Ulvales Ulvaceae

Gigartinales Rhizophyllidaceae

Fucales Sargassaceae
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Ⅰ.

調査 報 告 書

はじめに
伊豆半島は海藻の宝庫。伊豆の海には 400 種以上の海藻が生育していますが、この面積での種類数は世界
一と言えます。これは伊豆半島の自然の素晴らしさの証です。
「海藻おしば」は 30 年以上も前に、筑波大学下田臨海実験センターの研究室で学術標本作製法を改良して
海藻の美しさを引き出し、さらに漂着海藻を素材としてアートとして生まれたものです。台紙を濡らしてか
ら生の海藻を拡げたり寄せたりして、自由に絵を描くことができます。海藻は「形のある絵具」なので絵が
苦手な人も皆アーチスト。子供から大人まで楽しく制作することが出来ます。海藻と親しくなると「海藻の
育つ海を汚してはいけない！」という心が芽生えますが、このことが今後の環境問題を左右するカギとなり
ます。海藻がつくる「海の森」の存在を知ることで海の環境へと関心が向き、さらに海藻のカラフルな謎解
きから地球環境の成り立ちを知ることが出来るので、近年深刻となっているオゾン層の破壊と地球温暖化の
問題を根本的に理解することが出来るのです。
美しい海藻おしばの展示と、体験教室は伊豆半島はじめ全国へ拡がっていきました。指導者の育成が急務と
なったので全国各地の支援者や研究者によって 2002 年「海藻おしば協会」が設立され、海藻おしばを糸口
とした環境活動を続けております。
この調査では伊豆半島の魅力としてもアピールできる「海藻おしば」を地域への「広がりと定着」。そして
常設展示・体験の出来る「海藻ミュージアム」の実現に向けた道筋を調べるものです。
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1. 調査概要
実施期間：H28 年 1 月 19 日〜 3 月 29 日
実施先：合計 23 ( 訪問施設：10、訪問団体等：13)
海藻ミュージアム実現への道筋作りと地域のネットワークを拡げるために、実際に運営している博物館、美
術館。そして自治体関係者、個人、団体等、現地に足を運び、ヒヤリングを中心とした調査を行った。先方
とは事前にヒヤリング内容をお知らせし、、日時、場所、などの打ち合わせを行った。また、取り次いでく
れた人と一緒に訪問も出来た。
＊ミュージアム関係では場所、規模、運営形態の事なる施設・を選んだ
ヒヤリング内容：①成り立ち②運営（資金）③問題点④アドバイス
＊ネットワーク関係では幅広く地域の自治体・教育・観光関係団体・個人を対象
ヒヤリングの内容：①関係を持つ②実施可能性の内容③アドバイス
＊海藻おしばの内容を理解して頂く為に「海藻おしば教室」を１回実施した。
＊海藻おしばの資料を作成して説明した。

子供達の作品

海 藻 おし ば 教 室（ 実 技 ）の 様 子
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2. 調査内容
A. 海藻ミュージアム設立にむけて
海藻おしば協会の活動内容は、作品展示・海藻おしば教室（レクチャーと制作の２本立）・海藻おしばづく
り（イベント型）などが主だが、これらの活動の殆どは依頼によるもので、こちらから出向くタイプでした。
これからは地域の人達、観光客、そしてオリンピックに訪れる人達に、いつでも体験や見学が可能な場所作
り。また、普及活動の核拠点として施設を伊豆半島に置きたい。
・目的：いつでも美しい作品が鑑賞でき、海藻おしば体験が出来る場を作りたい。
活動の核としての拠点を伊豆半島に置きたい。
・訪問先：博物館・美術館（10 ヶ所）
・ヒアリング内容：成り立ち、運営、問題点、海藻ミュージアムへのアドバイス

B. 地域とのネットワーク創り
地元でもまだまだ知らない人達が多いので「海藻おしば」を認知、定着させたい。
自分達の暮らす伊豆半島の素晴らしさを再確認、地域における魅力あるコンテンツにしたい。
観光客には伊豆ならではの体験メニューとして楽しんで頂き、観光活性化につなげたい。
・目的：海藻おしばを地域へ広げるルート・方法を探る
・訪問先：自治体、団体、教育関係、企業へのヒヤリング（13 ヶ所）
・ヒアリング内容：訪問先の普及方法、アイディア、タイアップ等の可能性について

調 査 内 容
A

B
博物館・美術館へのヒアリング

自治体・学校・団体へのヒアリング

成り立ち、運営、問題点、アドバイス等

繋がりを作る、何ができるか

■ 核としての拠点づくり

■ 教育・環境・観光に取り入れ、伊豆

■ いつでも海藻おしば作品を鑑賞でき、

半島の活性化

体験ができる場所
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2. 調査内容 … 訪問先一覧
A. 海藻ミュージアム設立にむけて
No.

