津川の海は南の海とは違う、楽しい、刺激的 

○黒潮実感センター 

  高知県には素晴らしい自然が残されている 

  フィールドミュージアムが無かった 

  自然を実感する／自然を活かすくらし作り／自然とくらしを守る 

   調査研究／漁場づくり／保全 等 

  発見を促す観察 

○ダイビングと漁業との共存（研究者の視点⇔生活者の視点） 

  アオリイカ増殖事業（産卵床設置） 

  海の中に森をつくる（間伐材の廃枝葉の利用） 

   →間伐体験教育プログラム 

  子どもが核となり、林業・漁業・ダイビングのつながりが生まれた 

○藻場再生 

   ←磯焼け 

  ホンダワラ移植 

  ウニの駆除 

○リーフチェックとサンゴの修復 

○里海 

  人が海からの豊かな恵みを享受するだけでなく、 

  人も海を耕し育み守る 

○持続可能な里海づくり 

  自然科学的アプローチ 

   海に興味関心をもってもらう 

  社会科学的アプローチ 

   人の暮らしとのよりよい関係を考える 

○活用センターの今後 

  できる仕事と求められる仕事 

   地域とともに、地域の声をきく 

   活用センターだからできること 

   海の再生を記録する 

    ←ジャックモイヤー「三宅島の生物の再生を見届けたい」 

  ピンチはチャンス！ 

   センターの意義をもう1度「ゼロ」から見直す 

活用センターの同志であり、理解者であり、ライバルでもある、 

黒潮実感センター長、神田優氏をKeynoteスピーカーとして迎え、 

地域密着型の黒潮実感センターの活動の紹介と、活用センターへの熱いエールを頂きました。 

 

