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平成24年度総会・活動発表会
平成24年5月19日（土） 沼津市立図書館視聴覚ホール
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総

会

第1号議案
第2号議案
第3号議案
第4号議案
第5号議案
第6号議案
第7号議案
第8号議案

全8議案は原案どおり承認されました。
平成23年度ふじさんネットワーク事業報告
平成23年度ふじさんネットワーク収支決算
平成23年度富士山ピンバッジ事業（特別事業）事業報告
平成23年度富士山ピンバッジ事業（特別事業）収支決算
平成24年度ふじさんネットワーク事業計画
平成24年度ふじさんネットワーク収支予算
平成24年度富士山ピンバッジ事業（特別事業）事業計画
平成24年度富士山ピンバッジ事業（特別事業）収支予算

本年度の新規事業
・活動体験事業
富士山環境保全活動への理解と実践を促すため、
9月に草刈（草原性植生の保全）、10月に植樹の体験
（自然植生の復元）
を行います。

・富士山ピンバッジ新シリーズ作成
富士山世界文化遺産登録への機運を盛り上げる
ため、新シリーズを作成します。
デザインは一般公募により、広く募集します。
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挨拶：土 隆一会長

活動発表会

「富士山世界文化遺産登録に向けた取組」
静岡県 文化・観光部 文化学術局 世界遺産推進課
学術調査班 班長 松本 稔章 氏
主査 小野
聡氏
富士山世界文化遺産登録に向け正念場を迎える中、
これまでの道のりと今後の取組について、パワーポイ
ントを使って、わかりやすく発表していただきました。

左：松本 氏

右：小野 氏

富士山勉強会
平成24年3月20日（火・祝）、三島市民文化会館で「富士山勉強会」を開催しました。
当日は、会場が満席になるほど、大勢の方の参加をいただきました。

演題：
「虫になって富士山見れば」
講師：昆虫研究家・農学博士
平井 剛夫 氏
昆虫の生態、富士山周辺に棲む珍しい昆虫、富士山こども
の国での観察会の様子等について、講演をしていただき
ました。
平井 氏

演題：
「富士山の地下水・湧水の保全と活用」
講師：静岡県環境衛生科学研究所
富士山地下水プロジェクトスタッフ
村中 康秀 氏
富士山地域の水循環システム、効果的に地下水量を増やす
涵養・節水対策等について、講演をしていただきました。
村中 氏

富士山エコレンジャー
（１）富士山エコレンジャー登録式
平成24年3月20日（火・祝）、富士山勉強会に先立ち、
「新規富士山エコレンジャー登録式」を
行いました。今回は7名の方が登録され、活躍が期待されます。
土会長より新規登録者へ、証明書等を授与

新規登録者 左より（敬称略）
小澤 英雄
小島 正
小林 寿美子
鈴木 啓之
鈴木 正之
北條 真人
（当日欠席

夏目

三男）
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（2）富士山エコレンジャー連絡会総会
平成24年6月2日
（土）
、
県富士総合庁舎で、
エコレンジャー18名が参加して、
総会が行われました。
内容
・仁藤会長挨拶
・平成23年度事業報告
（富士山エコレンジャー活動報告まとめ）
・平成23年度富士山エコレンジャー講習会報告
（講習会新規受講者9名、
うち登録者7名）
・平成24年度事業計画
（定例活動の他に研修会を年2回実施予定）
・平成24年度富士山エコレンジャー講習会計画
・その他
平成23年度末で富士山エコレンジャーOBと
なった田山卓男様・平野博明様・山本和夫様の
3名に対し、
会長より感謝の意がありました。

会場の様子
富士山エコレンジャー活動内容
・ 富士山への来訪者に対するマナー啓発
・ 富士山への来訪者への自然解説等の情報提供
・ 富士山周辺の動植物の保護とその情報収集
など

「自然観察会」
・
「活動体験」参加者募集
（１）自然観察会
番号

コース名

1 「富士山の恵み 柿田川」
親子で楽しむ自然観察会

2

富士山の自然林を巡る
自然観察会

内容等
日 時 平成24年8月25日（土）9:30 〜 12:00
内 容 柿田川の浅瀬に入り、植物を観察したり魚類を捕まえたりして、
その生態を勉強します。
対 象 親子
定 員 先着30家族
持ち物 飲み物、タモ網、バケツ、川の中に入る履き物、タオル、
帽子
集合場所 柿田川公園駐車場
案内役 （公財）柿田川みどりのトラスト、柿田川自然保護の会
日 時 平成24年9月30日（日）9:30 〜 13:30
内 容 西臼塚から富士山麓山の村までの約2kmを歩きながら、
ブナ林を観察したり、モミジ・ドングリ等を拾います。
対 象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定 員 先着40名
持ち物 昼食、飲み物、雨具
集合場所 マイカー参加者 9:30までに「富士山西臼塚駐車場」集合
送迎バス利用者「JR富士駅南口」
(貸切バス8:15出発)
案内役 富士常葉大学
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富士山の地質と砂防を
学ぶ自然観察会

