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開催趣旨：開催趣旨：開催趣旨：開催趣旨：

ラムサール・ネットワーク日本（以下、

基づく水田の生物多様性向上を、国際的・国内的に継続的に推進しています。

愛知ターゲットの達成目標年である

生物多様性向上の

域交流会や全国集会を開催し、それを実践する仲間の拡大と情報の共有化に努めているところです。これ

までに

このたびは、田んぼ

ブに参加する多くの団体の協力を得て、田んぼ

川越は、古くから「初雁」の街として知られ、初雁城を始め、市内各地に初雁に因む文化が残され、

年には「雁（かり）」が市の鳥に指定されています。

雁は豊かな田んぼを象徴する生き物で、かつては全国でその姿を見られ、川越市の伊佐沼でも記録され

ていますが

呼び戻すことを未来の目標とし、その重要な生息地になっている田んぼの生物多様性の向上をめざす取組

が拡大することを願いつつ、全国大会を川越で行うことにしました。

2020

ぼの生物多様性向上への関心が高く、また歴史・文化的にも自然との

共生の思いが強く感じられる川越市での生物多様性向上のための取

り組みを紹介すると同時に、田んぼ

り田んぼの生物多様性向上に取り組む全国各地の人々が、これまでの

成果や課題などを発表します。さらに参加者で、

に向けての活動について話し合いを行います。
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基づく水田の生物多様性向上を、国際的・国内的に継続的に推進しています。

愛知ターゲットの達成目標年である

生物多様性向上の 

域交流会や全国集会を開催し、それを実践する仲間の拡大と情報の共有化に努めているところです。これ

までに 200 近くの団体や個人が同プロジェクトに参加し、それぞれの活動を実施してきています。

このたびは、田んぼ

ブに参加する多くの団体の協力を得て、田んぼ

川越は、古くから「初雁」の街として知られ、初雁城を始め、市内各地に初雁に因む文化が残され、

年には「雁（かり）」が市の鳥に指定されています。

雁は豊かな田んぼを象徴する生き物で、かつては全国でその姿を見られ、川越市の伊佐沼でも記録され

ていますが、現在では宮城県北部などの限られた地域に追いやられてしまいました。その雁を再び川越に

呼び戻すことを未来の目標とし、その重要な生息地になっている田んぼの生物多様性の向上をめざす取組

が拡大することを願いつつ、全国大会を川越で行うことにしました。

2020 年の愛知目標達成年まであと

ぼの生物多様性向上への関心が高く、また歴史・文化的にも自然との

共生の思いが強く感じられる川越市での生物多様性向上のための取

り組みを紹介すると同時に、田んぼ

り田んぼの生物多様性向上に取り組む全国各地の人々が、これまでの

成果や課題などを発表します。さらに参加者で、

に向けての活動について話し合いを行います。
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ラムサール・ネットワーク日本（以下、

基づく水田の生物多様性向上を、国際的・国内的に継続的に推進しています。

愛知ターゲットの達成目標年である

 10 年プロジェクト」行動計画を作成し、具体的な取組み内容を提示しつつ、各地で地

域交流会や全国集会を開催し、それを実践する仲間の拡大と情報の共有化に努めているところです。これ

近くの団体や個人が同プロジェクトに参加し、それぞれの活動を実施してきています。

このたびは、田んぼ 10 年プロジェクトに参加する「かわごえ里山イニシアチブ」、また同イニシアチ

ブに参加する多くの団体の協力を得て、田んぼ

川越は、古くから「初雁」の街として知られ、初雁城を始め、市内各地に初雁に因む文化が残され、

年には「雁（かり）」が市の鳥に指定されています。

雁は豊かな田んぼを象徴する生き物で、かつては全国でその姿を見られ、川越市の伊佐沼でも記録され

、現在では宮城県北部などの限られた地域に追いやられてしまいました。その雁を再び川越に

呼び戻すことを未来の目標とし、その重要な生息地になっている田んぼの生物多様性の向上をめざす取組

が拡大することを願いつつ、全国大会を川越で行うことにしました。

年の愛知目標達成年まであと

ぼの生物多様性向上への関心が高く、また歴史・文化的にも自然との

共生の思いが強く感じられる川越市での生物多様性向上のための取

り組みを紹介すると同時に、田んぼ

り田んぼの生物多様性向上に取り組む全国各地の人々が、これまでの

成果や課題などを発表します。さらに参加者で、

に向けての活動について話し合いを行います。
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 エキスカーション：
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ラムサール・ネットワーク日本（以下、RNJ

