
ウサギギク
北海道～中部地方以北に分布する、キク科の多年草。
葉の形がウサギの耳を連想させることから、この名前がついています。
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白 山 国 立 公 園 の 生 態 系 維 持 回 復 事 業
特集❶

山、石川、福井、岐阜の４県にまたがり、様々な生
きものが暮らす豊かな自然環境を持つ白山は、標

高によってブナなどが広がる山麓地帯、オオシラビソやダ
ケカンバなどの亜高山帯、ハイマツやお花畑のある高山
帯と様々な自然環境があり、ハクサンシャクナゲに代表さ
れる約２５０種の高山植物や、二ホンカモシカなど42種の
哺乳類が生息するなど、豊かな生態系が保たれています。

しかし近年、登山者の増加などに伴い、山頂の高山帯
周辺で本来は生育していない低地性植物や海外由来の植
物など、人為的に持ち込まれた植物（以下、「外来植物」と
いう。）が侵入しています。その結果、在来植物の生育に
悪影響を及ぼしたり、在来植物と雑種を作ってしまうなど、
生態系への影響が懸念されています。

今年度の事業は、外来植物の種子が高山帯へ広がらない
ように平成19年から設置している種子除去マットを、登山口
や利用者の通行が多い地点に加え山の上にも設置します。
また、平成16年から高山域や登山口などで実施している外
来植物除去活動の実施箇所も増やします。また、雑種を作
る可能性のある種は現地調査や試験研究を行い、外来植物
が生態系へ与える影響を調べる予定です。

白山国立公園を利用する方にも、外来植物対策について
ご協力をお願いしています。白山に登る際は、登山口の種
子除去マットの上で靴に付着している外来植物の種を落とす
ようにして下さい。

また、定期的に開催されている外来植物の除去作業は、広
くボランティアを募集して実施しています。この活動は、単
に作業をやるだけでなく、白山の自然について研究者の生
の話が聞けたり、除去したオオバコで作られたお茶の試飲
や、除去した植物で草相撲大会をやるなど、親子で楽しみな
がら参加できるイベントとなっています。

白山国立公園の豊かな生態系を守り、未来に引き継ぐた
め、皆様のご協力をお願いいたします。

※平成２２年度白山国立公園外来植物防除業務報告書

このため、白山では平成22年４月から自然公園法に創設された生態系維持回復事業を実施することとしました。この事
業は、在来植物や外来植物に関する調査研究、外来植物の除去対策、普及啓発の推進などを環境省、農林水産省、国土交
通省が連携して平成22 ～ 26年度の５ヶ年計画で取り組みます。

昨年度、環境省では白山国立公園内の主要な利用拠点や登山道沿いの外来植物の分布を調査し、34種の外来植物の生
育や、外来植物が高山帯周辺で分布を広げている状況を確認しました。調査結果は、学識者や関係行政機関などで構成さ
れる報告書に取りまとめられ※、今後の対策についての検討資料としています。

お花畑の観光新道（石川県白山市）

市ノ瀬バス停前に設
置した種子除去マット

山の上での外来
種物除去活動

除去した外来植物オオバ
コで作ったお茶の試飲

富
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沢 渡 ナショナ ル
パ ークゲ ート整 備

上高地の適正な保護・利用のための

境省では、中部山岳国立公園上高地地域の長野県側
の玄関口であり、上高地交通規制（マイカー規制）の

乗り換え拠点である沢渡(さわんど)地区において、「沢渡ナ
ショナルパークゲート」の整備を進めています。

沢渡ナショナルパークゲートとは、上高地を訪れる利用者に
「国立公園に入ること」を認識してもらい、上高地で守ってい
ただきたいマナー・ルールなどの情報を提供する施設です。

整備は、平成21年度から地元・松本市と環境省が協力し
て行っており、これまでに公衆トイレやバス発着場、休憩所
などが整備され、本年７月16日から一部供用が開始されて
います。今後も、情報提供施設や駐車場、渋滞緩和のため
の橋梁新設等関連施設の整備が進められ、平成27年度には
本格運用する運びとなっています。　　

日本を代表する山岳自然公園の景勝地であり、国内外か
ら多くの利用者が訪れる上高地。様々な利用者が適正な利
用のもと、上高地のもつ本来の価値を十分味わうことができ
るよう、より質の高い公園サービスを提供していく考えです。