2012年4月14日の高知新聞に、神田優氏執筆による、 

『南三陸に親潮実感センター？！』と題した活用センターとフォーラムの記事を、 

掲載していただきました。以下で全文が閲覧できます。 
http://www.orquesta.org/kuroshio/Article/ 



■第二部

参加者が9つのグループに分かれ、「私たちが考えるセンターコンセプト」というテーマで、 

グループディスカッションを行いました。 

なにわホネホネ団団長の西澤真樹子氏によるイメージイラストを基に、 

今後の活用センターの再興のあり方について、自由な意見交換がなされました。 

以下は、イメージイラストへの各グループによるキーワードの書き込みです。 









あげられたキーワードをもとに、各グループが新・活用センターのキャッチコピーを考え、 

それぞれ代表者によって発表されました。 



■参加者アンケート集計  （計56回答）

Q1.ネイチャーセンターは必要か？その理由は？

「大いに必要」と回答（50名） 

○こんなところ他にない！そして協力者がいっぱいいる！→復活できる！ 

○地域の宝です。地元の人が気づかないことを、 

    外からの人達と一緒に作り上げていくことは素晴らしいことです。 

○海辺の町が軒並み津波被害を受けたなか、これから水産や観光が生き残りをはかる上で、 

    必要な施設となると思うので。 

○アクセスの悪い南三陸町に人を呼び、全国に発信できる貴重なセンターです。 

○学術的価値がある事、交流人口の増加への貢献の潜在性の高さ。 

○地元の海を客観的に見つづけることが大切。また人を育てる場所。 

○全国にも例をみぬ施設であること。人と人をつなぐ交流の場であること。 

○教育体験の場として必要。再生・復興の記録・モニタリングの一元化のためのセンター。 

○町の価値の発掘が必要であるため。他地域への情報発信の機能。 

○海の産業の復興のためにも、世界中の専門家とつながっているこれまでの実績を活かして、 

    モニタリングや科学的調査は必要。それに加えて、地元の子どもたちに 

    地元の良さを知ってもらうこと（教育）へのていねいな運営で次世代以降の人づくりを。 

○地域理解、人材育成のため。 

○子ども（小・中・高生など）が自然を学び研究を学ぶきっかけになるから。 

    地域がつくりあげてきたセンターなので、もう一度立ち上がる必要がある。 

    地域活性化につながると思うから。 

○震災で沢山のものを失った今だからこそ、 

    センターの様な情報を発信できる施設が必要だと思います。 

○研究の拠点として、またふるさとや生命・環境もろもろを体験できる教育的な意義。 

    地域の中核を担う場として、かかせない施設であることを痛感したから。 

○ネイチャーセンターは、人と人をつなぐ機関だと思います。 

    人の輪をアカデミックな視点から大きくし、地域にも受け入れられているという施設はとても貴重で、 

    これから必要になってくると思うためです。 

○地域と外の人たちをつなぐ中心。 

○東北に替われるものがない。 

○志津川湾の海のみりょくを伝えることの出来る素晴らしい人材の宝庫なので。 

○これまでの実績（小学生～高校生までのプログラム）、研究内容がすばらしい。 

    モニタリングとそのまとめも今後ずっと必要。 

○これまでも基本の生物科学の発展・普及に大きく貢献していたから。 

○人材育成。観光。 

○高い独自性を持つ研究機能を備えた形式はとてもすぐれたもの。 

○町を活性化する原動力となり得る。 

○多くの高校生に水産研究の夢を与えた場所であり、 

    自分自身の進路決定にも大きな影響を与えてくれた場所であるため。 

○豊かな自然の保持、復興、未来の教育など、全てにおいて必要な存在になれると思います。 

○志津川の資源を研究だけに置いておくのはもったいない。 

○これまでの12年間は、町の立場で、なければないで済む実験的な施設だったかもしれない。 

     しかし、今、未来志向で新たなものを創っていくことを考える時、非常に魅力的な課題だと思う。 

○教育の場としても、研究の場としても、それを普及する場としても充分な土台があり、 

    更なる発展を望めると思うから。 

○南三陸のよさを伝える場所が必要。 



大いに必要必要 どちらとも 必要性は低いその他
50 5 0 0 1

○南三陸町の存在を大きくアピールできる場所、施設である。 

○地域の魅力を内にも外にも伝えることが可能な施設であり得る。 

     この事は、外から人を呼んだり、郷土愛を育む上で大切だと考える。 

○田舎にとっては子供が宝。子供の価値観に独特な（貴重な）影響を与えられる稀有で貴重な存在。 

○知られていない自然の魅力を発信する。 

    子どもたちにふるさとの自然をほこりに思う気持ちを育てるのに必要。 

    子どもたちにふるさとの自然を大切にする気持ちを育てるのに必要。 

○今まであったセンター以上のものがあれば、 

    センターだけでなく南三陸町自体を更に活性化出来ると感じるから。 

○あったことで色いろなことができていた。あればできることもいろいろ思いつく。 

○初めて海洋関連のお話を聞きましたが、短い時間で自分のような素人でも 

    その重要性を感じたので、その必要性は大きいと思います。 

○これまでの存在意義と同様、地域活性に不可欠だから。 

○本日のフォーラムの参加人数の多さ。 

○田舎において様々な人々が集まる場には、単なる環境教育の場と言うものを越えた性質がある。 

    その性質は他の施設では代え難い。 

○南三陸町・東北東海岸を個性づける施設・組織だと思います。特に調査・研究・自然体験。 

○東北唯一だったこのような施設は、教育や研究の場として再興した方が良いと思います。 

    震災後の記録を録り続けたり、とりまとめたりする役割にもなります。 

○震災前も、高校生の理科野外研修の重要な拠点でした。 

    海洋実習を高い専門性を保ったまま、高校生向けに提供できる施設は他にありません。 

○この場所にしか無いものが多くある。それらを発信する学ぶ場所が絶対に必要。 

○最初は町の復興もままならぬ中たいへんと思うが、 

     いずれ町のためにも大きなプラスとなる事は間違いないから。 
 
 

「必要」と回答（5名） 

○志津川の地域特性（環境）を活かして、 

    地域や全国の海の保全利活用を担う人材を育成してきたことが非常にすばらしいから。 

    さらに新たな発展を期待できる人材や素材があると思うから。 

○観光を重視していくなら、アカデミックな独自の魅力の再興は必要。 

    ただし地元の方には「まだ早い」と思われる面もあるかも…？ 

    漁業とからめ、生活をバックアップすればスタートを切れるのでは。 

○存在しないことが、世界において、または日本において致命的と決定づけるものがないため、 

    「大いに必要」にはしなかったが、娯楽ではダイビング、学術的には進化のヒントや希少種の発見、 

    新人研究者の育成をしているため、価値は大きい。水産業を下から支えていると思う。 

○地域産業・経済（ここに関わる・影響力をもつことで 

    「大いに必要」と地域からの声につながると考えます）・文化とつながることが重要だと考えます。 

○地域の産業に直結し、日本学問の大切な資源を生み出すため。 
 
 

「その他」（1名） 

○『大いに必要』だと思ってきました。でも今頭が混乱してます。 

    「誰が」「誰のお金で」やるのかがまとまらないからです。「町」ではないような気がしています。 
 
 
 



