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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 13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：2014年 5月 1日（木）～6月 30日（月） 

・応募結果：応募総数 49通（41件の取り組みに対し） 

・審査方法：下記 4 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 27 日

（土））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 16日（木）に公表

した。受賞者には受賞盾を授与した。なお、審査委員会での議論を充実させるため、4

名のオブザーバにも参加いただいた。 

・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）           ※五十音順 

  ・オブザーバ：友永 雅己 氏 （京都大学霊長類研究所 准教授） 

落合 知美 （市民 ZOOネットワーク 理事） 

佐渡友 陽一 （市民 ZOOネットワーク 理事） 

並木 美砂子 （市民 ZOOネットワーク 理事） 

・審査結果：2件 

▼大賞：広島市安佐動物公園 オオサンショウウオの継続した飼育下繁殖と域内保全

への適用 

▼奨励賞：宮崎市フェニックス自然動物園 類人猿に対する環境エンリッチメントの取り

組みと情報発信 

 

●エンリッチメントに係るコンサルティング 

2014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 

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。 

 ・第 8回チンパンジーの喜ぶ顔が見てみたい＠福岡（主催：NPO法人サンクチュアリプロジェクト） 

福岡市動物園、2014年 4月 20日（日） 

ライターの片野ゆか氏に過去のエンリッチメント大賞を受賞した取り組みや近年の動物園事情などに関し

て情報提供をおこなった。WEB小説『どうぶつ翻訳家』として執筆され、公開されている。（2015 年度に書

籍化の予定） http://renzaburo.jp/contents_i/085-katano/001/ 

 

 

 



●エンリッチメント大賞 2014表彰式・受賞者講演会 

「エンリッチメント大賞 2014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：2014年 12月 6日（土） 13：30～17：00 

・会場：東京大学弥生講堂一条ホール（東京都文京区） 

・主催：市民 ZOOネットワーク エンリッチメント大賞 2014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） 

－表彰式 

－審査委員講評：審査委員の先生方より、今年のエンリッチメント大賞に対する講評 

－基調講演：岩田惠理氏（いわき明星大学・教授、エンリッチメント大賞 2014審査委員） 

－受賞記念講演 

－SHAPE-Japanによる活動紹介 

  ・特別企画など 

   一次審査を通過した取り組みについてのポスター発表、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グループを中心に実行委員を務めたほか、当日ボラン

ティアなども募り、35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サイトや Facebookでの動物園や研究会情報等の提供 

また、佐渡友陽一研究員により、以下のとおり動物園等に関する調査・研究活動がおこなわれた。 

・研究発表：佐渡友陽一、「日本の動物園経営のパラダイム転換にかかる要因分析」第 19回日本ミュー

ジアム・マネージメント学会大会（2014 年 6 月 1 日、東京家政学院大学）（当該発表の概要は、2014

年 12月 31日発行の日本ミュージアム・マネージメント学会会報 no.72, p.6にも掲載） 

・論文「公立動物園の経営方針の転換点を探る－独立採算から公的資金を必要とするまでの経緯－」

（ヒトと動物の関係学会誌「動物観研究」no.19, pp.29-40／2014年 12月発行） 

・論文「動物園の公益性と利用実態に関する考察―特に「子どものため」と「レクリエーション」について

―」（ヒトと動物の関係学会誌「動物観研究」no.19, pp.41-50／2014年 12月発行） 

・論文（理論研究）「日本の公立動物園経営のパラダイム転換にかかる要因分析」（日本ミュージアム・

マネージメント学会研究紀要第 19 号，2015 年 2 月 12 日アクセプト、2015 年 3月 31 日発行、2015

年 6月上旬配布予定） 

 なお、以下については現在進行中。 

・日本ミュージアム・マネージメント学会が編集中の「ミュージアム・マネージメント事典」において、第Ⅱ

部実践事例 第３章財政 ３．動物園 を執筆（2015年 6月発行予定） 



 

●動物園等に係る各種協力・助言 

１）認定 NPO法人ブリッジフォースマイル・伊藤翔平さん 

動物園での中高生のインターン（職場体験）についての情報・意見提供をおこなった（おおはし対応） 

 

●各種団体との連携 

１）Gallery Café *Kirin* 

2014年 7月 18日（金）～8月 17日（日）に開催された「あにまるぱらだいす展」、2015年 3月 27日（金）

～4月 26日（日）に開催された 動物園＆水族館の「飼育員さんが描いてます展」などについて広報協

力をおこなった。 

２）動物園研究会 

2014 年 9 月 20 日（土）（於・千葉市動物公園）および 2015 年 3 月 14 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 