部山岳国立公園の上高地地域は、毎年11月中旬から４月下旬まで
冬期閉鎖され、一般の公園利用は行われていません。一方、近年

日帰りトレッキングを目的とする入山者が増加傾向にあり、自然環境への
影響、雪崩などの危険に対する安全確保、ゴミや屎尿処理などが問題と
なっています。

松本自然環境事務所では、平成22年度に「上高地地域冬期利用管理方
針」を策定し、地域の関係者や関係行政機関が連携・協力して、４つの柱

（「地域一体となった情報提供」「入山届の提出促進」「湿原等への立入防
止対策」「指定場所（小梨平野営場）以外での野営の禁止」）に沿った対策を
進めています。

上高地へ冬期に入山される方は、自己責任である冬山登山であることを
認識し、しっかりした冬山装備をお持ちの上、必ず以下の点を守ってください。

❖入口（中ノ湯ゲート）で入山届を提出する。
❖雪崩や落石及び地吹雪などの自然災害に十分注意する。
❖車道、歩道以外の湿原などには踏み込まない。
❖冬期トイレ以外での用便は行わない。
❖指定場所（小梨平野営場）以外でのキャンプは行わない。
❖ゴミや食料は放置せず、必ず持ち帰る。

登山の安全と上高地の自然環境を保護するため、ご協力をお願いします。

上 高 地 へ の
冬 期 の 入 山 に つ い て

入山者の長い列

雪崩の発生箇所

整備された公衆
トイレ等施設

環

中
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ここ最近ではすっかり言葉として定着してきた感のある３R（リデュース、
リユース、リサイクル）ですが、覚えていただけましたでしょうか。

私たちが生活する上で、ごみの発生をなくすことはできませんが、ちょっ
とした工夫でそのごみを減らすことはできます。ごみはなるべく出さない
で、出てしまったごみはとことん利用する。それが３Rの考え方です。

10月はこの３Rをみんなで考えて、積極的に行動しようという月間です。
この月間中は、環境省を含む関係省庁、地方公共団体、関係団体などによ
る様々な取り組み等が行われます。お近くのイベントに積極的に参加する
ことで、ごみ減量へのヒントが見つかるかも知れません。まずは知ること
から始めてみませんか。

当事務所でも、この地方の自治体と連携して、以下のイベント（3R推進
中部地方大会）を開催します。今年度のテーマは、「食品リサイクル」です。

10月は３R推進月間です。

９月18日（日）10時～ 16時に、名古屋市の久屋大通公園にお
いて、環境デーなごや2011中央行事が開催されます。この行
事と連携して、3Rを考えるステージイベント（ファッションショー
など）、当事務所の食品リサイクルのモデル事業の紹介、リサイ
クルから生まれたメンチカツの試食などを行い、より多くの人に
この取り組みの現状や必要性をアピールする予定です。

食品リサイクルに関する講演や再生利用事業者の紹介などを
通して、食品関連事業者が、食品リサイクルに取り組むきっかけ
になるようなシンポジウムを名古屋市内で開催します。日程な
どの詳細は、中部地方環境事務所のHP（http://chubu.env.
go.jp/）をご覧下さい。

多くの方のご来場をお待ちしております。

当事務所では、食品リサイクルをより多くの方々に身近に感じ
ていただき、認知度のアップ、イメージの向上などを図ることが、
今後の普及には不可欠と考え、食品リサイクルの取り組みそのも
のを表す愛称「めぐりふーど」（「めぐり」は循環することを、「ふー
ど」は食品を表しており、この２つの表現を合わせた造語）を作成
しました。また、シンボルマークは広く一般に募集を行い、全国
津々浦々から応募された371点の力作の中から選定を進めてお
ります。入賞作品は、近く発表します。

この愛称とシンボルマークは、食品リサイクルの取り組みを行っ
ている多くの方にご利用いただき、幅広い普及を図っていくことと
しています。当事務所では皆様のご理解とご協力のもと、「めぐり
ふーど」とともに食品リサイクルの一層の普及を図って参ります。