Q2.あなたが望むセンターの機能・役割

○町立ならば、町にとって・町民にとって必要だと認識される機能を持つべきでは？ 

    理解されやすいのは、地域の産業（水産業・観光）への寄与。 

    これまでの人材育成・教育を核としつつも、ソフト面（観光にも使えるプログラム等）や 

    他施設（市場や宿泊施設など）の連携などで、産業・地域経済への貢献を付加できないか。 

○教育施設（研究者・子供・大人のための）。 

○地元・県外・国外・多様な客層を想定。 

    数年～数時間のプログラムで、リピーターから日帰り客をキャッチする。 

○展示機能、研究拠点、遠足でいける、放課後にいける、博物館。 

○教育や研究、農水林も含めた第一次産業、観光や商業など、 

    横断的な動きの結節点となってほしい（あと私たちのいこいの場としても）。 

○これまでの研究の機能は必須。施設に専門の常勤スタッフがいることが重要。 

    さらに教育利用への対応はニーズがあります。 

○ここでしかできないものに徹する。そして、それは東京（＝都会）に持って行ける。 

○地元、町外の方々の交流イベント発案。海浜関係の研究継続。 

○育てる。海を見つめる。 

○水産・海洋分野だけに限らず、山・川も結びつける様な機能。 

○学年単位で研修できる場や設備・道具。 

○これまで以上のより深い地元との連携。 

○研究（この地域の海のモニタリング）。 

○教育・研究・普及・地域の宝を増幅する！ミニ水族館（集客機能）。 

    研究者と地域の人、漁師さんたちの、日常的・気楽な交流。 

○研究・教育・行政への提言・地域と行政の橋わたし役。 

○実験・実習体験のプログラム。研究所としての標本の採集・管理。 

    研究者だけでなくすべての人が利用できる研究所。 

○小中学生や大人であっても沢山の学びが得られる施設であることを望みます。 

○常設展示の充実。クチバシカジカ・クモヒトデを生で見たいので、ミニ水族館的施設。 

    関連グッズの開発・販売。（今までの事業を継続することを前提として考えています。） 

○誰でも高度な知識にふれられる。 

○海だけでなく山も含め、町ごと体験館。建物ではデータの収集や解析を、町全体を使って体験。 

○道の駅。ミュージアム。一般人の子供も利用できるラボ。楽しい場所。海の子供図書館。 

○地元の方が“笑顔”になる場。 

    復興の希望の灯となる存在になれれば、地域の方に愛されますよね！ 

○研究（背骨にならねば）。普及教育（特に海での活動）。 

    博物館機能（フィールドミュージアムとして、また建物内の常設展示も）。 

○いままでの機能・役割をつづけてほしい。 

○観光客・町の人々の案内所。町の良さを一番に伝えてくれるような場所。 

○日本人の心を海を通して育成（たたき直す）。 

○研究・教育に偏ることなく、水産業・観光業の発展に役立つ活動。 

○資料室・実験室。 

○今までのように、自然の大切さを実感・体験できる機能。 

○今まで通り、地元・全国から研究の経験をしに子どもが来れるところ。 

    新人の受け入れ。研究拠点。海が近い・見える。ダイバー（観光）などへのPR。 

○後継者・ダイバーetc向けの育成施設が欲しい。 

○研究、研究員の雇用、地元とのアカデミックなつながり。 

○海洋を漁業（水産業）も含めて身近にできるような場所。 

○学校教育との連携。 



Q3.センターの復旧や今後の活動に、どんな役割・貢献ができるか（複数回答・複数名回答あり）

○東北のアカデミックな中心施設。町の教育体験施設。 

○ワカメ養殖体験など、地元の業を知る。 

    子供の疑問に答えられる（変わった生物を見つけた子が気軽に持ち込める）。 

○小学生の教育とのリンク。子どもの興味（不思議）にちゃんと・アカデミックに答えられる機能。 

    ←アカデミックな研究をできることが必要。 

○できる限り、ありのままの自然をそのままに魅力を語る施設であってほしい。 

     自然の状態で産卵するサケが観察できる場所をつくる。←川が小さいので可能。 

○多くの世代の人が、好きな時に施設を利用できる。展示場を自分たちで作り上げていく。 

○食や地域文化などとの連携→料理教室、特産品開発など。海や山の幸を食べてみる。 

○研究、教育、広報、つなげる。地元との関係をうまくつくり生かす。 

○教育・研究を通じた海洋保全。 

○常時の研究と、子供達への教育。 

○人と自然の関係性の重要性、地域資源の発掘と伝承。 

○教育、情報発信、地域に誇りをもたらす。 

