
２０２０年度事業計画書 

 

丹後に雪のない冬が２年続きました。丹後だけでなく日本海側の地域全体で雪がない暖かい冬でした。

２０１９年の秋には日本各地で台風による甚大な被害が相次いだ他、世界に目を向けると、オーストラ

リアでは乾燥と高温などを原因とした森林火災が長く続いたあと記録的な大雨により鎮火方向、ヨーロ

ッパでは日本と同様に雪不足など、「異常」と言われる気象現象が多発しているのはここ数年変わりませ

ん。 

地球規模での大きな変化を知識レベルではなく、実感、体感として感じるようになっている中、開園以

来継続して委託を受けている京都府立丹後海と星の見える丘公園の指定管理を、今年度から５年間受け

ることになりました。環境のことを考え、学び、実践する場としてつくられた公園を主たるフィールド

に、自分たちにできることを地道に取り組みながら、一方で自己満足に終わることなく社会に発信して

いくことができるよう、広い視野ももって、多くの人や団体と関わりを持って活動していきます。 

「なんとかなる」を丹後から。 

 

今年度の重点項目 

（１）環境教育プログラムの充実 

創造的かつ体験的な活動を通じて、地球のデザインから学び、地球環境をデザインできる人を育むため

の環境教育プログラムの企画、運営を充実させる。 

 

（２）ネットワーキング事業の充実 

NPO組織内外のネットワークの充実を図る。丹後・丹波・但馬の施設との連携であるコネクト三 TAN

地球育環境ミュージアムの活動を拡充するほか、「森の美術館」も継続実施する。 

 

（３）組織の在り方検討 

企業診断を受け、組織の在り方や業態についてなど、将来に向けた検討を行う。 

 

実施事業 

（１）地球環境と調和する社会や技術を調査・研究する事業 

タイトル 内容 スケジュール 対象 予算（千円） 

モニタリング

サイト 1000

里地調査 

丹後海と星の見える丘公園内をフ

ィールドに、継続的観察、データ収

集を行う。（植物相） 

通年 高校生～ 5 

プロジェクト

2041 

京都教育大学や宮津高等学校と連

携し、知と体験を融合させる環境教

育プログラムの開発を行う。 

京都教育大学生企画のイベントを

実施する。 

通年 

 

高校生 

大学生 

教員など 

20 

森林整備 海と星の見える丘公園内の森林を

フィールドに、計画的整備を行う。 

通年  300 



稲作 波見地区の水田 1枚を借り、無農薬

での米づくりを参加型で行う。 

文化や食の関心のみならず生物多

様性に目を向けるきっかけとする。 

田植え 5月 

稲刈り 9月 

季節に応じた観察会

や管理の実施 

幼児～ 

大学生 

親子 

100 

 

