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１．環境エンリッチメント推進事業 

●エンリッチメント大賞 

第 11回エンリッチメント大賞の企画運営を実施した。実施経過は以下のとおり。 

・後援：（公社）日本動物園水族館協会 

・募集期間：2012年 5月 1日（火）～6月 30日（土） 

・応募結果：応募総数 58通（53件の取り組みに対し） 

・審査方法：下記 5 名の有識者による審査委員会を構成した。書面による一次審査を通過した受賞候

補に対して、事務局による現地調査をおこなったうえで審査委員会を開催（9 月 23 日

（日））して二次審査をおこない、受賞者を決定した。審査結果は、10 月 10 日（水）に公

表した。受賞者には受賞盾を授与した。 

・審査委員会：岩田 惠里 氏 （いわき明星大学准教授） 

川端 裕人 氏 （作家） 

幸島 司郎 氏 （京都大学野生動物研究センター教授） 

正田 陽一 氏 （東京大学名誉教授） 

松沢 哲郎 氏 （京都大学霊長類研究所教授）     ※五十音順 

・審査結果：大賞 3件 

▼日立市かみね動物園 「チンパンジーの森」の植樹祭と群れづくり 

▼埼玉県こども動物自然公園 シカとカモシカの谷 

▼秋吉台自然動物公園サファリランド 大空を飛ぶアフリカハゲコウ 

 

●エンリッチメントに係るコンサルティング 

2012年度は特に実施しなかった。 

 

●エンリッチメントに係る調査研究、情報提供、各種協力 

動物園等でおこなわれた以下のエンリッチメントに関するイベントについて、メールニュース等で関心を持

つ人たちへの情報提供をおこなった。 

・福岡市動物園 チンパンジーの喜ぶ顔が見てみたい（主催：NPO法人サンクチュアリプロジェクト） 

・日立市かみね動物園 チンパンジーの森植樹祭 

・日立市かみね動物園 第 1回かみね・おもしろ ZOOサロン 

 

●エンリッチメント大賞 2012受賞者講演会 

「エンリッチメント大賞 2012表彰式・受賞者講演会」を実施した。詳細は以下のとおり。 

・日時：2012年 12月 2日（土） 13：30～16：30 

・会場：東京大学弥生講堂一条ホール（東京都文京区） 

・NPO法人 市民 ZOOネットワーク エンリッチメント大賞 2012表彰式・受賞者講演会 実行委員会 

・プログラム 

－開会挨拶：正田陽一氏（東京大学・名誉教授） 

－基調講演：松沢哲郎氏（京都大学霊長類研究所・教授） 

－表彰式および審査委員講評 



－受賞者記念講演 

   －大賞受賞者への応援メッセージ 

  ・特別企画など 

   エンリッチメント大賞 2012 の一次審査を通過した取り組みについての紹介、各種団体からのブース

出展、来場者参加型の写真展、チャリティ・オークション 

  ・受賞記念パーティー：講演会終了後に同会場で開催 

  ※実行委員会について：実行委員長を東京大学・名誉教授でエンリッチメント大賞審査委員の正田陽

一氏に依頼した。エンリッチメント大賞スタッフおよび一般から実行委員を募集し、25 名で実行委員

会を組織した。 

 

２．動物園等に関する調査研究事業 

●動物園等に関する調査・研究 

動物園関連情報の収集・公開や情報提供をおこなった。 

・動物園関係書籍、パンフレット、会誌、論文等各種の資料を収集 

・WEBサイトでの動物園や研究会情報等の提供 

・ポスター発表：綿貫宏史朗，大崎康平，落合知美，大橋民恵，さとうあきら，永井和美，石郷岡玲未，

杉本悠真，西谷知佳 (2012) エンリッチメント大賞 2012の紹介． 

第 15回 SAGAシンポジウム （札幌市立大学、札幌市円山動物園） 

 

