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公益財団法人の記録

1.  2020年度末会員数　（2021年3月31日現在）

人・口数 2019度との差異

45,012人・団体

2.  役員会等
理事会 5月27日 通常理事会 議決 第1号議案 2019年度事業報告及び財産目録等について

第2号議案 定時評議員会の開催について

第3号議案 規程類の改訂について

検討 第4号議案 中期事業計画2020-2024について

6月29日 臨時理事会 議決 第1号議案 代表理事・執行理事の選出

第2号議案 役員等（会長・顧問・参与）の選任

検討 第3号議案 中期事業計画2020-2024について

第4号議案 創立70周年事業について

12月1日 臨時理事会 議決 第1号議案 参与の選任

第2号議案 規程類の改訂について

第3号議案 事務局長及び需要な職員の承認

3月1日 臨時理事会 議決 第1号議案 臨時評議員会の開催について

3月22日 通常理事会 議決 第1号議案 重要な財産の譲り受け

第2号議案 2021年度事業計画・予算について

第3号議案 資産運用方針について

第4号議案 規程類の改定について

評議員会 6月16日 定時評議員会 議決 第1号議案 2019年度事業報告および決算について

第2号議案 次期理事監事の選出について

第3号議案 規程類の改定について

3月25日 臨時評議員会 議決 第1号議案 2021年度事業計画・予算について
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2.  委員会等

会議名称 実施日

執行役員会

UNDB-J支援事業財務委員会 6/10、3/10（3月は書面開催）

1/13

10/23

2/27

11/25

参与会

日本自然保護大賞選考委員会

4/28、5/12、5/26、6/9、6/23、7/14、7/28、8/11、9/2、
9/8、9/28、10/13、10/27、11/10、11/24、12/8、12/22、

1/12、2/2、2/16、2/24、3/9、3/23

2020年度モニタリングサイト1000里地調査検討委員会

会報『自然保護』表紙フォトコンテスト審査会

自然観察指導員講師会議
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3.  意見書・声明・パブリックコメント等

No.

1 要望書 202/4/15 屋久島の低地照葉樹林の保全を求める要望書

林野庁長官　本郷浩二
環境省自然環境局長　鳥居敏男
九州地方環境事務所長　岡本光之
九州森林管理局長　小島孝文
鹿児島県知事　三反園訓
屋久島町長　荒木耕治

2 要望書 2020/4/28 普天間飛行場代替施設建設事業に関する設計概要変更申請に対する要望書

内閣総理大臣　安倍晋三
内閣官房長官　菅義偉
防衛大臣　河野太郎
環境大臣　小泉進次郎
沖縄・北方担当大臣　衛藤晟一
沖縄防衛局長　田中利則
沖縄県知事　玉城デニー

3 声明 2020/5/22 アフターコロナ社会への7つの提案

4 要望書 2020/6/13 普天間飛行場代替施設建設事業の工事一時停止と環境調査の実施に関する要望書

内閣総理大臣　安倍晋三
内閣官房長官　菅義偉
防衛大臣　河野太郎
環境大臣　小泉進次郎
農林水産大臣　江藤拓
沖縄・北方担当大臣　衛藤晟一
沖縄防衛局長　田中利則

5
パブリックコ
メント

2020/6/23 （仮称）那賀・勝浦風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」に関する意見

6
パブリックコ
メント

2020/6/23 （仮称）那賀・海部・安芸風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」に関する意見

7 声明 2020/6/26 リニア中央新幹線静岡工区における自然環境の諸問題の対処を求める声明

8 パブリックコ
メント

2020/8/19 新たな森林・林業基本計画に関する意見

9 意見 2020/8/19 「沖合海底自然環境保全地域の指定及び保全計画の案」4件に関する意見 環境省自然環境局自然環境計画課

10 要望書 2020/8/21 普天間飛行場代替施設建設事業の工事一時停止と環境調査の実施に関する要望書

内閣総理大臣　安倍晋三
内閣官房長官　菅義偉
防衛大臣　河野太郎
環境大臣　小泉進次郎
農林水産大臣　江藤拓
沖縄・北方担当大臣　衛藤晟一
沖縄防衛局長　田中利則

11
パブリック
コメント

2020/8/24 「（仮称）女川・石巻風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」に関する意見

