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平成3年  屋久島環境文化懇談会設置 

平成4年  屋久島環境文化村構想マス

タープラン策定 

平成5年  屋久島環境文化財団設立 

平成5年  世界自然遺産に登録 

平成24年 公益財団法人へ移行 

平成25年 世界自然遺産登録20周年 

世界自然遺産の自然環境を守り

新しい地域づくりをめざして

屋久島環境文化財団は、屋久島環境文化村構想

を推進する中心的な組織として、平成５年３月に

鹿児島県、旧上屋久町、旧屋久町の出捐により設

立されました。平成５年１２月にわが国初の世界

自然遺産として登録された屋久島には、人類共有

の財産として未来に引き継ぐべき豊かな自然が

息づいています。 財団は、この屋久島の優れた

自然を守り、自然と共生する新しい地域づくりを

進めるために事業に取り組んでいます。 

公益財団法人 屋久島環境文化財団

活動報告（平成２７年度） 



○自然とのバランスのとれた関

係回復、共生型社会の再生 

○屋久島らしさの確立とそれに

よる付加価値づくり 

○外部との健全な関係の確立を

通じた活性化 

解決の方向 
●自然環境の保護と地域振興の同時解決をめざす 

●その根拠を、屋久島の自然の傑出性と歴史的に形成されてきた自然と

人とのかかわり（環境文化）に求める 

●環境文化は、自然と共生する新しい地域づくりをめざす試み

○自然環境保全上の課題

・地域産業との調和の問題 

・観光客増による過剰利用、ゴミ・水問題 

・生活スタイルの都市化に伴うゴミ・水問題 

・生活・産業体系の変化による管理形態の変化 

○産業振興上の課題

・自然保護との調整 

・小規模性、隔絶性による競争力不足 

・情報不足等による付加価値化の遅れ 

・労働力の不足 

○観光振興上の課題

・集中型、通過型観光による資源利用の偏り、 

不十分な波及効果 

・観光客増による季節的オーバーフロー 

・関連産業の未成熟による魅力づくり不足 

○生活・文化上の課題

・教育・医療等の不安 

・都市的魅力の不足 

・島内での過疎・集中等による効果的な基盤整

備の遅れ 

・伝統的な集落機能の維持が困難 

○法整備との調整の必要性

屋久島の自然・文化の価値及び個性 

屋久島環境文化村の基本理念 

○環境学習・研究施設の整備 

○環境形成事業の展開 

○ポランタリー協力事業の推進 

○新たな地域産業の創出 

○国際的交流の展開

○自然環境保全活用の基本方針 

・地域における自然とのかかわり

の歴史を踏まえ利用秩序の再

生を図るべく、島内を同心円状

に3区分し、それぞれ異なる保

全・活用を進める。 

○屋久島観光に関する方針 

・観光入り込み客の急激な拡大と

いう趨勢の転換を図り「環境文

化」に基づく新たな観光の創造

をめざす。 

・屋久島の自然生態系を維持しつ

つ利用していくため、特定地域

への過度の集中を避け、複数の

利用拠点への分散を図る。 

・そのことによって結果的に入り

込み数の増大に対応するが、量

的な拡大はできるだけ抑え、利

用の質的転換を促すよう多様

なふれあいの場等を整備する。 

地域形成の枠組み 

（環境文化村の基盤） 

環境文化村事業の柱 
屋久島方式による 

計画づくりと事業実施 

地域がかかえる課題 

「環境文化」を戦略イメー

ジとした地域づくり 

１．自然環境の保全・管理

と屋久島らしい自然空間

の再生 

２．環境学習、研究機能充

実等による屋久島の価値

と個性の再認識 

３．国民的広がりと負担に

よる自然保全とポランタ

リーな協力 

４．島外者の受け入れと高

付加価値化による地域産

業の活性化 

５．国際的観点から屋久島

の位置づけと国際的交流 

地域形成の戦略 