日付

1

2/4

静岡県水産技術研究所

2

2/4

筑波大学

3

4

2/12
3/18

2/20

施設名

対応者
伊豆分場

下田臨海実験センター

街ナビゆるり

アトリエロッキー・万華鏡館

長谷川

潤米

雅俊（研究科長）

保男

(事務係長)

同行者
野田 三千代

野田 三千代

杉山 照子

野田 三千代

(修善寺手づくり市実行委員)

小沢 ユミ(工房夢二)
野田 三千代

伊藤 堯

松本 恵美子（伊豆高

伊藤 栄子

原クラフトの森フェステ
ィバル実行委員長）

野三千代
5

2/24

企業組合であい村 蔵ら

青森 千枝美

(代表理事)

水口 正子
（海藻おしば協会）

清家

みゆき

野田 三千代
6

2/27
2/28

海の博物館

石原 義剛

(館長/三重大学客員教授)

小沢 ユミ（工房夢二）

石原 真伊

(広報)

勝野 美葉子（静岡県
立文化芸術大学）

7

3/3

8

3/4

海の森ギャラリー
海産物処しら井

七尾 本店

海の森ギャラリー
海産物処しら井

金沢店

白井 洋子（専務取締役）

野田 三千代

白井 修

野田 三千代

(代表専務取締役)

野田 三千代
9

3/8

東京おもちゃ美術館

星野 太郎

(チーフディレクター)

高山 優美
（海藻おしば協会）

10

3/8

絵本と木の実の美術館

奥野 恵 (株式会社アートフロントギ
ャラリー 代表取締役)

4

野田 三千代
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B. 地域への定着のために
No.

日付

11

1/19

12

1/19

13

14

1/23
2/12
2/12
3/1

所属

対応者

同行者

9IZU

飯倉 清太

ドットツリープロジェクト

(総務省地域人材ネット推進委員)

田方地区教員研修協議会指導
委員

大塚 明

一石庵

原 京

伊豆市総合戦略アドバイザー

菊地 勉

（元伊豆市立天城中学校校長）

(伊豆市立美術館準備委員長)

野田 三千代

野田三千代

野田 三千代

野田 三千代
野田 三千代

15

2/12

ジオパーク推進協議会

16

2/17

NPO 国際自然大学校

吉川 馨

小沢 ユミ（工房夢二）

(事務局長補佐)

笠倉 秀貴

野田三千代

(太田区立伊豆高原学園勤務)

野田三千代
17

2/24

伊豆市観光協会 土肥支部

山田 伸次

水口 正子

(事務局長)

（海藻おしば協会）

18

3/2

石川県水産総合センター

池森 貴彦（普及課長）

野田

三千代

19

3/2

まるやま組

萩野 ゆき（デザイナー）

野田

三千代

野田

三千代

白井

洋子

20

3/3

石川県
のと海洋ふれあいセンター

東出 幸真（普及員）

（海藻おしば協会）
松木正一郎（市長政策兼建設部理事）

21

3/10

伊豆市景観計画策定懇話会
(20 名)

斉藤

満（伊豆市建設部長）他４名
野田

三千代

野田

三千代

攻（伊豆半島ジオガイド協会） 松島

あつ子

長谷川
伊藤

卓（観光協会修善寺支部）

光造（NPO くらしまち継承機

構理事長）

他12名

橋本 敬之
22

3/14

いちごすてーしょん

伊豆学研究会

（公益財団法人江川文庫嘱託）

渡辺
大塚

明（田方地区教員研修協議会
指導講師）他７名

（沼津市教育委員会）

野田
23

3/29

伊豆市立天城中学校

亀山

5

誠彦（校長）

大塚

三千代

明（田方地区教員
研修協議会指導講師）
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2. 調査内容 …ヒアリング詳細

No.1

静岡県水産技術研究所 伊豆分場 長谷川雅俊（研究科長）

日時

2/４ 15:00-16:00

住所：静岡県下田市白浜２５１−１
電話：054-627-1815

ヒヤリング内容

HP：http://ﬁsh-exp.pref.shizuoka.jp/

静岡県の水産資源の研究や水産業の普及・指導等。（伊豆地区から県東部のエリア）
伊豆半島の基盤産業の１つであったテングサについて→衰退している
現在の伊豆半島東西の水温の差の変化や藻場に関して→東西と言う区別では無い水温差に
なってきている。
施設として、どのようなコラボ事業出来るか→ソフト面での協力が出来る。

参考画像

http://blog.livedoor.jp/mamataro911/

No.2

筑波大学

下田臨海実験センター

潤米保男

(事務係長)

日時

2/4 16:30〜17:30

住所：静岡県下田市五丁目 10−1
電話：0558-22-1317
ヒヤリング内容

HP：http://www.shimoda.tsukuba.ac.jp/

筑波大学の海洋生物の研究と教育機関。
海藻の研究室もあり、
「海藻おしば」が誕生した場所でも有る。伊豆半島の全種類数のデー
ター等も整っている。大学の社会貢献、地域貢献の可能性。

その他

参考画像
http://seamon.i-ra.jp/e912242.html
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街ナビゆるり 杉山照子

(修善寺手づくり市実行委員)

日時

3/18 13:00〜14:00

住所：静岡県伊豆市修善寺８１８−１
電話：0558-88-9038 HP：http://machinavi-yururi.com/

施設概要

修善寺温泉場入り口に位置し（修善寺温泉駅の前）、床面積 10 坪・道路に面している入り
口のインテリアはセンスが良い。修禅寺やトッコの湯など観光スポットへの通り道。
料金：3,500 円〜 （黒字経営）
休館日：火曜日
修善寺観光協会（修善寺総合会館内）が 5 年前に、県の助成を受けて「着物レンタル」を
始めていたが、助成が切れるとともに止める事になっていた。せっかく若い人達が増えて

成り立ち

いるのにもったいないと言う事で、レンタル品を受け継ぐ形で温泉組合が１００万円出資
して土産物屋だった店舗を改装してＨ26 年 6 月 1 日オープン 。
修善寺温泉の観光ルートはこじんまりしている。３０分〜５０分コースで廻れ、着物を着
て散策するのに適している。
年間利用者：1,500 人 料金：着物と浴衣（写真参考）
黒字経営：場所が修善寺温泉入り口で人通りが多い。

