
自然とツナガル歌
できました！

つなげよう、支えよう森里川海　 
〜 自然の恵みで豊かなくらしへ 〜　
令和 3 年 3 月  第 3 回改訂版

【制作】環境省「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトチーム

・プロジェクトHP はこちら 
http://www.env.go.jp/nature/morisatokawaumi/

YouTube で PV 公開中 ! 
https://youtu.be/dOhv4wQCxTU
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自然のめぐみって 
な～に？

環境省では、このプロジェクトへの賛同と活動報告を随時募集しています。

・森里川海インスタグラム 
https://www.instagram.com/morisatokawaumi_/
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〜自然の恵みで豊かなくらしへ〜

ラベル使用時の注意事項

タテ型

ヨコ型

17mm以上 12mm以上

全ての構成要素を含むラベルの
推奨される最小サイズ

余白

ラベル内の全ての要素の文字が
判読可能な範囲で上記の
最小サイズ以上であること

ラベルの大きさの条件： ■周辺のデザインと混同しない
充分な余白を空けること。

（最低でもラベル内のロゴの
「FSC」文字の高さ一つ分を空
けること）

大きさ



森里川海がつながると、私たちにもいいコトいっぱい !

海までたどり着いた栄養分は、魚
や貝、海藻を育てます。上流から運
ばれた砂や土は河口や海岸にたま
り、海の生きものを育む干潟や砂浜
をつくります。そのおかげで、私た
ちはおいしい海の幸を食べることが
できます。

森から流れ出た水には、栄養分
がたくさん含まれています。川の水
は里の田畑にも寄り道して作物を育
て、魚が行き来しています。もちろん、
私たちの飲み水にもなります。

きれいな空気と澄んだ水、美しく心地よい緑、安全
でおいしい食べもの。私たちのくらしに欠かせないこ
れらの恵みは、自然のつながりが生み出したものです。
自然のつながりとは森・里・川・海が一つに結ばれて、
物質や生きものが行き来している状態のこと。しかし、
そのつながりが急速に失われています。

今、私たちのくらし方が問われていま
す。森里川海とそのつながりの恵みを引
き出し、豊かにくらせる社会をみんなで
つくりませんか。

森では木が酸素をつくり、きれ
いな空気が生まれます。森のやわ
らかい土は、大雨がふっても水を
吸収して川にゆっくり流してくれる
ので、洪水や水不足が起きにくく
なります。

里は、人が自然と密接につながりく
らす場所。人の適切な手入れが里を
豊かに保ち、田畑ではおいしいお米や
野菜が育てられています。

森里川海って、ナゼ大切に
しなければいけないの？

森里川海はそれぞれが恵みを生み
出しますが、お互いのつながりがその
恵みをより大きく育てます。私たちのく
らしも森里川海のつながりの中にあり、
くらしの安心安全やおいしい食べもの
などの恵みに支えられています。

みんなに 
わかりやすく 
教えるよ！

くらし

つながりつながり

海水が蒸発

水蒸気が雲に
雲が雨になって地上に

雨が川になって海に
森里川海アンバサダー 

アヒル隊長1 2



“ 自然力 ” で防災・減災
健全な森が土砂崩れを防ぐ、サンゴ

礁や砂浜が波の力を弱める、湿原が一
時的に洪水を受け止めるなど、森里川
海がしっかりつながった流域は、災害
にも強くなります。

安心安全な衣食住を支える
化学肥料や農薬に頼らない有

機農法で育てられた食べものや
素材は、食とくらしの安心安全を
提供してくれます。

フルイはアタラシイ。森里川海が生む明るい未来！

オンリーワン産品で地域に誇り
日本には、地域ならではの農林水産

物がたくさんあります。魅力あふれるオ
ンリーワンの特産品は地域経済を元気に
し、そこでくらす人に誇りをもたらします。

森里川海と目指す 
みんながシアワセになれる社会

今の私たちは、食べものやエネルギーに困らない、
便利な生活を送っています。しかし、石油やガスなど
の地下資源に頼る生活は、ずっとは続きません。

つい 100 年ほど前まで、私たちはくらしに必要な全
てのものを森里川海から得ていました。地域で助けあ
うしくみをつくり、お祭りなどの文化も育んできました。

昔の知恵と技に最新の技術をくみあわせ、森里川海
が持つチカラを活かした新たな社会をみんなでつくっ
ていきましょう。

人の集まる楽しい地域になる
美しい森里川海は観光の大きな魅力

です。森里川海の恵みに支えられたく
らしに惹かれ、観光客や移住する人が
ふえると、地域が元気になります。

木を燃料に地域経済が回る
木はもともと優れたエネルギー源。間引

いた木や木くずを燃料にすれば、地域で
エネルギーを自給できます。地域に仕事
が生まれ、外から買う燃料をへらせます。

なんたって 
シアワセがいちばん！
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森里川海の恵みが失われつつあります…
で、日本の森里川海はいま 
ドウナッテいるの ?

