
農村環境技術研修 農村自然再生活動高度化事業 第３回地方研修会  

＜募集要領＞ 

 

１．地方研修会の目的・主旨 

近年、豊かな自然との触れ合いを求める国民の期待がある中、農村の自然

環境を保全・再生する活動が進められているものの、活動主体はどのような

施設をつくれば良いのか、営農にどう取り組めば良いのか、地域住民の参加

を促すためにはどうしたら良いのかなど、様々な課題を抱えているところで

す。 

このような背景を踏まえ、農村自然再生活動に携わる方を対象に、農村自

然再生活動についての有識者による講演や、先進的な活動事例等について研

修会を実施し、知見の深化や技術力の向上を図るとともに、相互に情報交換

を行うことにより、活動に携わる人材の育成を図ることを目的としています。 

 

２．主催 

  社団法人 農村環境整備センター 

 

３．対象者 

全国の自然再生活動を実施している活動主体、国、都道府県、市町村、水

土里ネット等の農業農村整備事業や農村自然再生活動に携わる技術者、農

地・水・環境保全向上対策活動団体等を対象（先着順 定員 100 名）。 
 

４．研修内容  

[全体テーマ] 

環境配慮の先進地区や農地・水・環境保全向上対策を通じた農村自然再

生活動の取り組みと課題 

[カリキュラム] 

   別紙－②参照 

 

５．開催日時及び開催会場 

 ［日 時］ 平成２０年１２月１１日（木）・１２日（金） 

 ［開催場所］（室内講義）宇都宮市総合コミュニティーセンター・男女共同参画推進センター 

            大会議室 （別紙－④参照） 

（現地調査）西鬼怒川地区 

 

６．研修概要 

近年、農業農村整備事業を実施する際に環境への配慮が不可欠となる中で、

ほ場整備や農地・水・環境保全向上対策などの事業を契機とし、農村自然再

生活動の取り組みが始まる事例が多数報告されています。また、農村自然再

生活動高度化事業で実施している「田園自然再生コンクール」での受賞団体

別紙－① 



にも、ほ場整備等の事業を契機として農村自然再生活動に取り組んだ団体が

多数あります。 

そこで、環境に配慮した農業農村整備事業や農村自然再生活動、農地・水・

環境保全向上対策等にどのように取り組めばよいかといった活動主体や農

業農村整備事業の現場技術者などが直面している課題に対し、課題解決のた

めの知見の深化や考え方の習得を本研修の目的としています。 

 

７．申込み方法及び期限 

（社）農村環境整備センターのホームページ（http://www.acres.or.jp/）
にアクセスし、H20 年度 第３回地方研修会用申込みフォームに必要事項

を入力し、送信ボタンを押してください。 
申込み期間は 11 月 11 日（火）～11 月 25 日（火）又は定員に達した時とし

ます。お早めにお申し込みください。なお、定員に達した場合はホームペ

ージにてお知らせします。 
 

８．参加費用 

研修への参加は無料です。ただし、現地調査のバス代として当日受付に

て ￥1,000 徴収します。（当センターより領収書を発行します） 

情報交換会に参加される方は、当日受け付けにて会費を徴収します。情

報交換会の詳細は 別紙－③ を参照してください。 

 

９．その他 

（１）宿泊の斡旋については致しませんので、ご了承ください。 

（２）本研修は CPD（農業土木技術者継続教育プログラム）の認定を申

請しています。申請が認められれば、８単位を取得できます。 

（３）研修終了後、希望者には修了証を発行します。（無料） 

 

１０．お問合せ 

    社団法人 農村環境整備センター 

    〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町 11-8 フジスタービル２階 

    TEL 03-5645-3671 FAX 03-5645-3675   http://www.acres.or.jp/ 
    担当：研究第１部  吉良（きら） s-kira@acres.jp 