運営

スタッフの心意気（早く綺麗に着つけてあげる）
スタッフ：4 名でローテンション（契約労働）。休日：月 2 日位（曜日は決まっていない）
対象者：若い人・修善寺温泉の宿泊客より伊東、伊豆長岡など他の温泉場からが多い。

問題点

修善寺温泉場の中に滞在時間を長くする施設が欲しい。（温泉街の消費に繋がる）

参考画像
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アトリエロッキー・万華鏡館 伊藤 堯・栄子

日時

2/20 15：00-17：00

住所：静岡県伊東市八幡野１３５３−５８
電話：0558-88-9038 HP：http://machinavi-yururi.com/

2,000 年 3 月オープン：現在の美術館を伊豆高原に住居と共に併設
施設概要

万華鏡のミニ美術館。日本の万華鏡作家の第一人者である山見浩司氏の作品をはじめ、
海外や日本の代表的な万華鏡作家の作品を展示販売。本格的な万華鏡を、常時体験制作で
きる。7 メートルの巨大万華鏡はギネスブックに載っている。
入館料：大人(高校生以上) \450,小人(小・中学生) \350
休館日：水曜日,木曜日
東京から伊豆高原に移住し、ステンドグラスを東京まで通って学ぶ。
ステンドクラスの師である山本氏の個展で万華鏡に魅せられる。世界中の万華鏡を集めた

成り立ち

り制作も始めるが点数が多くなり、住まいの一角に作品展示場を設けた。ところが次第に
来客数が多くなり、2005 年に 伊豆高原の別の場所へこれまでより規模の大きい美術館と
して住居と共に併設した。
・年間利用者：8,000 人
・スタッフ：夫婦 2 人
・資金：自己負担

運営

・広報：旅館・ホテルの従業員を招待。万華鏡の体験制作を体験してもらい、宿泊客に声
かけをしてもらっている。
・観光協会のマップ等にも載せている。
・万華鏡の制作品に保証書を付けてる。（15 年前のものもメンテした事が有る）

問題点

伊豆高原への来客数の減少にともない、来館数が減少した。(特に、2005 年以降)
伊豆高原に限らず、伊豆半島全体の活性化を望む。
・リピーターが多く 9 割以上が観光客

その他

・宣伝は主に口コミが中心。
・伊東市観光協会

参考画像

http://aiishi85.blog.fc2.com/

http://izuambient.blog72.fc2.com/

8

http://www.jalan.net/

Ⅱ.

No. 5

調査 報 告 書

企業組合であい村 蔵ら

青森千枝美

日時

(代表理事)

2/24 14：00-16：00

住所：静岡県賀茂郡松崎町松崎 319−1
電話：0558-42-0100

HP：http://www.wwq.jp/kurara/

施設概要
2014 年にオープンした、木造二階建ての施設。一階が飲食・物販スペースで、二階がギ
ャラリーになっている。
定休味：木曜日
蔵らの前身は１０年前。
「夢の華」として福祉の役員が集まり、バザーを開始。そのバザー
成り立ち

の内容を「売れるもの」変えていった。途中移転があったものの２０１４年「蔵ら」とし
てスタート。夢の華のメンバー２0 人が同じ気持ちで寄付しあって１５０万円で２階建て
の空き家を購入、リニューアルを行った。平均年齢70歳の女性高齢者が活き活きと働いて
いるモデルケース。
・目標と理念
１：町おこしの手法

２：高齢者の働く生きがい

＊チャンスを大切に！！

＊チャレンジ精神

３：子どもから高齢者の居場所

＊マンネリ化を防ぐ

＊常にチャーミン

グ！
運営

・スタッフ：女性2０名
・収入（飲食・グッズ）から経費を引いて均等割りにし給料としている。
＊１日限定２００食（＠５００）⇒１ヶ月約２００万＋グッズ
・ワーカーズコレクト（税務署に相談しながら経営）
・テレビ番組「人生の楽園」で紹介され大ブレーク。
・観光協会のマップ等にも載せている。

問題点
その他

・テレビで紹介されて以来食事がメインなったが、初心に戻り、研修・学習・手づくり品
販売などにも力を入れたい。
・クラウドファンディングの手法をアドバイスされた。

参考画像

http://わっしょい松崎.jp

9
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海の博物館 石原義剛
石原真伊

(館長/三重大学客員教授)

日時

(広報)

2/27,28

住所：三重県鳥羽市 大浦村町吉 1731-68
電話：0599-32-600

HP：http://www.umihaku.com/

「海民(かいみん)」と呼ばれる漁師さん・海女・船乗り・そして海辺に住む人が、海と親
しく付き合ってきた歴史と現在、さらに未来をみなさまに伝える『海と人間』の博物館。
施設概要

・入館料 800 円(大人)
・年間来館数 約 35,000 人
・体験メニュー(20-30 種類,海藻おしばを含む)の年間参加者数 約 4,000 人
・年間光熱費

約 500 万円(設計上通常の同規模の施設の約 2/3)

入館料：大人(18 歳以上) \800,小人(小・中・高学生)

\400

休館日：火曜日
鳥羽駅前にあった前身の博物館を売却して、西武グループの計画していた芸術村構想に乗
成り立ち

る予定で現在の場所へ建設。その後、西武の計画はつぶれてしまった。
館長の石原氏は海の文化保存・環境保護に力を入れている。又「海女」の存在を世界ユネ
スコ登録へと力を注いでいる。

運営

問題点

・主な収入は入館料,調査事業,ショップ,レストラン。
・企画展示の際は助成金を日本財団に申請することがある。
・来館者が少なく、経営難。
・数々の建築系の賞を受賞した内藤廣の建築物であるため、来館せず見学にくる人が多い。
・建設は一旦置いておき、展示と普及に限って考えるとすれば、企画展示としてスポンサ

アドバイス

ーを募るのはどうか。
・展示の他に、グッズ販売などで収入を得ると良い。

参考画像
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Ⅱ.