（２）創造的かつ体験的な活動を通じて、地球環境をデザインできる人を育む事業 

タイトル 内容 スケジュール 対象 予算（千円） 

京都自然塾 脚本家・倉本聰氏監修の富良野自然

塾をモデルにした環境学習プログ

ラム。雨天時対応や出前授業なども

行う。 

4月～11月 

ビジットは冬も可 

小学生～ 5 

森の楽校 間伐やもやかき、下草刈りや笹刈り

など季節に応じた森づくり活動の

一部を体験で行う。 

3月～9月下草刈り 

10月～12月間伐 

小学生～ 5 

ガイドウォー

ク 

スタッフがガイドを行い散策する。 

実施の季節や対象によって時間や

内容に変動がある。 

4月～12月 

3月 

幼児～ 5 

海の楽校 磯観察や砂浜観察などを行う。 

オプションで顕微鏡を用いたプラ

ンクトン観察なども行う。 

4月～12月 

3月 

小学生～ 10 

食の楽校 地元住民を講師に郷土料理作りや

魚さばき、おくどさん、国産小麦を

使った石窯パン作り等体験を行う。 

4月～12月 

3月 

小学生～ 30 

アースディ丹

後 

丹後の食や体験を集めたイベント

を通して、自然や地域に目を向ける

きっかけづくりを行う。 

5月 3日、4日 幅広い年代

の市民 

50 

里山ラソン 公園の景観や散策道を生かしたマ

ラソン大会。運動を通して自然を楽

しみ、自然と健康を考えるきっかけ

づくりをする。 

4月 19日 小学生～ 60 

うみほし DAY 毎月第４日曜日を特別な日曜日と

して位置づけ、いつもとは一味違 

う体験や食を用意する。 

4 月～3 月の第４日

曜日（1、2月除く） 

こどもや親

子はじめ広

く市民 

5 

宿泊体験プロ

グラム 

丹後の森、里、海での季節に応じた

自然体験学習を、宿泊を伴う形で実

施する 

7月 26日~28日 

8月 3日～8月 9日 

8月 17日～19日 

2月 21日～22日 

小学生（都

市部、近隣）

など 

500 

田ガキになろ 稲作のうち、田植えや稲刈り、稲木 5月 17日 こども、親 100 



う 立て、稲木干しなどを体験プログラ

ムとして実施する。 

9月 20日ほか 子 

うみほしパー

クレンジャー 

通年で野外体験を実施し、自然に目

を向けるきっかけをつくるととも

に、生きる力を身につける。 

5月～3月の間に各1

回開催 

丹後地域の

小学生 

40 

どんぐり 

ようちえん 

季節ごとに自然体験活動を実施し、

子どもたちの挑戦する機会を設け

るとともに親子の時間をつくる。 

季節ごと 

 

未就学の幼

児とその親 

20 

はらっぱ 

ようちえん 

子どもたちのみで自然の中で活動

し、気づきや挑戦を大切にする。 

季節ごと 

 

４～６歳 30 

インターン、

ボランティア

の受け入れ 

作業手伝いではなく、参加者の学習

機会となり、法人として将来に繋が

る人材育成を意識し、受け入れる。 

随時 高校生・大

学生中心 

50 

丹後学 丹後の自然や歴史、産業などについ

ての訪問授業を行う。 

随時 

 

小学生～ 0 

秋イベント 内容未定 秋 

 

 

幅広い年代

の市民 

 

 

（３）地球環境と調和する社会をつくろうとする市民活動を支援しそのネットワークを広げていく活動 

タイトル 内容 スケジュール 対象 予算（千円） 

コ ネ ク ト 三

TAN地球育 

丹後・丹波・但馬地域のミュージア

ムで連携し、学習会や合同事業を行

う。 

通年  50 

森の美術館 支援学校や福祉事業所等と協働で、

アールブリュッド展を開催する。 

11月 1日～6日 障害者をは

じめ、市民 

100 

グリーンバレ

ーズ構想 

世屋から波見谷周辺をフィールド

にした体験プログラム等を実施し、

地域の宝の掘り起し、発信、継承に

つとめる。 

通年 高校生～ 0 

地球デザイン

スクール会員

間ネットワー

ク 

会員向けのニュースレター作成や

ウェブ発信、メーリングリストなど

を活用し、情報交換を活発にし、企

画への参画、参加を促進する。 

通年 NPO会員 50 

 

（４）上記事業を促進するための施設・空間を、市民参加型で創り、管理し運営する事業 

タイトル 内容 スケジュール 対象 予算（千円） 



海と星の見え

る丘公園管理

運営 

丹後海と星の見える丘公園の指定

管理者として、公園の管理運営業務

にあたる。 

通年 府民等 17,237 

 

（５）持続可能な地域社会づくりに関する物品販売事業 

タイトル 内容 スケジュール 対象 予算（千円） 

Almon 地域で活用されず眠っているもの

に光をあてて、モノの循環をうみだ

す物販事業を行う。 

通年 広く市民 20 

 

 

（６）その他 

タイトル 内容 スケジュール 対象 予算（千円） 

MFA 救急医療の先進国アメリカで誕生

した応急手当の訓練プログラムを、

トレーニングセンターとして行う。 

随時 高校生以上 60 

ドキュメンテ

ーション作成 

全ての活動を対象に、活動の経過を

含めた記録の蓄積と共有、発信を目

的にドキュメンテーション作成に

とりくむ。 

通年 主にスタッ

フ、理事 

5 

婚活イベント 丹後の魅力を伝えるとともに、素敵

な出会いの場所を作る。 

 

秋に実施予定 府民等 50 

組織の在り方

検討 

企業診断を受け、現状の組織の問題

点を洗い出し、将来設計をたてる。 

 組織内 200 

 