実は、森里川海から恵みを引き出しにくくなっていま
す。例えば、林業や農業に携わる人がへったことで森
や里が荒れ、災害の発生や野生の動物が田畑を荒らす
などの被害がふえています。また、ダムや堰

せき

によって川
から流れこむ栄養分や土砂がへったことで、海の幸
が姿を消しています。

このままだと、安心安全やおいしい食
べものといった森里川海の恵みが失われ、
私たちのくらしが成り立たなくなります。

魚がすみにくい川になっている
災害防止のためにダムや堰

せき
がつくら

れ、護岸もコンクリート化されました。
川と海を行き来する魚にとって、すみにく
くなってしまいました。

自然の中で遊ぶ子どもがいない
子どもはいのちの不思議やくらしの成

り立ちを、森里川海を駆け回って知り、
仲間とのきずなを深めるものです。そう
した子どもも今や “ 絶滅危惧種 ” です。

魚や貝、海藻がへっている
干潟や砂浜の埋め立て、川から流れこ

む栄養分の減少、地球温暖化による海水
温の上昇などが原因で、食卓に欠かせな
い魚や貝、海藻が姿を消しています。

シカやイノシシがふえている
里山の利用がなくなったことで、シカ

やイノシシが人里に接近しやすくなり、
田畑を荒らす被害がふえ、地域のくらし
が脅かされています。

森の手入れがすすまない
スギやヒノキなどの人工林は、定期

的に間引きや伐採をしないと荒れてしま
いますが、林業の不振で担い手がへり、
災害に弱い森林がふえています。

なかなかタイヘン 
なんだよ。
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農山漁村農山漁村
自立分散型社会自立分散型社会

（地域資源【自然・物質・人材・資金】の循環）（地域資源【自然・物質・人材・資金】の循環）
地産地消、再生エネルギー導入等地産地消、再生エネルギー導入等

◆自然資源・生態系サービス
・食料、水、木材　・自然エネルギー
・水質浄化、自然災害の防止　等

◆資金・人材などの提供
・自然保全活動への参加
・社会経済的な仕組みを通じた支援等

（地域資源【自然・物質・人材・資金】の循環）（地域資源【自然・物質・人材・資金】の循環）
地産地消、再生エネルギー導入等地産地消、再生エネルギー導入等

自立分散型社会自立分散型社会
都市都市森里川海をつなげて支える社会をみんなでつくりましょう！

みんなで日本を「いのち輝く国」に ！　 
「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクト

私たちのくらしを支える森里川海は、今たくさんの課題
をかかえています。しかし、大人も子どもも、都市も地方
も、みんなで森里川海を支える社会をつくることができれ
ば、森里川海からの恵みはいつまでももたらされ、私たち
は心豊かにくらせるようになります。トキやコウノトリが舞
う田んぼ、たくさんの魚が泳ぐ川や海、その中で遊ぶ子ど
もたち。そんな光景がどこにでもみられる “ いのち輝く国 ”
を目指して、楽しみながら行動をはじめる人がふえていま
す。さあ、あなたもこの活動の輪に加わりましょう !

これが森里川海 
プロジェクトだよ！

森里川海をつなぎ、そのチカラをよみがえらせて、恵み（きれいな空気・豊かな水・
おいしい食べもの・ものをつくる材料・災害をへらす・子どもが遊んで学べる場など）
がいつまでも続く社会をつくりましょう。

森里川海を豊かに保ちその恵みを引き出そう！

私たち一人一人が意識や行動を変えていくことで、森里川海を支えることができます。
買いものをするときは、人や環境にやさしいものを積極的にえらび、休日は森里川海の
中でゆったりと過ごしましょう。

一人一人が、森里川海の恵みを支える社会をつくろう！

地域の資源をできるだけ
活用する自立分散

地域同士が支え合う
関係づくり 持続可能な社会づくり 活力あふれる

地域循環共生圏
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SDGs って
な ~ に ?

SDGs とは、「 持 続 可 能 な開 発目標
（Sustainable Development Goals）」
のことです。社会が抱える問題を解決し、
世界全体で 2030 年を目指して明るい未
来を作るための17のゴールと169のター
ゲットで構成されています。環境省として
もアジェンダの実施に向け、気候変動、
持続可能な消費と生産（循環型社会形成
の取組等）分野において国内外における
施策を積極的に展開していきます。

食べる物が自分の身体をつくるこ
とを 意 識して 食 べる 物 を 選 んで
みます。自分の身体が喜ぶ食事を
じっくり考えてみると、お 腹 を満
たすだけでなく、こころを満たすこ
とにも繋がるでしょう。

＃わたしになるごはん

ものを買うときに、繰り返し使え
るものや、土に還りやすそうなも
の・方 法を選びます。詰め替え可
能な商品を選んだり、買い物の際
にレジ袋や過剰な包装を断ること
も手軽にできるやり方です。

＃ごみダイエット

毎日食 べているもの、衣 類、使っ
ているものは、どんなものも地 球
の資源をいただいた、誰かの仕事
の結 果です。そんなことが 感じら
れると、値段の意味も違って見え
るかもしれません。

＃もののものがたり

SDGｓを実践するための
暮らしのヒント
「環境にやさしい生活をしよ

う」というスローガンには共感
できても、実際に何をしたらよいか
わからないという意見もあります。そ
こで、森里川海アンバサダーと「環
境にやさしい暮らしの実践知」をま
とめました。自分のライフスタイルに
あったヒントを選んで、私と地球にや
さしい暮らしを楽しく始めてみませ
んか。

SDGs を実践するための暮らしのヒント 
https://www.env.go.jp/nature/
morisatokawaumi/patternlanguage.html

地域循環共生圏 
http://chiikijunkan.env.go.jp/ イラストレーション / 荒牧 悠　パターンランゲージ / 鎌田 安里紗
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水の循環をとりもどして 
地元の食べものと食文化をよみがえらせよう

身近にトキやコウノトリが舞うような 
環境をつくろう

日本の森の多くは手入れが不十分で、いわばメタボ状態。木
をもっと活用して、いのちあふれる森をふやしましょう。

広島県北広島町では、町内の木を薪にして利用することで、
森に手が入るだけでなく、町外から石油やガスを買っていた

お金が町内で使われるようになりました。

森をしっかり管理すると立派な木が育つだけでなく、さまざ
まな植物が根を張って保水力が高まるので、大雨が降った時
の土砂崩れの防止にも役立ちます。

川の上流の森に手を入れ、中流の湿原を再生し、田んぼな
どが持つ水を一時的にたくわえる力を上手に利用して、大雨に
よる災害をへらしましょう。

「江戸前」の食文化など、日本では地元の食べものを使った
独自の食文化が発達してきました。川と海のつながりをとりも
どし、干潟を再生することで、ウナギやアサリなど地域の魚介
類をふやし、食文化をよみがえらせましょう。

福岡県柳川市では、干潟を再生する
ことで、姿を消しつつあるアサリをよみ
がえらせようとしています。

メタボの森にしっかり手を入れよう 森里川海の力を利用して 
災害にそなえよう

みんなでとりくみましょう !

