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島根県農林水産部 農村整備課・農地整備課 

平成２０年５月 
 
 
 
は じ め に 
 
食料生産を担う農業は、私たちが生きていく上でなくてはならないものです。また、

農村は、生活空間・レクリエーション・洪水防止などの多面的な機能を持っており、

私たちの生活に重要な役割を担っています。 

島根県農村整備課・農地整備課は、農業生産のために重要な「農地・農業用用排水

路・農道・ため池・排水機場などの農業用施設の整備」や「農業集落排水などの農村

における生活環境の整備」を推進している部署で、農業・農村の振興のためになくて

はならない事業(農業農村整備事業)を行っています。この事業で整備される施設は、

皆さんが電気や水道や道路がなければ生活が困難になるように、農業者にとっては非

常に大事なものです。そして、それらの施設が壊れることなどがあれば、皆さんの食

生活や日常生活にも影響がでてくることが考えられることから、施設の維持・改善を

していくことが大切です。 

農村整備課・農地整備課および関係地方機関では、農業農村整備事業について、よ

り多くの皆さんにご理解を頂くため、工事現場の見学、出前講座、ウォーキングイベ

ントなどを開催し、住民や学校の児童生徒の皆さんに参加していただく形の広報を行

っています。 

このたび、平成１９年度に県内各地で行った参加型の広報について取りまとめまし

たので、是非ご覧ください。また、今後とも農業農村を振興する様々なイベントを開

催して参りますので、ご参加とご支援を頂きますようお願い申し上げます。 

 

～農村を見よう・知ろう・探検しよう！～  
島根県農林水産部 農村整備課・農地整備課 

 

 



 

 平成１９年度 しまねの農業農村整備 住民参加型広報活動 目次  

月 日 活   動   名   等 ページ 

５月 ２日 赤名ふれあい公園で遊ぼう！（飯南町) 

     【雲南県土整備事務所 農林工務部】 

１ 

６月 ７日 あなたは“ため池の役割”を知っていますか？（邑南町） 

～より良いため池の管理を目指し地域住民へ出前講座を開催～ 

【県央県土整備事務所 農林工務部】 

２ 

６月 ２３日 2007 中海干拓地クリーン作戦（東出雲町，安来市） 

～中海干拓地 揖屋地区、安来地区～      【農地整備課】 

３ 

７月 ３日 すごろくで農業学習（斐川町） 

～小学生 農村整備を知る～【出雲県土整備事務所 農林工務部】 

４ 

９月 １８日 来て、見て、触って体験型野外学習会を開催（雲南市） 

～農道工事現場での『地質・土質』の学習会～  

【雲南県土整備事務所 農林工務部】 

５ 

１０月 １日 

～ 

３日 

みんなで学ぼう 鬼村トンネル（大田市） 

～延屋農免農道 地元小学生を対象に勉強会～     

【県央県土整備事務所 大田事業所】 

６ 

１０月 ２８日 赤雁の里ウォーキングを開催（益田市） 

～農村公園を拠点に秋の田園地帯をウォーキング～ 

【益田県土整備事務所 農林工務部】 

７ 

１０月 ２８日 「しまねの農業農村整備すごろく」を用いたすごろく大会を開催 

（松江市） 

～すごろくをしながら子供達が農業農村について楽しく学習～ 

【農村整備課】 

８ 

１１月 １８日 雨もやんでウォーキング日和に（浜田市） 

 ～棚田散策ウォーキング in 来尾～ 

【浜田県土整備事務所 農林工務部】 

９ 

１１月 ２６日 石見銀山もいいけど、長久の「田んぼ」に注目！(大田市) 

 ～大田市稲用地区のほ場整備工事についての出前講座～ 

【県央県土整備事務所 大田事業所】 

１０ 

２月 ５日 千酌ほ場整備事業とその歴史的背景（松江市） 

～美保関小学生を対象にほ場整備と埋蔵文化財を紹介～ 

【松江県土整備事務所 農林工務部】 

１１ 

２月 ７日 子供たちが審査員！-宇賀荘地区で施工した環境配慮施設を評価- 

（安来市） 

～宇賀荘地区で小学生を対象に環境学習会を開催～ 

【松江県土整備事務所 農林工務部】 

１２ 

 



赤名ふれあい公園で遊ぼう！  

農業農村整備の広報                       （別紙１）     
 

 