屋久島環境文化村構想

平成４年、「屋久島環境文化懇談会」「屋久島環境文化村研究会」「屋久島環境文化村マスタープラン研

究委員会」の３つの会合を経て、「屋久島環境文化村構想」ができあがりました。これは、評価の高い自然

環境とその自然を損なうことなく何千年にもわたって積み重ねられてきた屋久島特有の生活文化（これを

「環境文化」と呼んでいます。）をイメージとして掲げ、環境学習や研究によってその価値を見直すことを

とおして、屋久島の自然環境を保護しながら、屋久島に住む人々の経済的な豊かさにもつなげていこうとす

るものです。 

 屋久島環境文化財団は、この「屋久島環境文化村構想」を推進する中心的な組織として、１９９３年３月

に設立されました。以来、多くの方々のご支援、ご協力を賜りながら様々な事業を展開しています。 



Ⅱ 平成27年度事業の概要 

屋久島環境文化村構想推進事業 

基

本

方

針

屋久島環境文化村構想の基本理念である「屋久島の自然環境の保護及び自然と人とが共生する新しい地域づく

り」を推進するため、各種事業を地域と連携しながら積極的に実施する。 

環境文化村センター及び環境文化研修センターについては、屋久島環境文化村構想の中核施設として、各種機

能の充実及び利用の促進に努める。 

屋久島環境文化ボランティア活動の活性化に取り組み、ネットワークづくりを進める。また島内外団体の交流

を推進する。 

屋久島環境保全募金を積極的に展開し、屋久島ファンクラブの加入促進、賛助企業の拡大を図るとともに、受

託事業、収益事業により、公益目的事業に必要な資金の確保に努める。 

「世界自然遺産の島屋久島」からの情報を発信するため、自然環境保全活動や環境教育活動を通じて国際交流を

推進する。 

公益目的事業 

○ネットワーク形成 

●ボランティアネットワークの形成 

 ・環境文化ボランティア活動 

 ・企業ボランティア活動 

 ・屋久島環境ボランティア活動 

支援事業 

●屋久島ファンクラブの運営・加入 

促進 

●財団情報の発信誌発行 

 ・屋久島通信（島外向け，年３回） 

 ・まるりん通信（島内向け，毎月） 

●研究者ネットワークの形成 

○環境形成 

●環境保全活動支援事業 

 ・山岳部利用対策事業 

   マナー指導，山岳部保全募金 

・エコツーリズム支援事業 

・生物多様性保全研究活動奨励事業 

・ガイドセミナー受託事業 

・うみがめ保護対策事業 

  うみがめ保護遮光林維持管理 

  海岸清掃 

マリンワーカー事業 

●屋久島動植物調査等事業 

○屋久島地域づくり支援 

●里のエコツアー推進事業 

●屋久島の里の持続可能な利用 

形態構築助成事業 

●屋久島新特産品プロジェクト事業 

●環境文化芸術・スポーツ活動等支援

事業 

 伝統芸能保存、各種イベント、 

 スポーツ活動支援 

中核施設管理運営事業 

○国際交流 

●日新交流支援事業 

●留学生ホームステイ受入事業 

○環境学習 

●自主事業 

 ・自然・文化体験セミナー 

 ・ふるさとセミナー 

   研修センターオープンデー 

   冒険しよう 

   星空観察会 

   出張研修講座 

   子どもエコ隊活動事業 

   幼児環境教育推進事業 

   親子deチャレンジキャンプ 

 ・自然に親しむ集い 

 ・インターンシップ 

●受入事業 

 ・宿泊，一日，短時間研修 

●屋久島高校環境学習・交流支援 

●屋久島研究講座 

法人会計 収益事業 

●書籍物品等販売事業 

・財団オリジナルグッズ、屋久島関連書

籍等の販売 

●本部管理費 

・理事会・評議員会の開催 

・管理運営の改善 

●環境文化村センター管理運営 

〈利用促進〉 

・Wi-Fiの接続エリアの拡大 

・観光協会を村センター内へ移設 

・村センターリーフレットの英語版の

