事業所・施設レポート

■南アルプス生態邑：
南アルプス邑野鳥公園・光源の里温泉ヘルシー美里（早川事業所）
ヘルシー美里 ■住所：山梨県南巨摩郡早川町大原野 651 ■TEL：0556-48-2621
野鳥公園
■住所：山梨県南巨摩郡早川町黒桂 745
■TEL：0556-48-2288
■Ｈ Ｐ ：http://www.hayakawa-eco.com/
■MAIL：info@hayakawa-eco.com
■施設概要：早川町は日本で最後まで焼き畑が行われていた南アルプスの秘境。豊かな自然が残り、野生生物
の宝庫ともいえる。早川町が推進している早川フィールドミュージアムの拠点施設として、南ア
ルプス邑野鳥公園とヘルシー美里（体験型宿泊施設）がある。この 2 つの施設と周辺地域を含め
た「南アルプス生態邑」を中心に、常駐している野生生物や自然体験学習を熟知するスタッフが、
エコツアーを実践している。
旧中学校の木造校舎を改修したヘルシー美里では、本館 63 名、コテージ 40 名が宿泊できる他、
野鳥公園にもキャビン 20 名、キャンプ場があり、様々な形態の宿泊ができる。また家族やグル
ープの観光の宿泊だけでなく、教育機関の実習施設としても利用ができる。早川町と品川区の「ふ
るさと交流事業」による指定宿泊施設の一つ。ふるさと交流事業についても町と連携して実施し
ている。
■発 注 元：山梨県早川町
■受 託 年：平成 20 年 4 月～指定管理
■職員人数：常勤 9 名、非常勤 1 名
■休園日：毎週火曜日（野鳥公園）

南アルプス邑野鳥公園（左：管理棟、右：つり橋）

●業務経歴

光源の里温泉ヘルシー美里

●業務実績：平成 26 年度

（株）生態計画研究所設立の平成 3 年、早川町
より委託を受け、
「南アルプス野鳥公園基本計画」
を策定。町内全域を、エコミュージアムとして位
置付け、自然の恵みを活かした地域づくりを提案
している。
平成 5 年には、野鳥公園の設計を行い、ネイチ
ャーセンターは山梨県の建築賞を受賞している。
また、平成 4～5 年にかけては、品川区の子ども
たちを中心に、ネイチャーキッズ・スクールを開
催し、体験型のプログラムを展開する中で、開設
直後のヘルシー美里を利用している。その後、野
鳥公園の活性化を軸に検討を進める中で、ヘルシ
ー美里との一体的な運営により相乗効果が発揮
され、早川フィールドミュージアムの中核施設と
して、地域活性化へ貢献する方策を具体化する見
通しが立ち、指定管理を受託した。

○ヘルシー美里／来館者数：9,616 名、内宿泊者
数 4,898 名
○野鳥公園／入園者数：4,689 名、内宿泊者数 866
名
○プログラム／利用者数：3,740 名 「エコツア
ー」12 本、
「宿泊プラン」31 本、
「キャンプ」6
本、常設プログラム、団体様依頼オーダーメー
ドプログラム
○団体利用：／延 79 団体 延 2,869 名
帝京科学大学、麻布大学、東京農業短期大学、
早稲田実業学園中等部、早川北小学校、韓国地
域アカデミー、三菱パジェロ、品川区ふるさと
交流事業、マウント品川など
○インターンシップ：東京農業大学、帝京科学大
学、東京環境工科専門学校、大阪 ECO 動物海洋
専門学校など
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●事業報告

・ファミリーキャンプ

○プログラム開催場所『早川町』の特徴
・自然環境：南アルプスの麓に位置し、野生生物
の宝庫と呼ばれるほど豊かな自然が残る。フォ
ッサマグナ糸魚川―静岡構造線上に位置し地
質学的にも貴重である。
・文化：日本で最後まで焼畑が行なわれてきた地
域。日本のマチュピチュと呼ばれるほど、山の
上に大きな集落が残っている。

四季毎に５回開催した（夏は２回）。春は山
菜採り、夏は川遊び、秋は森の実りクッキ
ング、冬はお正月飾りをテーマに、早川町
の自然と文化を楽しめる体験をご家族に
提供した。

○プログラムの特徴
早川事業所のプログラムは、人と野生生物のつ
ながりをテーマに、野生生物の生活に合わせ本物
を体感する自然体験と、早川町の生活を盛り込ん
だ山里体験を総合的に提供している。深くじっく
りと楽しむ「エコツアー」と、ヘルシー美里の宿
泊に自然体験を気軽に楽しめる「宿泊プラン」を
展開。またご家族でアウトドア体験のできる「フ
ァミリーキャンプ」も行っている。お客様が興味
関心に合わせて選ぶことができる。また、日帰り
でも楽しめるよう常設プログラムも用意してい
る。プログラムは野生生物や環境教育の専門スタ
ッフが行っている。地域住民の協力や動植物の調
査データを取り入れていることも特徴のひとつ。

▽宿泊プラン／平成 26 年度実施（一部）
・ホタル見ナイト 夜の森の池でホタルの
観察。
・南アルプスの清流で川遊びプラン
夏の人気プログラム、多くのご家族で賑わ
いました。
・御殿山トレッキングプラン
・ふたご座流星群プラン
・冬の野生動物観察プラン