 
 平成 19年 5月 2日、農業農村整備についての理解を深めてもらうことを目的とし
て、飯石南地区中山間地域総合整備事業で整備した赤名ふれあい公園と工事中の安江
ため池に小学生を招いて野外学習会を行いました。 
 赤名ふれあい公園では、公園整備の目的について学んだあと公園の施設を見てもら
いました。子供たちは、話を聞くときは静かにしていましたが、公園内を移動して施
設を見るときには楽しそうでした。これからも公園で遊んでくれると思います。 
ため池の工事現場ではため池改修の目的や工事での苦労話を聞いてもらいました。

ため池の説明は、工事中でため池の提体をすべて撤去した状態であったため、小学生
にとっては少し難しかったかもしれません。しかし、話を聞いてたくさんの質問をし
てくれたので、興味を持ってもらえたのではないかと思います。 
今後、特に赤名ふれあい公園は子供たちをはじめ、多くの人々に利用してもらい、

ぼたん祭りなどではこの公園を利用してこれまで以上に盛大な催しが行われること
を期待します。 

【島根県雲南県土整備事務所農林工務部】 
                  

 

 

 

      公園で遊ぼう！                      ため池について学ぼう 
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あなたは“ため池の役割”を知っていますか？

農業農村整備の広報                       （別紙１）     
 

 

～ より良いため池の管理を目指し地域住民へ出前講座を開催 ～ 

平成１９年６月７日、邑南町日和地区の温水（おんすい）ため池において、島根県農村災

害ボランティア主催によるため池の草刈りと点検パトロールが行われたのに併せ、地元農家

と小学生を対象にため池の役割と管理の重要性について理解してもらおうと出前講座を行い

ました。 
温水ため池は堤長 100ｍ、堤高 3.0ｍ、総貯水量 4,000  の規模を持ち、１ha の田へ農業

用水を供給しています。ため池直下に日和小学校があるため、ため池が決壊した場合、人身

被害の危険性が非常に大きく、平成 9 年度には、ため池等整備事業により改修が行われてい

ます。しかし、地元農家の高齢化や担い手不足により堤体には雑草のほか灌木が生い茂るな

ど、ため池の維持管理が行き届かないのが現状です。 

当日は、地元受益者をはじめ、国、県、町、水土里ネット島根、ボランティア会員の総勢

４０名が真夏のような日差しの中、汗だくになりながら草刈りをした後、ため池管理者には

管理・点検のポイントを、小学生１６名へは、ため池の役割や構造について県の職員が説明

を行いました。 
参加した小学生からは「ため池にはどんな生き物がいますか」「ため池が私たちを洪水から

守ってくれていることがわかった」等たくさんの質問や感想があり、ため池のもつ自然環境

や防災機能について理解を得ることができました。 
今後、地域住民にため池の公益的な役割や日常点検と管理の重要性を再認識してもらい、

安全な地域の美しい水辺空間としてよりよい管理を期待しています。 
【島根県 県央県土整備事務所農林工務部】 

 

 

小学生への説明の様子        ため池管理者への説明の様子  
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2007 中海干拓地クリーン作戦 

農業農村整備の広報                     （別紙１）       
 

 

 
 

～中海干拓地 揖屋地区、安来地区～ 
中海干拓地(揖屋工区、安来工区)において、農業者主体による、｢２００７中海干拓地クリーン

作戦｣が行われました。 
 
【揖屋工区】 
揖屋工区では、キャベツ、津田カブ、白ネギ等を主に生産されています。また、地域住民が町

民農園として利用するなど憩いの場として親しまれています。しかし、近年、幹線道路沿いや潮
廻し水路等にごみの不法投棄が目立つようになってきました。 
例年、秋 1回の活動でしたが、本年度から春、秋の 2回実施（6月 23日，11月 10日）するこ

ととし、合わせて、延べ 250人の参加がありました。 
以前のように洗濯機などの粗大ゴミはなかったものの弁当がら、プラスチックやタイヤなどが

捨てられており、改めてゴミ問題の深刻さを痛感した 1 日でした。終了後は、芋掘りをし、次回
のクリーン作戦時に収穫できるようタマネギの苗を植えました。 

《 揖 屋 工 区 》 

   
 