○宿泊施設と、多人数の普及活動が可能な部屋。 

○ポスドクの数を増やす。 

    ポスドクのカラーがかなりネイチャーセンターの色を左右するので、重要な資源。 

    その資源が切磋琢磨できる環境をつくるには、数を増やすことが効果的かと。 

○調査研究、人材育成、コーディネート。 

○小・中・高校生が本格的な研究の場を若いうちに体験することは、将来何がやりたいかや、 

    自分の興味を知ることができる機能。町外とのつながりをつくる場であること。 

○従来機能に加えて、地域型の自然科学博物館として、 

    地質・古生物系も網羅したものがあるとよい 

    （地学の研修で魚竜館も使っていたが、そちらも無くなってしまった）。 

    本題から反れるが、GeoPark登録学を考えても良い。 

○海の講座。海を知る場所。海を通して人を育てる場所。 

○体験、教育、発信、情報の積み上げ。子どもたちのために。 

○町のためというより、町と外とのつながりをつくる役割。 

    外の人も気軽に利用できる研究・教育・博物館など多機能な施設になってほしい。 
 

○ボランティア的に作業の運営のお手伝い。 

○参加者として。 

○皆を連れて行く。 

○センター復活を広報するためのイベント運営・企画。 

○子どもワークショッププログラムの企画。 

○展示企画。 

○イラストの仕事があれば。 

○NPOなど民営になるとすれば、身を投じるか本気で考えなければ。 

○高校生の課題研究でリンクしたい。 

○スタッフとして。 

○東京進出の手伝い。 

○自分の関わっているNPOとして出来ることを。 

○NPO法人として何らかの支援。 

○復興交流センターのネットワーク組織としてつながる。 



Q4.自由記述（キーワードのみ抜粋）

○ライターとして。ニュースに取り上げるなど、注目してもらうための工夫をしたい。 

○高校生の部活動で。 

○海中での調査など。 

○研究者としてのサポート。 

○プログラムのモニター参加をして、素晴らしさを発信する。 

○イラストや人気の生きもの、注目してほしい生きものを使った活用センターのキャラクター作り 

    などなら貢献できるかもしれません。 

○臨時スタッフとして。 

○センターの良さを地元に帰り伝える。 

○宣伝。 

○定期的に行く（月1回）。 

○ダイビングサポート。 

○研究拠点として利用したい。 

○資料提供。 

○学校現場として。 

○教育プログラム開発。 

○森の土壌動物や微生物生態系・土壌生態系。 

○フィールド調査で。 

○保管している志津川湾の生物サンプルを提供。 

○行政として、様々な組織・機能をつなげ、場を作っていきたい。 

○センターのことを良く知ったのも初めてだったが、センターを愛する人が集まり、 

    あたたかい雰囲気が会場に広がっていた。 

    これだけの応援団がいるならきっと復活するだろうと感じた。 

    海をフィールドとした研究者や活動家のネットワークの強さがすばらしい。 

    参加者に名札があるとよかった。 

○センターを思うたくさんの人に出会って元気になった。 

○時間が足りない、もっと話を聞きたい。カンパ集めます。 

○地元の一人として、地元の人を一人でも多く誘うべきだった。 

○これから自分でできることを考えたい。 

○“汗をかいて”という言葉が響いた。 

○町外から多くの方に気にかけてもらってありがたい。地元出身者としてお手伝いしたい。 

○人を育てる場としての機能を持つこと。 

○多くの人が再興を望んでいることが伝わって感銘した。今後も応援したい。 

○地元の人の参加が少ないのが気になった。 

○これまでの実績と、今後の悩みが率直に伝わった。 

    市民に開かれたセンターとして、ぜひ再開して。今後につながれればうれしい。 

○知恵者がたくさん集まっていると思った。それを上手に生かせたら実現可能なのでは。 

    しかし地域の人を巻き込むのは絶対大事。 

○これだけの人と人材が集まることがすごい。 

○堅苦しいものを想像していたが、いろいろな立場の人が気軽に参加することができ、 

    とても良かった。地元の人だけでなく、全国から人が集まった。 

    グループディスカッションで様々な人がいろんな角度からセンターに関わっていたことを知り、 

    ぜひ再興させたいと思った。 



○参加者が意見交換できる時間がもう少しあるとなお良かった。 

    短時間でよくアイデアが出たな、と思った。 

○仕切りがすばらしかった。 