リニューアルなど 

・開館19周年記念事業 

・交流ホール展示 

●環境文化研修センター管理運営 

〈利用促進〉 

 ・県内高等学校,教育委員会,SSH訪問 

 ・未就学児の親子を対象とした研修 

・開館19周年記念事業 

●中核施設ホームページ管理運用と 

情報発信 

・ウェブサイトの適正な管理運用 

・フェイスブックの活用 

・クレジット機能運用開始 

●職員スキルアップ事業 



環境学習 

○自主事業 

◇自然・文化体験セミナーの実施

    自然を体験したり環境文化を学ぶため、屋久島の

フィールドを活用した自然観察や

流。 

◇ふるさとセミナー 

   島内の方々を対象に、

ふるさとの新たな一面の発見

ぶための体験型研修。 

・研修センターオープンデー

・冒険しよう 

・星空観察会 

・出張研修講座 

・屋久島子どもエコ隊

・幼児環境教育推進事業

・親子deチャレンジキャンプ

◇自然に親しむ集い 

◇インターンシップ 

○受入事業 

○環境保全活動支援事業 

◇山岳部利用対策事業 

 ・縄文杉周辺登山指導…縄文杉デッキにおける登山者マナー指導

 ・山岳部保全募金啓発活動

 ・啓発パンフレットの印刷・配布

   島内外での「Yakushima

 ◇エコツーリズム支援事業

屋久島エコツーリズム推進協議会

自然・文化体験セミナーの実施

環境文化を学ぶため、屋久島の

た自然観察や島内の方々との交 

屋久島の身近な自然を素材にして 

ふるさとの新たな一面の発見し、屋久島のすばらしさを学 

研修センターオープンデー

幼児環境教育推進事業

チャレンジキャンプ

縄文杉デッキにおける登山者マナー指導

保全募金啓発活動

啓発パンフレットの印刷・配布

Yakushimaマナーガイド」「携帯トイレ」利用促進 

エコツーリズム支援事業

屋久島エコツーリズム推進協議会認定ガイドへの研修、情報提供 



 ◇生物多様性保全研究活動奨励事業

   専門型：｢ヤクタネゴヨウ残存林分内に生息する菌根

一般型：｢絶滅危惧種ヤクタネゴヨウの自生地全生木調査の完遂と保全及び啓発｣

 ◇ガイドセミナー受託事業 

  エコツアーガイドの育成、資質

◇うみがめ保護   

遮光林維持管理・海岸清掃活動・マリンワーカー事業

○屋久島動植物調査等事業 

各種ガイドブックの提供

ネットワーク形成
○ボランティアネットワークの形成

   ・環境文化ボランティアの活動

世界環境デーinいなか浜、財団イベントへの協力（開館記念など）

伊藤園「おいしいお茶の入れ方セミナー」

   ・企業ボランティアの活動 

・屋久島環境ボランティア活動支援事業

屋久島国立公園パークボランティアの会

○屋久島ファンクラブの運営・加入促進

   平成２８年３月末会員数  

○財団情報の発信誌発行 

   屋久島通信……年３回発行

対象：全国のファンクラブ会員

   まるりん通信…年１２回（6,500

  対象：島内全世帯 

 ○研究者ネットワーク 

屋久島地域づくり支援
○里のエコツアー推進事業 

「屋久島里めぐり推進協議会」の運営

○屋久島の里の持続可能な利用形態構築助成事業

伝統文化記録、魅力調査、語り部研修、看板設置など

○屋久島新特産品開発プロジェクト事業

   屋久島里めぐり推進協議会で食事の提供を実施または計画している集落に対する支援

○環境文化芸術・スポーツ活動等

伝統文化の保存活動や、スポーツ活動を行っている団体や地域

生物多様性保全研究活動奨励事業（研究費支援） 

｢ヤクタネゴヨウ残存林分内に生息する菌根菌群種の解明｣他６件

｢絶滅危惧種ヤクタネゴヨウの自生地全生木調査の完遂と保全及び啓発｣

資質の向上のためのガイドセミナーの実施 

遮光林維持管理・海岸清掃活動・マリンワーカー事業

（地質ガイド改訂 2015.9） 