【安来工区】 
 安来工区は、秋（10月 20 日）に実施し、営農者を中心に約 60名の参加がありました。中海マ
ラソン全国大会のコースを中心にゴミ拾い、草刈りを行いましたが、揖屋工区同様、ペットボト
ル、空き缶のポイ捨てゴミが目立ちました。また、人目につかない防風林、潮廻し水路周辺に、
蛍光灯、タイヤ等の粗大ゴミの不法投棄が多く見られました。 
 併せて、交通量の多い幹線道路沿いには美しい景観を楽しんでもらおうとスイセンやヒガンバ
ナの球根を植栽しました。 

《 安 来 工 区 》 

   
 
本年度で両工区とも 3 年目を迎え、年々営農者主体の活動に移行し、干拓地に関係する非農家

の管理参画活動も定着してきました。しかし、クリーン作戦を行った直後、投棄ゴミが多く見ら
れ、ゴミ問題の深刻さを改めて感じました。 
今後は、活動の参加者をさらに広げ、ゴミを捨てる人たちへ「如何にゴミを捨てさせないか」

ということをテーマに関係者で検討し、実践していく必要があります。 
【島根県農林水産部農地整備課】 

防風林周辺のゴミ拾い 作戦終了後の芋掘り タマネギ植栽

潮廻し水路周辺のゴミ拾い 収集したゴミの分別作業 幹線道路沿いに球根を植栽

3



すごろくで農業学習 

農業農村整備の広報                       （別紙１）     
 

 

～  小学生 農村整備を知る  ～ 

 
平成１９年７月３日（火）、斐川町立中部小学校の５年生約８０名を対象に農業や

農業用施設の役割について学ぶ、「しまねの農業農村整備すごろく」を用いた出前講
座を行いました。 
 講座の前半で、数人のグループに分かれてすごろくを行い、農業に必要な水が田畑
にやってきて作物が育って市場へ運ばれる、その一連の流れが滞りなく進むように農
業用施設があることを、順に追って説明しました。すごろくでは、止まったマス毎に
書いてある内容を皆が読み上げるため、大変にぎやかでした。後半は、農業を取り巻
く状況、食料自給率の低下とその影響、農村や農業用施設の多面的機能、斐川町内の
田んぼの水はどうやって、やってくるのかについて、すごろくの裏面や写真を使って
説明しました。 
講座の内容が広範でしたが、児童自身が授業で農作業を体験していたこともあり、

関心を持って聞いてくれました。 
普段目にすることはあっても、その役割や大切さを理解してもらえなくなってきて

いる農業やほ場整備、ため池、水路、ポンプ場、農道などの農業用施設を、身近で必
要なものだと知るきっかけになればと全員にすごろくをプレゼントして講座を終え
ました。 

【島根県出雲県土整備事務所農林工務部】 
                  

 
熱のこもった学習風景 
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来て、見て、触って体験型野外学習会を開催 

農業農村整備の広報                       （別紙１）     
 

 

～ 農道工事現場での『地質・土質』の学習会 ～ 

 
平成１９年９月１８日（月）に、砂子原２期地区農免農道（雲南市加茂町）において『地質・

土質とは？』と題した野外学習会を開催しました。（主催：島根県雲南県土整備事務所） 
農道の役割や整備後の効果についての理解を深めていただき、また身近に完成する農道に愛着

を持っていただくよう、実際の工事現場での学習会を開催することとなりました。 
 当日は木次小学校の６年生３８名が参加し、職員から前年度までに切土を完了し、法面保護工

を実施する直前の法面において確認できる地質・土質の特徴や起源について、わかりやすく説明

しました。その後、子供たちは見て、触って、質問して、各自の好奇心を満足すべく学習してい

ました。 
後日、参加した子供たちから届いた手紙に「実際に見て、触れることで興味、理解が深まった」

「雲南市にこんな場所があるなんて凄いと思った」などと書かれていたことから、この場所で学

習会を開催した意味があったのではないかと思います。 
 今後、児童達を始め地域の人たちに、この農道について理解を深めていただき、将来にわたり

有効に活用していただけることを期待しています。 
 

【島根県雲南県土整備事務所農林工務部】 
 

 
                  

 
 

真剣に説明を聞く児童達 実際に触ってみよう!! 

5



み ん な で 学 ぼ う  鬼 村 ト ン ネ ル ! ! 