トキやコウノトリなどの大きな鳥やホタルが舞う場所は、私たち
にとっても良好な環境です。こうした生きものをシンボルに、森里
川海への負荷をへらして育てたお米や野菜を販売し、地域で様々
な生きものと一緒にくらせる環境をつくりましょう。

兵庫県豊岡市では、コウノトリのえさ場となる田んぼで、農薬
や化学肥料に頼らない「コウノトリ育む農法」
にとりくんでいます。生きものにも健康に
もやさしいお米が人気を集めています。
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都市の企業が山あいの集落に事務所を開くことで新
しい仕事が生まれ、移住する人がふえている地域があ
ります。交通網やＩＴを活用して、森里川海に恵まれた場所で
豊かなくらしをつくりましょう。

岡山県真
まにわ

庭市では、木を燃料に発電したり、木を原料に
新素材を開発したり、新たな産業をおこして地元に雇用を生み
出しています。

森里川海で 
新しい産業や仕事をつくろう

ふえすぎたシカやイノシシをへらすため、ハンターを育成して
捕獲することが重要です。

一方、こうした動物を食肉にした「ジビエ料理」が評判です。
肉の処理施設を整備して、おいしいジビエとして価値を高める
流通システムもつくりましょう。

田畑を荒らすシカやイノシシから 
地域のくらしをまもります

森里川海の雄大さや美しさは、人の心に感動や安らぎをもたら
すだけでなく、観光にとっても重要です。森里川海での文化やく
らしを、地域の「物語」として未来につたえていきましょう。

荒川上流の埼玉県秩父市と下流の東京都荒川
区では、子どもと大人が一緒になって、「《森里
川海ふるさと絵本》ありがとう あらかわ」を制作
しました。新たに荒川中流の大宮地域や、酒匂

川流域においても活動が始まっています。

美しい日本の風景を未来につたえよう

みんなでとりくみましょう ！

地域の旬の食べものを使った栄養たっぷりの食事、伝統的な
織物、温泉を活用したヘルスツーリズムなど、森里川海の恵み
を活かした心豊かで健康なくらしをしていきましょう。

東京都の WEB サイト「里山へ GO！」では、子どもや初心
者でも楽しめる里山体験を紹介しています。季節を肌で感じら
れ、心身ともにリフレッシュできる活動が人気を集めています。

https://tokyo-satoyama.jp/

森里川海を活かして 
健康で心豊かな社会をつくります
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みんなでとりくむ “ しくみ ” をつくろう !

では、森里川海の元気をとりもどし、その恵みを
活かしながら、心豊かに気持ちよくくらせる社会を
つくるには、どんなしくみが必要なのでしょうか。

地域でとりくむ 
仲間をつくろう

まずは仲間をつくりましょう。市民、企業、
NGO、行政など森里川海をつないで元気をと

りもどす仲間で「協議会」をつくって、みんな
でとりくむ活動を考えましょう。

森里川海で 
ビジネスをつくろう

森里川海との共生と経済の両立を目指
して、お金が回って森里川海に手が入る、
新しいビジネスモデルをつくりましょう。仲間をつくり 

お金をあつめて、 
人と社会を育てます !

みんなで支える 
お金と人手を集めよう

みんなでとりくむ活動に必要なお金を集め
るために、個人や企業から支援を募る「地域創
造ファンド」をつくりましょう。

森里川海を支える人を 
育てよう

それぞれの現場で活躍する人に加えて、
仲間をつないだり、議論を進めたり、ビジネス

を生み出したりする、地域のコーディネーターを
育てていきましょう。
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つながるライフスタイルに 
変えていこう

毎日のくらしの中で森里川海の恵みを意識して、買い物
するときの商品えらびやお休みの日の過ごし方を変えるだ
けでも、森里川海を元気にすることにつながります。

森里川海のつながりを支えるのは私たち !
Let’s ライフスタイルシフト♪

森里川海とつながるライフスタイルを、もっと楽し
く! もっとオシャレに ! 実現して、世界の人たちの
お手本になる新しい社会を目指しましょう。

森里川海での遊びは、元気な心と体を育みま
す。森里川海とともに生きる知恵を学ぶ機会を
ふやすことで、森里川海を将来の世代につなぎ
ます。

元気に遊ぶ子どもを 
よみがえらせよう

で のと

私たちのくらしが森里川海に支えられていること
を身近な生活から学び、わかりやすくつたえてみま
しょう。

恵みをわかりやすく 
つたえよう

 森、里、川、海に出かけよう
 自然素材のおもちゃで遊ぼう
 自然体験、農村体験、漁村体験をしよう

 上流から下流まで森里川海の恵みマップをつくろう
 おじいさんやおばあさんに、昔はどんなものを食べた
り、何をして遊んだりしたのかを聞いてみよう
 食べものや服が、どこでどうやってつくられているか
調べてみよう