●動物園等に係る各種協力・助言 

１）東日本大震災見舞金配分委員会 

引き続き （公社）日本動物園水族館協会（以下、JAZA）による東日本大震災見舞金配分委員会委員

としての助言をした（大橋）。 

２）JAZA広報戦略室会議に関わる業務の協力 

2011 年度に 5 回に渡って開催された JAZA 広報戦略室会議の内容をまとめ、提言案を作成した（委

託事業）。提言案を元に最終的な提言が作成され、2012年5月24日（木）に旭川で開催されたJAZA

総会のシンポジウムにて発表された。 

３）JAZA 広報戦略会議委員 

2012年度の広報戦略会議委員として、全 2回の会議に参加した。また、会議の作業部会として、先の

提言に応える形でこれからの日本の動物園水族館の方向性を示すビジョンの作成を担当し、全 5回の

打ち合わせに参加した。さらには 2013年 2月 2日（土）に開催された JAZAシンポジウムにおいてパ

ネリストとして登壇した（大橋）。 

 

●各種団体との連携 

１）SAGA（アジア・アフリカに生きる大型類人猿を支援する集い）15 

2012 年 11 月 17 日（土）、18 日（日）に札幌市立大学および札幌市円山動物園で開催された

SAGA15にて、ポスター発表およびブース展示をおこなった。 

２）動物園研究会 

2012年 9月 8日（土）（於・広島市安佐動物公園）および 2013年 3月 23日（土）（於・日本大学歯学



部）に開催された動物園研究会の広報協力をおこなった。 

３）NPO法人 東山動物園くらぶ  

2012年 6月 29日（金）に東山動物園くらぶと市民 ZOOネットワークの共催セミナーを開催した。2012

年 9月 30日（日）、10月 6 日（日）、7日（月・祝）に名古屋市東山動物園で開催された「東山こどもガ

イド 2012」の企画に後援協力した。また、4 月 30 日（月・祝）開催の『東山動物園検定』、10 月 19 日

（金）開催のセミナーの広報協力をおこなった。 

４）NPO法人 サンクチュアリ･プロジェクト 

イベントなどの普及活動に協力した。 

５）NPO法人 ボルネオ保全トラスト・ジャパン 

イベントなどの普及活動に協力した。 

６）飼育技術学会 

飼育技術学会 2007年大会の講演集の編集作業の依頼を受け、印刷発注をおこなった。 

 

３．動物園等に関する普及啓発事業 

●セミナー、勉強会、ワークショップ 

市民 ZOOネットワーク主催（共催含む）のセミナーとして以下のとおり開催した。 

１）東山動物園くらぶ・市民 ZOOネットワーク 共催セミナー 

・2012年 6月 29日（金）、名古屋・市民活動推進センター集会室（ナディアパーク 6回）にて開催 

・講師 木村幸一氏（名古屋市東山動物園 飼育員／エンリッチメント大賞 2010受賞者） 

２）市民 ZOOネットワーク 8月セミナー「ISIS（アイシス）と野生生物保全」 

・2012年 8月 31日（金）、地球環境パートナーシッププラザ セミナースペースにて開催 

・講師：冨澤奏子氏（ISISアジア太平洋/オーストラレーシア地域コーディネーター） 

３）市民 ZOOネットワーク 10月セミナー「日本の動物園の在り方の新たなるパラダイムを目指して 

～地球規模での生物多様性保全と文化多様性保全の視点から」 

・2012年 10月 2日（火）、地球環境パートナーシッププラザ セミナースペースにて開催 

・講師：西原智昭氏（WCS コンゴ共和国支部） 

４）市民 ZOOネットワーク 2月セミナー「私がぞうと暮らすわけ」 

・2013年 2月 9日（土）、市原ぞうの国にて開催 

・講師：坂本小百合氏（市原ぞうの国 園長） 

他団体主催のワークショップ等に対して、以下のとおり開催協力をおこなった。 

１）（株）WiLLies 東山動物園でのワークショップ（2012年 6月10日（日）） 講師協力（落合知美、綿貫宏

史朗） 

２）南平向島自治会（東京・多摩） 多摩動物公園での遠足（2012 年 10月 21日（日）） ツアーガイド協力

（綿貫宏史朗、大木正美、石郷岡玲未、大崎康平） 

 

