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　CUC成果把握のため参加学生対象のアンケー
トの実施。カトマンズ市役所のごみ問題への取組
み紹介により、当該問題に市が積極的であること
の参加学生への共有。歯の模型での歯磨き指導・
手洗い方法の紙芝居実施。

成果と工夫したポイント

ネパール連邦民主共和国

活動地域〒150-0002　
東京都渋谷区渋谷 4丁目 4 -25
http://www.aoyama.ac.jp/life/
volunteer/volunteerstation/

■助 ■成 ■金 ■額

平成26年度 1,000千円

課　　題

　ポイ捨てによる観光事業の妨害・環境汚染・衛生環境の
悪化。ごみの分別方法・処理方法の情報未普及。衛生教育
の未普及。伝染病・感染症による健康被害。

目　　標

　ごみ問題に対する現地学生への啓発。ポイ捨てへの意識
改善。感染症などの危険性・衛生活動の重要性の普及。現
地市役所・NGO団体への訪問及び今後の活動への協同依
頼。相互学生の客観的視点・問題意識の形成。 

活動内容

　現地学生が普段使用する通学路及び学校周辺を協同で清
掃することで、自らの主体的活動によりごみ問題に寄与で

きるよう意識を高める。 3 日間で
47袋のごみを収集。クリーンアッ
プキャンペーン(以下CUC)を通じ
て、カトマンズ市が実施している
ごみ分別方法の普及。CUCの活動
をその場だけに収めないよう、ユー
スサミットを通じて現地学生及び
現地住民が自発的・主体的にでき
る活動の考案。五段階評価や記述
式のアンケートをCUC成果把握の
ため全参加者134人を対象に実施。

達成できたこと

　CUC時に収集した土に還る・還らないごみ袋は合計47袋。
参加学生対象のアンケートは134人からの解答。衛生教育
実施校のある小学校140
人のうち、手洗い方法を
覚えている生徒は140人。
手洗い・歯磨きをしてい
る生徒は115人。衛生
キットを使用している生
徒105人。歯の模型・紙
芝居により児童の興味獲
得。

達成できなかったこと

　参加者予定数より実際に活動に参加した学生が少なく事
前広報があまかった。衛生キットの有効活用。各キットの
説明が不十分であった。

今後の展望

　CUC実施後、別日に各参加校より学生を募り、ディスカッ
ションの機会を設け、ユースサミットの規模拡大。連携団
体の増加によりCUC規模拡大及び改善。

  イベント参加者数   延べ330人
ホームページの
ページビュー数  2,652ビュー
  集めたゴミの量   47袋
  目 標達成度   80％

任意団体 青山学院大学ボランティア・ステーション国際部

平成26年度ネパールプロジェクト

知識の提供・普及啓発

入 門 助 成
1 年目

CUC前の道ばたの写真

左記写真と同じ場所の清掃後の様子

CUC時の現地学生との協同清掃
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・多くの北九州市民とともに招待プログラムの内
容を検討。報告会等を含め、延べ300名以上が
活動に参加。
・活動では、二つのキャンプの中で、四つのキャ
リア学習プログラム、 2 ヶ所の
企業を見学した。

成果と工夫したポイント

福岡県北九州市、福島県
南相馬市

活動地域

実践

入 門 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額

平成26年度 995千円

〒808-0145　
福岡県北九州市若松区高須南 5 - 1 -39
TEL：090-3595-7970
FAX：093-741-1657
http://upple.jimdo.com/

課　　題

・ 市民レベルの防災、減災への意識啓発
・ 次世代を担う子どもたちへの災害への教育
・ 福島の子どもたちに対する、安心・安全な場所でのキャ
リア教育

目　　標

・ 北九州市民が、福島の子どもたちとのかかわりの中から
様々な災害に対して、意識を高めていくきっかけとなる。

・ 福島の子どもたちと北九州の子どもたちとの交流を通し
て、 5年、10年続く笑顔の輪を創る。

活動内容

・ 北九州市13名と南相馬市18名の子どもたちが 4泊 5日の
自然体験、キャリア学習キャンプを合同で実施。

・ 南相馬市の子ども18名を北九州へ招き、 3泊 4日のホー
ムステイを実施。

・ 北九州の学生が南相馬
市へ訪問し、報告会と
2泊 3日の交流キャン
プを実施。

・ 北九州の方々を招き、
福島の現状や子どもた
ちとの交流の様子を報
告。

達成できたこと

・ 参加した市民の中から、二つの団体が新規のチャリティ
イベントをスタート。

・ 行政（北九州市）との次年度（27年度）事業への共催が
決定した。

・ 代表が関係する組織
（まちなかESDセン
ター）にて学生向けに
防災教育を実施。

・ 「アースマイルキャン
プ」に参加した子ども
は、最終日に全員が夢
を発表することができ
た。

達成できなかったこと

　教育委員会からは後援はもらったものの、一部の教員の
協力のみにとどまり、ユネスコスクール認定に向けた協働
にまでは発展できなかった。

今後の展望

　平成27年度も同事業を継続。実行委員に市職員も加入。
また、市内企業への事業への参画を積極的に促し、より多
くの市民で協働していく事業としていく。

  イベント参加者数   延べ315人
  イベント満足度   80％
  メディア掲載回数   2 回
  目 標達成度   60％

任意団体 Upple

北九州市、南相馬市における子ども達の
笑顔をつなぐ環境教育事業

南相馬市と北九州市の子どもたちとの交流会

アースマイルキャンプにて海で活動

東北での交流キャンプでTシャツに夢を
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富山県

活動地域

　富山県におけるESD活動の推進に向けて、成
果発表会として 3月 7日（土）にシンポジウムを
開催し、総勢87名が参加した。当会・地域住民間
での意識共有が成され、今後のESD活動の意味
付けができた。

成果と工夫したポイント

実践

入 門 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額

平成26年度 2,929千円

〒930-0151　
富山県富山市古沢254　富山市ファミリーパーク内
TEL：076-434-1316　
FAX：076-434-1316
http://kintaroclub.org/

課　　題

　富山県におけるESD推進は、主に学校教育を中心とし
ており、地域住民等の学校外教育における取組みの推進は
富山県全域では遅れている。それゆえ、地域における
ESDを受け入れる態勢の整備が課題である。

目　　標

・ 富山県におけるESD活動が促進されることで、富山へ
の愛着と誇りを持つ子どもを育む教育が社会的な意義を
持つようになる。

・ 地域住民等との対話・交流・協働を通したESD活動の
普及啓発を目指す。

活動内容

　富山県全域におけるESD活動の実施と普及啓発をするた
め、呉羽丘陵・南砺市五箇山・立山町芦峅寺・小矢部市南谷・
富山市山田の 5か所で活動する団体と連携し、ESD活動の
開発・実践・評価の検討を行った。富山県内に一般公募（ 3
万部のチラシ発送）し、小学 4～ 6年生を対象に環境教育
を実践した。呉羽丘陵を舞台とした「呉羽丘陵たんけん隊」
には延べ55名、各地域を舞台とした「わくわく富山たんけ

ん隊」には延べ16名の児
童が参加した。この学習
プログラムの担い手とし
て、富山県内大学間横断
サークル「ToyamaResCo
（トヤマレスコ）」を立ち上げ、
地域住民等との対話・交
流・協働を推進した。

達成できたこと

　シンポジウムで行ったパネルディスカッションでは、地
域住民側から、①活動の継続性について、②地域とのコミュ
ニケーションについて、③組織における危機管理体制につ
いて、が主に課題として抽出された。今回は事業開始の初
年度であったことから
も、活動推進にあたり一
般的な課題が抽出された
ものの、基調講演の聴講
を 含 め、 環 境 教 育・
ESDに関心の薄い層に
対しても、相当な意識付
けができたと考えている。

達成できなかったこと

　連携先の地域住民等との事業の達成度は十分であった。
しかし、各地域におけるステークホルダーとの連携におい
て、限られた住民・団体との連携に留まった。

今後の展望

　様々なステークホルダーとの連携と、それらを対象とし
たESD普及啓発という点では不十分であった。今後は今
年度の成果を活かし、より多くのステークホルダーとの連
携を図り、一層のESD推進を行いたい。

  イベント参加者数   延べ175人
  イベント満足度   90％
  メディア掲載回数   9 回
  目 標達成度   90％

（特非） きんたろう倶楽部

富山県全域におけるESD活動の
実施と普及啓発

絵本を使った五箇山合掌造り集落の語り部

里山を探検―呉羽丘陵たんけん隊

地域協働シンポジウムの開催
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和歌山県那智勝浦町

活動地域

　地域に残る世界遺産を学び、地域の魅力を可視
化し、価値を見出すことはもちろん、子どもたち
自らがその学んだことを地域の方や町を訪れる観
光客、さらには世界に向けて語り伝える、観光発
信おもてなし映像を作成した。

成果と工夫したポイント

〒646-0011　和歌山県田辺市新庄町3353- 9 　　
和歌山情報交流センターBIG-U108
TEL：050-3672-1288　FAX：050-3735-8088
http://www.egreen.or.jp/　http://www.japangreen.tv/

■助 ■成 ■金 ■額

平成26年度 2,631千円
知識の提供・普及啓発

入 門 助 成
1 年目

  イベント参加者数   延べ1,000人
  メディア掲載回数   3 回
  目 標達成度   80％

一般社団法人 グリーンエデュケーション

世界遺産と地域の魅力可視化のための
ESD環境教育と世界への発信

課　　題

　過疎化や高齢化が進む地域において、僻地教育における
学習格差を減らす。また普段あまり地域の自然資本や文化
の価値を意識していない、見出していない現状から、魅力
を再発見し、郷土愛を育む。

目　　標

・ 本活動のESD環境教育の取組みとしての定着
・ 本学習プログラムでの児童・生徒・教師・地域住民との
交流を通じて、子どもたちが郷土の魅力を発信し保全等
の意識を共感

・ ESDへの取組み機会やICT・リテラシーへの格差の是正

活動内容

　和歌山県那智勝浦町の教育委員会及びその町内小学校の
2校との協働により、「世界遺産学習」を通じた地域の歴
史や自然の価値、伝承の重要性をプログラム化し、ICTや
映像教材を活用しながらその魅力を伝えるESD環境教育

の実施を行ってきた。ま
た、それらの取組み内容
を映像としてとりまと
め、社会学習発表会や
ESD国内発表会、さら
に地域イベントなどで発
信を行ってESDの普及
啓発活動の促進を行った。

達成できたこと

　実際に活動した児童だけでなく、その家族や他学年の児
童はもちろん、地域の方々を巻き込んで活動をしたこと
で（地域の方への調べ学習や学習発表会の町民開放など）、
学校と地域、子どもたちと地域の繋がりがさらに強くなっ
た。
　保護者の方々や地域の
方々の「町の世界遺産」
に対する関心がさらに高
まり、子どもたちと一緒
に学ぶ、一緒に町の遺産
を守っていくという姿勢
が多く見受けられた。

達成できなかったこと

　学習期間が学校行事等の関係上、 3学期に延びたため助
成期間内に町以外の場所で共有化することがほとんどでき
なかった。

今後の展望

・ 今回は世界遺産の一部の学習のため、今後は世代・時間
を超えて継続的に学習を繋げていく

・ 町の観光振興とどのようにコラボさせていくか
・ 町全体が一体となり、世界遺産や地域の他資源をどう盛
り上げていくか

一般の方へ向けた語り部

活動初日風景

発表会原稿
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長野県大町市、北安曇郡
白馬村

活動地域

1. 大町地域に新規 3コースが開発された。ガイド
が6人増え、7人のガイドのスキルアップが達成。
2. 白馬地域の環境保全活動が、人材・資材の面で
充実し、作業員総勢97人とフィールド保全資材
が投入できた。

成果と工夫したポイント

実践

入 門 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額

平成26年度 1,828千円 

〒398-0002　
長野県大町市大町1559- 4
TEL：0261-85-0556　
FAX：0261-85-0557

課　　題

1. 大町地域の里山や森林を活用し、自然を生かしたコー
ス開発とガイドの養成により、より多くの方が大町へ
訪れる環境整備

2. 白馬地域で環境保全作業を今後も持続可能にするため
の体制作りと、保全作業員の確保

目　　標

1. 自然を生かしたコース開発と新規ガイドの養成、およ
び既存ガイドのスキルアップ

2. 白馬地域の環境保全を今後も持続可能にするための体制
作りと、保全作業員の確保、既存作業員のスキルアップ

活動内容

1. 大町地域の自然環境を生かしたコース開発は3コース完成。
　新規ガイドは講習会とツアー開発などを通したOJTを
実施する中で 6人養成。

　既存ガイドのスキルアップは各種講習会を実施するなか
で、 7人の既存ガイドがスキルアップを図った。

2. 保全作業員は新規と既存メンバーを合わせて総勢97人。
白馬地域の環境保全
に必要なデータ収集
やフィールド調査な
どを実施した。

3. 持続可能な体制作り
は、地域協議会の立
ち上げに向けた検討
会を実施し、平成27
年度の立ち上げを目

指す段階になった。

達成できたこと

1. 大町地域の 3 コース開発は、基金の助成をいただいた
おかげで、これまで手掛けることができなかった場所
のコース開発を実施できた。また、ガイドの人数増・
スキルアップをはじめ、今後も使える資材（ビブスや
パンフレット）が用意でき、活動が広がるよう工夫した。

2. 白馬地域では、これ
までも環境保全作業
を実施してきていた
が、基金の助成を受
けることで、より多
くの作業員確保やス
キルアップを図る講
習会が実施できた。

達成できなかったこと

　白馬地域で持続可能な体制作りが、平成26年度中に協議
会のような形で立ち上げまでこぎつけることはできなかった。

今後の展望

1. 大町地域は、引き続き自然環境を活かしたコース開発
と人材育成に取り組みたい。

2. 白馬地域は、地域協議会の立ち上げを達成させ、持続
可能な環境整備の仕組みを作っていきたい。

  イベント参加者数   延べ150人
  イベント満足度   90％

活動1における
養成された新規ガイド  6 名
  目 標達成度   90％

大町・白馬地域における環境保全に資する
人材育成及びフィールド保全事業

（特非） ぐるったネットワーク大町

新規コース開発下見

ガイドスキルアップ講習「冬山の安全管理」

白馬地域講習会「チームビルディング」
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　専門性の高い外部講師を交えたコーディネート
による活動地域内での交流人口の増加、および環
境保全にあたっての学術的な現状と課題の分析