No. 7

調査 報 告 書

海の森ギャラリー
海産物所しら井 七尾本店 白井 洋子（専務取締役）

日時

3/3 15: 00-17:00

住所：石川県七尾市本杉町 100
電話：0767-53-0589

施設概要

HP：http://konbuya-shirai.com/nanao/index.html

・海産物処・しら井の本店。70 年前から七尾市一本杉通りで創業
・入場無料・定休日：火曜日
・2013 年：七尾店（本店）2 階の展示室を海の森ギャラリーにリニューアル
海藻おしばの作品,標本作品併せて 50 点以上を展示している。
これまで稼業の主力商品・昆布を運んだ北前船の資料や職人が昆布漉きの実演もしていた

成り立ち

コーナーを金沢店の海の森ギャラリーの評判が良いので改装。経営理念・日本のダシ文化
を大切にしたい気持ちと同時に、コンブ等の商品でもある海藻の育つ「海の環境」に目を
向けて貰えるように「海藻おしば作品」の展示に。
運営資金はしらい七尾店。店主が対応なので人件費はかからない。
能登半島に生育する海藻を素材とした、アート作と標本作品併せて 50 点以上。業種がら、
食卓に上がる食べられるワカメはじめ能登半島で食べている海藻標本の展示も好評。株式

運営

会社しら井・七尾店は 1 階が商品販売。見学者は商品購入目的客が多いが、ギャラリー隣
の和室で、学校関係、観光客対象の「海藻おしば体験」も実施。海藻おしば協会認定講師
の白井洋子氏が担当。マスコミにも多く取り入れられている。
解説対応も随時している。
解説、体験者対応など、商品販売しながら随時なので忙しい折には、なかなか充分には対

問題点

応できない時も有る。ただ、団体などは事前予約が入るので予定が立つ。
専門の人材を置く事が望ましいが、難しい。又、作品も交換したいが、費用の問題もあり、
難しく、オリジナル作品の色あせ等が気になる。

その他

参考画像
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Ⅱ.

No. 8

調査 報 告 書

海の森ギャラリー
海産物所しら井 金沢店

白井修

(代表専務取締役)

日時

3/4 11：00-13：30

住所：石川県金沢市東山 3-2-18
電話：076-251-4652

HP：http://konbuya-shirai.com/nanao/index.html

施設概要
海産物処 しら井の金沢支店
2006 年オープン
2006 年金沢店オープン
・入場無料 ・火曜日休業
金沢市東茶屋入り口という好立地に構える著名な設計士による建物。

土地を購入済みだったが、オープンの2年前に「しら井・金沢店」店主が東京・新宿パー
成り立ち

クタワー・ギャラリー３で海藻おしば展「美しい海の植物たち」の取材された雑誌・文化
出版局「ミマン」を見て、金沢店2階に作家野田三千代の海藻おしば作品を展示する「海
の森ギャラリー」と食事処を併設。作品の使海藻は森貴彦氏に案内して貰い能登半島で採
集。地元の海藻を素材中心に、昆布類を素材とした大型作品等を展示。展示以外にも作品
は引き出しに入れ、随時見学できる海の森ギャラリー。
すべての運営費は（株）しら井。

海の森ギャラリーは、店のイメージアップになっている。
運営

新聞、ＴＶ，雑誌等マスコミに多く紹介される。営業理念の日本のダシ文化の継承と、海
の環境に結びつく海藻おしばは店のイメージアップにも繋がっている。
北陸新幹線に伴い、人気の観光地に有るので売り上げアップ。2 階のギャラリーには解説
などには、手が回らない状況。予約見学者の有る場合は白井洋子氏が七尾から来ている。
ギャラリーと併設した食事処は、人材不足も有って現在は休んでいる。そのスペースまで

問題点

ギャラリーとして、海藻おしば作品が展示されているが 2 階まで目が届かない。
作品の色あせの交換も随時考え無くてはならない。

参考画像
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Ⅱ

No. 9

調査 報 告 書

東京おもちゃ美術館

星野太郎

(チーフディレクター)

日時

3/8 13:00-14:30

住所：新宿区四谷４−２０ 四谷ひろば内
電話：03-5367-9601 HP：http://goodtoy.org/ttm/

施設概要

NPO 法人日本グッ ド・トイ委員会が運営する、様々な世代の方が、おもちゃを媒介に「遊
んで」「作って」「体験して」自然と楽しいコミュニケーションがとれる!
入館料：大人(中校生以上) \500,小人(6 ヶ月-小学生) \350
休館日：木曜日
50 年前の（株）芸術教育研究所（子供に芸術を教える目的）が前身
30 年前 ＮＰＯグッドトイ委員会が誕生、2008 年にオモチヤ美術館となる。