農業農村整備の広報                       （別紙１）     
 

 

～  延屋農免農道 地元小学生を対象に勉強会  ～ 

近年、小学校では総合学習の一つとして地域のことを学ぶ機会が設けられていることから、

島根県では公共事業の広報活動の一環として学校教育との連携を進めています。 

延屋農道では平成２０年７月の完成を目指して鬼村トンネルの工事を進めていることから、

平成１９年１０月１日～３日に大田市立長久小学校４年生２７名と久屋小学校４年生９名、

５年生１３名、６年生９名を対象に鬼村トンネルについての出前講座と現地見学会を開催し

ました。 

延屋農道は大田市大屋町鬼村と同市長久町延里を結ぶ総延長３,５９０ｍの農道で、平成５

年度に事業着手し、平成２２年度の完了を目指して工事を進めています。鬼村トンネルは大

屋町鬼村と長久町延里の境界に位置する延長２８８ｍの道路トンネルです。 

また、本農道と隣接する市道大屋線と大国農道及び和田農道も整備中で、全体が開通すれ

ば、地域の新たな幹線道路として同市仁摩町と同市中心部が結ばれ、農業振興や生活利便性

の向上、集落間交流の活性化に役立つと期待されています。 

出前講座では、①農業農村整備の目的と役割、②延屋農道及び鬼村トンネルの概要と役割、

③トンネルの種類と施工方法について、テキストとパワーポイントを使って説明しましたが、

児童たちはメモを取るなど熱心に耳を傾けていました。 

現地見学会は両校合同で行い、トンネル掘削の最前部で工法などについて説明した後、ト

ンネル内に並べた機械についても説明しましたが、トンネル専用の掘削機械の大きさに驚い

ていました。 

児童たちは、「トンネルを作るのはとても大変だとわかりました。」や「トンネルができた

らどのように便利になるのか分かりました。」などの感想を寄せてくれ、農業農村整備事業へ

関心を持ち、地域への愛着を持ってくれたことと思います。 

【島根県県央県土整備事務所大田事業所農道・防災Ｇ】 

 
                     

 
 
 
 
 

 

出前講座（質問する児童） 現地見学会（掘削機械の実演を見つめる児童達） 
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赤雁の里ウォーキングを開催 

農業農村整備の広報                       （別紙１）     
 

 

～農村公園を拠点に秋の田園地帯をウォーキング～ 

 
１０月２８日（日）、益田市赤雁町において「赤雁の里ウォーキング」（主催：島根

県、水土里ネット益田市、共催：赤雁の里、ＪＡ西いわみ）を開催し、家族連れを中
心に約３０名の方に参加いただきました。 
スタート地点である「赤雁の里」は、「県営ふるさと水と土ふれあい事業」により

平成１２年度に完成した農村公園です。今回は、ここで行われる収穫大感謝祭にあわ
せ、ウォーキングをとおして、農村の地域住民と都市住民との交流を図るとともに、
散策ルートである益田地区国営農地開発事業（約４００ｈａ）の概要やその用水施設
を説明し、農業用施設の役割と大切さを理解してもらうことを目的に開催しました。 
当日は、さわやかな秋晴れの下、約７キロとなるコースの自然を満喫し、休憩地点

の観光農園スカイファームでは梨、柿、リンゴなど秋の味覚が振る舞われました。ま
た、水土里ネット益田市職員が大型パネルにより国営農地開発とそのパイプライン施
設の説明を行い、参加者の皆さんは熱心に耳を傾けていました。ゴールでは収穫祭会
場で温かく迎えられ、完歩賞など表彰が行われました。 

【島根県益田県土整備事務所農林工務部】 
 
 

    
 

～記念撮影～           ～皆さん元気に出発！～ 
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「しまねの農業農村整備すごろく」を用いたすごろく大会を開催 

 
農業農村整備の広報                       （別紙１）     
 

 