 買い物では有機農法で育てられたお米や野菜、オーガニック
コットンで作られた服をえらぼう
 家族旅行では、森里川海と人の関わりを楽しく体験して学べ
るエコツアーに参加しよう
 森里川海のために自分が実際にできることを考えて、MY 行動
宣言をしよう（p.19 参照）

私たちにできることが 
たくさんあるんだね！

とにかく「自然」っていうのは人間の思いど
おりにはいかないし、不思議なことがいっぱい
ある。虫の形ひとつとっても、何でこんな形を
しているのかよくわからない。だからおもしろ
いんだ。
「読本」を通じて、このおも

しろさを子どもたちにわかって
もらえたらうれしいね。

「森里川海大好き！読本」編集委員長　 
養老孟司さん（東京大学名誉教授）

近所のため池が
海とつながっていた！
森里川海が好きになる
ワクワクドキドキする物語。

読本の
ダウンロードは
こちらから !
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MY 行動宣言 森里川海をつなげて支えていくために 
身近な一歩を踏み出そう !

きれいな水、おいしい食べもの、くらしの安全。私たちは森里川海
の恵みに支えられて生きています。一人一人が、その恵みに感謝して
ライフスタイルを見つめ直してみることは、恵みを引き出す地域を支え、
豊かな森里川海を将来に引きつぐことにつながります。
「つなげよう、支えよう森里川海」を合い言葉に、森里川海も地域

も自分も元気になれる、そんな未来に向けて、アンバサダー（大使）
とともに一人一人ができるアクションを起こしていきましょう！

私たちといきものたちのためにできる、５つのこと

たべよう　ふれよう　つたえようたべよう　ふれよう　つたえよう　　
まもろう　えらぼうまもろう　えらぼう

MY 行動宣言はこちらから !
http://www.env.go.jp/nature/morisatokawaumi/mydeclaration.html

これも 
森里川海のために 

できることなんだね !

池田 綾子さん　
シンガーソングライター

日本語の「響き」を大切にした歌詞と旋律、
歌声を持つシンガーソングライター。NHK「み
んなのうた」「にっぽん縦断こころ旅」NHK
ニュース番組、小学校教科書合唱曲、CM、
映画、楽曲提供など多岐に渡り手掛ける。自
然と響き合う音楽祭「やくしま森祭り」を立ち
上げ 15 年目を迎えた。

ミュージシャンをしています。屋久島でジェネレー
ターを使わず、その地域にある電力のみでキャンドルの
光と星屑、自然と響きあう音楽祭、やくしま森まつり
を運営しています。私の環境チャレンジは、有機農業
とつながることです。小川町の有機農業の皆さんと一
緒に収穫をしたり、その季節の食べ物を食べることで、
私たちの身体は食べ物でできていることを実感し、そし
てともに有機農業を支えていきたいと思っています。

アンバサダー
プロジェクトの目標の一つである「一人

一人が森里川海の恵みを支える社会をつく
ること」を実現するためには、情報発信を
通して多くの個人、団体及び組織の共感を
得ながら一人一人のライフスタイルを変革
することが望まれます。そこで「都市と地域」、

「人と人」とのつながりを広げるため、各
方面で活躍し、高い情報発信力でプロジェ
クトをサポートしていただく「つなげよう、
支えよう、森里川海アンバサダー」を任命
しています。

アヒル隊長　
パイロットインキ株式会社

1993 年生まれ。お風呂や、水辺に浮かぶアヒル
をモチーフとしてお風呂用のおもちゃとして登場。
かわいい表情と赤い帽子が特徴。

TV の川流れ企画で一躍有名になり 2001 年より
「アヒル隊長」として活躍中。2014 年には霧島温
泉大使に任命されています。森里川海大使のタスキを
かけて「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェク
トに参加すべく日々体調管理に努めています。

つなげよう、支えよう
森里川海プロジェクトアンバサダー
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大葉 ナナコさん
一般社団法人 BIRTH&EARTH 代表
理事・バースセンス研究所 代表取締役

自身の初産時から女性の身体能力やセルフケアに
関心を持ち、出産準備教育を学ぶ。自尊感情を
高めるいのちの教育プログラム「誕生学」が行政・
学校・PTA・育児支援企業等に好評を博し、年
間 800 校〜 1,000 校で授業を提供している。

奥村 奈津美さん
フリーアナウンサー

『ニュースウオッチ9』などNHKの報道番組に長年
携わる。東日本大震災を仙台で経験し、以来、防
災をライフワークに。防災士、福祉防災認定コー
チ。「防災×気候変動」をテーマに取材、発信中。著
書『子どもの命と未来を守る「防災」新常識』

豪雨災害などの被災地を取材する中で、気候変動
対策や里山管理など地球を守ることの大切さを実感し
てきました。コロナ禍、2020 年 5 月から「オンライ
ン防災訓練」を毎週開催し、赤ちゃんのいるパパママ
から70 代の方まで全国から参加者が集まっています。
温暖化対策、地球に優しい暮らしをすることが、究極
の防災！再生可能エネルギーへの切り替え、生ゴミ０
コンポスト生活、地産地消など、全てが防災につながっ
ているという「サステイナブル防災」を発信しています。

小
おばら 

原 壮太郎さん
オーガニック＆
サスティナブルプロデューサー

市民・団体・学校・企業・行政、あらゆるヒト
や組織をつないで、社会がオーガニック＆サスティ
ナブルな方向に向かう “ チカラ ” や “ 絆 ” を生み
出し続けていきます。