12 要望書 2020/9/11 泡瀬干潟の鳥獣保護区（特別保護地区）の2020年度内の指定を求める件に関する要望書
沖縄県知事　玉城デニー
沖縄県自然保護課長　比嘉貢

泡瀬干潟を守る連絡会共同代表　小橋川共男・漆
谷克秀
ラムサール・ネットワーク日本共同代表　上野山雅
子・金井裕・陣内隆之・高橋久・永井光弘

13 要望書 2020/9/24 普天間飛行場代替施設建設事業の麹停止と環境調査の実施に関する要望書

内閣総理大臣　菅義偉
内閣官房長官　加藤勝信
防衛大臣　岸信夫
環境大臣　小泉進次郎
農林水産大臣　野上浩太郎
沖縄・北方担当大臣　河野太郎
沖縄防衛局長　田中利則

（特非）国際環境NGO FoE Japan
美ら海にもやんばるにも基地はいらない市民の会
辺野古・高江を守ろう！NGOネットワーク
海の生き物を守る会

14 意見 2020/9/28 埋立地用途変更（普天間飛行場代替施設建設事業）に係る利害関係人の意見書 沖縄県知事　玉城康裕

15 要望書 2020/9/28 （仮称）苫東厚真風力発電事業に対する要望書 大阪ガス(株)代表取締役社長　本荘武宏
（公財）日本野鳥の会 理事長　遠藤孝一
（公財）WWFジャパン事務局長 東梅貞義

16 要望書 2020/9/29 辺野古・大浦湾がホープスポットに認定されたことを受けて沖縄県による自然を守る制度の設置を求める要望書 沖縄県知事　玉城デニー
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No.

17 要望書 2020/10/2 普天間飛行場代替施設建設事業の工事一時停止と環境調査の実施に関する要望書

内閣総理大臣　菅義偉
内閣官房長官　加藤勝信
防衛大臣　岸信夫
環境大臣　小泉進次郎
農林水産大臣　野上浩太郎
沖縄・北方担当大臣　河野太郎
沖縄防衛局長　田中利則

18 要望書 2020/10/2 球磨川流域の復旧・復興と治水対策の検討についての意見書

熊本県知事　蒲島郁夫
国土交通大臣　赤羽一嘉
国土交通省九州地方整備局長　村山一弥
環境大臣　小泉進次郎

19 提言 2020/10/13 「今後のプラスチック資源循環施策の基本的方向性」への共同提言
環境大臣・内閣府匿名担当大臣（原子力防災）小
泉進次郎
環境副大臣　笹川博義

（特非）OWS、国際環境NGOグリーンピース・ジャ
パン、さがみはら環境問題研究会、（一社）JEAN、
（公財）WWFジャパン、全国川ごみネットワーク、
（特非）ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議、
（公財）日本野鳥の会、（特非）パートナーシップオ
フィス、（特非）プラスチックフリージャパン、容器包
装の３Rを進める全国ネットワーク

20 声明 2020/10/13 自然保護の観点から日本学術会議会員の任命拒否に抗議する声明
（公財）日本野鳥の会
（公財）WWFジャパン

21 要望書 2020/10/28 泡瀬干潟の鳥獣保護区（特別保護地区）の早期指定を求める要望書
沖縄県知事　玉城デニー
沖縄県環境部長　松田了

泡瀬干潟を守る連絡会 共同代表 小橋川共男・漆
谷克秀
ラムサール・ネットワーク日本 共同代表　陣内隆
之・金井裕・上野山雅子・高橋久・永井光弘

22 意見書 2020/11/6 国立公園における再生可能エネルギー発電事業について
環境大臣　小泉進次郎
行政改革担当大臣　河野太郎

23 意見書 2020/11/17 尾瀬国立公園 公園区域及び公園計画変更書への意見
24 意見書 2020/11/21 川辺川に「流水型のダム」を求める表明に対する意見書 熊本県知事 蒲島郁夫

25
パブリック
コメント

2020/12/9 ラムサール条約国別報告書（案）に対する意見

26 意見書 2020/12/15 「風力発電に関する環境影響評価」の要件緩和に対する意見書
内閣府特命担当大臣（規制改革）　河野太郎
環境大臣　小泉進次郎
経済産業大臣　梶山弘志