 平成 20 年度 農村環境技術研修 農村自然再生活動 第３回地方研修会 
■ 日時：平成２０年１２月１１日（木）～１２日（金） 

■ 場所：宇都宮市内 

カリキュラム 

月 日 コマ 時間帯 テーマ 講  師 

 
13:00～ 

13:05 
主催者あいさつ 

（社）農村環境整備センター 

研究第１部長  坂根 勇 

１ 
13:05～ 

13:35 
農村の生きものと地域活動 

宇都宮大学農学部 

教授        水谷 正一 

２ 
13:35～ 

13:55 

栃木県における農地・水・環境保

全向上対策の取り組みについて 

栃木県農政部農村振興課 

環境対策担当  青柳 俊明 

３ 
13:55～ 

14:15 

栃木県内における生きもの調査の

取り組み（仮題） 

水土里ネットとちぎ  

調査計画課  高橋 伸拓 

休 憩 

４ 
14:２5～ 

14:４5 

行政による農村自然再生活動のサ

ポートについて-宇都宮市河内地

域の取り組みから-（仮題） 

宇都宮市 

産業課      岩田 昭 

栃木県における農村自然再生活動の報告 

５ 
14:４5～ 

16:05 

「ﾌｸﾛｳ米物語」-西鬼怒川地区における取り組み-（仮題） 

NPO法人グランドワーク西鬼怒

三区町における取り組み（仮題）     三区町環境保全隊 

柴地区における取り組み（仮題）     柴地区環境保全会 

姿川地区における取り組み（仮題）    姿川環境保全会 

 休 憩 

６ 

 

16:15～ 

17:30 

【パネルディスカッション】 

・テーマ 

栃木県における農村自然再生活動の取り組みと課題（仮題） 

－農地・水・環境保全向上対策活動を活かした農村自然再生活動のこれから- 

・ コーディネーター：水谷 正一 （宇都宮大学教授） 

・ パネリスト： 青柳 俊明（栃木県） 

岩田 昭 （宇都宮市） 

高橋 伸拓（水土里ネットとちぎ） 

藤井 伸一（NPO法人ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾜｰｸ西鬼怒） 

鈴木 良雄（三区町環境保全隊） 

早瀬 智之（柴地区環境保全会） 

佐藤 光一（姿川環境保全会） 

12/11  

（木） 

情 報 交 換 会 

 8:30 集 合（宇都宮駅） 貸切バスにて移動 
12/12  

（金） ７ 
８:40～ 

12:30 
現地調査（西鬼怒川地区） 12:30に宇都宮駅で解散 

別紙－② 



情報交換会のご案内 

 

 

1日目の研修終了後、次の要領で情報交換会の開催を予定しています。 

農村自然再生活動実践者同士が交流を深め、農業農村整備に関する技術者相

互の意見交換など幅広い情報交換が行われるものと思いますので、奮ってご参

加ください。 

 

 

【期 日】：１２月１１日（木） 18：30～20：30頃を予定 

【会 場】：JR宇都宮駅から徒歩圏内（未定）  

【費 用】：3,000～4,000円 

当日の朝、受付にて徴収します。 

【申込み】：研修申込みフォームで情報交換会の参加について「１.参加する」

欄に○を記入してください。  

【その他】：当日、名刺をいれるカードをお渡ししますので、名刺持参でご参

集ください。 

       情報交換会の領収書は、下の見本のように発行いたします。 

 

※時間、場所、費用等の詳細は、申し込み〆切後の受講通知にてお知らせします。 

 

 

領 収 書 
○○ ○○ 様 

¥△，△△△－ 

但し、平成 20 年度農村環境技術研修 第３回地方研修会 情報交換会費として、 
上記の金額を領収致しました。 
 

平成 20 年 12 月 11 日 
     社団法人 農村環境整備センター 

                       専務理事 大串 和紀 

別紙－③ 

み ほ ん 

印 



 

 
室内研修会場 ： 宇都宮市総合コミュニティーセンター・男女協同参画センター 

JR 宇都宮駅から会場までの主な交通機関 

関東バス （約 20 分） 

 JR 宇都宮駅発 鶴田駅行き（陽西通り経由） 

 のりば番号 13 

 路線番号 34 

 文化会館前下車 

 JR 宇都宮駅発 鶴田駅行き（桜通り経由） 

 のりば番号 13 

 路線番号 37 

 文化会館西口下車 

 JR 宇都宮駅発 西川田駅行き（桜通り経由） 

 のりば番号 13 

 路線番号 37 

 文化会館西口下車 

 JR 宇都宮駅発 鶴田駅行き（六道経由） 

 のりば番号 12 

 路線番号 36 

 文化会館前下車 

 JR 宇都宮駅発 西川田東行き（六道経由） 

 のりば番号 12 

 路線番号 36 

 文化会館前下車 

東武鉄道 

 東武宇都宮駅発  

 南宇都宮駅下車 徒歩７分 

 

 

室内研修会場等のご案内 

別紙－④ 