～ すごろくをしながら子供達が農業農村について楽しく学習 ～ 

１０月２８日（日）、松江市農林水産祭（来場者

数 32,000 人）において、島根県は、水土里ネット

島根と共に農業農村への理解を促進するためのブ

ースを設け、「しまねの農村景観フォトコンテスト」

の入賞作品を展示すると同時に、大きなすごろくシ

ート（120×170cm）を用いたすごろく大会を開催し

ました。 

この「しまねの農業農村整備すごろく」は、すご

ろくを通じて農業農村整備の役割や効果が学習で

きるようになっており、すごろくのマスには、「水

路がこわれた！１回休み」、「ため池がきれいに整

備されて２マス進む」等のイベントが書き込まれて

います。 

カラフルで楽しく学習できるすごろくは、道行く

人の足を止め、多くの親子約１５０名がすごろく大

会に参加しました。参加者からは、「楽しかった」、

「農道を整備したら速く進めるんだね」などの声が

聞かれ、大変好評を頂きました。 

また、参加者には、家に帰ってからも親や兄妹、友達など多くの人ですごろくができるよう、

「しまねの農業農村整備すごろく」セット（Ａ２版のすごろく、コマ、サイコロのセット）をプ

レゼントしました。 

なお、このすごろくは、すごろく大会の他にも小学生を対象とした出前講座等で活用していま

すが、普段、農業農村整備に関心のない一般の人々からも注目を集め、農業農村整備の広報メデ

ィアとして役立っています。 

すごろくは、農村整備課のホームページからダウンロードできます。「しまねのすごろく」で

検索クリック！ 
【島根県農林水産部農村整備課】 
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雨もやんでウォーキング日和に 

農業農村整備の広報                        （別紙１）     
 

 

～  棚田散策ウォーキング in 来尾 ～ 

 
                  

 １１月１８日、浜田市旭町来尾地区において、棚田散策ウォーキングを開催しました。
（共催：市木自治会・浜田市旭支所・浜田県土整備事務所、後援：みどりネット島根・浜田

市ウォーキング協会） 
 この地区では、平成１７年～平成１８年に里地棚田保全整備事業により耐久性畦畔整備や

石積復旧などを実施しました。今回のウォーキング大会は、棚田散策を通して地域資源とし

ての農地及び農業用施設の大切さを認識してもらい、更に都市住民との交流を図ることを目

的として実施しました。 
 当日は、未明からふりだした雨の中での準備となりましたが、開会式が始まるころには雨

もやみ、その後は時折晴れ間ものぞく天気となり、関係者一同胸をなでおろしました。 
午前９時２０分に来州太鼓を合図に６１名の参加者が元気よくスタートしました。途中の

給水所では、棚田保全整備事業の紹介や棚田の持つ機能についてパネルを展示し、また棚田

に関するクイズを実施するなどして、参加者に棚田のすばらしさを理解していただきました。  
 約２時間をかけて６．４ｋｍを完歩した参加者には、完歩証と記念品を進呈し、また子供

たちには、『しまねの農業農村整備すごろくの下敷き』もプレゼントしました。 
参加者からは、「１０年後も変わらない景色だといいですね。」「地元の人たちが温かくもて

なしてくれて、うれしかった。」といった声をいただきました。 
来年度以降も、地元が主体となって、このウォーキングが継続され、棚田の保全活動を通

じてこの地域がさらに活性化することを期待しています。 
【島根県浜田県土整備事務所農林工務部】 

 

   
    案山子も参加者を歓迎           紅葉と棚田の風景を満喫 
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石見銀山もいいけど、長久の「田んぼ」に注目！ 

農業農村整備の広報                       （別紙１）    
 

 

～  大田市稲用地区のほ場整備工事についての出前講座  ～ 

 島根県大田市にある石見銀山は、「石見銀山遺跡とその文化的景観」をコンセプトに、本年度７

月に世界遺産に登録されました。 

 石見銀山では、最も栄えていた時には５万人もの人が生活をしていたと言われており、その生活

の要である食料を支えていたのは、石見銀山周辺にある農地であると考えられます。 

 石見銀山周辺の静間川下流に広がる農地である「稲用」は、弥生時代から今日まで稲作が行わ

れており、その証拠に、農地から弥生式土器が出土したり、地名に古代国家の食糧倉庫の管理

者であった稲置（いなぎ）の一部分が使用されたりしています。 

 この稲置の意志を受け継ぎ、今でもここで農業を積極的に営んでいる人たちがおり、営農の省

力化・近代化をめざし、平成１２年度から平成１７年度にかけてほ場整備工事を実施しました。 

 工事完了後も、一部の農家により農事組合法人「いなぎ」を設立し、農業及び経営の近代化を

図り、積極的に農業を営んでいます。 

 このような事実を地元の子供たちに認識してもらうことを目的として、ほ場整備工事の目的・工程

などの学習、農事組合法人「いなぎ」の営農努力などについての出前講座を、平成１９年１１月２６

日に長久小学校にて開催しました。 

 また、出前講座とは別の日に石見銀山の現地学習を行い、当時の石見銀山を統治している人と

工夫との暮らし・食生活等の違い、米の使われ方などを学習しました。 

  