成果と工夫したポイント

栃木県那須烏山市

活動地域

実践

入 門 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額

平成26年度 345千円

〒321-0628　
栃木県那須烏山市金井 2 -14- 2
TEL：0287-83-8235　
FAX：0287-83-8236

課　　題

　少子高齢化による里山環境の悪化および世代間交流の機
会の減少と、地域の社会課題解決のための人材の不足

目　　標

　地域全体に広がる里山の資源を活用し、世代間交流と環
境保全について知る・考える・行動する段階を追った水を
テーマに設定した教育プログラムの展開をおこない、地域
の環境に興味を示し保全活動を行う人材を育成する。

活動内容

　那須烏山市森田地区において、自治会有志による任意団
体「石ヶ入り自然を愛する会」が整備活動を行ってきた「自
然の郷石ヶ入り」にて、渡良瀬遊水地の保全など、環境分
野で活躍する青木章彦氏（作新学院大学女子短期大学部教

授）、栃木県市貝町で環
境基点のまちづくりに取
り組む長野大輔氏（日本
野鳥の会栃木）を講師に
迎え、体験活動を交えた
環境教育による保全活動
をパッケージ化したプロ
グラムを実施した。

達成できたこと

・ 年間で全 3回の事業を通して、自治会の方・地区外の一
般参加者合わせて73名を動員し、イベント実施後の意識
調査では参加満足度・次回参加への意欲・環境に対する
意識の向上の質問項目
に対し、いずれも高い
回答を得ることがで
き、一般参加者の中か
ら会員加入希望者の獲
得にも成功している。

達成できなかったこと

・ 天候不順と貴重な野鳥の繁殖を理由とする事業の延期・
中止が重なったことによる事業実施回数の縮小

・ 通年での継続性のある参加者の獲得

今後の展望

　地元任意団体のイベント等の活動の継続的なコーディ
ネート

  イベント参加者数   延べ73人
  メディア掲載回数   3 回
事業年度末に解説した活動に
関するFBフィード購読件数  93件
  目 標達成度   75％

水をテーマにした環境教育プログラムの
ための活動

任意団体 なすから教育支援ネットワーク

水生生物調査の様子

環境保全シンポジウムの様子

環境保全活動の様子
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福井県三方上中郡若狭町

活動地域

　湖のめぐみのパンフレットを作成し、平成26年
12月23日の五湖のめぐみ体験の参加者および各小
学校に配布した。

成果と工夫したポイント

知識の提供・普及啓発

入 門 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額

平成26年度 923千円

〒919-1322　
福井県三方上中郡若狭町成願寺13-14- 1
TEL：090-4490-1163　
http://www.komusyoukai.com/hasupro/

課　　題

　三方五湖では、水辺の自然環境は大きく劣化しており自
然再生の必要性がある。地元住民が水辺の自然環境を大切
にする気持ちや、地元の伝統文化を誇りに思う気持ちを取
り戻すことが急務であると考えている。

目　　標

　地域の多様な主体が環境保全に取り組みながら地域の活
性化に取り組み、持続的な環境保全と地域発展を実現して
いくことを目指している。

活動内容

　ラムサール登録湿地である三方五湖を中心とした水辺環
境の自然と文化に目をむけ、人が生きていくための基本的
な動作としての「食」を通じて、地元住民が三方五湖と周
辺里地のめぐみを再発見し、地元での自然再生活動参加へ

のインセンティブを得る
ことを目的に、地元の小
学校等や地域住民と連携
をとりながら、かつて自
然豊かであった水辺の風
景を絵画に再現し、水辺
の生きもの調査や古くよ
り湖から受けてきた恩恵
の体験を行った。

達成できたこと

　三方五湖周辺の水辺で自然観察会をすることによって例
えば、フナが水田を利用しているなど、湖の生き物が湖だ
けではなく、周辺の地域も利用していることが分かり湖と
周辺地域（里）のつなが
りを感じることができた
ようである。小学生や保
護者、地域住民などが一
緒に自然観察会をするこ
とによって、多様な生物
がいる環境が身近にある
ことの楽しさ、素晴らし
さが再認識できた。

達成できなかったこと

　自然環境への関心は、急に醸成されるものではないので
今後は、今回の活動をきっかけにして、関心の少ない地域
へ長期的に働きかけたい。

今後の展望

　活動での働きかけに対して、効果は見られたが、効果を
一過性のものにせず、今後も長続きするように維持してい
きたい。

  イベント参加者数   延べ450人
  イベント満足度   100％
  メディア掲載回数   2 回
  目 標達成度   100％

三方五湖のめぐみ発掘プロジェクト

任意団体 ハスプロジェクト推進協議会

五湖のめぐみフォーラム

五湖のめぐみふるまい

子どもたちが描いた昔の水辺の風景画
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　いろいろな職業人にインタビューする校外授業
を構想していた中学校に対して、情報紙「コドモ
ンデ」のデザインを模したシートを開発し、学校
に提供した。

成果と工夫したポイント

静岡県静岡市

活動地域

実践

入 門 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額

平成26年度 1,421千円

〒420-0813　
静岡県静岡市葵区長沼631
TEL：054-264-7170　
FAX：054-264-7170
http://machinabiya.com/

課　　題

　近年、農林漁業は子どもたちにとっても縁遠くなってい
る。そこで、本会が発行している情報紙において、農林漁
業等に従事しながら環境を守る仕事に焦点を当てて、子ど
もたちとの接点を作りたいと考えた。

目　　標

　子どもたちが情報紙を通して海・山・田畑で働く人々に
関心を向けるとともに、実際にそうした人びとの話を聞い
て、環境について考えるきっかけを作る。

活動内容

・ 地域に根差し環境を守るシゴトとして、静岡市内で活躍
している農林漁業関係者の情報紙30,000部を印刷し、130

校の学校を通じて子ど
もたちに26,000部、一
般市民に3,900部を配
布した。100部は教材
用に加工した。

・環境認証林を経営する
林業家による学校への
出張授業を 2回実施し
た。

達成できたこと

・ 中山間地の小規模校 1校と市街地の大規模校 1校でそれ
ぞれ「出張林業教室」を実施できた。

・ お仕事図鑑の取材を通して、市内の有機農業実践者や環
境認証林経営者などと
のネットワークが広
がった。そのことで、
当初予定していなかっ
た学校からの講師派遣
の相談があった際に、
最適な専門家を派遣で
きた。

達成できなかったこと

・ 漁業に従事する仕事人による出張授業ができなかった。
・ 有機農業実践者による出張授業は「講話」段階までで今
年度においては体験型授業の実施まで至らなかった。

今後の展望

　第一次産業やそれに密接にかかわりながら環境を守る仕
事に従事している人たちが、学校に出向く出張教室の充実。

  問 合せ件数   5 件
広報紙を目にした
子どもたちの数  延べ78,000名
出張授業を受けた
子どもたちの数  延べ163名
  目 標達成度   80％

地域に根差し環境を守る“シゴト”と
子どもをつなぐ活動

（特非） まちなびや

山林にてお仕事図鑑用の写真撮影メイキング

用宗漁港にて海の環境と仕事を調べる中
学生

山林の環境保全と仕事を伝える出張林業
教室
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カンボジア王国

活動地域

　20名の小学校教員が環境教育を実施できるよう
になり、約2,000名の児童が環境教育に参加した。
また、地域住民、地元行政機関と協力して、 3年
間で18,551本の苗木を植林した。

成果と工夫したポイント

実践

一 般 助 成
3 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 4,085千円
平成25年度 4,000千円
平成24年度 3,689千円

〒110-8605　東京都台東区上野 5 - 3 - 4
クリエイティブOne秋葉原ビル 6階
TEL：03-3834-2388　
FAX：03-3835-0519
http://www.ngo-jvc.net/

課　　題

　活動対象地域では、大規模な農地開発や人口の増加など
によって森林資源の減少が進んでいる。そこで、自らの暮
らす地域の環境を考え、適切に自然資源を利用・管理する
ための人材の育成が急務である。

目　　標

　シェムリアップ県ソトニコム郡およびチークラエン郡に
ある 8つの小学校とその周辺地域で環境教育を実施し、地
域の環境保護・自然資源管理活動に取り組む人材を育成する。

活動内容

　シェムリアップ県ソトニコム郡およびチークラエン郡に
ある 8つの小学校とその近隣地域で小学校教員と児童、地
方行政職員、地域住民を対象に
1. 環境教育ファシリテーター養成講座と児童への環境教育

2.  地域での環境教育を
実施する。また、当団
体の事務所に併設する
資料情報センターを活
用し、大学生やNGO
職員を対象に、環境や
農業に関する講座を開
講し、知識の伝達に努
める。

達成できたこと

・ 20名の小学校教員が環境教育を実施できるようになり約
2000名の児童が環境教育に参加した。

・ 地域住民、地元行政機関と協力
して、 3 年間で18,551本の苗木
を植林した。

・ 森林管理委員会の能力強化によ
り、定期的な会議、森林パトロー
ルが行われるようになり、無許
可で木が伐採されるケースが以
前と比較して 1 / 4 以下までに減
少した。

・ 約3000名の大学生が、資料・情
報センターを活用した。

達成できなかったこと

　地域美化活動を通して、地域でポイ捨てされるゴミは減
少したが、集めたプラスティックゴミの適切な処理方法を
提示することができなかった。

今後の展望

　活動の持続性と次の世代への伝達が重要になる。そこで
森林保護活動と環境教育の連携を強化し、継続的に人材の
育成を行えるよう、必要な支援を行っていくほか、新たな
小学校に活動を拡大していく。

  イベント参加者数   延べ5,500人
図鑑にまとめた
森の有用植物の数  51種類
  植林した木の本数   18,551本
  目 標達成度   85％

カンボジア王国　小学校および地域での
環境教育を通した自然資源管理の促進

（特非） 日本国際ボランティアセンター

環境教育ファシリテーター養成講座の様子

植林キャンペーンの様子

ゴミの管理に関する啓発ポ
スター
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　プロジェクトの実施によって湿地の学校や教材
の数、運営委員会のメンバーが増加し、異なるレ
ベルの政府関係者・教育機関が湿地教育に興味を
示すようになった。研修・交流会を通じて教師の
能力が向上した。

成果と工夫したポイント

中華人民共和国

活動地域

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
3 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 3,600千円
平成25年度 3,100千円
平成24年度 2,400千円

課　　題

①学校と湿地のネットワーキングが不十分で湿地教育の実
施が困難

②教師向けの湿地教育の教材へのアクセスが悪い
③湿地の学校ネットワーク運営委員会の体制が定まってお
らず、その運営が困難

目　　標

　中国における教師と子どもによる湿地保全をさらに促進
し、湿地の保全とワイズユースの認識を高めること

活動内容

①研修・交流会（ 3回）を開催し、教師や湿地の管理者が
経験を共有し、各湿地、NGO及び政府機関との協力に
ついて議論した。

②中国の湿地教育の教材を収集、分析し、報告書を作成し
た。『教師向け湿地教育ガイド』を作成し、関連した模
擬授業を行った。

③湿地の学校ネットワーク運営委員会の総会（ 3回）を開
催し、規約とロゴ、体制、運用モデルを定めた。

④2013年に 2校、2014年に 1校、2015年に 1校が湿地の学
校ネットワークに加入
した。
⑤湿地教育のリーフレッ
ト（1000部）、湿地の
学校ネットワークのパ
ンフレット（600部）
の作成と配布、ニュー
スレターホームページ

を通して湿地教育の普及啓発を行った。

達成できたこと

①研修・交流会を通じて湿地教育に関する教師の能力が向
上した。

②湿地の学校ネットワークが広東省深圳、福建省泉州にも
広がり、ネットワー
クが強化された。

③湿地の学校と自然保
護区の連携が良くな
り、自然保護区及び
関連する行政の支援
を得られやすくなっ
た。

達成できなかったこと

　特になし

今後の展望

　湿地の学校としてネットワークに加入する学校を増やし
研修・交流会を中国本土、香港、台湾での継続を考えてい
る。また、ラムサール条約COP12でパンフレットの配布
を予定している。

  イベント参加者数   延べ75人
  イベント満足度   98％
ホームページの
ページビュー数  120,000ビュー
  目 標達成度   100％

中国における湿地ESD（持続可能な開発の
ための教育）の推進～ラムサール条約湿地と
湿地公園における教師の人材育成を通して～

Wetlands International-China

Room501, Grand Forest Hotel, 3 A Bei 

Sanhuan Zhonglu, Beijing, 100029 China

TEL：86-10-6207-7900　FAX：86-10-6207-7900

http://www.wetwonder.org/

新たな湿地の学校の加入

深圳での研修・交流会の様子

教師向け湿地教育ガイド、パンフレット

105

総
合
環
境
教
育



バングラデシュ人民共和国
スンダルバンス

活動地域

　地方行政機関である教育局と森林局と連携して
活動を進めた。そのため、学校教育の改善は円滑
に行われ、地域における環境教育の素地が形成さ
れた。また、森林局との連携により地域住民によ
るトラの捕殺数は減少した。

成果と工夫したポイント

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
3 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 2,201千円
平成25年度 2,732千円
平成24年度 2,697千円

課　　題

　当該地域ではトラと人との深刻な軋轢が存在する。軋轢
減少を目指す上で、地域住民のトラに関する知識の向上は
必須であるが、地域住民に対し、適切な知識の提供がなさ
れていない。

目　　標

　学校教育の改善（教材開発・人材育成・現行の教科書の
評価・適切なカリキュラムの作成）と、地域住民への知識
の提供を通した地域全体に対する環境教育の基盤作りを目
標とした。