詳しいことは、廃棄物・リサイクル対策課まで。

1

2

「環境デーなごや2011中央行事」との連携

シンポジウム

食品リサイクルの愛称は

「めぐりふーど」

環境デーなごや2010の風景（提供：名古屋市）

┉3R推進中部地方大会を開催します┉

取り組みましょう！

Reduce

Reuse

Recycle

4 ちゅうぶの環



中部環境
パートナーシップオフィス

EPO中部
2014年までになにを残すか

～ ESD地域実践～

松阪市（三重県）
みんなで取り組む「緑のカーテン」

松阪市では、地球温暖化防止の取り組みの一つとして、
平成２０年度に「緑のカーテン」の取り組みを始めました。
最初は市の庁舎や市施設のみでしたが、平成２１年度から
は市民にも「緑のカーテン」への参加を呼びかけ、アサガオ
とゴーヤの苗、合わせて約１２００株を配布しました。昨年
には約２０００株を、今年は２７００株あまりを配布し、開始か
ら４年目となった今では、多くの市民の間にこの取り組みが
広がっています。
また、今年は松阪市環境パートナーシップ会議（※）に
おいても『緑のカーテンコンテスト』を開催するなど、「緑の
カーテン」への関心を高める活動も行われます。
環境課では、松阪市環境課のホームページで『緑のカー

テン～ゴーヤ・アサガオ成長日記～』と題して、毎年環境
課が育てている「緑のカーテン」について、その成長記録
やカーテンの温度測定による効果の検証結果を紹介するな
ど、情報発信を続けています。
節電が叫ばれる今年の夏は、「緑のカーテン」人気に拍
車がかかりましたが、来年以降も更に多くの市民が関心を
持ってこの取り組みを続けていけるよう、市では様々な推進
活動を行っていきます。
（※市民、市民団体、事業者、行政が連携・協力して、環
境にやさしい行動を実践していく組織）

松阪市環境部環境課　電話：０５９８－５３－４４２５

環境課の緑のカーテン

ホームページで紹介

EPO中部では、ESD（持続可能な開発のための教育）を開設当初から重点柱に
位置づけ、事業展開を進めています。持続可能な開発とは、将来世代のニーズを
満たす能力を損なうことなく現在の世代のニーズを満たすような社会づくりのこと
です。この「持続可能な開発」のための教育（ESD）については、2003年に開催
されたヨハネスブルグサミットにて、日本のNGOからの提案を受け当時の小泉元首
相が「国連ESD10年」キャンペーンを提唱し、2005年にスタートしました。日本政
府が提唱したということもあり、日本政府はかなりイニシアティブをとって進めてお
り、2014年の最終会合は日本で行われることとなっています。
ESDの目標は、一人ひとりが、世界の状況や将来の世代と、現在の社会や自分

との関係を見つめ、自らが生きる社会を持続可能な社会とするためにできることか
ら始めることを目指しています。具体的には、一人ひとりのデータや情報を分析す
る能力、コミュニケーション能力、リーダーシップ能力を向上させるとともに、人間
の尊重、環境の尊重といった持続可能な開発に関する価値観を培うことを重視して
います。
東海地域では、環境、国際理解、国際協力、教育をテーマに活動しているNPO/

NGOが中心にESDに取り組み、北陸地域においては、学校におけるESD実践が
進んでいます（もちろんNPOも取り組んでいます）。EPO中部は、地域の実践者と
ESDモデル作り、フォーラム、講座、事例アンケート調査、教育分野での実践研究
など環境省の多様なESD施策と連動して事業を展開し、地域でのESD普及に努め
てきました。
しかし、まだまだ認知度は低く、ESDの価値やその重要性が広く社会に理解され

ておらず、現場での実践に活かされていない状況です。一方、新学習指導要領には、
持続可能な社会の構築の観点が盛り込まれ、ESDの考え方に沿った教育を行うこ
とができるようになり、先般改正された環境保全活動環境教育推進法には、ESDの
一層の充実がうたわれています。このような社会の追い風がある今、我々地域の実
践者がいかに実践するか、実践を根づかせるかが重要です。
EPO中部に最近、ESDに関する講座や研修の依頼が多くなっています。ぜひ、

皆さんとより充実した事業を展開し、ESDムーブメントの質向上と拡大を目指しま
す。ご関心のある方は是非お問い合わせください。

【INFORMATION】
●愛知県総合教育センターと協働で実施したESD研究報告
　平成20～ 21年度　環境教育の在り方に関する研究

－持続可能な社会構築を目指して－
http://www.apec.aichi-c.ed.jp/shoko/99syuu/kannkyou/
kannkyou.htm
平成22～ 23年度は、「生きる力をはぐくむESD実践カリキュラムの開発の