27
パブリック
コメント

2020/12/17 （仮称）那賀・海部・安芸風力発電事業に係る環境影響評価方法書」に関する意見

28
パブリック
コメント

2020/12/25 「今後のプラスチック資源循環施策のあり方について（案）」に対する意見

29
パブリック
コメント

2020/12/27 「生物多様性国家戦略2012-2020の実施状況の点検結果（案）」に対する意見

30 要望書 2020/12/28 アマミホシゾラフグを瀬戸内町の天然記念物に指定することを求める要望書 瀬戸内町教育委員会教育長　中村洋康
海を守る会 代表　祝隆之
奄美の自然を守る会 代表　杉岡秋美

31 要望書 2021/1/18 泡瀬干潟のラムサール条約湿地登録に向けた鳥獣保護区設置についての要望書
沖縄県知事　玉城デニー
沖縄県環境部長　松田了

泡瀬干潟を守る連絡会 共同代表 小橋川共男・漆
谷克秀
ラムサール・ネットワーク日本 共同代表　陣内隆
之・金井裕・上野山雅子・高橋久・永井光弘

32 意見書 2021/1/24 那覇軍港の浦添への移設計画の見直しに関する意見書
内閣総理大臣　菅義偉
防衛大臣　岸信夫
内閣府特命担当大臣（沖縄・北方対策）　河野太郎

33 要望書 2021/2/10 普天間飛行場代替施設建設事業の工事一時停止と環境調査の実施に関する要望書

内閣総理大臣　菅義偉
防衛大臣　岸信夫
環境大臣　小泉進次郎
農林水産大臣　野上浩太郎
内閣府特命担当大臣（沖縄・北方対策）　河野太郎
沖縄防衛局長　田中利則

34 要望書 2021/2/9 辺野古・大浦湾がホープスポットに認定されたことを受けて 沖縄県による自然を守る制度の適用を求める要望書 沖縄県知事　玉城デニー
35 要望書 2021/2/25 大浦湾チリビシのアオサンゴ群集と長島の洞窟の天然記念物指定に関する要望書 沖縄県教育委員会教育長　金城弘昌
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No.

36 陳情書 2021/3/5 大浦湾チリビシのアオサンゴ群集と長島の洞窟の天然記念物の指定に関する陳情書 沖縄県議会議長　赤嶺昇

じゅごんの里 代表　東恩納琢磨
北限のジュゴン調査チーム・ザン代表　鈴木雅子
ヘリ基地いらない二見以北十区の会 代表　浦島悦
子・渡久地千賀子

37 意見書 2021/3/3 （仮称）美浜新庄ウィンドファーム発電事業 環境影響評価方法書に関する意見書 (株)グリーンパワーインベストメント

38 要望書 2021/3/12 川辺川における「流水型ダム」に対する住民参加手続きと環境影響評価法による環境アセスメントを求める要望書
熊本県知事　蒲島郁夫
国土交通大臣　赤羽一嘉
環境大臣　小泉進次郎

自然観察指導員熊本県連絡会 代表　靏詳子

39 パブリックコ
メント

2021/3/15 「（仮称）京ヶ森風力発電事業 環境影響評価方法書」に関する意見

40 パブリックコ
メント

2021/3/15 「（仮称）女川石巻風力発電事業 環境影響評価方法書」に関する意見

41 パブリックコ
メント

2021/3/24 （仮称）苫東厚真風力発電事業に係る環境影響評価方法書の関する意見書 Daigasガスアンドパワーソリューション(株)

42 声明 2021/3/31 気象庁・環境省・国立環境研究所「『生物季節観測』の発展的な活用に向けた試行調査の開始について」の発表に関して

4. 委員派遣等

No. 委員会等名称 依頼元

1 林野庁

2 環境大臣、農林水産大臣、国土交通大臣

3 環境省

4 国連生物多様性の10年日本委員会（UNDB-J) 環境省

5 環境省関東地方環境事務所

6 自然環境研究センター

7 林野庁関東森林管理局

8 東京都

9 東京都

10 東京都

11 東京都 緑のボランティア活動に関する指導者育成委員会 東京都環境局

12 新宿区みどりの推進審議会委員 新宿区みどり公園課

13 みなかみユネスコエコパークアドバイザリー みなかみ町

14 綾ユネスコエコパーク専門委員会、BD保全部会、調査教育部会 綾町

15 只見ユネスコエコパーク支援委員会 只見ユネスコエコパーク協議会

16 志賀高原ユネスコエコパークアドバイザリー会議 山ノ内町

17 ラムサール・ネットワーク日本　事務局次長 NPO法人 ラムサール・ネットワーク日本

18 「未来につなぐふるさと基金」助成審査委員会 （公財）パブリックリソース財団

19 地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）ユース運営委員 （一社）地球環境パートナーシップ会議