活動内容

・ 教材を作成し、300人300校の小学校教師に対して使用方
法等のトレーニングを行った。

・ 35回の環境劇の上映、40回のドキュメンタリー放映を通
じて約6000人の地域住民に対し、知識の提供を行った。

・ 森林局と地域住民から構成されるミーティングを12回開
催し、トラの保全や軋轢に関する意見交換を行い、連携
を強めた。

・ 上記の活動の結果、家畜を 6個体殺したトラも住民に捕
殺されることなく森に
返されるなど、地域住
民の意識の向上が見ら
れた。

・現行の小学校教育にお
ける環境教育の分析を
行い、改善の必要性を
行政機関と共有した。

そして、 3回の政策対話を行い、カリキュラムの改善に
向けて準備中である。

達成できたこと

1. 既存の教科書のレビューに基づく、教育担当省との現
行の環境教育の問題点の共有

2. 小学校教育における環境教育のカリキュラム化に関す
る 3回の政策対話の実施

3. 五つの環境教育用の教材の作成・300人の小学校教師の
トレーニングの実施

4. 約6000人の地域住民
への知識提供（環境
劇の上演・ドキュメ
ンタリーの上映）

5.  トラ保全グループ（地
域住民）と、森林局
の対話を計12回実施

達成できなかったこと

　トラの保全に焦点をあてた環境教育を、初等教育のカリ
キュラムに組み込む予定であったが、手続きが長期間にわたっ
ておりプロジェクト期間中に終了することができなかった。

今後の展望

　今後はプロジェクトで作成した教材を小学校教育で活用
するだけでなく、中学校教育や、寺院やモスクなどの宗教
施設を通じた教育、学校に行くことができない子どもたち
への教育にも利用できるようにしていきたい。

  イベント参加者数   延べ6,000人
  イベント満足度   95％
作成したドキュメンタリー
の村での放送回数  40回

  目 標達成度   90％

トラと人との軋轢が存在する地域における
環境教育（スンダルバンス・バングラデシュ）

Centre for Coastal Environmental Conservation (CCEC)

Takdir Mohol, House no. 93, Road no. 02, 

Sonadanga R/A, Khulna, Bangladesh

TEL：88-041-810982　FAX：88-041-810982

www.ccec-bd.org

トラの保全に関する政策対話

制作したドキュメンタリーの上映

森林局とトラ保全クラブのミーティング
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東京都

活動地域

　当団体だけではなく、行政機関、東京都夢の島
熱帯植物館や区内の幼稚園、また、NPO法人の
協力を得てエコ講座を行うことで、より多くの方
に参加してもらうことができた。

成果と工夫したポイント

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
3 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 3,111千円
平成25年度 3,200千円
平成24年度 3,200千円

〒171-0043　
東京都豊島区要町 1 -28-14
TEL：090-9131-3324　
FAX：03-5995-5072
http://www.u-ecogohan.com

課　　題

　地球温暖化が進む中、「家事のやり方を変えるだけで家
庭からのCO₂排出量を削減することができる」ことを多く
の人に知ってもらいたいということをきっかけに、活動を
行ってきた。

目　　標

・ 環境教育の実施体制を作る。
・ インターネットで親子向け「CO₂削減実践番組」を作成。
・ 番組の小冊子を作成・配布し内容を実行してもらう。
・ 削減したCO₂の量を「332.68㎏CO₂/人」とする。

活動内容

・ 親子参加型のエコ講座を 5回開催。豊島区内の幼稚園、
東京都夢の島熱帯植物館、長野県飯田市の下久堅公民館
で、クイズや工作、調理をしながら環境についての講座
を行った。

・ Ustreamを利用して、月 3回インターネット生放送で家
庭でできる、エコな取組みを紹介。

・ 家庭でできるエコ、社会
の中で取組んでいるエコ、
社会に広めるための方法
について、小冊子を1200
部作成、取組みの成果に
ついてのアンケートを実
施。3年間で1人当たり
650.25kgのCO₂削減に成
功した。

達成できたこと

・ 年間 1 人当たり、2012年度は194.7kg、2013年度は
246.78kg、2014年度は208.77kgに相当するCO₂削減に
成功した。

・ 親子エコ工作講座、親子エコクッキング講座などを開催
し、 3年間で延べ221人の親子に手軽にできるエコなこ
とを提案することが
できた。

・ 月 に 3 回 のUstream
放送を続けることで、
固定の視聴者ができ、
エコな取組みを実践
してくださる視聴者
が増えた。

達成できなかったこと

　 3 年間で 1 人当たり650.25kgのCO₂を削減することが
できたが、 1年間では目標に達しなかった。そこで個人で
はなく家庭で取り組む活動を提案していく。

今後の展望

　個人でできる活動だけではなく、家庭で、家族でできる
活動を提案していく。

  イベント参加者数   延べ221人
  イベント満足度   100％
3 年間での1人当たり
のCO₂削減量  650.25kg

  目 標達成度   90％

「うちエコ！ごはんアクション2014」
ー社会に広めるCO₂削減へのステップ

任意団体 うちエコ！ごはん

Ustream放送の様子

成果物として作成したYouTube動画

エコ講座の様子
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全国

活動地域

　自己評価・ふりかえりに積極的な意見やその意
義を共有した様子が見られるようになった。「評価」
に対して抵抗感が強いことが分かり、用語の使用
やワークショップのプログラムでできるだけ抵抗
感が減るよう工夫した。

成果と工夫したポイント

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
3 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 3,300千円
平成25年度 3,100千円
平成24年度 2,400千円

〒112-0002　
東京都文京区小石川 2 -17-41　 3 階
TEL：03-5844-3630　
FAX：03-3818-5940
http://www.dear.or.jp

課　　題

　「ESDの10年」終了後も、ESD実践者が自身の実践を改
善しながら活動を継続していくには、実践者自身が、自身
の実践についてふりかえり・自己評価し、その活動を実践
のプロセスに組み込むことが必要である。

目　　標

・ ESD自己評価指標・ツールを作成し、広く頒布するこ
とにより、自己評価の意義と方法が広く認識される。

・ 実践者による自己評価を支援することで、実施例が増加
する。また評価の継続的な支援体制を構築する。

活動内容

・ 評価の先行事例の調査に基づき、自己評価指標・ツール
案を作成。その試用を各地のESD実践者に依頼し、検
証・改善を行い、『ふりかえり・自己評価ハンドブック』
としてまとめ500部発行した。

・ これをもとに、実践現場で活用しやすくなるよう『ふり
かえりツールキット』として1000部作成・頒布した。

・ また、海外への発信を目的に『A Refl ection and Self-
assessment Handbook 
for Practitioners』 と
して英訳し200部発行、
頒布した。

・さらに、自己評価・ふ
りかえりの認識の普及
と実践支援のために
ワークショップやイベ
ントを 8回開催。延べ

200名の参加を得た。

達成できたこと

・ ふりかえりワークショップの参
加者アンケートから、 7 割以上
がふりかえりの意義に共感した
様子が見られた。

・ EUのNGO1600団体によるネッ
トワークCONCORDの開発教育
プロジェクトDEEEP発行の
ニュースレターで『A Refl ection 
and Self-assessment Handbook 
for Practitioners』が紹介された。

・ 自己評価の継続的な支援体制が
構築できた。

達成できなかったこと

・ 『ふりかえりツールキット』を活用したふりかえりの実
施例を、あまり収集できなかった。ツールの記入が難し
いというコメントがあった。

今後の展望

　さまざまなESDの事業と連動させながら、実践者向け
にふりかえりの実施支援、環境づくりを行っていく。

  イベント参加者数   延べ200人
ふりかえりツール
問合せ件数  38件

ワークショップ参加者のうちふり
かえりの意義を理解・共感した感想  71％
  目 標達成度   70％

「持続可能な開発のための教育（ESD）」
実践評価指標の作成と普及

（特非） 開発教育協会

ふりかえりワークショップの様子

「ふりかえりツールキット」頒布の様子

ふりかえりツールキット
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東京都八王子市高尾地域

活動地域

　地域リーダー（自発的に循環型地域づくりに取
り組める人材）育成を目的とした汎用性のある四
つのESD環境教育プログラムを作成し、対象地
域でも地域リーダーとして活躍できる人材が 3名
育成された。

成果と工夫したポイント

公益社団法人 環境生活文化機構   イベント参加者数   延べ240人
地域リーダーの
育成数  3 名

ESD環境教育プロ
グラム作成数  4 本

  目 標達成度   90％

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
3 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 1,971千円
平成25年度 1,238千円
平成24年度 2,352千円

〒105-0003　東京都港区西新橋 1 -20-10　　
サンライズ山西ビル 6階
TEL：03-5511-7331　
FAX：03-5511-7336
http://www.elco.or.jp/

課　　題

　里山は本来、地域住民が主体となって維持し、その生活
を支えるための需要供給を補完する生活基盤の場として利
活用されるものだが、地域住民主体の環境教育が実践活動
に結びつくプログラムはほとんど見受けられない。

目　　標

　循環型地域づくりを目指し、次世代の担い手となる子ど
もたちを対象とした地域住民による里山環境教育を通して
自発的に循環型地域づくりに取り組める人材を育成する。

活動内容

1. 環境教育ESDプログラム作成
（ 1）他地域における環境教育の好事例のヒアリング調

査（H24/ 4 カ所）
（ 2）プログラム策定委員会の開催（H24/ 5 回、H26/ 2 回）
（ 3）プログラム案の作成・改訂（H24、H26）
（ 4）意見交換会の開催（H25/ 2 回）
（ 5）モデル事業の実施（H25/ 4 回）
2. 地域リーダーの育成（森林整備やモデル事業を通じた
地域住民の人材育成）

3. 本活動のPR
　（ 1）ホームページの作成
　（ 2）ESDユネスコ世

界会議関係イベン
トにおける活動PR

　（ 3）拓殖大学大学祭
におけるシンポ
ジウムへの参加

達成できたこと

　地域リーダー（自発的に循環型地域づくりに取り組める
人材）育成を目的とした四つのESD環境教育プログラム
を作成し、対象地域である高尾地区においては地域リーダー
として活躍できる人材が 3名育成された。また、外部イベ
ントに参加し本活動の
PRを行うとともに、本活
動における取組みと作成
したプログラムを紹介し、
今後のイベント募集案内
などに活用できるホーム
ページを作成し広報普及
啓発に活用している。

達成できなかったこと

　より充実した内容とするため、環境教育プログラムの体
験活動の実施対象者は小学校高学年～中学生とした。今後
年齢層や学習程度に合わせたプログラムの作成が必要であ
る。

今後の展望

・ 年齢層別など作成したプログラムの内容についてさらに
発展充実を図る。

・ 地域住民の誰もがリーダーになれるよう対象地域におけ
る人材育成を継続する。

八王子市高尾周辺地域住民による
循環型地域づくりのための人材育成事業

モデル事業の様子―地元住民による間伐作業

モデル事業の様子―焚火でマシュマロ焼き

モデル事業の様子―沢の生き物探し
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大阪市西淀川区

活動地域

　おもろいわ西淀川の発信によって大阪市漁協が
小学校で授業を行うこととなった。佃への問い合
わせが全国からあった。イスラムのコミュニティ
と日本人のつなぎ役となることができた。

成果と工夫したポイント

実践

一 般 助 成
3 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 2,735千円
平成25年度 2,800千円
平成24年度 2,800千円

〒555-0013　大阪府大阪市西淀川区千舟
1 - 1 - 1 　あおぞらビル 4階
TEL：06-6475-8885　
FAX：06-6478-5885
http://aozora.or.jp

課　　題

　公害のある街というイメージが根付いている。そして公
害のことが誤解され、公害患者への差別や偏見がうまれて
いる。地域のことを、地域の人たちが知らず、交流もでき
ていない。

目　　標

　地域のことを面白く学べるようになっている。地域の人
たちと交流しながら情報発信をすることで、地域の新しい
側面を発見する。公害の発生の背景を含めた形で、まちの
記憶を含めて新しいイメージを作り出す。

活動内容

・ 地域カフェを 5回開催した。
・ おもろいわ西淀川のホームペー
ジを開設した。

・ おもろいわ西淀川の冊子を 4 冊
発行した。

・ おもろいわ西淀川Facebookを開
設した。記事を250件掲載した。

達成できたこと

・  街のイメージを変えることができた。Facebookでの「お
もろいわ西淀川」のいいねは366
件となり、人気のある記事は
3200件のアクセスがあった。

・ 街のことを詳しく知りたい人は
「あおぞらイコバでみせ」に参加
し、街の人と交わりながら学ぶ
ということができるようになっ
た。また、冊子を発行したことで、
街の良さが街の人たち及び街以
外の人たちに伝わり、街の誇り
を新しく作り出すことができた。

達成できなかったこと

　都市型インタープリター養成講座を企画していたが、助
成金がなくなった後も自立できるようにと料金設定をした
が、応募人数が少なく、実行することができなかった。

今後の展望

　おもろいわ西淀川の継続と、地域カフェの継続

  イベント参加者数   延べ150人
  イベント満足度   80％
ホームページの
ページビュー数  10,000ビュー
  目 標達成度   80％

公害地域のESD～地域情報を集める、
まとめる、人へ伝える～

公益財団法人 公害地域再生センター

おもろいわ西淀川アワード2014　 1位

おもろいわ西淀川アワード
2013

佃の箱寿司づくり

110

総
合
環
境
教
育



全国

活動地域

　 2 年目に取り組んだ 4 地域でのESDコーディ
ネーター研修のモデル実施の成果として、地域課
題の達成につながるESD、多様な主体の連携に
よるESDが形になりつつあり、さらに広がろう
としている。

成果と工夫したポイント

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
3 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 4,786千円
平成25年度 7,100千円
平成24年度 6,440千円

〒116-0013　東京都荒川区西日暮里
5 -38- 5 　日能研ビル201号室
TEL：03-5834-2061　
FAX：03-5834-2062
http://www.esd-j.org

課　　題

　ESDを推進するためには、地域の多様な主体をつなぎ
持続可能な未来づくりの視点を持って、学びの場を生み出
すコーディネーターの存在が重要であり、そのようなコー
ディネーターの育成方法や社会化が課題である。

目　　標

　本プロジェクトは、ESDの10年終了後も、ESDがボト
ムアップで広がっていく仕組みとして、ESDを生み出し
ていく「地域のコーディネーター」の育成事業の創出とネッ
トワーク形成を目的とした。