いろんな仲間たちと活動しています！
一般社団法人 the Organic 代表理事・全国有

機農業推進協議会 事務局長・環境省 森里川海アン
バサダー・一般社団法人ノアソビ SDGs 協議会 理
事・サスティナブルコスメアワード 事務局長・SDGs 
UNITED 事務局長・ソーシャルアクティビストチーム
MOTHER EARTH 事務局長・日本グラミン アドバイ
ザリーボード・新渡戸文化学園 フューチャーアドバイ
ザー・Super Daddy 協会 常任理事

普段はバースアンドアースというプロジェクトを広げ
ながらこれから生まれてくる赤ちゃんたちに美しいマザー
アースをつないでいこうという活動を、アーティストの皆
さんたちと一緒にやっています。私が実践している環境
アクションは、「SDGｓを実践するための暮らしのヒント」
の中の、「もののものがたり」そして「ふるさとづくり」です。
ぜひぜひ、暮らしを変えるSDGs チャレンジご一緒に。
マザーアースを伝えましょう。

GAKU-MC さん
ラッパー / ミュージシャン

ソロ活動と並行し桜井和寿 (Mr.Children)とのユ
ニット、ウカスカジーとしても活動。東日本大震
災をきっかけにさまざまなボランティア、復興活
動に従事。

2011 年より「アカリトライブ」を続けています。「ア
カリトライブ」とは、  キャンドルを灯し、その灯

あかり
でライ

ブを行い、東日本大震災の被災地のために何かでき
ることを考え、各地からのメッセージを被災地に届け
るプロジェクトです。人々が笑顔になる様々なコンテン
ツで構成された新しいエンターテインメントです。「音
楽とキャンドルの灯

あかり
」で日本を元気にしたいと思って

います。今年は 10 年目。さらに福島復興に力入れた
いと思っています。

金子 美
よしのり

登さん
霜里農場代表
全国有機農業推進協議会理事

埼玉県小川町下里で、基本は「御礼制」農場とし
て、有機農業 50 年。実践 38 年目に、日本初の「集
落全体を有機農業に転換」

時代は、「遠くへ、急いで、効率的に生きる」から、「近
くで、ゆっくり、自然と共に生きる」時 !「森、里、川、海」
を守り、育て、おいしい空気、水、食べ物のお裾分けを、
たっぷり頂きましょう ! そして、共に、「人、物、皆」
生き生きと、生き残る未来を想像しましょう！

食べるもの、身につけるもの、使うもの、その全て
はかならず、地球の恵みと誰かの仕事からできていま
す。 毎日の暮らしのなかで積み重ねるひとつひとつの
選択が、自然と人を支えます。そのつながりに気づい
たうえで、自分なりの基準を持って、どんなことをする
か、何にお金を払うか、しっかりとえらぶこと。 日々
の選択はとても小さなことに思えるけれど、その変革
こそが、大きな変化をつくっていきます。

鎌
かまだ

田 安
ありさ

里紗さん
一般社団法人 unisteps 共同代表
エシカルファッションプランナー

衣服の生産から廃棄の過程で、自然環境や社会へ
の影響を意識する " エシカルファッション " に関する
情報発信を積極的に行い、ファッションブランドと
のコラボレーションでの製品企画、衣服の生産地を
訪ねるスタディ・ツアーの企画などを行っている。
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河口 恭吾さん
ミュージシャン

2000 年、デビュー作「真冬の月」を発表。
2003 年 12 月にワーナーミュージック・ジャ
パンより話題曲「桜」を Single リリース。日
本有線大賞 有線音楽賞を受賞。2020 年、コ
ロナ禍の中「明日は晴れるだろう」を書き上げ、
8/5 に配信リリース。同年 11 月からいよいよ
デビュー 20 周年を迎える。

岸 紅子さん
NPO 法人日本ホリスティックビュー
ティ協会 (HBA) 代表理事 / パーマカル
チャーデザイナー / みそソムリエ

2006年に日本初のセルフケア啓発NPOを設立。
資格検定や人材育成、講演などを通じ、自然治
癒力を高めるための知識の向上や、暮らし方の提
案につとめる。

佐々木 依
えり

里さん
モデル・環境活動家・瞑想家

『朝だ ! 生です旅サラダ』では海外レポーターを
務め、世界各地を訪問。“ 地球愛 ” をベースとし
た精力的な情報発信を続けている。エシカルな旅
や、マインドフルネスを実践する生き方を提案。

普段は、ミュージシャンをしています。2006 年に、世
界中の紛争や貧困、人権・環境問題に対する活動団体「地
球兄弟」を発足し、ソーシャルアクティビストとしても活動
しています。私が実践している環境アクションは、コンポス
トで作った土を使い、春から夏にかけて子供たちと一緒に
野菜を育て、収穫することです。楽しみながら環境にやさ
しいライフスタイルを送っています。自分と地球にやさしい
暮らしをみんなでやっていきましょう。

普段はモデルやレポーターをしています。私が気を
付けている環境活動は海洋プラスチック問題と、作る
責任使う責任　SDGs の 12 番などです、普段は海
岸のごみ拾いをしたり、そして、心の中の平和を表現
するために皆さんと一緒に瞑想をして、まずは立ち止
まることから、皆さんと一緒に環境について学んでい
ます。

Shen さん
ミュージシャン

（米国ハワイ州オアフ島出身）

クリエーターユニットDef Tech のメンバー。

民族問題や環境問題に対し ”Aloha Damashii( ア
ロハ魂 )” プロジェクトとして “ 愛と平和 ” の啓発に取
り組んでいる。「アロハ魂」は、ハワイでもあまり知ら
れていない『アロハの深い意味』を世界に広げるた
めに生まれた。アロハの文字を ALOと HA の二つに
分けると、それぞれに ALO(2 人の意識を合わせ )+ 
HA( 呼吸する ) という意味があり、このアクションを
ハワイの伝統的なあいさつ「Honi ( ホニ )」と言います。
この「ホニ」をすることで、愛があふれ、世界がひと
つになることをアロハ魂は目指している。