基づく水田の生物多様性向上を、国際的・国内的に継続的に推進しています。

愛知ターゲットの達成目標年である 2020 

年プロジェクト」行動計画を作成し、具体的な取組み内容を提示しつつ、各地で地

域交流会や全国集会を開催し、それを実践する仲間の拡大と情報の共有化に努めているところです。これ

近くの団体や個人が同プロジェクトに参加し、それぞれの活動を実施してきています。

年プロジェクトに参加する「かわごえ里山イニシアチブ」、また同イニシアチ

ブに参加する多くの団体の協力を得て、田んぼ

川越は、古くから「初雁」の街として知られ、初雁城を始め、市内各地に初雁に因む文化が残され、

年には「雁（かり）」が市の鳥に指定されています。

雁は豊かな田んぼを象徴する生き物で、かつては全国でその姿を見られ、川越市の伊佐沼でも記録され

、現在では宮城県北部などの限られた地域に追いやられてしまいました。その雁を再び川越に

呼び戻すことを未来の目標とし、その重要な生息地になっている田んぼの生物多様性の向上をめざす取組

が拡大することを願いつつ、全国大会を川越で行うことにしました。

年の愛知目標達成年まであと 3 年、この集会では、田ん

ぼの生物多様性向上への関心が高く、また歴史・文化的にも自然との

共生の思いが強く感じられる川越市での生物多様性向上のための取

り組みを紹介すると同時に、田んぼ 10 年プロジェクトのもとに集ま

り田んぼの生物多様性向上に取り組む全国各地の人々が、これまでの

成果や課題などを発表します。さらに参加者で、

に向けての活動について話し合いを行います。
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日（土）09:15

エキスカーション： 

田んぼの生物多様性向上
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ルシステム埼玉・食楽風土・民間稲作研究所・埼玉県生態系保護協会

RNJ）は、ラムサール条約および生物多様性条約の水田決議に

基づく水田の生物多様性向上を、国際的・国内的に継続的に推進しています。

2020 年に向けて、田んぼの生物多様性向上をめざす「田んぼの

年プロジェクト」行動計画を作成し、具体的な取組み内容を提示しつつ、各地で地

域交流会や全国集会を開催し、それを実践する仲間の拡大と情報の共有化に努めているところです。これ

近くの団体や個人が同プロジェクトに参加し、それぞれの活動を実施してきています。

年プロジェクトに参加する「かわごえ里山イニシアチブ」、また同イニシアチ

ブに参加する多くの団体の協力を得て、田んぼ 10 年全国集会

川越は、古くから「初雁」の街として知られ、初雁城を始め、市内各地に初雁に因む文化が残され、

年には「雁（かり）」が市の鳥に指定されています。 

雁は豊かな田んぼを象徴する生き物で、かつては全国でその姿を見られ、川越市の伊佐沼でも記録され

、現在では宮城県北部などの限られた地域に追いやられてしまいました。その雁を再び川越に

呼び戻すことを未来の目標とし、その重要な生息地になっている田んぼの生物多様性の向上をめざす取組

が拡大することを願いつつ、全国大会を川越で行うことにしました。

年、この集会では、田ん

ぼの生物多様性向上への関心が高く、また歴史・文化的にも自然との

共生の思いが強く感じられる川越市での生物多様性向上のための取

年プロジェクトのもとに集ま

り田んぼの生物多様性向上に取り組む全国各地の人々が、これまでの

成果や課題などを発表します。さらに参加者で、2020 年、それ以降

に向けての活動について話し合いを行います。 
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09:15－ 18:00 