活動内容

◆ESDコーディネーターOJT型研修の開発
北九州、広島、岡山、茨城の 4 地域でOJT型研修をモ
デル実施し、研修カリキュラムの全体像を構想し整理、
「ESDコーディネーター研修が取り扱う要素」にとりま
とめた。
◆映像教材　全30本（2014年度：13本）をweb上で公開
1本 3分から10分程度の「ESD」と「コーディネーター」
について学ぶ映像教材を開発。ESD-Jのwebサイト及

びYouTubeで無償公
開している。
◆ESDコーディネーター
研修の広報ツールの作成
今後、各地でESDコー
ディネーター研修の開
催を働きかけるための
ツールとして、ウェブ

サイト「未来へつなぐ」とパンフレットを制作した。

達成できたこと

・ ESDコーディネーター研修を企画・実施する際の核と
なる講師12名が、研修が取り組む要素の全体像、多様な
実施の形態、具体的なノウハウ、互いの得意分野などを
共有することができたことで、今後の展開への基盤をつ
くることができた。

・ 3 年目の「ESDコー
ディネーター研修の企
画者のための研修」や
岡山で開催された
「ESD推進のための公
民館/CLC国際会議」
において、15件程度の
研修実施候補を確保す
ることができた。

達成できなかったこと

　ESDコーディネーター研修のプロトタイプづくり（研
修は各地域の状況や課題によって、対象やテーマ、組み立
てが変わってくるため、一般的な想定が困難）

今後の展望

　2015年度は、研修を企画している地域・組織に働きかけ
それぞれの研修に本プロジェクトの成果を活かしていくこ
とで、研修実績を積み上げる。

  イベント参加者数   延べ160人
  講師ネットワーク   12名
ESDコーディネーター
研修受講生ネットワーク  160名
  目 標達成度   85％

ESDを推進する地域コーディネーターの
育成とネットワーク形成

（特非） 「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議（ESD-J）

地域の課題をヒアリングから読み解く

研修でのふりかえり風景

ESDを紹介する映像教材
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北海道函館市 

活動地域

　敬遠されがちなミミズを楽しく小学生に採集し
てもらおうと、「多くとったで賞」で競った結果、
1位127匹、 2位118匹。最少の人は32匹だったが
特大ミミズ 2匹捕まえたので「大きかったで賞」
で盛り上がった。

成果と工夫したポイント

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
3 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 2,941千円
平成25年度 3,200千円
平成24年度 2,998千円

〒041-0811　
北海道函館市富岡町 1 - 5 -11
TEL：0138-45-7576　
FAX：0138-45-7701
http://www.springboard.jp

課　　題

　国道沿いの花が元気に咲かなくなったのは、土に原因が
あるのではないかと気づき、良い土にミミズが多くいると
の知識から、ミミズを採集し調査することで、身近な花活
動から環境について学べるきっかけをつくりたい。

目　　標

・ 環境保全向上の意識をもった人づくりを目指し、小学生
の頃から身近な活動をとおして理解しながら学ばせたい。

・ 最初はミミズを気持ち悪がっていた小学生が、楽しい活
動内容に興味を示し、参加意識が向上した。

活動内容

【活動】：市民フォーラム 4回実施、延べ420人・フィール
ドワーク（ミミズ採集）10回実施、調査地点20箇所、延べ
230人・ワークショップ 6回実施、延べ150人・ミミズの標
本づくり 4回実施・トビムシ採集 2回実施・土壌と花との
関係等勉強会 5回実施・生ゴミコンポスト実施・雑草量を
軽量しCO₂抑制値の計測を実施・ミミズマップを作成しデー
タ化、WEBで公開発信。
【製作物】：植物廃棄物堆肥化パンフレット1000部製作。市

内の小中学校や学校関係
者、行政などに配布し、
小学生がミミズを採取し
堆肥づくりに取り組んで
いることがわかり一般家
庭での生活向上にもつな
がった。豆本トビムシの
お話：200部製作。

達成できたこと

・ 4 ヶ月の活動で発生した雑草4485kg（湿重量）をゴミ
として焼却しなかったため約3300kgのCO₂抑制を 3 年
間継続。

・ ミミズの標本づくりを専門家に頼らず地元で実施するに
は、作業員の知識と力量不足を危惧していたが、函館工
業高等専門学校の協力
指導により調査員とし
て 2名育成できた。

・ 市民フォーラム 4回、
勉強会 5 回、ワーク
ショップ 7回、土壌生
物調査 7回、土壌調査
地点20箇所、調査人
数延べ230人。

達成できなかったこと

　土壌生物であるトビムシ採取にも取り組んだが、ミミズ
と違い肉眼では判断しにくい生物であリ、薬剤や機器の準
備調達もできず、自分たちで標本づくりができず残念だっ
た。

今後の展望

　今後もミミズの調査を継続し、ミミズマップをWEBで
更新していくことで大勢の目に留まり、環境保全の意識向
上につながるとともに、小学校の教材としても活用してほ
しい。

  イベント参加者数   延べ1,230人
土壌生物を調査した
地点（ミミズ）  20地点
焼却しなかったため
抑制できたCO₂  9,900kg
  目 標達成度   90％

「土から学ぼう」参加型環境教育

（特非） スプリングボードユニティ21

ミミズ採取（楽しく競いながら調査実施）

採取した地点ごとにミミズの種類を結果
発表

模造紙に記入したミミズマップをデー
タ化
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東海・中部地域

活動地域

　ESDステークホルダー（100名程度）が一堂に
会するイベントを開催した。
・「中部ESD拠点Day」（ 2回）
・「中部ESDワークショップ」（ 3回）
・ESDユネスコ世界会議「併催イベント」（ 2回）

成果と工夫したポイント

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
3 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 4,800千円
平成25年度 5,600千円
平成24年度 5,600千円

〒462-0568　
愛知県春日井市松本町1200
TEL：0568-51-7618　
http://chubu-esd.net/

課　　題

　国連「持続可能な開発のための教育（ESD）の10年」
の最終年会合「ESDに関するユネスコ世界会議」に向け
ESD推進のための「中部モデル（流域圏ESDモデル）」
の構築に向けた活動を展開する。

目　　標

・ 地域内外へのESDの啓蒙・周知
・ 五つの分科会活動、100のESD講座の実施を通じた
ESDステークホルダーとの連携

・ 中部モデル（流域圏ESDモデル）の構築とESDユネス
コ世界会議での発信

活動内容

2012年 4 月 2014年プロジェクトの開始
  ： 主体別分科会「企業とNPO」「学校教育と地
   域」「高等教育」の設置・運営
  ： 伊勢・三河湾流域圏ESD講座の実施
2013年 2 月 「中部ESD拠点Day」の開催
  ： 横断型分科会「国際協力」「伝統文化」の
   設置・運営

2014年　 2月　「中部ESD
拠点Day」の開催

2014年　 8月　中部ESD
ワークショップの開
催（3回）（8～10月）

2014年　 11 月　ESD ユ
ネスコ世界会議併
催イベントの開催

  「生命地域・流域圏で進めるESD！」「ESD
  の開催地提案『中部モデル』の発信！」

達成できたこと

　特色ある五つの分科会（企業とNPO、学校教育と地域、
高等教育、国際協力、伝統文化）の設置と運営、100の
ESD講座の実施という具体的な活動のなかで、達成目標
であった伊勢・三河湾流域圏を基盤とする「流域圏ESD
モデル（中部モデル）」を、
地域の人々の意見を反映
させながら完成、ESD
ユネスコ世界会議にて国
際的に発信し、地域活動
のネットワーク化、新し
い連携の可能性を提供す
ることできた。

達成できなかったこと

　特になし

今後の展望

　今後は、ユネスコが採択した「グローバル・アクション・
プログラム（GAP）」の内容に絡めて、さらなるESDの普
及を、地域活動、国際連携などの分野で貢献していく予定
である。

  イベント参加者数   延べ5,000人
  イベント満足度   100％
ホームページの
ページビュー数  10,000ビュー
  目 標達成度   100％

ESDに関するユネスコ世界会議に向けた
「中部モデル」の構築

任意団体 中部ESD拠点協議会

中部モデル(流域圏ESDモデル)の概念図

ESD講座（答志島のゴミ拾い）の様子

ESDユネスコ世界会議で中部モデルを
発表
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全国

活動地域

①「全国大会」→延べ応募376件、全国大会出場51校。
②「環境活動情報誌」→計 6冊発行し、全国の高
校5,000校へ発送。
③「全国高校生 環境ネットワーク」の構築活動
→1,012校の参加。

成果と工夫したポイント

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
3 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 3,000千円
平成25年度 3,000千円
平成24年度 3,000千円

〒105-8002　東京都港区浜松町 1 -31　
株式会社文化放送開発センター内
TEL：03-5403-2620　
FAX：03-5403-2632
http://schooleco.net/

課　　題

　国内に高校生が環境をテーマに交流する全国組織がない。
「全国高校生　環境ネットワーク」を構築することで高校
生の環境情報の交流の場が創設され、「持続可能な社会で
行動する考え方」を身につけることができる。

目　　標

①「全国高校生 環境ネットワーク」構築の完成
②「全国高校生 環境ネットワーク」へ1,000校が参加
③「高校生環境活動発表会」地方大会の開催、アジア大会
の準備

活動内容

①「高校生環境活動発表会 全国大会」の開催
→毎年、環境活動情報誌を発送とともに周知活動を開始、
11月～12月にかけて募集、 2月に全国大会を開催。

②「高校生環境情報誌」の発行、発送
→環境活動高校紹介、環境活動企業訪問、環境イベン
ト訪問などの誌面を取材し、毎年 2冊を発行。

③ 「全国高校生 環境ネッ
トワーク」の構築活動
　→全国大会の周知活
動、環境活動情報誌の
取材などをはじめ電
話、送付物などで加入
呼びかけ。

④ 「全国高校生ESDシ
ンポジウム」を開催（※
3年目のみ）

達成できたこと

①「高校生環境活動発表会 全国大
会」の開催 → 活動発表を通し
て、高校生の環境情報の交流の
場も作ることができたと考える。

②「高校生環境活動情報誌」の発
行、発送 → 毎年 2 冊ずつ計 6
冊を5,000校に発送。

③「全国高校生 環境ネットワーク」
の構築活動 → 目標を越える
1,012校の参加を達成。

達成できなかったこと

　高校生の普段の交流の場となるHPの整備は、「全国高
校生ESDシンポジウム」の準備・運営もあり、時間を大
きく取ることがかなわなかった。

今後の展望

　全国 7地区にリーダー校を作り、国内での連携を強化し
つつ、アジア大会や世界大会への足がかりを作っていく。
また、期間内に達成が適わなかったHPの整備を進める。

  イベント参加者数   延べ500人
  「高校生環境宣言」の数   54宣言
「全国高校生環境
ネットワーク」参加校数  1,012校
  目 標達成度   80％

「全国高校生環境ネットワーク」の構築活動

任意団体 全国高校生エコ・アクション・プロジェクト実行委員会

環境大臣賞に輝いた岩手県立遠野緑峰高校

環境活動企業へ訪問して最先端の技術
を勉強

高校生環境活動情報誌
Vol.7の表紙
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北陸（富山県、石川県、
福井県）

活動地域

　里山教育等 5件のモデル単元計画が研修会等を
通じ北陸のすべてのユネスコスクール（87校）に
周知された。幼稚園里山プロジェクトは、2014年
度石川県国公立幼稚園教育研究大会で石川県内の
幼稚園に周知された。

成果と工夫したポイント

実践

一 般 助 成
3 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 1,489千円
平成25年度 4,009千円
平成24年度 4,022千円

〒920-0962　
石川県金沢市広坂 2 - 1 - 1
TEL：076-223-1633　
FAX：076-223-1644
http://www.ucon-i.jp/

課　　題

　北陸では徐々にESDが進みつつあったが、断片的に里
山体験等が行われているだけで、体系的に生物多様性につ
いて学ぶようなカリキュラムがかけていたため、モデルカ
リキュラム開発とその普及が課題であった。

目　　標

　学校教育を中心とする生物多様性のモデルカリキュラム
の開発と学校等の現場での実践を行い、その結果を公開授
業や研修会、シンポジウム等を通じて北陸の多様なESD
実施主体の間で共有すること。

活動内容

　生物多様性保全と里山教育に関する学校での単元計画開
発や幼稚園の里山プログラム開発等のモデルプロジェクト
の実施（毎年各県でそれぞれ 1～ 2 件実施）、生物多様性
教育を含むESD研修会や公開授業等の実施（毎年各県で
それぞれ 1～ 5 件程度実施）、教育委員会等と連携した研
修会や個別校に対する指導助言（毎年各県で数回～十数回
実施）、生物多様性等のESDを一般の人たちに周知するた
めのシンポジウムの開催（平成26年度を除き毎年各県で 1

回実施、平成26年度のみ
富山だけで実施）、それ
らの活動を企画推進する
ための北陸ESD推進連
絡協議会の開催（毎年 3
回開催）等の活動を実施
した。

達成できたこと

　北陸における学校での自然教育、里山教育、生物多様性
教育の核となるモデル単元計画が複数作成され、ユネスコ
スクール等多くの学校のカリキュラムに取り込まれた。幼
稚園里山プロジェクトは、自然体験教育のあり方を見直す
ことにより、プロジェクト実施幼稚園のカリキュラムの変
革、父兄の自然感に関す
る再教育、里山活動を通
じた幼稚園と小学校との
連携構築に大きく貢献し
た。他の幼稚園でもこの
モデル導入の動きが生じ
ている。

達成できなかったこと

　基本的に当初目標としたことは全て達成した。残念であっ
たことは、本活動は学校や教育委員会、ユネスコ協会等と
は緊密に連携したが、企業との連携ができなかった点であ
る。

今後の展望

　開発されたモデル単元計画や幼稚園里山教育モデルの北
陸での一層の周知と活用を図るとともに、他の重要課題（循
環型社会形成等）についても同様な試みを行う。

  イベント参加者数   約2,000人
ユネスコ

スクール増加数  38校
北陸ESD推進

コンソーシアム参加団体  約120団体
  目 標達成度   95％

ESDを活用した北陸における
生物多様性保護等の推進

一般社団法人 大学コンソーシアム石川

幼稚園プロジェクト：幼稚園児の里山体験

平成26年度ESD富山シンポジウム

北陸ESD推進コンソーシアム設立総会
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長崎県佐世保市

活動地域

　佐世保市で活用可能なカリキュラム30個と、環
境分野で活躍している講師30名を登録した佐世保
市人材活用システムが完了した。主な工夫は全小
中学校と市内事業所へのアンケートによるニーズ、
シーズ調査。