成り立ち

多田真作らによってオモチャに移行したのは？
積み木→建築 木琴→音楽などオモチャを触れあい教育として学ぶことが出来る。
◆美しいモノを、どう面白く展示するか？→入り口が大切！
・年間利用者：年間 14 万人 幼児や小学生の親子連れが多い
入館料：大人 800 円
・売上 7,000 万円〜8,000 万円 家賃：1,000 万円（新宿区へ）黒字経営
・資金：一口館長制度（寄付金）会員となることで 2,000 万円集め、それが信用となって
銀行から資金を借りる事が可能となった。
・時間の寄付：ボランティアスタッフ 300 人登録

運営

・人材教育：年間 2,000 人が受講料を支払って学んでいる。
インストラクターコース；年間 200 人（\15,000×200)
コンサルタントコース：年間 120 人（\70,000 円×120）
・人件費：４０名職員のうち有給は７名だけ。
ボランティア（無給でもやりたい！→年金受給者の生きがいにもなっている）
・広報：新宿区内の小学校と 15,000 世帯にチラシが配られる（イベント告知ができる）
・すべて本物思考。木という対象をいろいろな面（手触り、香り、、）で活用している。
・見習いたい点が多数あった。

問題点

事故やケガ、誤飲など（神経質になりすぎるのも問題）

参考画像
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Ⅱ.

No. 10

調査 報 告 書

絵本と木の実の美術館 奥野恵
(株式会社アートフロントギャラリー 代表取締役)

日時

3/8 16:30-17:30

住所：新潟県十日町市真田甲２３１０−１

施設概要

電話：025-752-0066 HP：http://ehontokinomi-museum.jp/

入館料：大人\700,小人\300
絵本作家の田島征三氏の美術館だが「越後妻有アートトリエンナーレ」を企画・運営して
いる奥野恵氏に東京代官山のオフィスにてヒヤリングした。
・Ｈ20 年・新潟県知事より地域おこしの現想プラン構想→これを受けて新潟県出身の「北
成り立ち

川フラム氏」により、アートで町おこしを提案し国際芸術祭を考える。経費は１０年で１
０億の予定で、十日町を中心とする広域にわたる「越後妻有アートトリエンナーレ」を開
催。その中の一つが、廃校を購入し絵本作家田島征三氏による「絵本と木の実の美術館」
・このイベントでは一番人気があるが、それでも経営が苦しい。
・実際の運営：ＮＰＯ法人越後妻有協働機構
・売上（平成２７年度トリエンナーレ開催の年）約２，８００万円

運営

・常駐するスタッフを近くの民家に移住して管理している。
・資金

県からの資金以外には、平成２７年度は夢基金等、助成金・補助金等で補填

・会場期間：年間１０ヶ月
問題点

その他

・３年に一度のイベント時は収入も多いが、それ以外の年はかなり苦しい。
・人件費が一番かかる。
・人件費を抑えることが大事。
・オール伊豆で進めることが肝心。

参考画像

http://www.echigo-tsumari.jp/
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Ⅱ.

調査 報 告 書

2. 調査内容 …ヒアリング詳細

No. 11
目的

9IZU

飯倉清太

(総務省地域人材ネット推進委員)

日時

1/19 10：30-12：30

アイディアマンなので海藻ﾐｭ―ｼﾞｱﾑへのアドバイスが欲しい。
快く対応してくれた。
・既存の美術館,

アドバイス

・官,産,学に分けて考えると良い。
・海藻を「食」方面からも考えてみたらどうか。
・リーフレットなどで海藻おしばについてのチラシを作成し広めるのがよい。

その他

海藻ミュージアムへは大変なので、別の方法を？

参考画像

http://www.surprizu2012.jp/

No.12
目的

田方地区教員研修協議会指導委員

大塚明（元天城中学校校長）

日時

1/19 10：30-12：30

伊豆市立天城中学は大塚校長の時に静岡県内で一番早くユネスコスクール認定校となっ
た。地域での環境教育のとして「海藻おしば」を学校関係に拡げて行くルート等に結び付
けたい。
環境教育のメニューとして「海藻おしば」は良い内容なので、内陸地区の山林と結ぶ部分

アドバイス

を多めにしてほしい。
田方地区教育会館に資料を置いての宣伝。

その他
参考画像
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Ⅱ.

No.13
目的

調査 報 告 書

一石庵

原京

(伊豆市立美術館準備委員長)

日時

1/23 14：00-15：00

アドバイザーからご紹介されたヒアリング先(菊池氏や山田氏、飯倉氏など)への橋渡しを
お願いした。
地元で多方面にネットワークも有るので、今後もご紹介して頂けるとのこと。

アドバイス

・土肥地区においての特産品『トコロテン』の新しい食べ方や活用をかんがえたらどうか？
・ジオ関係と関連があるので、『海藻おしば』の展示や体験。

その他

参考画像

http://r.gnavi.co.jp/

No. 14
目的

http://www.at-s.com/

伊豆市戦略アドバイザー 菊池勉

日時

2/4 10：30-12：30

これまでの経験から、アドバイスをお聞きしたい。
・土肥の全ホテル,旅館に作品を飾る→見せる事で認知度をあげると良い。

アドバイス

・県立地球環境博物館(静岡に建設予定)に入れると良い。
・ジオパークとの展示に絡ませるのはどうか。
・資金面で、笹川財団なども考えたらどうか？

その他

「海藻おしば」は伊豆から発信すべき、とのお言葉を頂いた。

参考画像

http://town.s-est.co.jp/
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Ⅱ.