2014 年 9 月 23 日（火・祝）、28 日（日）、10 月 5 日（日）に名古屋市東山動物園で開催された「東山こ

どもガイド 2014」の企画に後援協力した。また、5月 11日（日）開催の『東山動物園検定』、2015年 2月

13日（金）開催のセミナーの広報協力をおこなった。 

４）京都大学 霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院 

2014 年 10 月 4 日（土）に日本科学未来館で開催された霊長類学・ワイルドライフサイエンス・東京フォ

ーラム 「フィールドと動物園をつなぐ：野生動物と人間の共存に向けて」の広報協力をおこなった。 

５）公益財団法人横話市緑の協会 

2014年 10月 25日（土） に横浜市開港記念会館で開催された公益財団法人横話市緑の協会設立 30

周年記念国際シンポジウム「進化する公園と動物園」の広報協力をおこなった。 

６）SAGA（アジア・アフリカに生きる大型類人猿を支援する集い）17 

2014 年 11 月 15 日（土）、16 日（日）に日立シビックセンター・日立市かみね動物園で開催された

SAGA17シンポジウム in茨城にて、ブース展示をおこなった。 

７）日本動物園水族館教育研究会 

2014 年 12 月 13 日（土）～14 日（日）に東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）で開催された第

55回日本動物園水族館教育研究会仙台大会の広報協力をおこなった。 

８）公益財団法人日本モンキーセンター 

京大モンキー日曜サロン（2014 年度に 11 回開催）、2015 年 1 月 31 日（土）2 月 1 日（日）に開催され

た第 59回プリマーテス研究会の広報協力をおこなった。 

９）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。 

 

 

 

 

 



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ネットワーク主催のセミナーとして以下のとおり開催した。 

１）2014年度サポーター発表会 

・2014年 6月 21日（土）、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 

・発表者 落合知美（市民 ZOO理事）、齋藤美雪（帝京科学大学）、長倉かすみ（よこはま動物園） 

２）市民 ZOOネットワーク 7月セミナー「動物園・西洋事情」 

・2014年 7月 22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：黒鳥英俊氏（上野動物園） 

３）市民 ZOOネットワーク 9月セミナー「動物園・西洋事情」in大阪 

・2014年 9月 29日（月）、Gallery Café *Kirin*にて共同開催 

・講師：黒鳥英俊氏（上野動物園） 

 

●情報発信 

１）ニューズレター 

・ニューズレターを 2回（第 37号、38号）発行した。 

・第 37号発行（2014年 4月）（特集：その 1 エンリッチメント大賞 2013表彰式・受賞者講演会開催報告、

その 2 動物園水族館をめぐる法律） 

・第 38号発行（2014年 11月）（特集：その 1 発表！エンリッチメント大賞 2014、その 2 インタビュー 天

王寺動物園改革担当部長 牧慎一郎さん） 

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 995アドレス。（2015年 6月 6日現在）（前年度（987）比＋8アドレス） 

  アドレス数内訳 市民 ZOOサーバ：752（＋8）、まぐまぐ！：136（－3）、melma！：107（＋3） 

３）WEBサイト／Facebookページ 

・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。 

４）取材対応等 

動物園等に係る取材に対応した。 

・日経 BP社 徳丸泰彦氏 動物園が抱える課題と今後の展望についてのヒアリング（綿貫対応） 

・フジテレビ 山本将司氏 スーパーニュース関東ローカル枠（2014 年 6 月放送）、関東近郊の「特化・

特徴」のある動物園と動物の赤ちゃんについて（綿貫対応） 

・ライド株式会社 本村紗綾香氏 BS日テレ「中川翔子のマニア★まにある」（2014年 8月 9日放送）、

ロンドン動物園の写真提供（綿貫対応） 

・TBS 矢野哲氏 TBSテレビ「あさチャン」（2015年 9月 15 日放送）、埼玉県こども動物自然公園に関

する情報提供（綿貫対応）※正田陽一先生に正式取材されたため市民 ZOOからのコメントなし 

・毎日放送MBS 山崎博昭氏 近畿地方でのエンリッチメントの取り組み・エンリッチメント大賞に関する

取材（綿貫対応）※番組としては実現せず 

・フリーライター 波多野友子氏 WEB マガジン「ママテナ」（2015 年 1 月 8 日掲載）、「専門家推薦！

遊べて学べる動物園」へのインタビュー（綿貫対応） 



・株式会社ホールマン 芝崎真寿美氏 テレビ東京「なないろ日和！」（2015 年 4月 1 日放送）、サファ

リパークに関する問い合わせ（綿貫対応）※新宅広二氏に正式取材されたようで市民 ZOO からのコ

メントなし 

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 学習塾「浜学園」のテキストへの 『いま動物園がおもしろい』一部使用 

市民 ZOOネットワークへの以下の原稿執筆依頼を受けた。 

・全科協ニュース Vol.44 No.6（全国科学博物館協議会、平成 26年 11月１日発行 通巻第 259号）特

集「読書のすすめ 2014 ～博物館員がつくる本～」への寄稿（綿貫） 

 

●講演および各種団体との連携 

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 連続セミナー 大人の動物園 第 3回「市民と動物園～私流の関わり方」 

・永井和美、大木正美、三好健太郎の 3名が講師として登壇した 

動物園等主催のイベント等に対して、以下のとおり連携をおこなった。 

１）京都市動物園 第 6回「野生動物学のすすめ」 

・2014年 4月 5日（土）～6日（日）、京都市動物園にて開催 

・「NPO活動紹介」のブース出展で参加 

 

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。 

・川崎詩歩さん（滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科 上河原研究室）卒論研究「日本の

動物園に関する法制度と自然保護の役割についての研究」に対する助言・情報提供（綿貫対応） 

・無名の高校 3年生 メールでの問い合わせ（落合対応） 


