
 

 

２００２年度ＨＥＰ２１活動報告 

 

・ 平成１４年２月１６日「ひろさき環境パートナーシップ２１」設立会 ７２名参加 

   (1) 場所   弘前駅前市民ホール（ダイエー弘前店4階） 

(2) 次第 

    ① 開会 ／ 司会：澁谷 亨氏 

② 第一部 「ひろさき環境パートナーシップ21」設立会 

     (a) 「ひろさき環境パートナーシップ21」会則、役員の説明：成田陽一氏 

     (b) 設立承認、乾杯（りんごジュース）：須藤 弘敏氏 

    ③ 第二部 「市民パートナーシップ交流会」 

（共催：「あおもり県民政策ネットワーク」） 

     (a) 講演「市民・事業者・行政のパートナーシップについて」 

        京のアジェンダ21フォーラム事務局コーディネーター：能村 聡氏 

     (b) ディスカッション「どのようにパートナーシップを創っていくか」 

        鶴見 実代表、村田 孝嗣副代表、能村 聡氏 

    ④ 閉会 

  

「ひろさき環境パートナーシップ２１」設立会 

 

・平成１４年２月２８日 運営委員会（於：弘前大学理工学部207号セミナー室） 

・平成１４年３月 ９日 全体会議（於：弘前市民会館大会議室） 

                       環境パートナーシップ協定書の承認等 

・平成１４年３月２３日 環境パートナーシップ協定調印式            ７０名参加 

   (1) 場所   弘前パークホテル4階 

(2) 次第 

    ① 開会 

② 金澤 隆 弘前市長挨拶 

    ③ 「ひろさき環境パートナーシップ２１」代表挨拶：弘前大学 理工学部 鶴見 実 教授 



 

 

    ④ 調印式   市長・代表の署名、押印 

⑤ 記念講演 『 環境パートナーシップの現状と課題 』 

          岩手県立大学 総合政策学部 高橋 秀幸 助教授 

⑥ 懇談 

⑦ 閉会 

  

環境パートナーシップ協定調印式  

 

・平成１４年４月 ３日 運営委員会（於：弘前大学地域共同研究センター202号室） 

・平成１４年４月 ６日 快適・文化環境グループ会合（於：弘前大学同上202号室） 

                       地球環境グループ会合（於：弘前大学同上202号室）１３名 

・平成１４年４月７日 鮭稚魚放流会（於：富士見橋下流：主催：岩木川鮭を見る会）                 

約２００名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   岩木川鮭を見る会 ：工藤義弘 会長 

    岩木川鮭鱒増殖漁協：舘山治光 組合長 

 

・平成１４年４月１３日 運営委員会（於：弘前大学理工学部207号セミナー室） 

・平成１４年４月１４日 まちかど広場クリーン大作戦（生活環境グループ）５０名参加 

                       農業環境グループ会合（於：市民参画センター）  １０名参加 



 

 

・平成１４年４月２０日 むつ湾東岸美浜推進ＤＡＹに参加    １２名参加 

 

 

 

 

 

 

           

まちかど広場クリーン大作戦                むつ湾東岸美浜推進ＤＡＹ 

 

・平成１４年４月２１日 トンボ池調査（自然環境グループ）    ２８名参加 

・平成１４年４月２７日 快適・文化環境グループ会合（於：弘前大学地域共同研究セン          

ター202号室） 

・平成１４年４月２９日 アレチウリ駆除に参加（金木町神原地区） 

・平成１４年５月 ８日 ごみミニ講座「ごみの現状＆消費者としての心構えは？」 

                       講師：太田雄三氏       （於：市民参画センター） 

・平成１４年５月１１日 全体会議  （於：観光館２階研修室） 

                       予算の承認など          約４０名参加 

・平成１４年５月１２日 屋外体験学習（農業環境グループ）無農薬野菜に挑戦 

第１回土淵川観察会（自然環境グループ）平川合流点～第一中学校裏 

土淵川観察会の様子 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

・平成１４年５月１８日 ＦＭアップルウェーブ「サタデーナイト」に出演：１４名 

 

 

 

 

 

 

                

 

ＦＭアップルウェーブ出演の様子 

 