No. 15
目的

調査 報 告 書

ジオパーク推進協議会 吉川馨

日時

(事務局長補佐)

2/12 14：00-16：00

伊豆半島の豊富さは地形が変化に富んでいる事も関係するので、組み込めれば。
・海藻おしば資料は、多いと見る時も大変なので A4 一枚くらいが良い。
・資金面では、クラウドファンディングの活用も検討したらどうか。

アドバイス

ため共同でなにかできるのではないか。
・海藻の色が奇麗なため、ジオパークでの展示に加わると良い。
・ジオパークでの体験講座や企画展なども開催してほしい。

その他

体験教室も考えたい。費用を教えて欲しい。

参考画像

https://twitter.com/izugeo

No. 16
目的

伊豆市観光協会 土肥支部

山田伸次

(事務局長)

http://izugeopark.org/georia/

日時

1/23 14：00-15：00

伊豆市で、海を有する土肥地区での観光に生かす方法などを聞く
・駿河湾フェリー・土肥ターミナル 2 階の展示、体験、船内展示。

アドバイス

・カンテンの活用法
・カンテンに関心を強く抱き、600 以上のレシピを持つ先生を紹介した。

その他

・土肥で協力できることを考えていきたい。

参考画像

http://www.homemate-research-public.com/
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No. 17
目的

調査 報 告 書

NPO 国際自然大学校 笠倉秀貴

(太田区立伊豆高原学園勤務)

日時

2/17 16：00-18：30

環境教育のプロからの意見を欲しい。
・海藻を芸術要素とだけではなく、環境と結びつける事はとても良い。
・海藻おしばの内容や伝えたい事は素晴らしいが、世間に周知してもらう機会が少なく広

アドバイス

まっていないのでもったいない。
→11 月の公益社団法人 日本環境教育フォーラムで発表したらどうか。環境教育関係者に
知られることで広まる可能性が高まる。
・海藻おしば教室の内容に関しては完成されている。

その他

大田区伊豆高原学園での大田区立内小学5年生の移動教室の講座として、伊豆らしい
「海藻おしば教室」をもっと増やしていきたい。

参考画像

http://www.izukougengakuen.jp/

http://www.izukougengakuen.jp/
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No. 18
目的

調査 報 告 書

石川県水産総合センター

池森貴彦

（普及課長）

日時

2/24 14：00-16：00

能登半島における海藻の食文化について調査等を長年続けている。伊豆半島においても、
同じように、いろいろな海藻を食べているので調べる手本としたい。
平成 9 年のナホトカ号漂着から石川県内沿３０か所の地点で 4 年間の調査が始まる。毎月、
海藻・貝などの固着生物を７０℃の湯に入れて、浮き上がりを 5 段に分けて記録。特に海
藻に着目。藻場の復活に向けて努力しているが、海藻食文化もその一つと考えている。
＊子どもの頃から食べていた海藻などの種類→岩ノリ、ツルアラメ、アカモク、モヅク、

アドバイス

ワカメ等、能登半島には昔から海藻をよく食べてきた。約２００種の海藻が生育している
が、藻場も多くて漁場を支えている。
冊子「能登の美味しい海藻」にまとめ上げていった。
＊新しい食べ方も模索→プロに聞く→考える→若い人が海藻を食べることに繋がる事を願
って。
＊採り方→いつ、何処、見分け方、食べから、保存の仕方なども調査している
・海藻を食べることによって海を身近に感じていた→住人が高齢化した事もあり、子供た

その他

ちが海藻を食べなくなってきた。
海藻を食べない＝海が遠く離れる→無関心になってはいけない=海が荒れる。

参考画像
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No. 19
目的

調査 報 告 書

まるやま組 萩野ゆき （デザイナー）

日時

3/2 12：00-15：00

伊豆半島における里海の生活調べに向けての参考
11 年前にアメリカフィラデルフィアから帰国→東京には住めない（日本はどこ？）能登半
島へ移住。さらに 5 年前に能登空港近くの山を購入、ご主人の設計で自宅建築。
自然のこと、季節の変化を感じる集落の暮らしぶりに興味を持つ。
周辺の人達の営みを眺めているうちに、繰り返す自然と向き合う作業に興味を持つ。季節

概要,経緯,活動

の変化、生きものを通した自然を感じる集落の人の暮らしぶり「すみびらき」→「住み開
き）」を始める。都会の人も交えて里山の暮らしを再確認。季節の変化、食べ物、植物、動
物等生物調査も続けてる。
能登の暮らしぶり→アエノコト(冊子にまとめる)→里山暮らし、生物調査Ｈ24年日本自然
保護賞受賞。今秋には奥能登で世界ユネスコ会議が開催、紹介される予定。

その他

集落の誰もがこの様な活動を良いと思わない人もいるので、イベントをする場合には、事
前に知らせて許可を貰う事。

参考画像

http://www.7midori.org/
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No. 20
目的

調査 報 告 書

石川県 のと能登海洋ふれあいセンター 東出幸真（普及員） 日時

3 / 3 1 0 : 3 0 -1 3 : 0 0

体験メニューについて「海藻おしば教室」の参考
能登町九十九浜の景勝地内に有る海辺の県立施設。
海の生物観察や、シュノーケル体験も出来る。体験教室でもあるセンターにおける、海辺
の体験メニューとして現状。年間通して来場者も少なくて赤字状態。イベントには多くて
も各 20 名以下で常連が多い。ただ、各学校単位で来場は授業として、学びとしての施設