関する研究」を題材に６つの学校教員とすすめています。詳細はEPO中部ま
で

●EPO中部発行：ESDに関する資料　
　「生物多様性×持続可能な開発のための教育」

･･･生物多様性保全のために必要な教育からESDをひも解いた内容
　「未来をつくる力を育む『授業づくり』に役立つESD読本」

　･･･教員の方への普及を目的に作成
　「Sustainable　BOOK」

･･･持続可能な社会を創るために必要なエッセンスを掲載
　「未来をつくる「わたし」のESD提案」

･･･学校と地域の連携をテーマに実践紹介としくみづくり
全てダウンロードできます。

http://www.epo-chubu.jp/02_works/Report/c_esd.html
■プラスESDプロジェクト（事務局/認定NPO法人ESD-J）

　http://www.p-esd.go.jp/top.html
「持続可能な社会に向けた人づくりや活動」の見える化、つながる化を目的
にした登録制度。
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●＋■⇒★▼◎ パートナーシップがつくる 地域の未来！

NPO法人 森と水辺の技術研究会
流域の保全に関わる調査・研究・環境教育

皆さんは家庭でいらなくなった不用品をどうしています
か。きちんと分別してリサイクル（再資源化）することはも
ちろん大切ですが、まだ使えるようなものの場合は、リユー
ス（再使用）するほうが環境負荷を減らすことができること
が多いです。

そこで、NPO法人中部リサイクル運動市民の会（以下、
中部リサイクル）では、家庭で不用になった品物を地域で譲
り合う「リユースの仕組みづくり事業」に取り組んでいます。

中部リサイクルでは平成3年よりスーパーの駐車場など
で資源回収拠点「リサイクルステーション」を運営していま
すが、平成22年より「リユース＆リサイクルステーション」
と改名し、資源だけでなく、家庭から出るまだ使える不用品

（衣類・食器類・鍋やかん類・本など）のご寄付も受け付け
ることにしました。この「リユース＆リサイクルステーショ

ン」は現在、名古屋市内
に44 ヶ所あり、平成
22年度は約15万件の
持ち込みがありました。
「リユース＆リサイ

クルステーション」で
ご寄付いただいた不
用品は、名古屋市熱田

NPO法人 森と水辺の技術研究会は、平成12年から、里山
林の整備活動や長良川を始めとする河川環境を考えるワー
クショップ、流域保全のシンポジウム、環境教育の支援な
どを行ってきました。

その中で、環境問題や
流域の保全に関して課題
として「人と自然」「流域」

「人と人」「世代」など、い
ろんなつながりが分断さ
れていることを強く感じ
ています。現在、分断さ
れたつながりを戻そうと、
自然体験や環境教育を中
心に“人づくり”の活動を
行っています。

地域や学校で、小・中学生に対する、環境に関する教育
や自然体験活動が行われていますが、高校へ入ったとたん
に受験という活動が主となり、今までの蓄積が無用になっ
てしまっています。

平成１８年に、高校生がＮＰＯなどの環境活動へイン
ターンシップとして参加するという活動を始めました。少
しずつ定着してきて、仕組みとなっている高校もあります。

そこに関わってくれた学生
さんたちや、その活動を引き
継いでくれている学生さんた
ちと、今年の４月の高校生や
大学生を対象とした「未来塾
２０５０」を開塾しました。

これは、小・中学生で築い
た土台の上に生き方をちゃん
と考えようとしている学生さ
んたちに自ら学び考える場を
提供しようという塾です。運
営も塾生たちが主となって
行っています。

今後は、家庭や地域での環境意識や自然、世代のつなが
りをさらに進めることができるように「お子さんをお持ち

の親」を対象に
した、「親のため
の環境塾」を開
催したいと考え
ています。

NPO法人 中部リサイクル運動市民の会

不用品をゴミにしないで 「リユース＆チャリティ」

区にある「エコロジーセン
ター Re☆創庫（りそうこ）」
という施設で市民リサイ
クラー（ボランティア）の
方々によって仕分け・値付
けをされ、施設内のリユー
スショップ「Re☆ショッ
プ」において地域住民の方々に安価で販売されます。また、
一部の「リユース＆リサイクルステーション」では無料配布
しています。この仕組みによって、平成22年度は約4万3
千点の不用品が地域でリユースされました。

平成22年度のRe☆ショップの収益は残念ながら赤字で
したが、今年度こそは収益を出して、その収益を全額、環
境活動やその他の分野の社会貢献活動に還元していきたい
と考えています。