・平成１４年５月１９日 地球環境グループ会合（於：弘前大学地域共同研究センター          

202号室）１９名参加 

             トンボ池調査とヤナギ類除去作業（自然環境グループ）１５名参加 

                       

 

 

 

 

 

 

 

トンボ池候補地のヤナギ類除去作業 

 

・平成１４年６月２日 第２回土淵川観察会（自然環境グループ）第一中学校裏～西ケ丘 

第２回土淵川観察会の様子 

 

 



 

 

・平成１４年６月５日 運営委員会（於：弘前大学理工学部207号セミナー室） 

・平成１４年６月９日「農薬と肥料」（農業環境グループ）（於：弘前大学理工学部 207          

号セミナー室） 

・平成１４年６月１２日  臨時運営委員会（於：弘前大学理工学部207号セミナー室） 

・平成１４年６月１５日  快適・文化環境グループ会合（於：弘前大学人文学部美術史          

演習室） 

                       地球環境グループ会合（於：弘前大学地域共同センター202号室） 

・平成１４年６月２２日  ひろさき環境パートナーシップ２１こどもエコクラブ発足会 

                        地球環境グループ（於：市民参画センター）３０名参加 

  

 

 

 

 

 

 

              こどもエコクラブ発足会の様子 

 

・平成１４年６月２３日トンボ池調査とヤナギ類除去作業（自然環境グループ）２３名 

 

ヤナギ類除去作業                     近くで見つけたヒガシカワトンボ 

 

・平成１４年６月２５日  あおもり県民政策ネットワーク（吉田豊代表）より、研究費          

の助成（３００万円）が決定 

                         研究テーマ：本県における環境マネジメントシステムスタン          

ダードに関する研究 

・平成１４年７月２日    あおもり県民政策ネットワーク助成決定通知書伝達式 

                        青森グランドホテル  鶴見代表出席 

 

 



 

 

・平成１４年７月３日    運営委員会（於：弘前大学理工学部 207 号セミナー室）          

１９時 

ひろさき環境パートナーシップ２１のロゴマークが 

       左のように決まりました。 

      １５点の応募があり、運営委員会で審査を行った結果 

      原田信幸さん（弘前市）の作品が選ばれました。 

      弘前を代表するりんごと、環境を意味するｅの文字を          

アレンジしたとのことです。 

   ＨＥＰ２１は、ひろさき環境パートナーシップ２１ 

   Ｈｉｒｏｓａｋｉ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ  Ｐａｒｔｎ

ｅｒｓｈｉｐ ２１ の略です。 

・平成１４年７月６日  西海岸美化推進ＤＡＹに参加（風合瀬） 

                              風合瀬海岸清掃の様子 

 

・平成１４年７月７日    環境講演会『グリーンコンシューマーは社会を変える』 

                         於：市民会館大会議室 １３時～１５時（生活環境グループ）          

講師：熊谷まゆみ氏    （環境季刊誌ＷａＷａＷａ編集長） 

４０名参加 

                     環境講演会の様子 

 



 

 

・平成１４年７月１４日  「有機農業について」（農業環境グループ）（於：弘前大学理          

工学部207号セミナー室）  １４時 

・平成１４年７月１４日   ホタル観察会（自然環境グループ）  於：小沢赤沢のトンボ          

池候補地     １９時市役所集合        ３０名参加 

・平成１４年７月２０日   『一大小学校跡地フォーラム』 於：一大小学校体育館 

                         １３時～フォーラム開始～１６時半終了  ７０名参加          

（快適・文化環境グループ）     （司会）庄司輝昭 

                          ＨＥＰ２１代表挨拶    鶴見実 

        旧第一大成小学校の歴史      第一大成小学校前校長  加藤弘治氏 

        現校地及び校舎の概要        大成小学校校長     平川泰男氏 

        跡地利用検討会議の報告      第一大成小学校元校長  山本 超氏 

        学校と地域について          弘前大学教育学部助教授 北原啓司氏 

        京都市小学校跡地の再利用    ＨＥＰ２１快適・文化環境グループリーダー 

                                    須藤弘敏（弘前大学人文学部教授） 

                         １９時 ＦＭアップルウェーブ「サタデーナイトウェーブ」 

                         に出演し一大小学校跡地フォーラムの様子を報告、６名参加 

・平成１４年７月２１日   第３回土淵川観察会（自然環境グループ）８時半清水交流センター集合 

西ヶ丘～小沢トンボ池トンボ池の柳取り １５名参加 

スポット弘前放送のためＲＡＢで取材 

                   一大小学校跡地フォーラムの様子 

とんぼ池周辺の取材状況 



 