体験について

でも有る。能登半島の海、海洋生物の紹介する展示室や水槽の生きもの等幅広い観察が出
来る。又、雨天でも実施できる体験教室施設も併設されている。
海藻おしば教室の内容。乾燥海藻を事前に作成しておき、当日は台紙の上にボンドで貼り
つける。数種の海藻を用意してあるが、海の植物としての海藻おしばの特徴を充分に生か
せない。ただ、制作者が仕上げて持ち帰りできるのはメリット。
体験者が感じる、本来の海藻おしばとの差が有ると思うが、参加者は喜んでいるとのこと。
・年間入館者数（施設に入るタイプ）：13,549 人
・年間利用者数：10,678 人

その他

(施設には入らないけどセンターの敷地内)

散歩等の利用も多いとのこと。
・年間体験(11 種類,

手作り体験；塩つくり等) 参加数：3,215

人

乾燥した海藻を準備する場合、やはり色形を考慮した種類やを準備することが、完成作品
に反映する。その手間は担当者によって違ってくる事が生じる。

参考画像

21

Ⅱ.

調査 報 告 書

伊豆市役所・伊豆市景観計画策定懇話会
松木正一郎（市長政策兼建設部理事）
No. 21

斉藤

満（伊豆市建設部長）他４名

長谷川
伊藤

日時

卓（観光協会修善寺支部）

3/10 18:00-21:00

光造（NPO くらしまち継承機構理事長）
他12名

目的
アドバイス
その他

・交流会の時に文化プログラムについて『海藻おしば』の広がりのヒントをこれから
みんなで考えたい。
・特に伊豆市観光協会土肥支部長はじめ観光関係者が来ていたので、再度会う約束をした。
・伊豆市の活性化のために『海藻おしば』の拠点を市内に設置して欲しいと要望があった。
・地元でもあることなので、強力な支援を期待したい。

参考画像

http://town.s-est.co.jp/
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伊豆学研究会
No. 22

日時

3/14 12：30-16：00

橋本 敬之（公益財団法人江川文庫嘱託）
渡辺

攻（伊豆半島ジオガイド協会）

大塚

明（田方地区教員研修協議会指導講師）他７名

・伊豆の国市はじめ伊豆半島内陸部や三島市などに広げるため。
目的

・
『伊豆学研究会』主催・運営する施設「いちご すてーしょん」にて海藻おしば講座を実
施し、内容を理解してもらった。
・メンバーの中には、ジオ・ガイドや沼津市教育委員会、ＥＳＤ関連の先生も見えた。

アドバイス
その他

・「いちご

すてーしょん」メンバーからひろげ方を考えたい。

・「いずのくにＦＭ」からの要請。
伊豆市立天城中学校（ユネスコスクール指定校）、西伊豆町立西伊豆小学校等での環境学習。

参考画像

http://ameblo.jp/bellacrop/
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No. 23
目的
アドバイス

伊豆市立天城中学校

亀山誠彦（校長）

日時

3/29 14：00-15：00

ユネスコスクール認定校における「環境学習としての海藻おしば教室」の可能性を同行の
大塚先生に紹介頂いた。特に「山の森」と「海の森」の繋がりを教えたい。
連続授業とし、生徒に自ら考えさせることを重視した内容にしたい。など新学期になって
から職員で検討する。

その他

参考画像

http://www.unesco-school.mext.go.jp/
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3. ヒアリングで解ったこと
施設設立の目的も様々で厳しい状況の施設が多く、黒字運営は３施設しかなかった。しかし、文化的・社会
的な位置づけで考えればそれぞれが頑張って貢献している。ヒヤリング内容から、運営状態が何故良いのか、
悪いのか、とアドバイス頂いた成功するポイント等を整理した。海藻ミュージアムを考えた場合、資金・場
所や規模・スタッフなど、かなり大変な要素が多い。地域とのネットワーク創りに関してはこの短期間に、
これまで関係のあった団体以外にも多くの新しい繋がりが出来き、好意的に具体的内容や可能性などのご提
案を頂いた。特に観光関係においては反応が良かったが、実行時に費用はどうなるのか、の質問があった。

A. 海藻ミュージアム設立にむけて
■ 厳しい運営の要因

① 入館者が少ないこと。このことは施設だけの問題では無く立地地域に人が来ない。
② 人件費や光熱費など運営資金が大な負担となっていた。
③ 各方面での基金・補助金等で繋いでる。
■ 黒字運営の要因

① 運営は自己資金、スタッフは経営者。
② 人件費を減らしている→生きがいとして位置づけ。
・「東京オモチヤ美術館」は教育費も取った上で資格を与え、高年齢のスタッフに無報酬でも「働くことが
生きがい」としたボランティア職員が殆ど。
・「企業組合・であい村 , 蔵ら」女性高齢者の生きがいとしている。資金も報酬もスタッフ全員が均等割りと
している（全員が年金受給者）