【島根県県央県土整備事務所大田事業所農村整備Ｇ】 

 

 

 

大田事業所職員による説明 

「ほ場整備の工事手順はこうだよ。」 

 

 

農事組合法人「いなぎ」の代表による説明 

「稲用の農地で、車に乗ったおじさんを見たことがあ

る人？はぁ～い。」 
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千酌ほ場整備事業とその歴史的背景 

農業農村整備の広報                        （別紙１）     

   ～美保関小学生を対象にほ場整備と埋蔵文化財を紹介～ 
平成２０年 2月５日(火)に県庁農村整備課が美保関小学校で開催した「すごろく出

前講座」にあわせ、松江県土整備事務所が美保関小学校の近くで行っている千酌地区
経営体育成基盤整備事業と、この事業で行っている埋蔵文化財発掘調査の紹介を行い
ました。 
小学５年生２クラス約５０名の児童を対象に行いましたが、その内３名の児童が千

酌地区から通学しており、前から身近で行われているほ場整備工事に興味があったよ
うです。今回は、事前に「すごろく出前講座」で農業農村整備事業の役割などを説明
していましたので、ほ場整備とは何か、また、どのような工事をするのかについて説
明しました。また、工事実施前に行った埋蔵文化財発掘調査で発掘された遺構や遺物
を紹介しました。特に工事中に発見された竪穴式住居跡や管玉、ガラス玉に児童は興
味をしめしていました。 
今後も、美保関小学校と継続的に交流を続け、農業農村整備事業への理解を深める

とともに、地域交流を行っていきたいと考えています。 
【島根県松江県土整備事務所農林工務部】 

 
 
     

 
千酌ほ場整備事業を紹介 
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子供たちが審査員！-宇賀荘地区で施工した環境配慮施設を評価- 

農業農村整備の広報                        （別紙１）     

   ～宇賀荘地区で小学生を対象に環境学習会開催～ 
島根県松江県土整備事務所は、2月 7日(木)、平成 12年度から実施している県営

経営体育成基盤整備事業宇賀荘地区において、工事で整備した生態系配慮施設（ビオ
トープ池、生態系保全水路）を子供たちに評価してもらい、環境を守ることの大切さ
を認識してもらうことを目的とした環境学習会を開催しました。 
学習会では、地域に住む小学生（宇賀荘・南小学校児童 25 名）が、6 月と 10 月

に実施したモニタリング調査の結果を踏まえて施設毎に評価を行いました。 
  安来市の能義平野にある宇賀荘地区は、タガメ・メダカ・スジシマドジョウ・フナ・
オイカワ・ナマズ・スッポン・ドブガイ・タニシ・ホタル等が生息し、冬季にはコハ
クチョウやマガン、ヒシクイ等の冬鳥が飛来する給餌場所となっており、豊かな自然
環境が残っている田園地帯です。 
  施設の評価にあたっては、小学生一人一人に「採点表」配布し、100点満点で採点
してもらい、良い点・悪い点等自由に意見を発表してもらいました。 
 ビオトープ池、生態系保全水路について、「魚が住みやすそう」、「草が生えて生
物の隠れ家になる」といった評価がある一方、「コンクリートが多すぎる」、「緑が
少ない」、「石を増やした方が良い」といった辛口な意見もありました。 
 学習会で子供たちに環境を守ることの大切さを認識してもらうとともに、子供たち
の純粋な意見に触れ、今後の水田の整備にあたり、農業生産性の向上を図りながら、
生態系の保全など『環境との調和に配慮した工事』を実施して行くことの必要性につ
いて再認識する機会となりました。 

【島根県松江県土整備事務所農林工務部】 
 
 

                       
    水生生物を捕獲する子供たち          生態系配慮施設に採点する子供たち 

農業農村整備の広報     
 
 
 

水生生物を捕獲する子供たち                生態系配慮施設に採点 

 
水生生物を捕獲する子供たち                生態系配慮施設に採点 
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