リユース（再利用）とリサイクル（再資源化）は、私たちが
暮らしの中で気軽に取り組める環境行動です。中部リサイ
クルでは、リユースの仕組みを名古屋市全域に広げるこ
とで、人々の「ものを大切にしたい」という想いを受け止め、
そこから生まれる収益をこの地域における持続可能な社会
づくりに役立てたいと考えています。

ホームページ　http://www.es-net. jp/

石田川で環境教育講座（岐阜大学）

板取川の源流探検

未来塾2050
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高原と山岳の魅力を併せ持つ乗鞍

松本自然環境事務所　アクティブ・レンジャー
木村亜紀

北アルプス、飛騨山脈と言った方がしっくりくる中部山岳国立公園。
その最南端に位置する乗鞍地域についてご紹介します。
乗鞍高原は、標高1,500m付近の広々とした草原と森林、そして

迫力ある３つの滝で構成されています。小川で水浴び、池の畔でお
絵描き、散歩途中にカモシカと遭遇、蕎麦を食べて温泉につかった後
は、シラカバの木陰で昼寝…。気取らず静かに時間を楽しむリピー
ターに愛されています。そんな環境を維持できるよう、利用者・地
元住民・関係機関の方々とコミュニケーションを取り、歩道のメンテ
ナンス、外来植物除去作業、各種啓発活動などを行っています。
一方、乗鞍岳は3,026mの剣ヶ峰を主峰とする山岳地帯。ライチョ

ウや高山植物の大群落で有名な畳平（標高2,702m）は、車道が通
じている日本の最高所です。ただし、渋滞の解消や環境保全のため、
平成15年からマイカー規制を行っており、バスかタクシーへの乗り
換えが必要です。人間のみならず本来ここにいなかった動植物も侵
入しやすく、脆弱な高山特有の生態系を脅かす恐れがあるため、対
処や防止の方法を模索しています。
これからの季節は、鮮やかな紅葉とふかふかの雪が楽しみです。
凍った滝も見事ですよ。
「これからの季節は、鮮やかな紅葉が楽しみです。
冬はパウダースノーが名物のスキー場も賑わいますよ。」

中部山岳国立公園

３月11日の東日本大震災で、地震により東日本各地に大きな被害が出ただけでな
く、津波によって福島第一原子力発電所が被災し、未曾有の大災害となってしまいま
した。４月に福島第一原子力発電所の周辺20km圏内は警戒区域とされ、現在も法的
に立ち入りが制限されています。環境省は、震災後すぐに被災地の動物救護の対応を
開始し、５月から福島県を始めとした地方自治体や動物愛護の団体などと共同で、住
民の方が避難するときに取り残されてしまったペットの保護回収作業をしています。
住民の方の一時帰宅時に自宅で保護されたペットを回収し、住民の方がまた飼えるよ
うになるまで３年を限度としてシェルターで預かることになりました。

私は7月上旬から２週間、福島の現地災害対策本部支援チームに派遣されました。
警戒区域内の話を聞いたところ、人がいなくなった街には、やむを得ず残された動物
たちがいるとのことです。犬や猫だけではなく、牛、豚、エミューなどがまだ街の中
にいます。犬が集団で生活し、群れとなっているところがあれば、一時帰宅したものの、
自宅の前に牛がいて中に入れないということもあるそうです。さらに、夜にパトカー
の赤色灯をつけていたら牛の群れに取り囲まれて体当たりされた、という話も耳にし
ました。

警戒区域とされてから３ヶ月以上が過ぎ、ペットの保護回収活動によって再びペッ
トと出会い涙する住民の皆さんを見たときに、込み上げてくるものがありました。

名古屋自然保護官事務所　佐藤祐一
保護された猫

福島駅付近の垂幕

福島県
原子力災害

～ 残された動物たち ～

レンゲツツジ咲く乗鞍高原と残雪の乗鞍岳（６月）

凍結した善五郎の滝（１月
）
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〒460－0001
愛知県名古屋市中区三の丸２－５－２
ＴＥＬ 052－955－2130　ＦＡＸ 052－951－8889
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平成２3年9月発行

「秋色に染まる雨飾山」

表 真紙 の 写

❖海女さんと磯遊び	 ９月２５日（日）
❖秋の鳴く虫	 １０月１日（土）	
❖横山ウォーク	 １０月１５日（土）
❖どんぐり探しとどんぐりクラフト	 １０月２２日（土）
❖立神歴史ウォーク	 １１月３日（木）
❖五十鈴川の生きもの観察会	 １１月１９日（土）