 

・平成１４年７月２７日  トンボ池学習会（自然環境グループ）１５時総合学習情報館                  

トンボ池予定地の自然状況調査中間報告会 

・平成１４年８月３日   トンボ池測量（自然環境グループ）予定地の高低測量実施  

・平成１４年８月７日   運営委員会（於：弘前大学理工学部 207 号セミナー室）１９時        

・平成１４年８月９日  北東北子供環境サミット２００２ｉ

ｎ青森へ参加 （こどもエコクラブ５名参加） 

・平成１４年８月１０日 土淵川再生事業について弘前県土整備事務所との話し合い 

            （於：弘前大学地域共同センター202号室）３２名参加 

・平成１４年８月１１日 第４回土淵川観察会（自然環境グループ）  ８名参加 

・平成１４年８月１１日 「理想とする津軽の農業」（農業環境グループ）          

（ 於 ： 弘 前 大 学 理 工 学 部 207 セ ミ ナ ー 室 ） １ ４ 時          

・平成１４年８月１６日 こどもエコクラブ「田んぼウォッチング」（松木平） 

         トンボ池学習会                     北東北子ども環境サミット 

第４回土淵川観察会                  田んぼウォッチング 

 

・平成１４年８月１７日 広報局エコフェスタ準備会（於：市民参画センター） 

・平成１４年８月１８日 青森県環境パートナーシップセンター設立会 

             （於：アスパム４階）１３時 

            鶴見代表が同センターの代表理事に就任 

 

 



 

 

・平成１４年８月２５日 土手町エコフェスタに参加１１時～１５時 

土手町エコフェスタ                ビーズトンボの販売 

 

・平成１４年９月４日  運営委員会（於：弘前大学理工学部207セミナー室）１９時 

・平成１４年９月６日  土淵川再生事業について弘前県土整備事務所との話し合い 

            （於：弘前大学地域共同センター202号室） 

                        弘前県土整備事務所    上野河川課長 

・平成１４年９月７日  青森版ＩＳＯ１４００１検討会（地球環境グループ）          

（於：市民参画センター）１８時 

・平成１４年９月８日  「食品リサイクル法について」（農業環境グループ）         

（於：弘前大学理工学部207セミナー室）１４時 

・平成１４年９月１６日 里山再生活動（自然環境グループ）松木平８時 

      境界確定、歩道整備作業 １９名参加白馬龍神温泉前集合 

      里山再生参加者                 里山への入り口づくり 

・ 平成１４年９月１６日 里山への入口作り第１回トンボ池デザイン会議（於：市民参画センター） 

１９時 



 

 

・平成１４年９月１７日 環境講座『エコマネーの現状と将来展望』（生活環境グループ） 

             於：市民参画センター １８時半～２０時半 参加者４０名 

              講師：北海道栗山町「くりやまエコマネー研究会」 

                 代表  長谷川誓一 氏 

・平成１４年９月２０日 エコフェスタ準備会議（於：弘前大学理工学部207セミナー室） 

            環境講座                                 懇親会の様子 

 

・平成１４年９月２９日 市内ため池観察会（自然環境グループ）８：３０市役所集合 

・平成１４年９月３０日 スポット弘前「守り育てる豊かな自然」   

  ～ひろさき環境パートナーシップ２１～   ＲＡＢ青森放送１０：５５～１１：１０ 

・平成１４年１０月１日 スイスのクリスティアン・ゲルディー氏河川文化講演会          

（於：ダイエー４階市民ホール）１６時～１８時  『近自然河川工法による自然の再生』 

                         本講演会はＨＥＰ２１も協賛しました。参加者１００名 

・平成１４年１０月２日 運営委員会（於：弘前大学理工学部 207 セミナー室）１９時          

・平成１４年１０月５日  第２回トンボ池デザイン会議（於：市民参画センター）１９時 

     ため池観察会                           ゲルディー氏講演会              

 