小江戸川越・圃場などの見学

田んぼの生物多様性向上 10 年プロジェクト全国集会

 

3 部会場：ウエスタ川越

 埼玉県川越市新宿町

ラムサール・ネットワーク日本、かわごえ里山イニシアチブ

高梨農園・（株）リブラン・カワゴエマスメディア・東洋大学総合情報学部小瀬

テクノロジー・（株）ジーピーエス・結の蔵（金子商店）・パ

ルシステム埼玉・食楽風土・民間稲作研究所・埼玉県生態系保護協会

）は、ラムサール条約および生物多様性条約の水田決議に

基づく水田の生物多様性向上を、国際的・国内的に継続的に推進しています。

年に向けて、田んぼの生物多様性向上をめざす「田んぼの

年プロジェクト」行動計画を作成し、具体的な取組み内容を提示しつつ、各地で地

域交流会や全国集会を開催し、それを実践する仲間の拡大と情報の共有化に努めているところです。これ

近くの団体や個人が同プロジェクトに参加し、それぞれの活動を実施してきています。

年プロジェクトに参加する「かわごえ里山イニシアチブ」、また同イニシアチ

年全国集会 in 川越を開催します。

川越は、古くから「初雁」の街として知られ、初雁城を始め、市内各地に初雁に因む文化が残され、

雁は豊かな田んぼを象徴する生き物で、かつては全国でその姿を見られ、川越市の伊佐沼でも記録され

、現在では宮城県北部などの限られた地域に追いやられてしまいました。その雁を再び川越に

呼び戻すことを未来の目標とし、その重要な生息地になっている田んぼの生物多様性の向上をめざす取組

が拡大することを願いつつ、全国大会を川越で行うことにしました。 

年、この集会では、田ん

ぼの生物多様性向上への関心が高く、また歴史・文化的にも自然との

共生の思いが強く感じられる川越市での生物多様性向上のための取

年プロジェクトのもとに集ま

り田んぼの生物多様性向上に取り組む全国各地の人々が、これまでの

年、それ以降

in in in in 川越」川越」川越」川越」    

『生きもの育み雁の舞う里山・街づくり』『生きもの育み雁の舞う里山・街づくり』『生きもの育み雁の舞う里山・街づくり』『生きもの育み雁の舞う里山・街づくり』    

田んぼフォーラム～田んぼフォーラム～田んぼフォーラム～田んぼフォーラム～    

「田んぼの生物多様性向上 10 年プロジェクト」の略称

 

小江戸川越・圃場などの見学

年プロジェクト全国集会

会場：ウエスタ川越

埼玉県川越市新宿町 1丁目

ラムサール・ネットワーク日本、かわごえ里山イニシアチブ

高梨農園・（株）リブラン・カワゴエマスメディア・東洋大学総合情報学部小瀬

テクノロジー・（株）ジーピーエス・結の蔵（金子商店）・パ

ルシステム埼玉・食楽風土・民間稲作研究所・埼玉県生態系保護協会

）は、ラムサール条約および生物多様性条約の水田決議に

基づく水田の生物多様性向上を、国際的・国内的に継続的に推進しています。 

年に向けて、田んぼの生物多様性向上をめざす「田んぼの

年プロジェクト」行動計画を作成し、具体的な取組み内容を提示しつつ、各地で地

域交流会や全国集会を開催し、それを実践する仲間の拡大と情報の共有化に努めているところです。これ

近くの団体や個人が同プロジェクトに参加し、それぞれの活動を実施してきています。

年プロジェクトに参加する「かわごえ里山イニシアチブ」、また同イニシアチ

川越を開催します。 

川越は、古くから「初雁」の街として知られ、初雁城を始め、市内各地に初雁に因む文化が残され、

雁は豊かな田んぼを象徴する生き物で、かつては全国でその姿を見られ、川越市の伊佐沼でも記録され

、現在では宮城県北部などの限られた地域に追いやられてしまいました。その雁を再び川越に

呼び戻すことを未来の目標とし、その重要な生息地になっている田んぼの生物多様性の向上をめざす取組

    