20 開発事業者と地域の連携による地域循環共生圏構築に関する意見交換 パシフィックコンサルタンツ(株)・環境省

21 オガサワラカワラヒワ保全計画作りワークショップ専門家会議 （一社）アイランドケア

林政審議会

自然再生専門家会議

EPO等運営委員会

アカガシラカラスバト保護増殖検討会

アカミミガメ対策検討ワーキンググループ　検討委員

小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等事業に係る検討委員会

東京都鳥獣害対策委員会

東京都シカ保護管理計画検討会

東京都生物多様性地域戦略改定検討会
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５. シンポジウム・観察会・セミナー等
No. イベント名 開催日 共催、連携団体

参加者数
（人）

1 赤谷の日 毎月第1土日（2､3月を除く） 80

2 教えて！ネイチャー先生！オンライン自然観察会 第1回 ※オンライン 2020/5/12 20

3 教えて！ネイチャー先生！オンライン自然観察会 第2回 ※オンライン 2020/5/17 50

4 教えて！ネイチャー先生！オンライン自然観察会 第3回 ※オンライン 2020/5/24 100

5 自然観察指導員向け活動報告会「オンライン自然観察会やってみた」 ※オンライン 2020/7/28 50

6 モニ1000里地調査全国交流会「withコロナ時代の里山の活用と保全」 ※オンライン 2020/12/5 90

7 モニ1000里地調査講習会（鳥・哺乳類・水）※調査員対象 ※オンライン 2020/10/24-25 40

8 ネイチュア・フィーリング実践テキスト出版記念講演会 ※オンライン 2021/1/23 130

9 全国砂浜ムーブメント 2020/7/23~2020/12/31 全労災、サニクリーン他 6,105

10 KIFUBAR ※オンライン 2020/9/5 READYFOR 20

11 SDGｓ勉強会 ※オンライン＆対面 2020/9/25 三菱地所レジデンス 40

12 MARUZEN Presents「書店で学ぶSDGs」 ※オンライン 2020/9/26 株式会社丸善ジュンク堂書店、大日本印刷など 35

13 サシバ俳句コンテスト 2020/10/8 三菱地所、ラッシュジャパン、下地島エアポートマネジメント 895

14 ※オンライン 2020/10/16 ピリカ 30

15 親子の砂浜あそびと自然体験 ※オンライン 2020/10/31 しんぐるまざあず・ふぉーらむ 14

16 ゴミ拾い登山（御岳山） 2020/11/1 ピリカ 7

17 ニコンボランティア＠赤谷 ムタコ沢 2020/11/7 ニコン 23

18 ニコンボランティア＠赤谷 イヌワシ狩場創出試験地 2020/11/8 ニコン 6

19 ※オンライン 2020/11/11 バイオーム 30

20 タムラ製作所除伐ボランティア 2020/11/14 タムラ製作所 21

21 ECOM／生きものさがし自然塾「探してみよう！秋の植物、虫や鳥　つくってみよう！生きものMAP」 2020/11/23 三井住友海上火災保険 25

22 SDGｓ勉強会 ※オンライン＆対面 2020/11/30 三菱地所レジデンス 140

23 わぉ！な生きものフォトコンテスト 2021/1/19 ソニー 1,112

24 オンライン自然観察会 ※オンライン 2021/2/28 日本ユニシス 20

25 母と子のネイチャースクール同窓会 ※オンライン 2021/3/7 日清製粉グループ本社 62

26 オンライン自然観察会 宿題MTG１ ※オンライン 2021/3/14 日本ユニシス 16

27 ソニー感動体験プログラム自然の音を集めよう！ 2021/3/24 ソニー 20

28 オンライン自然観察会 宿題MTG２ ※オンライン 2021/3/28 日本ユニシス 16

29 自然と文化、地域と世界をつなぐ　奄美の世界遺産セミナー ※オンライン 2021/2/19 80

30 Nature for All すべての人に自然をオンラインセミナー ※オンライン 2021/3/23 IUCN日本委員会 130

6. 自然観察指導員講習会

回 開催地 開催日 会場 共催、連携団体 参加者数

559 鹿児島・奄美 2020/4/11～4/12 ※コロナの影響で中止 奄美少年自然の家