SHIORI さん
料理家・フードコーディネーター

持続可能な開発のための教育（ESD) を研究し、
日本ユネスコスクール ESD 大賞で最優秀賞を受賞。
SDGs を広げ、持続可能な社会の形成者を育成する
ために、主体的な活動を重視する教育、特別活動に
よる学校経営を実践。保護者や地域と共に、学力・
体力向上、学級崩壊等のない学校を作る。また、特
別活動発信のため、国内を始め、エジプトやモンゴ
ルなど海外への指導も行っている。著書に『子供の
心を伸ばす特別活動のすべて』他多数。

清水 弘美さん
東京都八王子市立浅川小学校 校長

世界に誇る日本型教育「特別活動」の権威。全
国小学校学校行事研究会会長、東京都小学校学
校行事研究会前会長、全国道徳・特別活動研究
会副会長、日本シティズンシップ教育学会理事等
を務める。

10 年ほど前『 作ってあげたい彼ごはん』という、
大好きな彼に作る料理本を出版しました。今も「大切
な人を想って」という軸は変わりませんが、そこに家
族の健康を願う想いが強くなりました。人は大切な人
を想う時、心優しい行動にでます。大切な人の未来
を考え、そのためにできることからはじめましょう。私
は自然環境に寄り添って作られた作物を、意志を持っ
て選択し、生産者を応援します。持続可能な方法で
作られた豊かな食材を使い、食卓に笑顔を運ぶレシ
ピ制作にも全力で取り組みます。

心身の健康を保つことは、社会と環境への貢献で
す。現代人の健康問題と、地球のプラネタリーバウン
ダリー問題は相似。どちらも人と自然とのつながりを
無視したことから発生しています。

自然治癒力を取り戻す食育、菌活、温活、ストレス
ケアなど身近なテーマを通じて、人にも地球にも優し
いライフスタイルの推進を行っています。
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高橋 万
まりえ
里恵さん　

セント・フォース所属　
フリーアナウンサー（防災士）

東日本大震災直後から TOKYO FM 系被災地
支援プログラムのメインキャスターとして、東北
や熊本など被災地へ足を運び続けている。被災
地での植樹をきっかけに全国に広がる植林活動
や、自然保護の取り組みを取材・発信する番組
も担当。

日本全国の森や里山と人との暮らし、森と海との
関わりを取材する中で何か自分でもアクションを起
こせないかと思い、ファッションブランド「eccomi 
punto」を立ち上げ「エコだから選ぶではなく、可
愛いを買ったらエコだった」をコンセプトにアパレルを
展開しています。また森林セラピーの資格を取得し、
TOKYO FM 系「いのちの森 voice of forest」にて
全国の森の魅力やサステイナブルな取り組みを発信し
ています。

田中 里奈さん　
 モデル

近年は雑誌のモデルの枠を飛び越え、小説の執筆、
企業ブランドとの商品プロデュース、自身のアクセサ
リーブランドのディレクションなど様々なステージで活
躍している。現在 Instagram フォロワー 30 万人、
ファッションコーディネイト SNS WEAR でのフォロ
ワー 155.6 万人。

小学校の教員免許を有し、アウトドアイベントで小
学生を引率する経験なども持つ。

TAROUT さん　
キャラクターアーティスト 
 
それぞれの作品には愛情あふれるストーリー
が設定され、誕生させるという感覚だというそ
の世界観は日本のみならず海外でも絶大な人
気を誇る。最近は、しいたけ占いのキャラクター
など。

SDGs で 2030 年までに実現したい世界はどんな
だろう ? そう考えると、私は誰もが笑顔で暮らす社会
を想像します。今、同じくアンバサダーの藤田承紀と
ラニーズベジーというコンビを組み「未来の笑顔をシェ
アする」をコンセプトに活動しています。また、SDGs
を Small Daily Good(s) と考え、誰もが楽しく取り
組めるような、日々の生活の中で出来る、小さくても
グッドな活動を自らも実践し、発信していきます。

富永 美樹さん
フリーアナウンサー

98 年 10 月 シャ乱 Q ドラムス まこと氏との結
婚を機にフジテレビを退社。現在はクイズやバ
ラエティー番組の出演やイベントの司会等で活
躍。プライベートでは夫婦共にアウトドアが大好
きで、その趣味が高じて東京以外に山梨と静岡
と半田舎暮らしを楽しんでいる。

中島 早
さき

貴さん
アイドルグループ℃ -ute の元メン
バー。グループ解散後は舞台を中心
に女優として活動中。 

ア ッ プ フ ロ ン ト グ ル ー プ 主 催 の
「SATOYAMA&SATOUMI movement」に℃
-ute 時代より参加し、イベントを通して「秩
父観光農業 Oh! 援アンバサダー」や「GOTO 
Satoumi アンバサダー」も勤めた。

去年の秋から、農業を営んでいる父親の畑の一角
を借りてオーガニック野菜を育てています。野菜ソム
リエの資格も取得している為、旬の野菜の良さや、自
然とふれあうことの素晴らしさを SNS を通して発信し
ています。また、沖縄のサンゴ保全活動団体「チーム
美らサンゴ」にも参加していて、サンゴをバロメーター
とし、海の温度の変化、家を失ってしまった生物達の
様子など、SOS を出してくれている海の生き物に着目
しています。この活動を通し環境問題の実情を多くの
方々に伝えていきたいです。