★ ポイント ( 成功へのアドバイス ) ：人が多く集まる場所を選び、人件費を抑える！

B. 地域とネットワーク創り
■ ヒヤリングを介して提案された事項と可能性

① 修善寺総合会館内ジオパーク展示室「ジオリア」一部常設展示・企画展・体験教室
② 土肥温泉の全ホテル、旅館に海藻おしば作品を展示
③ 駿河湾フェリー土肥ターミナル２階エリアでの展示と体験
④ 駿河湾フェリー船内への展示
⑤ ESD 認定校：伊豆市立天城中学校：連続授業
⑥ 西伊豆町立賀茂小学校：環境学習
⑦ 大田区立伊豆高原学園における移動教室の体験メニュー
⑧ 既存の流行っている施設（沼津港深海水族館）とのコラボ可能性
⑨ 伊豆急車内と伊豆高原駅コンコースでの展示における可能性
⑩ 筑波大学下田臨海実験センターと東京海洋大資料室との可能性
⑪ 医療施設においての海藻おしば体験の可能性
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４. どのようにしたいか ( 実現にむけての対処 )
ヒヤリングで多くの貴重なアドバイスを頂いたので参考にさせて頂きました。拠点となる海藻ミュージア
ムを置き常に地域からの発信となる拠点としたい。ネットワーク創りでは提案事項の実施に向けた相談を
しながら定着させ、さらに繋がりを増やすべく各団体、個人からの拡がりを探りたい。
「Ａ海藻ミュージアム設立」に関しては、規模は余り大きく無く「であい村・蔵ら」位を目ざし、開設時に
費用が掛からないように考えたい。以下の大事な事項についての対処をさらに調べて考えていきたい。

★ 対処すべきこと

A 拠点づくり＝海藻ミュージアム設立に向けて→資金、場所、スタッフ等。
■ 資金を考える

１. クラウドファンディング（個人、各団体方面に出資を募る）
２．ＣＳＲ（企業）や財団からの協力金（海藻おしば協会 / 海の森基金）
３．環境基金への応募
４．補助金（国、県、自治体）への応募
■ 場所を考える：海藻ミュージアムと作業所

１．修善寺を核とした可能性を探る（温泉場の空き家のリノベーション：常設）
２．核となる修善寺以外の伊豆半島各地での体験のみが可能な場所
（沼津、土肥、下田、東伊豆、伊豆高原他：リクエスト時）
３．講座の準備と仕上げ等の作業場所を確保して人材育成にも繋げる（修善寺・野田宅リノベーション）
＊コミュニティーとして、観光客はじめ地域の若い人や高齢者の交流が始まり、
「楽しい居場所」として伊豆の魅力を発信できる。
■ スタッフ（指導者の育成を含む）

＊伊豆在住の海藻おしば協会員の動員 (8 名〜)
１．海藻ミュージアム・スタッフ．
２．講座の準備と仕上げ等の作業スタッフ
３．出張講座やイベントへのスタッフ

修善寺を 核 に、伊豆全体で展開 !
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今後の展望
■ 海藻の宝庫・伊豆半島の魅力を発信しよう！
2 .

.
地元で昔から食べている海藻

テングサをはじめとする海藻

た里海の暮らしを記録。

で伊豆を健康的なイメージ

の種類と調理法、海藻を介し

の新しい料理、新しいメニュー
アップ。

学校の授業、自治体の生涯学

海藻おしばのモチーフをデザ

習、修学旅行の体験メニュー、

インした商品の制作。

高齢者向き講座として。

（海の森からのメッセージをつ
けて環境へ繋ぐ）

.
A4 ワンペーパー or ハガキ大

公共施設・ホテル・旅館に美

の「海藻おしば」紹介の印刷

しい海藻おしば作品を展示。

物の制作。

.
スタッフとして海藻おしば協
会員とデザインを学ぶ若い人
の協力。

１：「里海の記録」

５：サポートの協力要員

地域で海藻の呼び名も、食べ方もいろいろ。

・海藻おしば協会員

高齢化により、食べている人達が減り、

海藻おしば作品の展示と教室、準備、仕上げ作業の協力。

人が海から離れつつある。

指導者養成に繋がる。
・地元美大生

２：海藻料理

チラシ、グッズ制作のデザイン協力。

昔から伊豆のテングサはブランド品で水産の基盤産業だった。

若い感性・若い世代の共感、興味を得る。

美容にも良く、若い層にも拡げて消費アップに。

ＳＮＳなどで発信して貰える。

食からも海藻の良さを知って貰える。
６：海藻おしばのチラシ
３：グッズの制作

海藻おしばの美しさ、伊豆の海・自然環境のアピール。

ポストカード、クリアファイル、一筆箋など。

協会会長からの提言。おしば教室の案内。

浜松の伝統工芸・染注とのコラボ商品。他

等を手に取り易く解り易く伝達できるように。

４：海藻おしば作品の展示

７：環境教育

伊豆急、伊豆箱根の駅や車内に作品のポスターや写真を展示。

海藻のつくる「海の森」の重要な働きを学ぶ。

地元の人達、観光客に知ってもらう。

楽しい「海藻おしば」は環境への糸口。
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おわりに
海藻おしばは大学の研究室から生まれてスターとした為、積極的な拡げ方などの工夫に欠けていた。これま
での長い間の普及活動において全国各地、海外にも認知されてきたが、殆ど口コミによるものが多かった。
日本人にとっての海藻は食品としてのイメージが強く地味な存在であったので、実際に作品を見たり、体験
しなければ理解しにくい面がある。
しかし、海藻の美しさに誰もが魅了し、海藻の持つ意外性に新鮮な驚きを抱いてくれる。
「海藻おしば」は海の森へと導く楽しい方法でもあるのです。
伊豆半島は海藻の宝庫。地域の人、観光客、そしてオリンピック・パラリンピックで伊豆を訪れる人達に、
楽しみながら学べる「海藻おしば」の体験や、海の植物としての「海藻の美しさ」を知って頂けるチャンス
が多く生まれることを願っております。
訪問させて頂きました多くの施設、各方面の方々には貴重なお時間を頂戴し、大変親身になってお話をして
下さいました。又、海藻おしばの為に沢山のアドバイスを頂きましたこと、心より感謝しております。
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