成果と工夫したポイント

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
3 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 2,405千円
平成25年度 3,095千円
平成24年度 3,092千円

〒850-0862　長崎県長崎市出島町 1 -43　
ながさき出島インキュベータ202号室
TEL：095-895-8653　
FAX：095-895-8654
http://www.junkan.org/

課　　題

　佐世保市において、環境教育の推進に伴い、当初に想定
していたカリキュラムや人材では対応が限定的なものになっ
ていた。そのため学校の環境教育を支援する体制の充実が
急務となっていた。　

目　　標

　指導要領に則った環境教育カリキュラムを学年、教科、
総合的な学習の時間等で整理する。また、それらを活用で
きる地域の講師の登録を進め、学校とのマッチングも可能
なシステムを構築する。

活動内容

　初年度に学校現場へのニーズ調査、700件の企業・団体
を対象にシーズ調査を行い、ニーズとシーズを把握した。
2年目には初年度の基礎調査を踏まえた、佐世保市内全小
中学校76校へのニーズ調査、人材バンクへの登録を前提と
した10件の事業所、市民団体へのヒアリング調査、カリキュ
ラム開催を行い、人材登録に向けた詳細な情報を把握し各
講師が活用でき、かつ子どもの発達段階や学習指導要領等

に適合したカリキュラム
の準備が完了した。 3年
目には 1、 2年目に実施
した基礎調査をもとに、
追加の人材情報の収集と
選定を行い学校教育にお
ける環境教育支援のため
の人材活用システムの設
計と公開を行った。

達成できたこと

　佐世保市で活用可能な
カリキュラム30個と、環
境分野で活躍している講
師30名を登録した佐世保
市人材活用システムが完
了した。主な工夫は全小
中学校と市内事業所への
アンケートによるニーズ、
シーズ調査。

達成できなかったこと

　人材を選んでカリキュラムを選ぶことを想定してシステ
ム設計を行ったが、カリキュラムから人材を選ぶシステム
も想定して追加しておくべきだった。

今後の展望

　今後、佐世保市と協働事業として人材活用システムの運
用を続けていく中で情報の追加やシステムの追加も行って
いく。

  アンケート件数   776件
  登録指導者の数   30名
  登録カリキュラムの数   30件
  目 標達成度   90％

学校教育における環境教育支援のための
人材活用システムの構築事業

（特非） 地域循環研究所

佐世保市環境教育人材バンク

第 4回協議会の様子

佐世保市環境教育人材バンク報告書
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国内

活動地域

　電子絵本は、当初はフラッシュを使い制作をし
ていたが、ソフトの将来性や、操作性を向上させ
るため、 1作目、 2作目をHTML化しました。

成果と工夫したポイント

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
3 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 3,784千円
平成25年度 2,887千円
平成24年度 3,026千円

〒160-0022　東京都新宿区新宿 5 -10-15　
ツインズ新宿ビル 4階
TEL：03-3350-6770　
FAX：03-3350-7818
http://www.jeef.or.jp/

課　　題

　生物多様性について、手軽に学べる手ごろなツールがな
いため、生物多様性や生態系サービスをテーマにした電子
絵本を開発しました。 1年に 1作品ずつ制作をし、 3年間
で 3本をウエブサイトで公開いたしました。

目　　標

　 1年目は第 1作目の制作と普及です。 2年目は第 1作目
のフィードバックを反映し、第 2作目の制作です。 3年目
は 2作品の成果をフィードバックさせ、第 3作目の制作で
す。 3作品は、ウエブサイトで公開です。

活動内容

①企画委員会を、 1年目は 6回、 2年目は 9回、 3年目は
13回開催しました。
②試行会を、 2年目は 1回、 3年目は 1回行いました。
③学会大会での発表を、2年目は 1回（日本環境教育学会）
3年目は 1回（こども環境学会）行いました。

④毎年、全国の環境教育関係者が一堂に集まる清里ミー
ティングで、 2年目、 3年目に電子絵本のプロモーショ
ンを行いました。

⑤ 亘理ホームカミング
デーで、電子絵本の読
み聞かせ会を行いまし
た。

⑥ 3 作品はウェブサイト
で公開をいたしまし
た。ダウンロード数は
約3,000でした。

達成できたこと

　当初の予定通り、 3作
品を仕上げることができ
たので目標を達成できま
した。

達成できなかったこと

　ダウンロード目標値は、 3 年間で3,600件という目標で
したが、2,973件で終了をいたしました（達成率82.53%）。
広報の弱さが原因だと思われます。

今後の展望

　引き続き、制作した電子絵本は広報チャネルを探り、プ
ロモーションへ努めてまいります。

  イベント参加者数   延べ800人
  イベント満足度   100％
  問 合せ件数   200件
  目 標達成度   95％

親子で生物多様性について学ぶ、
読み聞かせ絵本の製作と普及

公益社団法人 日本環境教育フォーラム

ワークショップの読み聞かせ会

イベントでの読み聞かせ会

電子絵本の試行会
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新潟県、愛知県、鳥取県
ほか

活動地域

　各クラブの関心やニーズに合わせた情報提供や
サポートが可能となった。また、特定の分野で意
欲的な活動をしているクラブを抽出することによ
り企業・団体等との連携に際し、より具体的な提
案ができるようになった。

成果と工夫したポイント

実践

一 般 助 成
3 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 3,200千円
平成25年度 3,200千円
平成24年度 3,200千円

〒103-0002　東京都中央区日本橋馬喰町
1 - 4 -16馬喰町第一ビル 9階
TEL：03-5643-6251　
FAX：03-5643-6251
http://www.j-ecoclub.jp/

課　　題

・ 多様な主体の連携・協働による環境保全活動の重要性が
指摘されているが、優良な事例はまだ少ない。

・ 子どもを対象とした環境教育の取組みが、持続可能な社
会に向けた「生きる力」の養成につながっていない。

目　　標

・ 子ども環境活動データベースに3,000件以上の活動デー
タを登録する。

・ 活動データをもとに、連携・協働取組みの提案を行う。
・ 子どもたちや指導者の交流イベントを開催し、活動継続
への意欲を高める。

活動内容

1. 「こども環境活動データベース」：子どもの環境活動データ
を幅広く収集し、データベースに蓄積するとともに、それ
らを用いて地域連携・協働取組の具体的な提案を行った。

2. 支援者の交流：子ども環境活動の支援者が交流し、ノ
ウハウの交換等によ
り互いの活動を高め
合う場を設けた。

3.  情報発信：多様なメ
ディアを活用して、
事業の成果である地
域のモデル事業やマ
ネジメントシステム
の適用結果を広く情
報発信した。

達成できたこと

・ 活動レポートを投稿した108のクラブとは密なコミュニ
ケーションがとれ、活動のステッ
プアップや子どもたちの意欲の
増進につながった。分野別のレ
ポート数では自然・生物多様性
が 4 割近くを占め、同分野に対
する子どもたちの興味・関心が
非常に高いことがわかった。

・ こどもエコクラブのOB・OG 5
名が中心となって指導者向けの
交流会を企画・実施し、コーディ
ネーターとしての一歩を踏み出
した。

達成できなかったこと

　蓄積された活動レポートのデータベースを十分に活用で
きず、自治体・企業・団体等、先方のニーズに合わせた具
体的な連携・協働の提案ができなかった。

今後の展望

・ データベースをもとに提案書を作成して企業・団体等へ
の営業活動を行い、連携・協働事業を実施する。

・ 地域の環境活動を総合的にコーディネートする人材を養
成する。

  イベント参加者数   延べ1,751人
ホームページの
ページビュー数  1,435,220ビｭｰ
3 年間に投稿された
活動レポート数  2,875件

  目 標達成度   70％

公益財団法人 日本環境協会

地域連携・協働取組による子ども環境活動
支援システムの構築

交流会におけるポスターセッション

岡山市交流会(H25)

こどもエコクラブ応援マ
ニュアル
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バングラデシュ人民共和
国

活動地域

・既存資料調査によるヒ素汚染の深刻な
28ユニオンの確認

・実態調査による支援効果が期待できる
12ユニオンの確認

・現地視察による再稼働可能な施設を含
む 7地域の確認

・地方行政関係者の積極的な関与

成果と工夫したポイント

・エスタド高校・ガストン分校で 3 年生
約80名がESD特別授業を受講した。
・本教育事業の前後で、将来地元で農業を
したいという生徒の割合が1割増加した。
・農業はビジネスという意識が
定着しだした。

成果と工夫したポイント

フィリピン共和国

活動地域〒477-0031　愛知県東海市大田町川南新田229　
日本福祉大学内
TEL：0562-39-3280(Ext.4515)　FAX：0562-39-3281
http://www.ikawako.com

フィリピン西ネグロス州における有機農業による
持続可能な開発のための教育（ESD）事業

（特非） イカオ・アコ

実践

一 般 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 2,998千円
複数年金額合計 2,998千円

〒350-2201　
埼玉県鶴ヶ島市富士見 4 - 2 - 7 -306号室
TEL：049-298-4302　FAX：049-298-4302

課　　題
・ 地下水ヒ素汚染対策用給水施設の維持管理不良による停止
・ 行政による住民への不十分な技術支援体制
・ 援助への依存体質に伴う給水施設利用者の主体性の欠如
・ 地下水ヒ素汚染地域における安全な水供給率の低下

活動内容
・ 既存給水施設実態調査トレーニング（参加者22名）
・ バングラデシュ南西部地域における既存給水施設実態調査
（ 5県、15郡、35ユニオン、85村、168施設）
・ 地方行政機関の協力を得た井戸水ヒ素検査促進キャンペーン
（ 4県、 9郡、12ユニオン）
・ 給水施設維持管理セミナー（参加者33名）

今後の課題
　 1年目の活動によって、地方行政関係者の協力を得て、停止中給水施設の再稼働の
ための技術的可能性が確認できた。しかし、持続的な給水施設の利用のためには、住
民の主体的関与が不可欠である。
　今後、地方行政関係者との協力体制を維持しつつ、ヒ素検査や維持管理に対する住
民の意識向上のための働きかけをしていきたい。

  イベント参加者数   延べ55人
  イベント満足度   80％
  メディア掲載回数   1 件
  目 標達成度   30％

バングラデシュの地下水ヒ素汚染地域における給水施設の
持続的利用のための啓発活動および維持管理技術支援

任意団体 応用地質研究会ヒ素汚染研究グループ

実践

一 般 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 3,560千円
複数年金額合計 3,560千円

課　　題
　対象地域は、サトウキビ畑で働く小作人たちの村で、そこには貧困による低学歴と
それによる低賃金労働という悪循環がある。

活動内容
　質の高い教育を行うため、教員23人に対して 1日間の研修
を行った。子どもたちに地域の資源を気付かせるため、地域
で農業で成功している農家を訪ね、実習を行った(各校 2 回
ずつ実施)。子どもたちに地域の資源を活かした有機農業の
技術を教えた（アウトプット：有機肥料100㎏、コンコークショ
ン20リットル、チンゲンサイ20㎏）。

今後の課題
　生徒たちが有機農業を家庭に帰って実践できるよう十分な知識と技術を教える。
地域の農家を育て、有機農業でビジネスとして成功した事例を増やす。

  イベント参加者数   延べ2,000人
  イベント満足度   92％
ホームページの
ページビュー数  1,500ビュー
  目 標達成度   40％

ユニオン関係者へのヒ素検査の紹介・研修

教員を対象としたセミナー ガストン分校の実験農園で
栽培実験を実施

給水施設維持管理セミナー
での現地討論
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ラオス人民民主共和国、カ
ンボジア王国、タイ王国

活動地域

カンボジア王国コンポン
チャム州

活動地域

　延べ55名の日本の市民が参加した公開
セミナー、英文ブックレットの発行、ウェ
ブサイトの開設を通じて、メコン河流域
の伝承から自然資源利用、環境保全のあ
り方を考える意義を分かりやす
く提示することができた。

成果と工夫したポイント

　理科教官 7 名と履修生87名が実践的な
環境教育の意義を理解し、今後、環境教
育システム構築に取り組む協力体制がで
きた。そのために、コンポンチャム中学
教員養成所と密に意見交換を
行って、信頼関係の構築に努めた。

成果と工夫したポイント

  問 合せ件数   14件
環境教育教官研修・モデル
授業の延べ受講人数  87人

環境教育教官研修・モデル
授業受講者の理解度  100％

  目 標達成度   33％

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 3,200千円
複数年金額合計 3,200千円

〒110-0016　
東京都台東区台東 1 -12-11青木ビル 3階
TEL：03-3832-5034　FAX：03-3832-5039
http://www.mekongwatch.org

課　　題
　自然資源に依存した生活が営まれてきたメコン地域では、急速な経済発展の下で自
然資源の劣化・伝統的な自然資源利用の知恵の喪失が著しい。一方、外から持ち込ま
れた環境保全事業は地域の生活から乖離しがちである。

活動内容
　ラオス、カンボジア、タイ出身ないしは 3カ国に確固たる知見
や活動基盤を持つ 7名のチームよって、 3カ国 6地点で環境や資
源管理にまつわる伝承（「人びとの物語」）104編を文字・音声・
画像・映像で記録し、その結果を市民公開セミナーを通じて発信
し、解説と17編の物語から成る英文ブックレットおよびウェブサ
イトにまとめた。 2年目は、こうした成果をもとに 3カ国でワー
クショップなど具体的な環境教育活動を実施する。

今後の課題
　初年度の事業の成果として収集・英訳した「人びとの物語」を、実際の環境教育、
地域の環境保全の現場にどのように還元するかが 2年目の課題となる。参加型の教育・
活動を目指すと同時に、現地で継続して使われる教材・手法を考案する必要があり、
開発教育の専門家や現地の関係者の意見を十分に聞きながら活動を組み立てる。

  イベント参加者数   延べ55人
  目 標達成度   40％メコン流域 3カ国における「人びとの物語」を

活用した環境教育活動

（特非） メコン・ウォッチ

実践

一 般 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 6,000千円
複数年金額合計 6,000千円