560 富山 2020/5/16～5/17 ※コロナの影響で中止 富山県自然博物館ねいの里

561 東京 2020/6/6～6/7 ※コロナの影響で中止 大学セミナーハウス

562 栃木 2020/6/27～6/28 ※コロナの影響で中止 鹿沼市自然体験交流センター 栃木県自然観察指導員連絡協議会、鹿沼市自然体験交流センター

563 秋田 2020/9/12～9/13 保呂羽山少年自然の家 秋田県、秋田県自然観察指導員連絡協議会 33

564 山口 2020/9/19～9/20 山口県秋吉台少年自然の家 山口県自然観察指導員協議会 28

565 三重 2020/10/10～10/11 ※コロナの影響で中止 四日市市少年自然の家 三重県環境学習情報センター、自然観察指導員三重連絡会

566 埼玉 2020/10/31～11/1 埼玉県スポーツ総合センター 38

567 大分 2020/11/7～11/8 大分県立久住青少年の家 大分県自然観察連絡協議会 24

568 東京 2020/12/12～12/13 大学セミナーハウス 42

569 大阪 2020/12/19～12/20 ※コロナの影響で中止 吹田市自然体験交流センター NACS-J自然観察指導員大阪連絡会、吹田市自然体験交流センター

570 奄美 2021/2/20～2/21 ※コロナの影響で中止 奄美少年自然の家

571 香川 2021/3/13～3/14 ※コロナの影響で中止 香川県立五色台少年自然センター かがわ自然観察会

砂浜カフェNature Cafe SUNAHAMA　～まったり、のんびり～
「ピリカ」でわかる、ひと味違うごみ拾いの楽しみ方とは！？」

Nature Cafe SUNAHAMA ～まったり、のんびり～
「スマホを使って生きもの調べ！『BIOME（バイオーム）』の楽しみ方」

富山県指導員講習会開催実行委員会

NACOT（NACS-J自然観察指導員東京連絡会）・
株式会社光洲産業・野崎興業株式会社
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7. 日本自然保護大賞
会場 開催日

オンライン開催 2021/3/13 99

8. NACS-J市民カレッジ

No. 会場 開催日 テーマタイトル 講師 講師

88 zoomウェビナー 2020/9/30 生物多様性と世界の動き 道家 哲平 日本自然保護協会 広報会員連携部長・IUCN日本委員会事務局長 105

89 zoomウェビナー 2020/10/29 海の中から見る地球 武本 匡弘 プロダイバー・環境活動家 120

90 zoomウェビナー 2020/11/25 お茶と風土の密な関係 伊川 賢一 茶農家・茶師／健一自然農園代表 106

91 zoomウェビナー 2020/12/22 冬の夜空から巡る天文学の世界 内藤 誠一郎 国立天文台天文情報センター広報普及員 169

92 zoomウェビナー 2021/1/27 冬眠のメカニズムを知る 坪田 敏男 北海道大学獣医学研究員教授 181

93 zoomウェビナー 2021/2/26 哲学と自然 吉永 明弘 法政大学人間環境学部教授 209

94 zoomウェビナー 2021/3/25 かえるのうたに耳をすませば 休場 聖美 東京農工大学研究員 153

シリーズタイトル

「日本自然保護大賞2021」授賞記念シンポジウム
協賛：経団連自然保護協議会
後援：環境省、国際自然保護連合日本委員会（IUCN-J）、国連生物多様性の10年日本委員会（UNDB-J）、
　　　  自然保護憲章普及協議会

哲学と自然

かえるのうたに耳をすませば

生物多様性、次の10年のキーワード

海の中から見る地球

お茶と風土の密な関係

冬の夜空から巡る天文学の世界

冬眠のメカニズムを知る
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9. 後援・協力・職員派遣等

［共催］
No. タイトル 開催日 依頼元・主催主体

1 人と動物、生態系の健康はひとつ　ワンヘルスシンポジウム 2020/10/10 （公財）藤原ナチュラルヒストリー振興財団

［後援］
No. タイトル 開催日 依頼元・主催主体

1 特別展「カモシカと犬山の野生動物」 2020/6/20～2020/10/25 （公財）日本モンキーセンター
2 第23回 日本水大賞 2020/7/7～2021/6/30 日本水大賞委員会