●情報発信 

１）ニューズレター 

・ニューズレターを２回（第 33号、34号）発行した。 

・第 33 号発行（2012 年 4 月）（特集：その１・エンリッチメント大賞 2011 表彰式＆講演会開催報告、  



その２・インタビュー 日動水会長山本茂行さん） 

・第 34号発行（2012年 11月）（特集：エンリッチメント大賞 2012） 

２）メールニュース 

・電子メール版を月 1回配信した 

・配信数は 986アドレス。（2013年 5月 22日現在）（前年度（979）比＋7アドレス） 

  アドレス数内訳 市民 ZOOサーバ：752（＋18）、まぐまぐ！：135（－10）、melma！：99（－1） 

３）WEBサイト／ブログ 

・トピックス、動物園関連研究会情報など随時更新し、情報提供をおこなった。 

・Facebookを開設（2012年 5月 1日）し、即時性のある情報発信や、サポーターや興味を持つ人々と

の交流等に活用した。 

４）取材対応等 

動物園等に係る多数の取材に対応した。 

・（株）常創サクラサクライフ編集部 布施敦子氏 地域情報マガジン『サクラサクライフ』（2012 年 4 月

号）、日立市かみね動物園の写真提供依頼の対応（綿貫宏史朗）；対応は前年度 

・毎日放送 吉川尚吾氏（北野偉人館所属） MBS特番「理由学」（2012年 6月 21日放送）、制作に

おけるリサーチ協力、写真提供および情報提供 （綿貫宏史朗） 

・聖教新聞 坂本雅彦氏 聖教新聞（2012年 6月 14日）「動物たちの幸せ見つめるエンリッチメント大

賞」の取材対応および写真提供（落合知美ほか） 

・（株）ノマド 牛久保明子氏 NHK 総合「こんにちは！動物の赤ちゃん」水族館版（2012 年 8 月 21

日放送）、制作における情報提供（永井和美） 

・朝日新聞 田村氏 クマの道具使用（天王寺動物園のホッキョクグマに関して）に関する情報提供（綿

貫宏史朗） 

・読売新聞 京極理恵氏 読売新聞・東京本社管内版・家庭面（2012 年 6 月 12 日）、エンリッチメント

大賞募集に関する情報提供（綿貫宏史朗） 

・北海道新聞 佐々木馨斗氏 おびひろ動物園での民間企業の協力による動物の命名式に関する情

報提供（綿貫宏史朗） 

・株式会社かなん 間曽さちこ氏 動物ショーに関する情報提供（永井和美） 

・アプレコミュニケーションズ 髙橋真弓氏 自治労きょうさい（2012年 12月号）「共助の時代へ」、取材

対応（大橋民恵） 

・朝日新聞 菅沼遼氏 朝日新聞夕刊（2012年 10月 22日）ムコドノ脱走と動物園の施設設計に関す

る情報提供（綿貫宏史朗） 

・NHK さいたま放送局 酒井章行氏 埼玉県こども動物自然公園とエンリッチメント大賞に関する情報

提供（綿貫宏史朗） 

・朝日新聞出版 WEBニュース「dot.ニュース」（2012年 12月 7日）「動物たちが住みたいと思う動物

園とは？」、エンリッチメント大賞 2012表彰式紹介の記事（石郷岡玲未） 

・Z会 永澤理絵氏 情報誌『zigzag time』内「ZOOM UP！」の取材対応（落合知美）；掲載は 2013

年 5月号 

・北海道新聞 中村征太郎氏 北海道新聞朝刊（2013年 2月 5日）「環境エンリッチメント広がる」、札

幌市円山動物園の新施設に関する取材対応（落合知美） 



５）著作物等 

 市民 ZOOネットワークの著作物に関わる以下の依頼を受けた。 

 ・小学館 雨谷美穂氏 『いま動物園がおもしろい』の、学習塾「浜学園」のテキストへの一部使用 

 

●講演 

講演依頼を受けたものに対して、以下のとおり講師協力をおこなった。 

１）仙台市八木山動物公園 ８月の動物セミナー＆園内ガイドツアー「チンパンジーとはなしてみよう」

（2012年 8月 11日（土）） （落合知美） 

２）静岡市商工会議所 日本平動物園見学会（2013年度 5月 23日（木）予定） （佐渡友陽一）；講師協

力は次年度 

 

４．人材育成事業 

動物園等に関心を有する学生等に対して、適宜情報提供等をおこなった。 