年プロジェクト」の略称

小江戸川越・圃場などの見学  

年プロジェクト全国集会 in

会場：ウエスタ川越 活動室 1

丁目 17 番地 17）

ラムサール・ネットワーク日本、かわごえ里山イニシアチブ 

高梨農園・（株）リブラン・カワゴエマスメディア・東洋大学総合情報学部小瀬

テクノロジー・（株）ジーピーエス・結の蔵（金子商店）・パ

ルシステム埼玉・食楽風土・民間稲作研究所・埼玉県生態系保護協会 

）は、ラムサール条約および生物多様性条約の水田決議に

年に向けて、田んぼの生物多様性向上をめざす「田んぼの

年プロジェクト」行動計画を作成し、具体的な取組み内容を提示しつつ、各地で地

域交流会や全国集会を開催し、それを実践する仲間の拡大と情報の共有化に努めているところです。これ

近くの団体や個人が同プロジェクトに参加し、それぞれの活動を実施してきています。

年プロジェクトに参加する「かわごえ里山イニシアチブ」、また同イニシアチ

川越を開催します。 

川越は、古くから「初雁」の街として知られ、初雁城を始め、市内各地に初雁に因む文化が残され、

雁は豊かな田んぼを象徴する生き物で、かつては全国でその姿を見られ、川越市の伊佐沼でも記録され

、現在では宮城県北部などの限られた地域に追いやられてしまいました。その雁を再び川越に

呼び戻すことを未来の目標とし、その重要な生息地になっている田んぼの生物多様性の向上をめざす取組

年プロジェクト」の略称 

 川越   

1-2 

） 

高梨農園・（株）リブラン・カワゴエマスメディア・東洋大学総合情報学部小瀬 

テクノロジー・（株）ジーピーエス・結の蔵（金子商店）・パ

）は、ラムサール条約および生物多様性条約の水田決議に

年に向けて、田んぼの生物多様性向上をめざす「田んぼの

年プロジェクト」行動計画を作成し、具体的な取組み内容を提示しつつ、各地で地

域交流会や全国集会を開催し、それを実践する仲間の拡大と情報の共有化に努めているところです。これ

近くの団体や個人が同プロジェクトに参加し、それぞれの活動を実施してきています。 

年プロジェクトに参加する「かわごえ里山イニシアチブ」、また同イニシアチ

1992

雁は豊かな田んぼを象徴する生き物で、かつては全国でその姿を見られ、川越市の伊佐沼でも記録され

、現在では宮城県北部などの限られた地域に追いやられてしまいました。その雁を再び川越に

呼び戻すことを未来の目標とし、その重要な生息地になっている田んぼの生物多様性の向上をめざす取組

    



総合司会；ラムサール・ネットワーク日本
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総合司会；ラムサール・ネットワーク日本

:00-13:00 

13:00 開会 

０0 主催者挨拶：

13:05 祝辞： 

13:10-13:55 

ラムサール・ネットワーク日本共同代表

13:5５-14:40 

14:40-15:20 

  

  

15:20-15:30 

15:30-16:30 

 その１；宮城からの報告

      

    その２；神奈川からの報告

  

    その３；福岡からの報告

  

16:30-16:50 

16:50-17:00 

・田んぼ 10

・閉会のあいさつ

  

17:00-18:00 

◆ポスター

◆ポスターの解説を聞きながらの談話

◆マコモ茶とコナギクッキーなどの試食あり

１．１．１．１．全国集会全国集会全国集会全国集会

総合司会；ラムサール・ネットワーク日本

 ポスター展示（自由閲覧）

主催者挨拶：ラムサール・ネットワーク日本

   川合善明川越市長

13:55 基調講演: 田んぼ

ラムサール・ネットワーク日本共同代表

 いすみ市の取り組み

15:20  川越からの報告～生きものを育む田んぼプロジェクト

   