3
40周年記念シンポジウム「海と地球の自然史－変わりゆく海洋環境から海洋プラスチックごみまで地
球の問題を考えるー」

2020/10/10 （公財）藤原ナチュラルヒストリー振興財団

4 第19回ライチョウ会議ぎふ大会 2020/11/4～2020/12/1 第19回ライチョウ会議ぎふ大会実行委員会・国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学
5 オガサワラカワラヒワ保全計画作りワークショップ 2020/12/19 オガサワラカワラヒワ保全計画作りワークショップ実行委員会
6 第20回さがみ自然フォーラム 2021/2/11～2021/2/15 NPO法人神奈川県自然保護協会

［協力・その他］
No. タイトル 開催日 依頼元・主催主体

1 星槎大学オンライン・フィールドスタディ「やんばるの森と海と人に学ぶ自然との共生」 2020/10/10～2020/10/11 星槎大学

［職員派遣等］
No. 内容 対応日 依頼元

1 恩納村リーフチェックチームリーダー・チーム科学者養成講座 講師 2020/7/14～2020/7/16 （一財）沖縄県環境科学センター
2 麻布大学　講義 2020/7/27 麻布大学 獣医学部
3 港区エコプラザ「伝統芸能と自然の関わり」展示・講演協力 2020/9/18～2020/10/1 (株)小学館集英社プロダクション、港区立エコプラザ
4 筑波大学自然保護寄付講座 講演 2020/10/2 筑波大学
5 SDGｓ市民カレッジ（オンライン講座） 2020/11/10 SDGｓ市民社会ネットワーク
6 星槎大学オンライン・フィールドスタディ講義 2020/10/10 星槎大学
7 止めよう辺野古新基地建設！辺野古裁判勝利！10・14学習集会 2020/10/14 「止めよう！辺野古埋立て」国会包囲実行委員会
8 東京都立大学プレミアム・カレッジ 授業講演 2020/10/20 東京都立大学

7 栗駒山麓ジオパーク植生調査 2020/11/6～2020/11/8 東北学院大学 教養学部
8 日本とアジアを学びつなげる」オンライン講座/奄美沖縄世界自然遺産について 2020/12/4 梨の木ピースアカデミー
9 いいじまむら夢楽塾2021講演/生物多様性地域戦略について 2021/2/6 飯島町役場産業振興課農政係
10 UNDB-J 10年ふり返りフォーラム 登壇 2021/3/10 （一社）環境パートナーシップ会議（EPC）

［原稿執筆］
No. 内容 提出日 依頼元

1 隔月刊『地球温暖化』2020年5月号インタビュー「里地・里山が守ってきた生物多様性」 2020/5/1 日報ビジネス

2 志賀高原BR資料集 2020/8/24 山ノ内役場

3 『月刊自治研』日本の絶滅危惧種の今 2020/9/10 月刊自治研』編集担当アトリエ・レクラム

4 『環境と文明』2020年11月号/特集「生物界の危機」 2020/10/26 環境文明21

5 大阪自然環境保全協会機関誌 2020/12/25 大阪自然環境保全協会

6 雑誌『世界』2021年2月号/特集1「生物多様性条約－絶滅を避けるための国際的ツール」 2021/1/8 岩波書店

7 『SDGs白書2020-2021』 2021/2/10 SDGs白書編集委員会

［取材対応等］
No. 内容 取材元 依頼元

1 生態系損失ゼロ高まる支持の声 2020/4/10 日刊工業新聞
2 温暖化を生きる　シカの低密度管理 2020/6/5 上毛新聞
3 エコとコロナ　識者に聞く 2020/7/6 朝日新聞
4 ウナギの生態　遊んで学ぼう 2020/7/21 東京新聞
5 渡り鳥1900キロを結ぶ泡盛 2020/9/24 読売新聞
6 新スタイルで生き物みっけ 2020/9/24 朝日新聞
7 サシバ　海守る活動展開 2020/11/21 宮古新報
8 生物多様性愛知目標の成績は 2020/11/17 毎日新聞
9 川辺川への流⽔型ダム計画 「環境配慮」に懸念の声 2020/12/5 朝日新聞デジタル

10 辺野古インタビュー 2021/2/19 フォーラム平和・人権・環境（平和フォーラム）
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