❖中部山岳・上信越高原アクティブ・レンジャー国立公園写真展
　８月２０日(土) ～９月１３日(火)
	 白馬五竜エスカルプラザ　１階(長野県白馬村)
　９月１６日(金) ～１０月１８日(火)
	 須坂市「湯っ蔵んど」（長野県須坂市）
　１０月２１日(金) ～１１月１０日(木)
	 上高地インフォメーションセンター（長野県松本市）

❖ヨシはらを遊ぼう！ １１月１３日（日）
❖潮だまり観察会	 １１月２６日（土）

撮影：ＡＲ　赤梅 琴美

　中部地方環境事務所 ☎052－955－2130
http://chubu.env.go.jp/

　長野自然環境事務所 ☎026－231－6570
http://chubu.env.go.jp/nagano/

　中部地方において様々な「環境」の活動に取り組
んでいる方々が、この広報誌を通して「環」（わ）の
ようにつながって、その「環」が広がっていってほ
しいという願いを込めて命名しました。

ちゅうぶ
の

ちゅうぶ
の

わ

雨飾山山麓の深いブナの森は、10月初旬には色とりどりの
紅葉で彩られます。その姿はまさに、錦のじゅうたんを広げた
よう。敷き詰められた落ち葉の道をたどると、冷たくなり始め
た秋の風が頬に心地よく感じます。

　横山ビジターセンター ☎0599－44－0567
http://www.yokoyama-vc.jp/

❖３Ｒ推進中部地方大会 ９月１８日（日）：久屋大通公園（名古屋市）
❖食品リサイクル体験モニターツアー
 11月5日（土）～ 6日（日）（鳥羽市）
❖バーゼル法説明会
	 １１月１７日（月）：	石川県地場産業振興センター（金沢市）
	 １１月１８日（火）：名古屋市工業研究所（名古屋市）

　名古屋自然保護官事務所 ☎052－389－2877
http://chubu.env.go.jp/wildlife/fujimae/index.html

　志摩自然保護官事務所 ☎０５９９－４３－２２１０

今年から２０２０年までは愛知目標達成のための「国連の生物多様
性の１０年」です。
愛知目標の達成には、国・地方自治体・民間など様々な主体の取

り組みと連携が不可欠です。そのため（国連生物多様性の10年日
本委員会※）・環境省では、愛知県、名古屋市をはじめ、地元の関係
団体と協力し、国連生物多様性の１０年の初年度、ＣＯＰ１０一周年と
なる今年１０月に記念行事を開催します。
１０月７日（金）～１０月９日（日）

いきもの交流フェスタ　（主催：愛知県）
会場：愛知芸術文化センター、オアシス21、NHK名古屋放送センター

１０月２９日（土）
第１回生物多様性全国ミーティング　

（主催：国連生物多様性の10年日本委員会※）・（環境省）
会場：名古屋国際センター　別棟ホール

１０月３０日（日）
「震災と生物多様性」シンポジウム　（主催：名古屋市）
会場：ナディアパーク　デザインホール

関連イベント	
※平成23年9月1日設立予定

１０月２９日（土）～１０月３０日（日）
藤前干潟ふれあいデー（主催：「藤前干潟ふれあいデー」実行委員会）
会場：稲永ビジターセンター、藤前活動センター、名古屋市野鳥観察館

など

中部地方環境事務所からのお知らせ

❖伊勢志摩国立公園65周年記念企画
「ここが好き！ 伊勢志摩国立公園」

伊勢志摩国立公園65周年記念日　11月20日（日）

「備えよう！ いつも一緒にいたいから」
９月20日～ 26日は動物愛護週間

広く国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を
深めるため、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、毎年９
月20日～ 26日が動物愛護週間となっています。
今年度のメインテーマは「備えよう！いつも一緒にいたいから」。
本年３月には、東北関東地方におい

て東日本大震災が発生し、人のみなら
ず多くの動物たちも被災しました。こう
した被災した動物たちも再び元気に生
活できるよう、日頃から災害などに備え
た対策を考えておくことが重要です。
例えば、飼っている動物とずっと一

緒にいられるような対策（予防接種や
個体識別のためのマイクロチップの
埋め込みなど）や	万一の災害発生時
の備えなど、この機会に考えてみて
はどうでしょうか。

国連生物多様性の
　　　　１０年記念行事 in
あいち・なごや

中部地方環境事務所は、（財）
日本環境協会の承認を得て、
エコマークをシンボルマークとし
て使用しています。
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