・平成１４年１０月１２日 ＫＥＳ（京都版ＩＳＯ１４００１）審査員研修（於：岩手県環境保健セ

ンター：盛岡市）  ＡＥＳ（青森版ＩＳＯ１４００１）構築準備のため 

８名参加 



 

 

・平成１４年１０月１３日 トンボ池観察会・柳抜き取り（自然環境グループ）９時市役所集合  １

２名参加 

・平成１４年１０月１４日 里山再生（松木平）樹木への銘板取付作業 ８：３０ 

白馬龍神温泉前集合 ９名参加 

・平成１４年１０月１５日 広報ひろさき１０月１５日号と共に弘前市環境基本計画概要版を全町会

へ配布 

・平成１４年１０月１８～２０日 『エコフェスタ２００２ｉｎひろさき』開催 

        「食と産業まつり」へ出展（於：弘前克雪トレーニングセンター） 

       

エコフェスタ２００２ｉｎひろさきの様子 

 

         

 会場内ＦＭアップルウェーブに出演 

 

・平成１４年１０月２０日 第３回トンボ池デザイン会議（於：市民参画センター）１９時 

・平成１４年１０月２１日 新中央清掃工場リサイクルプラザ視察１４時 ６名 

 

 

 

 



 

 

・平成１４年１１月２日  第５回こどもエコクラブ、「弘前の酸性を調べよう」 

            （於：弘前大学理工学部506号室９時） ３１名参加  

         

第５回こどもエコクラブの様子 

 

・平成１４年１１月６日 運営委員会１９時（於：弘前大学理工学部207セミナー室） 

・平成１４年１１月８日 『つがるまちづくりフォーラムｉｎ黒石』１３時 

   於：黒石伝承工芸館多目的ホール 

              パネラーとして土岐経理局長がＨＥＰ２１の活動を紹介   

・平成１４年１１月１０日 自然環境グループ、小沢トンボ池と県有林を視察 

９時：市役所集合 

             農業環境グループ、１２時半市役所集合 りんごもぎ体験 

・平成１４年１１月１３日 生活環境グループ、環境保全課出前講座 

「ごみ分別とリサイクル」受講 

             １９時  於：市民参画センター  １３名参加 

・平成１４年１１月１４日 自然環境グループの村田孝嗣リーダーが市民環境セミナー 

（中央公民館主催）で「里山とトンボ池」を講演  

１８時半～２０時半（於：文化センター３階）３０名参加 

・平成１４年１１月１６日 地球温暖化シンポジウム打ち合わせ１９時（於：市民参画センター） 

・平成１４年１１月１７日 市民環境セミナー（中央公民館主催）でトンボ池の移動学習９時半 

・平成１４年１１月２１日 市民環境セミナー（中央公民館主催）で鶴見代表が 

              「ＨＥＰ２１と地球環境問題」を講演 

（於：文化センター３階）１８時半～２０時半 

・平成１４年１１月２３日  第６回こどもエコクラブ、「酸性雨の調べ方」 

（於：弘前大学理工学部506号室９時） 

・平成１４年１１月２７日  第１回青森版ＩＳＯ１４００１（ＡＥＳ）認定コンサルタント  

於：弘前八紘（株） １３時 

              京のアジェンダ２１フォーラムＫＥＳ認証事業部  

西田 功 主幹審査員を招きコンサルティング 



 

 

・平成１４年１２月４日  運営委員会（於：弘前大学理工学部２０７セミナー室）    １９時 

 

         

  第６回こどもエコクラブ       ＡＥＳコンサルティングの様子 

 

・平成１４年１２月８日 『地球温暖化シンポジウムｉｎひろさき～風のおくりもの～』 

於：弘前大学みちのくホール １３時～  約２００名参加 

             主催：青森県     企画・運営：ＨＥＰ２１ 

司会：庄司輝昭氏     挨拶：前田みき県環境生活部長 

基調講演「かけがえのない星 地球」  

講師：～風のアーティスト～ 新宮 晋 氏 

             子供たちのメッセージ  弘前市立城東小学校４・５年生 

パネルディスカッション 

        コーディネーター      九戸眞樹氏（青森県新産業創造室長） 

        パネラー   菅井克明氏（経済産業省東北経済局エネルギー対策課長） 

              阿部紀久雄氏（東北電力企画部新エネルギー課長） 

              早狩 進氏（グリーンエネルギー青森 理事 

・青森県むつ環境管理事務所長） 

              鶴見 実氏（ＨＥＰ２１代表・弘前大学理工学部教授）    

        