日 時 平成24年10月21日（日）8:10 〜 13:00
内 容 富士山の地形・地質等について説明を受けた後、
富士山大沢扇状地及び扇状地樹林帯を見学します。
対 象 中学生以上
定 員 先着25名
持ち物 飲み物、雨具、手袋（軍手）、筆記用具
集合場所 「ＪＲ富士駅南口」
（貸切バス8:10出発）
案内役 国土交通省 中部地方整備局 富士砂防事務所

（2）活動体験
番号

4

5

コース名

富士山の草原性植生保全
活動体験
（草刈）

富士山の自然植生復元
活動体験
（植樹）

内容等
日 時 平成24年9月29日（土）10:00 〜 15:00
（予備日：平成24年10月13日
（土））
内 容 富士山の草原性植生を保全するため、
朝霧高原根原県有地で
草刈等をするほか、自然観察を行います。
対 象 高校生以上（１日屋外での作業が可能な方）
定 員 先着100名
持ち物 昼食、
飲み物、雨具、軍手、草刈用の道具
（持っている方）
集合場所 マイカー参加者 10:00までに会場（朝霧高原）集合
送迎バス利用者「JR富士駅南口」(貸切バス8:45出発)
その他 静岡県と共催で行います。
日 時 平成24年10月6日（土）10:00 〜 15:00
（予備日：平成24年10月７日
（日））
内 容 富士山火山荒原の自然植生を復元するため、御殿場口新五合目で
植樹をするほか、自然観察を行います。
対 象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定 員 先着40名
持ち物 昼食、飲み物、雨具、
軍手
集合場所 マイカー参加者 10:00までに会場（御殿場市内）
集合
送迎バス利用者「JR三島駅北口」
(貸切バス9:00出発)

各コースとも参加費は無料です。また、
ふじさんネットワーク負担で保険に加入します。
参加希望者は、
郵便番号、住所、
氏名、年齢、電話番号、参加コース（コース番号 ②、④、⑤を希望の
場合は送迎バス利用の有無）
を明記の上、はがき、
ＦＡＸ又は電子メールによりお申込ください。
【申込先・問合せ先】ふじさんネットワーク事務局
（静岡県 くらし・環境部 環境局 自然保護課内）
電話：054-221-2963
【申 し 込 み 期 限】コース番号①：平成24年8月13日
（月） コース番号②〜⑤：平成24年9月14日（金）
【住
所】〒420-8601
静岡市葵区追手町9番6号 静岡県くらし・環境部環境局自然保護課内
ふじさんネットワーク事務局 あて
※各コースとも定員になりしだい、締切とさせて
【Ｆ
Ａ
Ｘ】054-221-3278
いただきますので、
ご承知願います。
【電 子 メ ー ル】3776fuji@pref.shizuoka.jp

FUJISAN NETWORK

会員活動紹介
住所 静岡市葵区追手町9-6 静岡県庁西館9階

公益社団法人静岡県産業廃棄物協会

TEL 054-255-8285
URL

http://www.shizuoka-sanpai.or.jp

当協会は昭和52年に設立して以来、
現在約1200社の会員企業と共に、
産業廃棄物のリサイ
クルや、適正処理を目的に活動しています。
中でも富士山のお膝元でもある富士市と富士宮市の会員企業157社で構成されている
富士支部では、
適正処理推進事業の一環として、
富士山周辺で多発する廃棄物の不法投棄撲滅
に向けた取組を積極的に行っています。

不法投棄廃棄物回収作業
監視パトロールなどで見つかった不法投棄廃棄物の回収作業を、支部役員企業が中心と
なって実施しています。
本年1月20日に実施した回収作業では、
富士市大淵に投棄されていた
角材や止水シート、ビニールシート等の建設廃材 約3トンを回収しました。

不法投棄回収作業の様子

地元開催フェアへの出展
支部事業として、
毎年恒例となっている
「富士市産業
まつり商工フェア」への出展を通じて、多くの皆様に
廃棄物の不法投棄撲滅に向けた協力を呼びかけてい
ます。昨年11月に開催されたフェア出展時には、リサ
イクルクイズを行う中で、お子様とその保護者の皆様
にも、
廃棄物の適正処理の推進などの協力を呼びかけ
ました。
このような事業を通じて、今後も富士山周辺の環境
保全に協力していきたいと考えております。

商工フェアでは多くの方が来場しました

富士山の世界文化遺産登録に向けて

静岡県からの
お知らせ

平成25年の登録へ正念場！イコモスの現地調査に向けて
去る１月27日、
日本政府がユネスコに推薦書を提出したことを受け、
本年の夏から秋にかけて、
イコモス
（国際
記念物遺跡会議）
の現地調査が行われます。
現地調査では、
次のような視点から審査が行われます。
○締約国によって登録推薦された資産が顕著な普遍的価値を持つか
○顕著な普遍的価値の完全性及び真実性の条件を満たしているか
○必要な保護管理上の要件を満たしているか
静岡県は、
国、
山梨県、
関係市町村等と連携し、
この調査において富士山の価値及び保存管理の取組状況について
理解が得られるよう努め、
平成25年の富士山世界文化遺産への登録が確実となるよう万全を期してまいります
ので、
引き続き、
皆様の御支援、
御協力をよろしくお願いいたします。