○太齋さん、大変ですけど応援しています。 

○参加者は皆前向きに考えているが、町全体を取り込む必要がある。 

○今までの活動や今の状況が聞けてためになった。たくさんの方とこれからの話ができて良かった。 

    壁は大きいですがぜひ復活させましょう。 

○話を聞き、資料を見るだけではまだセンターの重要性を把握・実感しきれていないと感じた。 

○あと2，3日延長してもいいから詳しく長く聞きたかった。 

○多くの人が集まりセンターの価値がより分かったと感じた。 

○幅広い年齢の子供たちが立ち寄れるような、地元の人たちの交流が生まれるような、 

    OPENな施設になるといいと思う。教育委員会や自治会・漁協などとも連携していくと・・・。 

○宝。受け入れ態勢のある普通の田舎。日本を知る場所。 

○地元のコミュニケーションセンターになる必要があるかも。 

○非常に魅力的な施設があったことを本日知った。遠方だがぜひ利用したい。 

    東北の海を知る拠点としてぜひとも復活していただきたい。 

○多様な考え方をする人が多い一方、全員がセンターの復活を望んでいたので、 

    ぜひ復活をしてほしい。 

○WWFでは石垣島にサンゴ礁保護研究センターを設け、 

    地域と共同で地域づくり環境保全に取り組んでいる。 

    同じような課題を持っている/いたのでは。情報交換等を今後もしたい。 

○土地を知ること（科学的・文化的に）は、 

    その土地で生きること・その土地を訪れることをより豊かなものにすると思うので、 

    センターの役割は大きいと思う。 

○地元の方（漁業従事者・行政関係者以外の方々を含め）に、 

    やはり知られていないんだと悲しく思った。 

    私の通う臨海実験所もやはり同じように地元の方々に知られていない。 

    この共通性の原因を見出せたら。 

○外から応援する人がたくさんいることを知った。いろいろなアイデアが出たので参考にしたい。 

○利用者の声のスピーチは、全て深いところでつながっていると思った。 

    いろんなものや人をくっつける場としてのセンターは、観光収入源としても大きいので、 

    センターを教育観光でも集客できるところをアピールしてはどうか。 

○最初にダンゴウオの水槽を見たときに感動した。 

    今でも南三陸のために何ができるか考え続けている。 

    生きることのすべてがこの町にはあって、誰でも体験できる。他にこれだけの場所はない。 
 
 



■オプショナルツアー

翌18日には、「オプショナルツアー」と題し、南三陸町復興市の語り部さんのガイドにより、 

被災した南三陸町内をバスで回るツアーが実施されました。 

水尻川サケ孵化場や、活用センター跡地、南三陸さんさん商店街などを巡りました。 



■あとがき

■応援の声

活用センターを研究フィールドとして利用し、 

また資料提供等で関わりの深かった 

さかなクン氏が、活用センターの復活への高まる期待を、 

ビデオメッセージという形で届けてくださいました。 

研究フィールドとして活用センターを利用していた 

「軟体動物多様性学会」が 

『活用センターの研究教育施設としての再建を求める要望書』 

を作成してくださり、 

学会長の飯島明子氏によって読み上げていただきました。 

また、センター再建に向けて、多大なご寄付を頂きました。 

株式会社オルタナ編集部の瀬戸内千代氏が 

フォーラムにご参加くださり、 

環境とＣＳＲと「志」のビジネス情報誌オルタナの 

2012年3月19日のウェブニュースに、 

『南三陸町の環境教育施設、再起に向けて有志がフォーラム開催』 

と題された記事を掲載して下さいました。 
http://www.alterna.co.jp/8550 

『「南三陸町自然環境活用センター」を語るフォーラム』は、 

総勢100名に及ぶ参加者と、大盛況に終えることができました。 

実施にあたり、事前・当日の準備や運営に関わっていただいた皆様と、 

ご参加下さった皆様に、深く感謝いたします。 

 

今回の皆様との交流と、いただいた意見を無駄にしないよう、 

活用センター復活へ向けた検討が進められております。 

これまで以上に愛され利用していただけるような 

より良い施設として復活すること、ご期待いただくとともに、 

今後とも末永いお付き合いをよろしくお願いいたします。 

 
特定非営利活動法人 海の自然史研究所 南三陸 

藤田岳 
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