〒156-0051　
東京都世田谷区宮坂 2 -19-14-406号室
TEL：03-6413-6711　FAX：03-6413-6711
http://www.naturecenter-risen.com

課　　題
　カンボジアでは経済発展とともに森林破壊、大気・土壌・
水質汚染などの環境破壊が始まっている。ポル･ポト時代の
大虐殺で知識者層を喪失した同国では、自然環境の保護のた
めに環境教育指導者の養成が急務である。

活動内容
1. 理科教官対象の研修により、教官の100%が実践的環境教
育の意義と概要を理解した。

2. 履修生対象のモデル授業（物理、化学、生物、地学）を87名が受講した。
3. 「カンボジアの実践的環境教育指導書（クメール語）」の基本構成が決定した（授
業計画書、ワークシート、樹木地図・リストなど）。

4. 実践的環境教育に必要な教育器材を整備した（観察・実験器材と設置用棚三つ、
標本と設置用棚 1つを設置）。

今後の課題
・ 1 年目の教官研修の結果を受けて、 2年目以降は教官自身が環境教育指導を行える
ようになる。

・ 1 年目のモデル授業の結果を受けて、 1、 2年生それぞれに対する環境教育授業の
年間基本パターンを確立する。

・ 実践的環境教育指導書の原案を作成。現地語に翻訳して、研修・モデル授業におけ
る試用を行う。

カンボジア王国コンポンチャム中学教員養成所の
実践的環境教育支援

（特非） nature center risen

ラオス南部で村人から物語を聞き取る様子

校庭に寝転び自然を感じながら感性を研ぎ澄ます

実験等の体験的な教育に協
力して取り組む

ブックレットに収集し
た物語や解説を掲載
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ベトナム社会主義共和国
カント市

活動地域

インドネシア共和国スマト
ラ島

活動地域

　カント市人民委員会の許可を得た後、
投資計画部の許可に 6 か月余を有した。
伝統的環境保護良好事例を50件収集する
中で、地域の人々との交流と協力が生ま
れた。教育部と中学高校との参
加合意が得られた。

成果と工夫したポイント

　農業研修の結果、効率的なゴム園管理を
行えば必ずしも広い面積は必要ないこと、
品種改良されたゴムの苗木を導入すること
の重要性などを学んだ。また、有機農業の
有用性と小さな面積で効率よく収
量を上げる方法も学んだ。

成果と工夫したポイント

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 2,104千円
複数年金額合計 2,104千円

課　　題
　ベトナム・メコンデルタは、地球温暖化の気候変動に対し、もっとも脆弱な地域の
一つである。青少年による生活環境改善と地域環境保護に役立つ環境保護教育を、学
校関係者が協力して実施する機運が高まった。

活動内容
　カント市人民委員会と教育部等関係部署のプログラム実施
許可をとり、カント市公認プログラムとして実施する。伝統
的に行われている地域の環境保護活動良好事例を収集してト
レーニングツールを作成する。中学、高校各 1校の教員と学
校関係者に、参加型手法を取り入れたトレーニングを実施し、
彼ら自身が生徒に環境保護ワークショップを行う。その成果
を収集して成果発表会を実施する。

今後の課題
　投資計画部の許可が 6か月かかったため、トレーニングとワークショップの開催が
4月以降に持ち越され、テキスト印刷も待機状態となった。第 2年度は初年度で築い
たカント市との合意形成の下、達成できなかった教師・学校関係者へのトレーニング
と生徒へのワークショップを円滑に実施し、成果を収集し発表する。

  イベント参加者数   延べ200人
ホームページの
ページビュー数  2,000ビュー

  メディア掲載回数   1 回
  目 標達成度   20％

ベトナムカント市における青少年向け環境保護
活動普及のためのトレーナー養成プログラム

任意団体 GREEN

実践

一 般 助 成
2 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 3,097千円
複数年金額合計 5,893千円

〒155-0032　
東京都世田谷区代沢 2 -19-12
TEL：090-4420-6867
http://yui-tool.jimdo.com/

課　　題
　スマトラ島リアウ州のブキッ・ティガプル国立公園（TNBT)では、近年公園内に
暮らす先住民・地域住民による森林の開拓や違法伐採等が目立っており、森にダメー
ジを与えない形で生活を向上させる必要性が生じている。

活動内容
1. 効率的なゴム園管理方法や有機農業に関する研修を実施
（計 2回）
2. 有機肥料を使った野菜見本園
3. 他の国立公園の先進事例調査（延べ 3か所）
4. 活動紹介冊子400冊の作成

今後の課題
　 2年目に行う予定だった農業グループへの支援を 3年目に実施する予定である。具
体的には、くだものの苗木を提供し、メンバーの家で育成する。有機肥料づくりも継
続して行い活用する。また西バリ国立公園のスタッフをTNBTへ招き、経験をシェア
するとともに、TNBTの村をともに訪れて住民への支援の方法を探る。

  イベント参加者数   延べ30人
事例調査した
国立公園数  延べ 3 箇所
作成し配布した
冊子の冊数  400冊

  目 標達成度   70％
スマトラ島の森林保全をテーマとしたESD（持続可能な開発のための教育）
プログラムの開発～他の国立公園の先進事例調査と住民支援プログラム等～

（特非）ゆいツール開発工房（ラボ）

340　Nguyen　Van Cu　street, Quan Ninh 

Kieu, TP. Can Tho, Vietnam

http://windyvn.jp/

カント市関係諸団体との合意形成（ 3月）

ゴム園管理に関する研修に参加する村人 作成した冊子 『消えていくス
マトラの森で』

環境保護良好事例収集（防
虫ハーブ栽培）

121

総
合
環
境
教
育



インド・ウッタラカンド州
デラドゥーン市郊外

活動地域

　A-Zコースにはインド国内をはじめ世
界各地から様々な人が集い、共同生活の
中で、互いの経験を共有する場を設けそ
れぞれの課題を見つけた。そして参加者
は学校や地域社会において行動
していくことを約束した。

成果と工夫したポイント

フィリピン共和国

活動地域

　講座に参加した教員たち全員がそれぞ
れの学校で、講習会で学んだ手法により
環境教育プログラムを実施した。その発
表と共有の場を「環境教育フォーラム」
として設けたことが、実践のきっ
かけとなった。

成果と工夫したポイント

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 2,111千円
複数年金額合計 2,111千円

課　　題
　今日、私たちは天然資源と生態系の減少・消滅、飢餓と栄養失調、貧困の三つの危
機に直面している。その一因は産業化された現代農業にあり、地域在来の種子が減少
し、生物多様性が失われ、環境破壊が加速している。

活動内容
　インドの伝統的農業のモデル圃場であり、また環境教育の
場を提供するナヴダーニャ農場において、2014年 9 月 1 日か
ら30日までA-Zコースを実施。インド国内外から44名が参加
し、自家採種と種子の保存、土壌と水の保護を基盤とした環
境と生物多様性の保護・維持、オーガニック経済と現代農業
経済との比較、マーケティング、フェアトレード、最新の農
業について、講義と実践、多様なプログラムを通して学びを
深めた。

今後の課題
　教育プログラムのコースを今後も継続して行い、私たちはみな地球市民の一員であ
り環境の一部であることを認識し、どのように行動すべきであるか自ら考え実行でき
る人材づくりを行っていく。

  イベント参加者数   延べ419人
  イベント満足度   90％
  メディア掲載回数   2 回
  目 標達成度   100％

インド・ウッタラカンド州デラドゥーンにおける気候変動
と生物多様性、土壌と水に焦点をあてた総合環境教育事業

（特非） NAVDANYA TRUST（ナヴダーニャ・トラスト）

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
2 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 2,973千円
複数年金額合計 5,873千円

課　　題
　ルソン島北部山岳地方は重要な水源で森林資源の宝庫であるが、森林伐採、鉱山開
発など環境破壊が進行中である。居住の先住民が身近な自然の豊かさ、環境保全の重
要性に気づくことが必要である。

活動内容
　感受性が豊かで自由に発想できる子どもたちを対象に、身
近な自然をテーマとした環境教育プログラムを行いたいと考
え、継続と波及効果を考慮して、保育園からハイスクールま
での教員を対象とした、環境教育指導者養成講座を実施した。
子どもたちの心へのインパクトを考え、野外教室、アート、
演劇などを活用した体験型のワークショップを日本からの講
師も交えて指導し、参加の教員たちはそれぞれの学校で生徒
を対象に実施した。

今後の課題
　マウンテン州全体に広範囲にプログラムを普及させていくために、州の教育委員会
との話し合いやカリキュラムへの正式導入などを計画的に提案していく必要がある。
また、教員がマニュアルとして使える教材の作成も効果的と思われる。

  イベント参加者数   延べ389人
  イベント満足度   90％
  問 合せ件数   30件
  目 標達成度   70％

フィリピン・ルソン島北部山岳地方マウンテン州に
おける教育職員を対象とした環境教育指導者養成事業

任意団体 Cordillera Green Network Inc.

25 J.Felipe Street, Gibraltar, Baguio City, 
2600, Philippines
TEL：63-74-423-0839
http://cordigreen.jimdo.com

2 nd Floor, A-60, Hauz Khas, New 
Delhi, INDIA
TEL：91-11-26968077　FAX：91-11-26856795
http://www.navdanya.org

野外自然教室指導者養成講座での小学校教員

伝統的方法による米栽培のフィールドワーク

フォーラムで環境がテーマ
の演劇作品を発表

A-Zコース修了者に証明証
を授与
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八郎湖流域、南三陸町、天
龍村、三重県、北九州市

活動地域

秋田県

活動地域

　助成対象地域では、13校の小学校の授
業の中で34日、65回、七保未来塾で 4 回
環境学習を行った。さらに、対象以外を
含めると計153回で11,188人が参加した。
『地域環境学習事例集』をまとめ
配布する。

成果と工夫したポイント

　大学生が環境に関する知識を高め、「先
生」役になり、小学生とともに学び、実
践することで、大学生・小学生の双方だ
けにとどまらず、家庭や地域に持ち帰り、
地域住民への広がりが期待できた。

成果と工夫したポイント

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
2 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 2,900千円
複数年金額合計 5,700千円

〒300-1222　
茨城県牛久市 3 - 4 - 2
TEL：029-871-7166 　FAX：029-801-6677
http://www.asaza.jp/

課　　題
　八郎湖流域は、環境保全・人口流出や過疎化問題を、南三陸町は津波被災からの復
興、三重県は過疎化や耕作放棄地と獣害、天竜村は人口流出と過疎化、北九州市は都
市化等の問題を抱えている。

活動内容
　地域の課題を「答えの用意されていない問い」と捉え問い
を解決するためには、地域の未来の担い手である子ども達が
新しい視点で地域と向き合い、自分の方法で考える力を身に
つけることが必要である。そこで、子ども達が生き物という
他者の視点から地域を見直し、地域に眠っていた価値に気づ
き、気づかずにいたつながりを掘り起こし、そのつながりを
いかした未来の地域づくりの提案をする環境学習を主に全国
の小学校で進めている。

今後の課題
・ 『アサザプロジェクトの出前授業　環境学習事例集』『地域環境学習事例集』を活用
し、学習を実施する地域や参加校の拡大に努める。

・ 一人ひとりの児童が自分の方法で地域の自然や社会をとらえ直し、意欲や思いが継
続できるように教師や関係者との情報交換の場をもち、子どもの活動を支援する協
働体制も構築していく。

（特非） アサザ基金

NPO・学校・地域協働型環境教育実践モデルの
開発と普及

  イベント参加者数   延べ11,209人
  イベント満足度   96％
  メディア掲載回数   6 回
  目 標達成度   80％

実践

一 般 助 成
2 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 1,220千円
複数年金額合計 1,763千円

〒015-0411　
秋田県由利本荘市矢島町城内字八森下466- 3
TEL：0184-44-86250　FAX：0184-44-8765
http://akita-nanohana.com/

課　　題
　全国の自治体ではエコタウン事業や再生可能エネルギーの利用促進など、様々な取
組みが進められている一方で、取組みの中心にあるべき市民の間では各自治体の取組
みについて認知されているとは言い難い現状がある。

活動内容
　各自治体の取組み等の持続可能な社会の実現のためには、
市民が取組みに対して関心を寄せ、市民レベルから活動を盛
り上げていくことが求められる。そこで、各地域の小学生と
若い世代（大学生）が、自分たちの生活する地域の環境関連
の取組みを知り、地域及び地球環境保全への関心を高め、取
組みの実践に主体的に関わることを目的とした環境教育プロ
グラムに取り組んだ。年数回の環境学習会を開催し、より知
識を高めることができた。

今後の課題
　最終的なアウトプット目標である環境学習プログラム開発に向け、学生自身の自主
性により活動を展開していきたいが、講義等により時間が限られていることもありＮ
ＰＯ側でアイデアを提供するなどして活動を進める場面が多かった。学生の時間が比
較的確保できる夏休み、冬休み、春休みに活動を重点的に行っていきたい。

  イベント参加者数   延べ13,500人
  イベント満足度   75％
ホームページの
ページビュー数  1,000ビュー
  目 標達成度   60％

（特非） あきた菜の花ネットワーク

青少年によるエコタウン事業実践のための
環境プログラムの開発

理紀之助さんの贈りもの「草木谷米」をプロデュース

第 5回鳥海高原菜の花まつり

環境学習会（秋田県立大
学：秋田）

地域環境フォーラムで曽根
干潟への思い発表
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岩手県

活動地域

　地域活動 3 団体において、当団体から
ノウハウを得て独自の取り組みを試行す
る動きがあり、その支援に着手。その流
れで、 1 月より 4 団体の連携による、冬
場の体験学習会を 5 回実施。参
加延べ人数51人。

成果と工夫したポイント

東京都、フィリピン共和国パラワン
島、エクアドル共和国インタグ地方

活動地域

　フィリピン、エクアドルの現場を訪れ、
貴重な映像を60GB（約14時間分）撮影し
た。継続の年度で、これら映像と携帯電
話の製造過程とをつなげることで学生に
も身近な問題として感じられる
映像教材を作成する。