モズ
クマタカ

山の集落

南アルプスの清流で川遊びプラン

ニホンカモシカ

① 早川町の自然を満喫。野生生物との出逢い
や、その不思議に迫る。
▽エコツアー／平成 26 年度実施（一部）
・バードウォッチングツアー
「憧れの夏鳥を探そう」
、
「憧れの冬鳥に出逢う」
「初めてのバードウォッチング 冬の鳥を探
そう」を開催した。前者はアカショウビン、後
者はクマタカを探しながら、様々な野鳥を観察
する。
「憧れの冬鳥に出逢う」は、キャンセル
待ちが多くなったため追加開催をした。また
ツアーでは、モズの はやにえを発見するため、
１羽を追跡する体験も行った。
・ワイルドライフツアー
「アニマルウォッチングに挑戦」
「ニホンジカ
を探そう」ニホンカモシカやキクガシラコウモ
リ、ニホンジカの観察を行った。
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ホタル見ナイト 提灯を持って移動

大塩の滝ウォーキングプラン
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② 山里の文化・暮らしを体験する
▽エコツアー／平成 26 年度実施（一部）
・
「ふるさとのみそづくりツアー」
早川町の方を講師
に、地元のみそづく
りを体験します。大
豆を煮て、豆をつぶ
し、混ぜる工程も全
て手作業です。それ
ぞれの思いの詰ま
ったみそが出来上
がった。
・
「猟師さんと森を歩
く！早川ジビエツ
アー」
ふるさとみそづくりツアー
地元の猟師さんと
森を歩き、猟師の視
点で森を見た後は、
猟師さんと懇親会
を行った。人気のツ
アーで追加開催を
行った。
…など
猟師さんと森を歩く！
早川ジビエツアー
河原で休憩

▽宿泊プラン／平成 26 年度実施（一部）
・福寿草咲く宿場町・赤沢宿散策プラン。
・ゆく年くる年プラン お正月三が日はもちつ
き体験や凧揚げなど
を行いました。つき
たてもちは、お雑煮
として食した。
・旧正月のどんど焼き
体験プラン 1 月 14
日の夜に行われる地
ゆく年くる年プラン 餅つき
域のお祭り（どんど
焼き）に参加した。
・イモ掘りと焼きイモ
ファミリープラン
耕作放棄地に植えた
サツマイモ掘り体
験。
その場で焼きイモを
イモ掘り焼きイモプラン
する人気のプログラ
ム
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・早川町と東京都品
川区のふるさと
交流事業。品川区
民向けツアーで
は田植えや稲刈
り、イモ掘りなど
の農業体験や川
遊び、虫取りなど
を実施した。

品川区田植え体験

③常設プログラム／主に日帰りで楽しめ、
毎日開催している
・ネイチャーガイドツアー：フォッサマグナや池、
草原、森林など多様な自然環境、野生生物
の解説、山里の畑跡や炭焼き釜跡など山里の
生
活の歴史にも触れるツアーを行った。
・早川なび：プライベートのオーダーメイドツア
ー（予約制）
。野鳥観察を希望するお客様が多
く、その他には山の上の集落散策などのご希望
もあった。
・そば打ち体験：予約制。早川町にゆかりのある
そばを打った。

ガイドツアーの様子

早川なび トチノキ大木の前で
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④受託プログラム／ツアーや野外調査のノ
ウハウを活かした実習や研修会を実施。

県唐桑町のガイ
ドや地域資源の
利用などの視察
対応を行った。

▽平成 26 年度主な受託プログラム
・早川北小学校授業支援 各学年、各教科で自
然の理解を深める授業をサポートした。

地域の方に暮らしの話を聞く

・長野県霧ケ峰ビジターセンター連絡会主催
インタープリター養成講座講師
・環境省事業南アルプス国立公園 50 周年クロ
ージングイベントでの自然ガイドを行った。
他、多数

早川町北小学校学習支援

・早川町南保育所 月 1 回の自然プログラム。
「早川の自然に愛着を持つ」がコンセプトで
あった。
・麻布大学 野生動物研究室 ゼミ合宿
早川町の野生動物観察ガイドツアー

●生物調査
○南アルプス生態邑周辺の畑地における
植物相や昆虫相の調査（毎月 1 回）
○早川町内の鳥類生息調査（毎月 1 回）
○巣箱を利用したフクロウの育雛期の食性調査
（麻布大学共同研究）
○コウモリ類の洞窟 利用状況調査
○ムササビの食性調査
○カエル類の産卵時期調査 など

麻布大学 ゼミ合宿

・早稲田実業学園中等部 「科学の視点を身に
つけよう」をコンセプトに自然観察を行った。
・帝京科学大学実習 １年生の交流を目的に
様々な自然観察プログラムが行われた。
・はなまる学習会 夏期に 4 回野鳥公園や早川
本流でのプログラムが実施された。その参加
者の子どもたちに川の石を使ってフォッサ
マグナの話を行った。
・南アルプス市 若草南小学校で行った、ホタ
ルの生態の理解を深める授業。地域復活を目
指す小学校の取り組みの一環である。

●メディア取材対応
○NHK 甲府 「まるごと山梨」
「かいなび」「甲府
ニュース」などの取材。
○山梨放送 YBS 「ててて！TV」などで廃校利用
施設やプログラムの紹介。
○山梨日日新聞 「ヤマセミクラブ写真展」な
どの紹介
○静岡放送 イブニングアイ「ムササビ観察」
「フォッサマグナガイド」などの紹介。
○田舎暮らしの本 イベントなどの掲載。
○BIRDER クマタカ観察ポイントとして紹介
他 多数

若草南小学校 ホタルの授業

・公益財団法人 日本交通公社依頼 秋田県藤
里町エコツーリズム研修会で山梨県早川町
のエコツーリズムを使った地域振興の話題
提供を行った。また復興国立公園エコツーリ
ズム推進事業に取組む、福島県相馬市、宮城
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