長沢 裕
ゆう

さん
タレント
( 公社 ) 日本環境教育フォーラム 理事

1993 年生まれ、福島県出身。 日本テレビ「ZIP！」
の 6 代目お天気キャスター、ショウビズレポーター
として活躍。自然との繋がりが感じられる瞬間を
多くの人と共有すべく園芸番組、釣り番組などに
も出演する。 また、地元福島では子供達と自然
を味わうプログラムなどに参画している。

アナウンサーとしてメディアで仕事をしながら、6 年
前から富士山の森で自然に寄り添う暮らしをしていま
す。地球にとってやさしい暮らしが結果、自分たちにとっ
ても心地いい暮らしである、そんな社会になるように
まずは、プラごみを減らすための取り組みを推進して
いきたい。そして発酵マイスターとしてはサスティナブ
ルな食文化である発酵食、これをもっと広めていけた
らいいなと思っています。

私は〝自然との豊かな繋がりを実感する瞬間 ” を多
くの方と共有していきたいと思っています。そのために、
家庭菜園や釣りなどの楽しさの発信や、地元福島で
子供達と一緒に自然を感じられる企画などに参加して
います。また今後は日本の環境教育の現場を学ぶと共
に実家の目の前にある里山を緑溢れる皆んなのふるさ
とにしていきたいと考えています。
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NOMA さん
佐賀県出身のモデル / アーティスト

フッションからビューティー、サイエンスと様々な
ジャンルで活動中。モデル業の傍ら諸国を巡り、
旅エッセイを出版する。2012 年より旅先での啓発
や自身の自然観を元にプロデュース等を継続。アッ
プサイクル素材で作品制作、展示等も行う。

幼少期より自然遊びが大好きです。辺境の地を巡る
旅、宇宙と植物を中心とした自然科学探究をライワー
クとし、自然との繋がりや調和をメッセージとした物
作りや発信をさまざまな形で行ってきました。いのち
がどこから来てどこへ向かうのか。地球と人間社会の
調和や、環境問題について学ぶことはたくさんありま
す。今後もメディア連載やイベント等でライフスタイル
の提案、そして研究者や専門家とのセッションを通し
て、地球や宇宙について知る時間を皆さんと楽しくシェ
アしていければと思います。

二
ふたき

木 あいさん
水族表現家

素潜りギネス世界新記録２種目樹立。唯一無
二の存在として、水中と陸上の架け橋となるべ
く活動。自身が被写体、また撮影者として「私
たちは地球の一部であり、共に生きている」、
そんな繋がりを多岐の活動を通して世界を舞台
に表現している。

料理人をしています。わたしが実践している環境ア
クションは「SDGｓを実践するための暮らしのヒント」
の中の、「もののものがたり」です。日常で手に取るす
べてのもののストーリーに思いを馳せて大切に使うよ
うにしています。何はともあれ無理なく楽しくみんなで
やさしい生活に取り組んでいきましょう。

まことさん
ミュージシャン

『シャ乱Q』のドラマーとして1992年7月にデビュー。
プレイヤーとしての活動とも並行して、作詞家として
も多くの作品をバンド内、および他のアーティストに
も詞を提供。一方、親しみやす いキャラクターを生
かし、多くのバラエティ番組にも出演。 

マリエさん
CEO/ デザイナー
J-WAVE ナビゲーター

81.3J-WAVE 毎週土曜日 12:00-15:00 生放送中

日本でのタレント活動を経て 2011 年のアメリカ・
ニューヨークのパーソンズ美術大学へのファッション専
攻留学を契機に、2017 年 6 月、自身がデザイナーを
務めるブランド 「PASCAL MARIE DESMARAIS( パ
スカルマリエデマレ )」 を設立。ファッションの観点か
ら環境問題に積極的に取り組み、工場や職人など生
産者の声に耳を傾けるため全国を飛び回っている。 
2021/2/1 からサスティナアートコミックの連載もス
タート。地球の環境負荷ランキング世界第２位と言わ
れるファッション産業からみる様々な ” 気付き” をキャ
ラクターたちがシニカルに提示・継承を慣らしていくアー
トコミックを WWDJAPAN にて連載中。

MINMI さん
シンガーソングライター

新時代を切り拓くママとして、ファッションリーダー
として、ソーシャルアクティビストとして支持を得
ている。「森里川海プロジェクト」と「MOTHER 
EARTH」の活動に共感し、ギフトソング『MOTHER 
EARTH 〜森里川海のうた〜』を制作。

アウトドア活動を趣味としており、それが高じてセカンド
ハウスを富士山麓に自らの設計のもと建てた。生活面では
番組の企画で沼津にも自宅を借り、現在も定期的に訪れ
生活している。現在は、 東京、山梨、沼津を生活の拠点と
して活動中。

私は自然の偉大さや、美しさを、歌や詩にして伝え
ています。自然には私たちを救う大きな力があると気
づき、真夏の青空の下「ＦＲＥＥＤＯＭ」という野外
音楽フェスを始めました。大きく美しい自然に抱きし
められた時、人の心は解き放たれます。悩みが空の
ように晴れ、心がどんどん澄んでいくのは、きっと音
楽の力だけではない、みんなのいのちがキラキラして
いるからだ、この時間は奇跡だといつも感じるのです。
自然と共に生きてきた日本の暮らしや風景は誇りです。
進歩した私たちの未来は、もっと自然と共にあること
でしょう。そんな日本の未来を、一緒にデザインしま
せんか？