    会場内の様子                城東小学校寸劇 



 

 

            

        新宮晋氏の講演            パネルディスカッション 

 

・平成１４年１２月１５日 自然環境グループ・トンボ池デザイン会議 

・平成１４年１２月２２日 自然環境グループ・２００３年活動予定作成 

             １９時 参画センター 

・平成１４年１２月２５日 市町村合併説明会。市環境保全課から説明。 

            １８時 市役所２階大会議室 １６名参加 

・平成１５年１月８日 運営委員会開催１９時（於：弘前大学理工学部207セミナー室） 

・平成１５年１月１２日 自然環境グループ・トンボ池ワークショップ 

            １９時  参画センター  

・平成１５年１月１６日 都市マスタープラン説明会。市都市計画課から説明。 

            １８時 市役所２階大会議室 

・平成１５年１月１８日～１９日 第８回こどもエコクラブ、岩木青少年スポーツセンターへ泊まり

込み、「冬の野生生物」「酸性雪」調査実施     １７名参加 

           

第８回こどもエコクラブ            全体会議・地球環境グループ 

・平成１５年１月２５日 全体会議開催。１４年度活動報告、協定書・次年度計画承認。 

            グループリーダー・サブリーダーの選出。 

            １３：３０ 市民会館大会議室  ４０名参加 



 

 

・平成１５年２月１日～７日 雪灯籠まつり参加のため二の丸東門付近へ雪灯籠１基製作 

     

     雪燈籠製作                 環境保全課と併設     

 

・平成１５年２月２日  自然環境グループ・トンボ池学習会 

            １３時 学習情報館 

・平成１５年２月５日 運営委員会開催１９時（於：弘前大学理工学部207セミナー室） 

           新役員選任 

・平成１５年２月９日 自然環境グループ・「里山ルネッサンス隊」里山レイアウト会議 

            １９時 参画センター 

・平成１５年２月１９日 あおもり県民政策ネットワーク研究成果発表会 

            ＡＥＳ成果発表  １３時 観光物産館アスパム３階十和田 

・平成１５年２月２２日 第９回こどもエコクラブ「酸性雨・酸性雪の総まとめ」 

            ９時 弘前大学理工学部202号室  

・平成１５年２月２２日 ＡＥＳ研究会・環境講演会開催 

            『ＫＥＳ環境マネジメントシステムについて』 

            講師：津村昭夫氏（京都ＫＥＳ認証事業部コーディネーター） 

            １４時 文化センター第一会議室 ８０名参加  

            講演会後、岩手県滝沢村「環境パートナー会議」メンバーと 

            意見交換会開催  

            

      津村講師                講演会場の様子 



 

 

     

      岩手県滝沢村「環境パートナー会議」とＨＥＰ２１意見交換会 

 

・平成１５年３月 ５日 運営委員会 １９時 弘前大学理工学部207セミナー室 

・平成１５年３月１０日 農業環境グループ勉強会 １９時 参画センター 

            『環境にやさしい農業』 １７名参加 

            講師：県中南地方農林水産事務所次長 佐藤和雄氏 

・平成１５年３月１１日 澁谷亨事務局長の標語が、今年の環境省環境月間標語に選定 

            標語『はじめています。地球にやさしい新生活』 

・平成１５年３月１５日 第１０回こどもエコクラブ ９時 参画センター 

            今年度活動の総括、来年度予定について 

・平成１５年３月２３日 地球環境グループ １３時 参画センター 

            今年度活動の総括、来年度予定について 

・平成１５年３月２３日 自然環境グループ 寺社林観察会 

・平成１５年３月２５日 ＨＥＰ２１と弘前市が、「環境パートナーシップ協定」を更新 

・平成１５年３月３０日 「岩木川鮭を見る会」と合同で、岩木川へ鮭稚魚１０万匹放流 

            １４時 せせらぎ広場（城北大橋上流）６０名参加 

   

       寺社林観察会              鮭稚魚放流                