成果と工夫したポイント

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 4,800千円
複数年金額合計 4,800千円

〒020-0401　
岩手県盛岡市手代森14-16-242　
TEL：019-675-1303　FAX：019-675-1304
http://www.act.jpn.org/

課　　題
　当地域は、東日本大震災の復興が進む中、自然資源の価値を複合的な環境保全の啓
発に結びつけた観光資源として地域活性化を図りたいところだが、 3行政区にまたが
るなどの要因から、その実現が困難と見られていた。

活動内容
【調査活動】調査報告書制作頒布300部・追加28部配布／体験
学習コース視察会開催 参加数24名／プログラム案の実証実
験参加数 4団体・ 8名
【プログラム開発・普及啓発】プログラム制作800部／地域の
主要機関等へ発送600部・希望者へ頒布200部 ／ポスター制
作300部／チラシ制作3,000部　うち2930部頒布済み／WEB
開発、アクセス数5487
【ネットワーク形成】ネットワーク数44（ 3 月31日現在）

今後の課題
　体験会の開催を通して、参加者アンケートによりプログラム開発と手法の改善を図
る計画だが、より効果的な環境保全学習手法並びに普及啓発手法を見出すことが、今
後の取組みにおいても重要要素となるため、アンケート以外にも、多様な連携を推進
しながら多方面の意見を取り入れて進めていきたい。

  イベント参加者数   延べ32人
  イベント満足度   80％
ホームページの
ページビュー数  5,487ビュー
  目 標達成度   35％

（特非） いわて芸術文化技術共育研究所

早池峰から三陸をモデルとした“地球との絆”環境
教育実践型プログラムの構築とネットワーク形成

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 4,100千円
複数年金額合計 4,100千円

〒101-0063　
東京都千代田区神田淡路町 1 - 7 -11
TEL：03-5209-3455　FAX：03-5209-3453
http://www.parc-jp.org/

課　　題
　携帯電話などの小型家電に使用されている鉱物は世界中から仕入れられている。し
かし、その採掘現場では環境破壊や人権侵害を起こしている現場も少なくない。そう
した事実を日本の消費者に十分に伝える必要がある。

活動内容
　私たちが日々使用している小型家電に使われている鉱物の
ために環境破壊が行われている、あるいは行われようとして
いることをつなげて説明する環境教育ビデオを作成し、50ヶ
所以上の教育機関延べ1000名以上の学生に問題が伝わること
を目指す。また、そのために現場を 3ヶ所以上訪れ、合計30
日間程度の取材を行う。映像教材の制作と並行して、各取材ヶ
所にまつわる報告会などを通して市民社会への問題の普及啓
発にも努める。

今後の課題
・ 映像作品を目標期限までに制作すること
・ 問題が多岐にわたっており、すべてを伝えようとすると作品はとても長くなってし
まう。その取捨選択・優先順位づけが課題

・ 作品を制作した後、それを十分に普及させることは次年度以降の活動であるが、様々
な工夫をしなければならない

  イベント参加者数   延べ123人
鉱山開発現場に
おける取材映像  64.7GB
海外における採掘
現場の取材日数  23日
  目 標達成度   30％

携帯電話等小型電子機器と鉱物採掘における環境問題の
関係性を示した環境教育教材の開発・実践および普及

（特非） アジア太平洋資料センター（PARC）

早池峰発電所内部の撮影取材

先住民族の村で鉱山開発の影響を取材

鉱山開発で森は開かれ地面
が掘り起こされる

調査報告書・プログラム・
普及啓発ツール
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三重県

活動地域

継承教室には延べ135人が参加、体験後
の感想では、ほぼ全員が川の環境保全へ
の興味関心が高まったとの返答があった。
工夫した点としては、今と昔の川の変遷
を知る地域講師を招き、近年の
環境変化を伝えた。

成果と工夫したポイント

北海道

活動地域

・ 7地域にて20回（延べ93日間）の実施
・78名(延べ276名)の参加
・うち15回はスタッフでなくボランティ
アリーダーによる引率
・三つの高等教育機関と連携

成果と工夫したポイント

実践

一 般 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 2,382千円
複数年金額合計 2,382千円

〒519-2633　
三重県多気郡大台町久豆199
TEL：0598-78-8888　FAX：0598-78-8889
 http://osugidani.jp/

課　　題
　宮川では河川文化の消失が顕著であり、現在も引き継がれている伝統漁法や魚食文
化の継承が急務である。また、川と暮らしの乖離により、川への興味関心が低下し川
の荒廃へとつながっている。

活動内容
・ 河川文化継承教室の開催（キャンプでの川体験 4本・日帰
り川体験× 1本・鮎の調理教室× 1本）

・ 町内小学生への川の経験アンケート調査、小学生による祖
父母世代への川の思い出聞き取り調査の実施

・ 河川文化の調査・記録（映像動画記録 3本作成・聞き取り
記録 3人）

・ 取組みの情報発信（HP作成・ポスター発表実施・報告会
実施・ミニ展示の出展）

今後の課題
・ 引き続き、河川文化の調査、記録を実施
・ 調査、記録した物、情報を公開する漁法資料室の開設
・ 川での体験教室を実施し、地域住民に継承する体制を整える
・ 伝統漁を再評価することを通じて、他の流域でも持続的な生物多様性及び環境保全
の一助となるモデルを目指す

  イベント参加者数   延べ135人
  メディア掲載回数   7 回
  問 合せ件数   20件
  目 標達成度   40％

（特非） 大杉谷自然学校

宮川流域における伝統漁法の調査記録及び
継承のための環境教育

実践

一 般 助 成
2 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 3,155千円
複数年金額合計 5,723千円

〒064-0809　
北海道札幌市中央区南 9条西 3 - 1 - 7
TEL：011-562-0081　FAX：011-562-0081
http://www.ezorock.org/

課　　題
・ ESDについて現場での実践を通じて学ぶ場が不足
・ 取組みの現場ではパワーやアイディアを必要としている
・ 関心のある青年層は多く存在する
・ これらのつながりが少ない

活動内容
　北海道各地で実践型の取組みを展開している環境NPO等
と連携し、「日本全国の青年層を対象としたボランティア」
として環境問題の現場に参加する機会を提供する総合的なプ
ラットフォームの構築を目指す。

今後の課題
・ 事業としての継続性を高めるために価格設定の調整やスポンサー・支援の獲得
・ 年間延べ500人以上のマッチングを行う
・ 教育機関と連携
・ 年間20人以上のボランティアリーダーを育成する
・ 札幌以外の都市部（旭川、函館、釧路等）へのコーディネート機能の拡大

  イベント参加者数   延べ276人
  活 動 日 数   延べ93日
ボランティア
リーダー数  7 名

  目 標達成度   60％
地域のNPOと連携した総合的な
ESDプラットフォームの構築事業

（特非） ezorock

河川文化継承を目的に行った体験講座の様子

旭岳姿見散策路にて巡回を行うボランティア バイオトイレの設置を行う
ボランティア

県立博物館で活動成果を
展示発表した
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福岡県、九州、全国

活動地域

　リーダーを28人育成し、ステップアッ
プ講座に70人が参加、ひさやま保育園が
27年度新規に取り組む予定。「森のムッレ
教室」等を50回実施し844人の参加を得た。
行政や子育て支援関連団体等と
連携した広報を行った。

成果と工夫したポイント

東京都・茨城県・福島県

活動地域

　 3年間で延べ859名（うち障がい者73名）
にご参加いただきました。地域の障がい
者関連団体や、日本補助犬協会との連携
を図ることで、よりたくさんの障がい者
にご参加いただけるようにしま
した。

成果と工夫したポイント

実践

一 般 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 2,100千円
複数年金額合計 2,100千円

〒811-3217　
福岡県福津市中央 1 -16- 6  506号室
TEL：090-5080-3581　FAX：0940-43-1706
http://knet-niji.jp

課　　題
① 持続可能な社会の担い手育成に必要な乳幼児期からの自然体験型の環境教育が不足
している。

②リーダーの研修の機会がなく継続的な実践につながりにくい。
③実践事例が集積されていないため取組みが広がりにくい。

活動内容
① スウェーデンの乳幼児期からの発達に応じた自然体験型の
環境教育プログラムを普及するため、子どもたちを自然に
いざなうリーダー養成講座を実施し28人育成した。

② リーダーのスキルアップとネットワーク化を図るステップ
アップ講座を開催し70人の参加を得た。

③ 5 、 6 歳児対象の「森のムッレ教室」等を計50回実施し844人の参加を得た。
④ 保育園や地域での国内事例集を700部作成、リーダーや幼児教育関連機関等に配布した。

今後の課題
　持続可能な社会づくりとその担い手の育成に向け
①今後も毎年30人子どもたちを自然にいざなうリーダーを育成する。
② リーダーステップアップ講座を毎年2回実施してスキルアップとネットワーク化を進める。
③ムッレ教室等を福津市で実施しつつ他県や保育園等に普及する。
④事例を追加した国内事例集Ⅱ、Ⅲを作成配布する。

任意団体 環境ネットワーク「虹」

持続可能な社会づくりに向けた乳幼児期からの
自然体験型の環境教育普及事業

  イベント参加者数   延べ942人
  イベント満足度   90％
  問 合せ件数   40件
  目 標達成度   35％

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
2 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 3,100千円
複数年金額合計 7,473千円

〒164-0001　
東京都中野区中野 2 - 3 -13　CD研究所内
TEL：03-3229-1041　FAX：03-3229-1044
http://www.kasairinkai.com/tankentai/

課　　題
　スタートは防災プログラムから。視覚障がいの参加者から、健常者との接点のある
プログラムへのご要望をいただいたことがきっかけとなり、環境教育へとその範囲を
広げようということになりました。

活動内容
① 障がいの有無を問わずに楽しんでいただけるように工夫を
した環境教育プログラム「感じる公園ワークショップ」の
開発と提供を行いました。 6つの施設で総計17日実施をし
ました（24年 3 日、25年 4 日、26年10日）。

② 視覚障がい者向けのコンテンツとして、プログラムの実施
状況について、音声を中心としたレポートを作成してホー
ムページで公開しました（24年度 2本、25年度 3本、26年
度 4本）。

今後の課題
　障がい者の参加比率の向上が最大の課題となっています。今後はより広範に障がい
者団体や企業のダイバーシティ担当部署などとの連携を深めていくことと、障がい者
関連のメーリングリストなどへ投稿などを通じた情報発信をより積極的に行っていき
ます。

  イベント参加者数   延べ546人
  イベント満足度   90％
ホームページの
ページビュー数  5,400ビュー
  目 標達成度   70％

葛西臨海たんけん隊特別プログラム
「感じる公園ワークショップ」

一般社団法人 葛西臨海・環境教育フォーラム

森のムッレ教室：二ホンカナヘビを発見

植物をにおいで感じます

たくさんの方がご参加くだ
さいました

リーダー養成講座：森の妖
精ムッレ登場
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全国

活動地域

宮城県仙台市、三重県四
日市市

活動地域

　「子ども環境ビデオレポート」実践講座
を15回実施　「子ども環境ビデオレポート
実践マニュアル」を作成　「子ども環境ビ
デオレポート」ホームページを公開　「子
ども環境ビデオレポート」ビデ
オコンテストを実施

成果と工夫したポイント

①市民案を請願書として提出し、3月議会で
採択された。工夫：行政や他のNPOとの連
携、地元議員への継続的働きかけを行った。

②中学校で活用できる資料の完成と環境
基本計画へ意見書提出。行政、
教育委員会との連携を図った。

成果と工夫したポイント

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
2 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 1,222千円
複数年金額合計 2,973千円

〒110-0002　東京都台東区上野桜木 1 -14-21　
高遠レジデンス上野桜木202号室
TEL：03-5832-9401　FAX：03-5832-9402
http://www.weathercaster.jp/

課　　題
　「ESDの10年」では情報収集・分析能力、コミュニケーション能力を育むこと、体
験体感を重視する参加型アプローチとすることが求められているが、学校現場ではこ
のような学習の機会が不足している。

活動内容
　子ども達が持続可能な社会づくりについて自分達の力で気
づき、調査し、考え、発表する実践型・参加型の環境教育の
機会を提供すること、その環境教育活動により低炭素社会、
循環型社会の実現に寄与することを目的として、子ども達が
身近に及んでいる地球温暖化の影響、地域で行われている取
組みを紹介し、自分達の意見を発表する「子ども環境ビデオ
レポート」を作成する教育プログラムを開発、普及させる。

今後の課題
　「子ども環境ビデオレポート」の認知度を上げることが難しかった。環境団体への
働きかけを強化していきたい。
　ビデオ作成という手法のハードルが高く、今後一層の普及活動が必要である。

  イベント参加者数   延べ66人
  メディア掲載回数   1 回
  ビデオ作品数   10点
  目 標達成度   50％

「子ども環境ビデオレポート」
教育プログラム開発・普及

（特非）気象キャスターネットワーク

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
2 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 2,500千円
複数年金額合計 5,000千円

〒145-0071　
東京都大田区田園調布 2 -24-23-301号室
TEL：03-5483-8455　FAX：03-5483-8755
http://www.kanbun.org/

課　　題
① 温暖化防止のための「みやぎ環境税」が効果的に使われているかの疑問があり、よ
り良い環境税にする政策提言の必要性が生じた。

② 四日市では環境教育の遅れを取り戻すための政策提言と手法の変更の必要性があっ
た。

活動内容
① 昨年度に続き、現状把握のための見学（複数回）、他NPOとの
意見交換（ 1回）、ワークショップ（ 7回）を開催したほか、
議員への働きかけ（地元で継続的）を行い最終的に 5名の県会
議員を交えた意見交換と請願書の提出を行った。

② 昨年度に続き、ワークショップ( 6 回)と研修会（ 1回）を開催
し、環境教育促進のための提言内容の検討と、市内中学校で活
用できる資料を作成した。今年度はワークショップに中学校教
師も参加、内 2回は中学校で行った。

今後の課題
① 請願の採択により当初の目標は達成した。今後は実際の政策への反映と実施状況の
見守りを継続する。

② 完成した中学校版は来年度実際に学校で活用の予定。小学校版は来年度に作成予定。
また環境教育関連政策は基本計画の進捗状況を見ながら追加的に提案するとともに
市民の環境力アップのための方策を引き続き検討する。