形成

の活動

いなか浜、財団イベントへの協力（開館記念など）

伊藤園「おいしいお茶の入れ方セミナー」など 

屋久島環境ボランティア活動支援事業

屋久島国立公園パークボランティアの会

・加入促進

８１１人 

（3,000部/号） 

対象：全国のファンクラブ会員、関連機関など 

6,500部/月） 

支援

「屋久島里めぐり推進協議会」の運営

屋久島の里の持続可能な利用形態構築助成事業

伝統文化記録、魅力調査、語り部研修、看板設置など

○屋久島新特産品開発プロジェクト事業

で食事の提供を実施または計画している集落に対する支援

等支援事業 

伝統文化の保存活動や、スポーツ活動を行っている団体や地域への支援 

種の解明｣他６件

｢絶滅危惧種ヤクタネゴヨウの自生地全生木調査の完遂と保全及び啓発｣

で食事の提供を実施または計画している集落に対する支援



国際交流 
○日新交流支援事業 

屋久島町が実施するニュージーランド交流派遣事業への支援

○留学生ホームステイ受入事業

   外国人留学生のホームステイ体験

屋久島環境文化村中核施設管理運営

○屋久島環境文化村センター及び屋久島環境文化研修センターの

屋久島環境文化村センター

◇開館記念イベントの開催

村センまつり（村センター交流ホール）

理科実験・映画の上映

研修センターオープンデー

    理科実験・木工クラフト

◇特別企画 

口永良部島被災者支援上映会

秋の村セン上映会「ムーミン

冬の村セン上映会「ミニヨンズ」

屋久島の里展、林芙美子と屋久島

 ○中核施設ホームページ管理運用と情報発信

ウェブサイトの管理運用

   フェイスブックの活用 

   クレジット機能の運用開始（Ｈ２８．４．１～）

屋久島に関する総合的な情報の提供

交流・案内の拠点施設（ビジターセンター）

屋久島町が実施するニュージーランド交流派遣事業への支援

受入事業

ホームステイ体験、異文化交流の受入 

屋久島環境文化村中核施設管理運営事業 

○屋久島環境文化村センター及び屋久島環境文化研修センターの管理運営 

屋久島環境文化村センター 屋久島環境文化研修センター

開館記念イベントの開催

村センまつり（村センター交流ホール）

理科実験・映画の上映(ANNIE、ﾓﾝｽﾀｰｽﾞﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ) 

研修センターオープンデー

・木工クラフト

口永良部島被災者支援上映会「STAND BY ME ドラえもん」 

秋の村セン上映会「ムーミン 南の海で楽しいバカンス」 

冬の村セン上映会「ミニヨンズ」

屋久島の里展、林芙美子と屋久島

中核施設ホームページ管理運用と情報発信

ウェブサイトの管理運用

開始（Ｈ２８．４．１～）

屋久島に関する総合的な情報の提供

交流・案内の拠点施設（ビジターセンター）

屋久島をフィールドとした環境学習の

ための中心施設 

屋久島環境文化研修センター

屋久島をフィールドとした環境学習の



書籍物品等販売事業

○屋久島に関する図書や財団オリジナルグッズの販売

http://www.yakushima.or.jp/

屋久島ファンクラブ会員

屋久島環境文化財団では、世界自然遺産の島屋久島のすばらしい自然を未来へ引き継ぐための様々

な活動を 協力支援していただくために、「屋久島ファンクラブ」会員、「賛助企業」を募集してい

ます。  

いただきました会費及び賛助金は、屋久島の環境保全や環境文化芸術支援などに利用します。

屋久島に関する図書や財団オリジナルグッズの販売

http://www.yakushima.or.jp/

屋久島ファンクラブ会員・賛助企業募集
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未来に伝えたい、屋久島の自然と文化を 