自然、植物，動物，人間。私たちは皆この地球に
共に生きる仲間です。空気ボンベを使わず、イルカや
クジラと同じ様に自分の肺一つで潜り、彼らの中に溶
け込み、仲間の一員となって、ありのままの世界を表
現することで、頭で理解するのではなく、心で感じる
何かをお伝えできるのではないかと信じて活動してい
ます。目には見えませんが全ての生物は繋がっていま
す。母なる海から、皆さんの心の扉をノックするキッ
カケをこれからも発信し続けていきたいと思います。

藤田 承
よしき

紀さん
菜園料理家

イタリア・トスカ ー ナ 地 方 のレストラン「IL 
PELLICANO」や、ローマの老舗「AL CEPPO」
にてイタリア料理を学ぶ。帰国後は「食卓に笑顔を」
をモットーに料理家として活動を開始。自然農法、
有機農法による年間 100 種を越える野菜作りにも
取り組み、直売所やレストランに出荷をし、菜園で
の親子農業体験もしている。
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室谷 真由美さん
モデル / ビューティーフード協会 理事
長 / 日本ヴィーガン協会 理事長

カラダの中からキレイになれる食を追求し、 
「ビューティーフード」メソッドを提唱。 講演会・
トークショー・TV・ラジオ・雑誌など各種メディ
ア出演をし、食の大切さを発信をしている。

日本ヴィーガン協会では、飲食店を中心に、もっと
日本でのヴィーガンがわかりやすくなるよう認証制度を
行っています。２５００店舗ものヴィーガンのお店を新
規開拓し、１軒ずつ足を運んだお店に認証ステッカー
を無料配布しています。私はヴィーガンだけでなく、
根本的に「食の大切さ」を伝えるために活動していま
す。美容学校や栄養の専門学校でも教鞭をとる機会が
あり、身体に優しい食事は、地球環境にも優しい選択
となり、温暖化にも貢献できること、多くの命を救える
ことを伝え、食育にも力を入れています。

森友 嵐士さん
T-BOLAN ボーカル

1991 年デビュー。心因性発声障害により、14
年間富士山麓でリハビリ生活を過ごす中、自然の
チカラや癒しを得て、声を取り戻す。2015 年音
楽活動再開、神社仏閣 LIVE を展開。2018 年
T-BOLAN を復活、全国ツアー『励』『繋』をスター
トさせ精力的に活動している。

人間も自然の循環の一つ。日本の農村の暮らしに
は持続可能な暮らし方のヒントがいっぱいです。この
日本の美しい里山で古民家や休耕地を再生しながら、
水・食料・エネルギーの自給をしていきます。ストレ
スフリーな楽しい！美味しい！安心できるライフスタイ
ルを提案しています。

Yae さん
半農半歌手・シンガーソングライター

東京生まれ。2001 年に歌手デビュー。NHK みん
なのうたや人気ゲームソフトの主題歌などを歌唱し
活躍。環境イベントなど国内外での音楽祭に参加。
家族５人とともに自然豊かな里山「鴨川自然王国」
で、農的暮らしを営む。故藤本敏夫・歌手加藤登
紀子の次女。

被災地支援活動として東日本大震災、九州北部豪
雨災害 にて被災地支援。河川敷団体サポート 『100
万人ゴミ拾いプロジェクト』 に参加。広島県府中市の
地域活性共創プロジェクトを立ち上げる。 京都丹後
にて無農薬無肥料、自然農法にて森友米『豊』、日
本酒『YUTAKA』をプロデュース。2021 年、未来
型共創型施設『Mother Forest』企画・プロデュース。
音楽、言葉、行動を通して、自然と人間との関わり方、
自然の大切さの気づきに繋がる活動を目指している。

由利華さん　
シンガーソングライター

武道館単独公演を目指し上京、渋谷・原
宿の路上で 70 曲超のオリジナルソングを
歌い続ける。2018 年はクラウドファンディ
ングで 128 万円を集め、4 ヶ月間の全国
路上ライブツアーを完遂。

皆さんこんにちは、森里川海アンバサダーの由利華
です。普段はシンガーソングライターとして、曲を作っ
たり、歌を歌ったりしています。その中で私が普段取
り組んでいる環境アクションは、マイボトルを持ち歩く
という事です。少しでも地球のため、私たちの未来の
ために、プラスチックの使用量とかペットボトルの使用
量を減らしていけたらなと思いますし、何より、その日
の気分、用途に合わせて使い分けるのがわくわくして
楽しいです。このワクワクをぜひあなたも！みんなで一
緒に地球にやさしい暮らしをしましょう。

四
よすみ

角 大輔さん　
ニュージーランド湖畔の森でサステナブ
ルな自給自足ライフを営む執筆家。

グリーンピース・ジャパン、Earth.Org、パワー
シフトなど複数の環境系アンバサダーを務める。

『人生やらなくていいリスト』など著書多数。

このまま自然破壊が進むと人類は地球に暮らせなく
なる。ニュージーランドで低消費な森の生活を営み、
バックパックに衣食住を背負って山を一週間以上歩く
冒険をしているのは、ぼくなりの「生き方シフト」へ
の小さな挑戦。あなたの身近にある自然に触れて、自
身が地球に大きく依存している事実に気付き、今すぐ
行動に移してほしい。

アンバサダー紹介映像

暮らしを変える SDGs チャレンジ
https://www.youtube.com/watch?v=uAko7QkQT_w&feature=youtu.be

令和 3 年 3 月１日時点 （掲載は、あいうえお順）

https://www.env.go.jp/nature/morisatokawaumi/morisatokawaumich.html

vol.1 〜＃おでかけのおとも 編
vol.2 〜＃きょうのしぜん 編
vol.3 〜＃わたしになるごはん 編＜循環＞

vol.4 〜＃わたしになるごはん 編＜オーガニック農業＞　
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