     

 ＜休憩＞ 

 各地からの報告

その１；宮城からの報告

   

その２；神奈川からの報告

    

その３；福岡からの報告

    

16:50  総合質疑 

 閉会 

10 年プロジェクト

閉会のあいさつ  

18:00 ポスターセッション

ポスター展示団体から

ポスターの解説を聞きながらの談話

◆マコモ茶とコナギクッキーなどの試食あり

全国集会全国集会全国集会全国集会プログラムプログラムプログラムプログラム

総合司会；ラムサール・ネットワーク日本

ポスター展示（自由閲覧）

ラムサール・ネットワーク日本

川合善明川越市長

田んぼ 10 年プロジェクトと初雁の里・川越

ラムサール・ネットワーク日本共同代表

いすみ市の取り組み   

川越からの報告～生きものを育む田んぼプロジェクト

  かわごえ里山イニシアチブ

     

 

各地からの報告 

その１；宮城からの報告  

 蕪栗沼伸萠地区ふゆみずたんぼ生産組合副組合長

その２；神奈川からの報告 

  

その３；福岡からの報告 

 (有)

 

年プロジェクト参加へのご

  

ポスターセッション 

団体から活動紹介等の一言アピール（

ポスターの解説を聞きながらの談話

◆マコモ茶とコナギクッキーなどの試食あり

プログラムプログラムプログラムプログラム

総合司会；ラムサール・ネットワーク日本 安藤よしの

ポスター展示（自由閲覧） 

ラムサール・ネットワーク日本

川合善明川越市長 

年プロジェクトと初雁の里・川越

ラムサール・ネットワーク日本共同代表/日本雁を保護する会会長

    

川越からの報告～生きものを育む田んぼプロジェクト

かわごえ里山イニシアチブ

  

蕪栗沼伸萠地区ふゆみずたんぼ生産組合副組合長

 小田原

)ゆうま ぶどうの樹

参加へのご案内  

  

活動紹介等の一言アピール（

ポスターの解説を聞きながらの談話交流 

◆マコモ茶とコナギクッキーなどの試食あり

プログラムプログラムプログラムプログラム    （敬称略）（敬称略）（敬称略）（敬称略）

安藤よしの 

ラムサール・ネットワーク日本 柏木 実

年プロジェクトと初雁の里・川越

日本雁を保護する会会長

  

川越からの報告～生きものを育む田んぼプロジェクト

かわごえ里山イニシアチブ

     

蕪栗沼伸萠地区ふゆみずたんぼ生産組合副組合長

小田原 食とみどり

ぶどうの樹 ほっこり農園

  ラムサール・ネットワーク日本

 かわごえ里山イニシアチブ

活動紹介等の一言アピール（各

 

◆マコモ茶とコナギクッキーなどの試食あり 

（敬称略）（敬称略）（敬称略）（敬称略）    

実 

年プロジェクトと初雁の里・川越 (40 

日本雁を保護する会会長

   いすみ市長

川越からの報告～生きものを育む田んぼプロジェクト 

かわごえ里山イニシアチブ 代表理事

    耕福米耕作人

蕪栗沼伸萠地区ふゆみずたんぼ生産組合副組合長

食とみどり 事務局長

ほっこり農園

ラムサール・ネットワーク日本

かわごえ里山イニシアチブ

各１分） 

(40 分) 

日本雁を保護する会会長 呉地正行

いすみ市長 太田洋

 

代表理事 増田純一

耕福米耕作人 髙梨耕治

蕪栗沼伸萠地区ふゆみずたんぼ生産組合副組合長 齋藤肇

事務局長 齋藤文子

ほっこり農園 加悦 典子

ラムサール・ネットワーク日本

かわごえ里山イニシアチブ 

呉地正行 

太田洋 

増田純一 

髙梨耕治 

齋藤肇 

齋藤文子 

典子 

ラムサール・ネットワーク日本 