「富士山世界文化遺産両県県民会議」会員取組事例紹介
平成24年2月23日の富士山の日に、
「美しい富士山を未来へつなぐ会」を拡大・改編し、静岡・山梨両県知事、
両県議会議長、民間団体の代表者を共同代表とした「富士山世界文化遺産両県県民会議」が発足しました。
現在、ポスターや会員プレートを掲出していただくなど、様々な活動を自主的に進めていただいています。
そこで、県民会議の会員様で、すでに活動されている団体の活動事例について御紹介します。

富士山世界文化遺産裾野市民協議会
平成23年11月1日、
裾野市の富士山関連10団体
が参加し、富士山世界文化遺産裾野市民協議会が
設立されました。
協議会は、
平成25年の登録を推進
するため、富士山及び周辺の清掃活動や学習会の
開催、
啓発展示会開催など各団体の特長を生かして
市民レベルでの活動を繰り広げています。
活動事例として、
「富士山でおもてなし」
を合言葉
に実施している富士山及び山麓の清掃活動・美化
運動があります。協議会全体で年6回ほど実施し、
構成団体の活動も入れると月1回ペースで実施
しています。

揃いのユニフォームで清掃活動を実施する会員

世界に誇る日本のシンボル富士山を
みんなで未来へ引き継いでいこう！

また、
協議会では行政とともに、
裾野市内の富士山
関連施設、
史跡、
構成資産等について学習会や富士山
に関する講演会を実施しています。

お知らせ

県民会議の入会について…

詳しくは、 静岡県 世界遺産

検 索

富士山世界文化遺産登録への機運の構成を図るため、8月11日（土）に静岡、山梨両県で富士山
一斉清掃が行われます。
ふじさんネットワークでは、8月11日を中心とした8月に、富士山をすそ野からみがきあげる
「富士山みがきあげ作戦」への参加団体を募集しています。
詳しくは、ふじさんネットワークのホームページをご覧ください。

富士山ピンバッジ
新シリーズデザイン募集
ふじさんネットワークでは、
平成25年の富士山世界文化遺産登録への機運醸成を目的として、
富士山ピンバッジの新シリーズを作成します。
デザインは公募により行います。募集の概要は以下のとおりです。
■募集作品 富士山ピンバッジの新シリーズ
・富士山の環境保全に対する募金協力者への記念品として配布しますので、未来
に向けて守り引き継ぐべき富士山の美しい自然やその恵み、
景観等に関するデザ
インを考案してください。
・シリーズの特定はしませんので、
自由に発想してください。
ただし、
１つのシリーズ
で3〜5種類のデザインを考案してください。
（シリーズの例：動物シリーズ、鳥シリーズ、昆虫シリーズ、湧水シリーズなど）
・形状も限定はしませんので、自由に発想してください。ただし、あまり、複雑に
ならないようにしてください。
■応募資格 プロ・アマを問わず、どなたでも応募可能です。
■応募方法

Ａ4版白色用紙を縦使用し、縦横15cmの枠を書いた上で、その中でデザイン
（カラー）を記載してください。
１デザインにつき、
１枚の用紙を使用してください。
また、
別紙
（任意）
に、
①シリーズ名 ②シリーズのコンセプト(100字以内) ③郵便番号
④住所 ⑤氏名 ⑥性別 ⑦年齢 ⑧電話番号 ⑨職業 ⑩この募集を何で知ったかを
記載してください。

■提 出 先 「ふじさんネットワーク事務局」
あて郵送してください。
■募集締切 平成24年10月31日（水）必着
■

賞

最優秀賞 1点：賞状及び副賞
（賞金5万円）
優 秀 賞 2点：賞状及び副賞（賞金3万円）
※受賞者が高校生以下の場合は、同額の図書カードを副賞とします。

■受賞発表 平成24年12月下旬（予定）に受賞者本人に直接連絡します。

詳しくは、ふじさんネットワークホームページをご覧ください。
多くの皆様の応募をお待ちしております。

こちらは現在、配布している
富士山ピンバッジです。
募金に協力いただける方は、
ふじさんネットワーク事務局
までご連絡ください。

SAVE Mt.FUJI（直径26㎜）

花シリーズ（5個セット・直径66㎜）

１口 300円以上

１口 1,000円以上
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編集・発行／
〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号 電話054-221-2963 ファックス054-221-3278
E-mail 3776fuji@pref.shizuoka.jp

立 平成11年10月23日
長 土 隆一
（静岡大学名誉教授）
● 会員数 463団体・個人
（H24.7.31現在）
●

静岡県くらし・環境部環境局自然保護課内
URL http://www.fujisan-net.gr.jp/

●

設
会