  イベント参加者数   延べ170人
  イベント満足度   100％
ホームページの
ページビュー数  55,000ビュー
  目 標達成度   ①100％②90％

環境教育等促進法に基づく環境教育活動の改善と
政策提言を支援する活動

（特非） 環境文明21

環境ビデオレポートの撮影の様子

みやぎ環境税の請願書を県会議員に提出した

みやぎ環境税の活用に
関する請願書

環境ビデオレポートのワン
シーン
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栃木県芳賀郡益子町・同
芳賀町、栃木県真岡市

活動地域

・出来上がったガイドブックを、教育委員
会と協力して頂いた学校へ持参。

・エコツーリズム及び真岡の観光について
新たな課題が明確になった。

成果と工夫したポイント

長野県

活動地域

　参加した大学に応じて、それぞれ異な
る地域課題をプログラム化して提供した
（ 4 大学）。必然性を高めるためにも、暮
らしの中に気づける場を用意すること、
また課題に直面している地域住
民との交流を用意した。

成果と工夫したポイント

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 2,965千円
複数年金額合計 2,965千円

〒321-4304　
栃木県真岡市東郷1589
TEL：0285-81-5544
FAX：0285-81-5092

課　　題
・ 自然環境教育ガイドブックを作り、小中学校の教育現場での環境教育を推進する
・ 市民と子どもたちにふるさとの「自然環境の素晴らしさ」を体感させる
・ ふるさとの環境資源を活かしたエコツーリズムを企画・実践する

活動内容
・ 真岡市小中学生用の環境教育ガイドブック700部作成、真
岡市小中学校27校と県内市町村図書館贈呈予定

・ 石田講師の河川環境説明会と里山観察会を行った。県内の
子どもたちと保護者（65名参加）

・ エコツーリズム勉強会に市商工観光課・観光協会の参加が
あり、基本的知識を得た。行政と民間との協働活動の可能
性を発見し、地域活性化の大切な企画と確信した。

今後の課題
・ 環境教育アンケート調査の分析内容の活用
・ 自然観察会・里山観察会の常設場所の整備必要
・ エコツーリズムの勉強と視察並びにスタッフ確保が課題

  イベント参加者数   延べ55人
  イベント満足度   60％
  メディア掲載回数   2 回
  目 標達成度   30％

森の恵み―山・川・海をつなぐ鮭たちの姿

（特非） 鮭守の会

実践

一 般 助 成
2 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 1,278千円
複数年金額合計 2,221千円

〒399-1801　
長野県下伊那郡泰阜村6342- 2
TEL：0260-25-2851　FAX：0260-25-2850
http://www/greenwood.or.jp

課　　題
　耕作放棄地や森林荒廃など、深刻さを増す中山間地域の過疎・限界集落の問題は重
要な危機的問題も生じており、そのような問題解決のために若者の力を必要としてい
る。

活動内容
　近年の環境教育および成人教育の理論から有効であるとい
われる、コミュニティでのボランティア活動や自然体験活動
を組み込んだ学習プログラムを開発・実施。具体的には、国
内の過疎・中山間地域で、当該NPOが村内や全国の自然学
校のネットワークと山村の教育力を活用し、若者を対象にし
た持続可能な地域づくりおよびESDを実践できる人材を養
成する。そのためにコミュニティ・サービスラーニング事業
を実施した。（48名）

今後の課題
・ 若者が課題に気づくためのプログラム開発
・ 通年での地域課題解決プログラムの開発

  イベント参加者数   延べ371人
  イベント満足度   90％
  目 標達成度   70％

中山間地域づくりに資する総合的な
青年環境教育事業の実施

（特非） グリーンウッド自然体験教育センター

校長会にてアンケート協力依頼

地域で獣害駆除を学ぶボランティア

放置林を活用して作成した
デッキ

ガイドブック完成
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東京都、愛知県名古屋市、千葉県柏市、アメリカ合衆国、カ
ンボジア王国、ラオス人民民主共和国、インドネシア共和国

活動地域

　生物多様性に関する環境教育の導入教材
「一本の木の物語 3」のプログラム 4種・指
導者ガイドを制作。愛知・千葉で発展的モ
デルの創出。全国行事等でPRを4回実施。
アメリカ、カンボジア、ラオスな
どで情報発信及び活動を実施。

成果と工夫したポイント

埼玉県、群馬県
及び宮城県

活動地域

　環境と発達障害を学ぶセミナー（11回）
に教員、大学生、NGOスタッフ、市民な
ど、計91名が参加した。その参加者が実
行委員として、12月に山元町から講師を
招いて、講演会を開催した。
　参加者は40名だった。

成果と工夫したポイント

  イベント参加者数   延べ4,900人
グリーンウェイブへ
の参加者数(2014年) 280％前年比増
植栽した樹木の
本数（2014年）  240％前年比増
  目 標達成度   25％

課　　題
　国の「環境問題に関する世論調査（H24）」によると、生物多様性の意味について
理解している人がわずかであり、生活や地域へのつながりへの理解と具体的な行動を
喚起していくことが必要であるため。

活動内容
　地域に根付いた生物多様性の主流化に向けた全国汎用的な
教材・カリキュラム・手引き制作（ 4種）。地域での発展的
モデルの創出（ 2箇所）。都道府県レベルのサポート体制の
確立（ 1箇所）。全国的な推進体制の設立・運営。シンボル的・
全国行事等でのPR実施（ 4回）。地方連携リレーキャンペー
ンの実施（初年度は試行）。世界との情報交流・交換の枠組
み構築（初年度は検討）。国際会議等における世界への発信（ 2
回）。

今後の課題
　「一本の木の物語」等のプログラムを教育関係者等の協力を得て全国汎用的な教材
として編集制作。多様なセクターと連携して都道府県レベルでのサポート体制を確立。
全国的行事と連携したシンボル的行事実施、イベント等でのＰＲを展開。国際会議で
の発信や、海外での情報交流・交換を目的とした情報プラットフォームを設置。

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 4,800千円
複数年金額合計 4,800千円

〒112-0004　
東京都文京区後楽 1 - 7 -12
TEL：03-5684-3890　FAX：03-5684-3890
http://www.greenwave-net.com/

全国・世界での生物多様性の主流化に向けた
先導モデル創出・推進体制構築事業

任意団体 「生物多様性と子どもの森」キャンペーン実行委員会

課　　題
　発達障害の児童・生徒が不登校の場合、自然体験学習の機会や社会に参加するきっ
かけを持てない。宮城県山元町では被災した駅舎のトイレに太陽光パネルを町民の手
で設置したいが、ノウハウがない。

活動内容
①環境を学ぶ学習ワークショップを 5～11月に計19回、北本での
自然観察オリエンテーリング、埼玉・宮城で田んぼの生き物調
査などを行い、不登校・発達障害の児童生徒、教育関係者、大
学生、市民計154名が参加した。

②特に、太陽光パネルの作成では星さ大宮高校21名、宮城県山元
町の高校生・町民21名で、各 2基ずつ作成、常磐線旧山下駅の
トイレ用灯火電源として10月に設置。見学会を11月に実施した。

今後の課題
　発達障害のこどもの学びの場を創る協働体制の構築はまだ道半ばである。地域の特
別支援学校コーディネーターと連携し、環境ワークショップなどの学習会や講演会を
開催しながら、不登校・発達障害の児童が持続的に学ぶことができる「学びの場」運
営組織作りについては今後も、話し合いの機会を作っていきたい。

  イベント参加者数   延べ503人
  イベント満足度   50％
  問 合せ件数   38件
  目 標達成度   50％

実践

一 般 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 2,000千円
複数年金額合計 2,000千円

〒363-0027　
埼玉県桶川市川田谷5563- 5
TEL：090-1793-6665　FAX：048-786-9261
http://www.shabondama.org

実践的な人材の育成と連携・協力体制の構築を目指す、不登
校・発達障害の児童生徒が参加する環境学習ワークショップ

（特非） しゃぼん玉の会

みどりとふれあうフェスティバルクイズ出題

カンボジアでの「一本の木」
ワークシート

太陽光パネル作成を
よびかけるチラシ

旧山下駅トイレに設置された太陽光パネル

みどりとふれあうフェスティバルクイズ出題
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全国

活動地域

　下記地域において、合計28,738作品の応募
数がありWEB上に掲載した。
北海道下川町、岩手県釜石市、宮城県東松島
市、福島県新地町、南相馬市、千葉県柏市、
東京都品川区、横浜市、京都府宮
津市、高知県、佐賀市、那覇市

成果と工夫したポイント

全国

活動地域

　「生物多様性アクション大賞」により55
件の「 5 アクション」事例を収集し、「い
きものぐらし」ウェブに掲載した。多様
な主体からなる「国連生物多様性の10年
日本委員会」との連携により円
滑に進んだ。

成果と工夫したポイント

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
2 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 4,698千円
複数年金額合計 7,837千円

〒103-0002　東京都中央区日本橋馬喰町 1 - 4 -16 
馬喰町第一ビル 9階　公益財団法人日本環境協会気付
TEL：03-5643-6251　FAX：03-5643-6250
http://www.recycledesign.or.jp/enikki/

課　　題
　子どもたちが環境問題について考え、絵と文章で表現する「環境絵日記」を通じ
・ 環境に対する知力・行動力を育む。
・ 行政等と連携し環境プラットフォームを構築する。
・ 子どもたちの思いを発信・具現化する。

活動内容
・ 地域における環境絵日記の推進を図るため、各地域を訪問し事
業概要の説明・ヒアリング及び実施ノウハウと全国事務局にて
作成した統一の応募用紙（ 3万枚）を希望する地域に提供した。

・ 環境絵日記の普及拡大を目的に、各地域の担当者を集めた意見
交換会を実施した。

・ 企業・団体にとって「環境絵日記に込められた子どもたちの思
いを具現化すること」のメリットを検討する一環として、応募
作品具現化のトライアルを行った。

今後の課題
　平成27年度は、実施地域を引き続きサポートするとともに企業・団体における弊会
への支援・連携メリットを打ち出していく。

  イベント参加者数   延べ28,738人
  イベント満足度   90％
ホームページの
ページビュー数  432,699ビュー
  目 標達成度   80％

環境プラットフォームづくりを目指した「環境絵
日記」事業の実施

任意団体 全国環境絵日記実行委員会

知識の提供・普及啓発

一 般 助 成
2 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 4,200千円
複数年金額合計 8,161千円

〒101-0041　東京都千代田区神田須田町 2 - 2 - 5
CTNビル 3階　地球と未来の環境基金内
TEL：03-5256-6770
http://cepajapan.org/

課　　題
　生物多様性条約の愛知ターゲット 1「生物多様性の主流化」達成に向け、生物多様
性に関心のない市民を巻き込む手法を作り上げ、多くの団体との連携に向けた普及啓
発をさらに推進し、世界中の普及啓発活動に貢献する。

活動内容
・ 「 5 つのアクション」を収集する「生物多様性アクション大賞」を推進
・ 5 つの国際会議に 1～ 3名を派遣し、提言・発表・ワークショップを実施
・ 都市部での自然観察会を 3回開催
・ 「地域ワークショップ」を 2回、海と田んぼからのグリーン
復興会議を 3回、「Bセンスさんぽ（身近な環境の中にある
自然や自然物と人とのいい関係を発見しながら歩くこと）」
の下見を 2回開催

・ エコプロダクツ2014で「生物多様性ナレッジスクエア」を
企画・運営

・ CEPA活動を共有する仕組みを構築

今後の課題
　国際会議から地域での取組みまで、活動の幅がさらに拡大・深化しており、恒常的に
運営推進力が不足している。組織拡充に向け他助成金や寄付の獲得など、活動基盤の
強化が引き続き必須である。

  イベント参加者数   延べ599人
国際会議への
参加回数  5 回
収集した

5アクション事例数  55件
  目 標達成度   60％

生物多様性を守るために　わたしたちにできるこ
と　MY行動宣言 5つのアクション

一般社団法人 ＣＥＰＡジャパン

CEPA活動共有のしくみ
構築

生物多様性ナレッジスクエアでの普及啓発

環境絵日記から未来を考えるワークショップ

子どもたちからの
「環境絵日記」
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九州地域

活動地域

・ ESDの理解を深めるためシンポジウムを
開催、全九州市民300名が参加した。

・ 九州にESDを広げる目的で 8県11団体が
繋がり「九州ESD推進会議」を立ち上げた。

・ 世界会議に53名の市民が参加し
た。

成果と工夫したポイント

全国

活動地域

　多様な海外ゲスト 3 名を招いて基調講
演をしてもらった。広範なチラシの配布
のほか、ソーシャルネットワークなども
利用した広報に力を入れ、全国各地から
計110名の参加者を得、多様な視
点での議論ができた。

成果と工夫したポイント

知識の提供・普及啓発

特 別 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 2,355千円

〒805-0071　
福岡県北九州市八幡東区東田 2 - 5 - 7
TEL：093-661-2133　FAX：093-671-7782
http://www.k-esd.jp/

課　　題
・ 市民参画による持続可能な社会の構築にむけて、ESDの周知と理解を深め市民各
自の行動の変容を促す。

・ 九州ESD推進会議を立ち上げ、九州各県における繋がりを生み出し2015年以降の
ESDの推進を図る。

活動内容
⑴九州ESD推進会議開催（ 2 回）　⑵「持続可能な未来のた
めのミーティング・北九州」開催（ 1回）　⑶九州地区にお
ける「国連ESDの10年」総括事業　「つながろう、ひろげよ
う!市民と世界～国連ESDの10年締めくくり会合in九州～」
開催（ 1回）　⑷2015年以降のESDの推進をめざした九州地
区市民の声をまとめた「九州アジェンダ」の作成（500冊）　
⑸九州ESD実践団体の活動事例をまとめた「九州アクション」
の作成（500冊）　⑹ESDに関するユネスコ世界会議に九州
市民53名が参加

今後の展望
・ GAPを踏まえた北九州ESDアクションプランの作成
・ 九州ESD推進会議の構成団体に様々な分野の実践団体との繋がりを生み出す仕組
みを作り、全九州地区におけるESD推進のネットワークをさらに広げる。

九州地区における「国連ESDの10年」総括事業「つながろう、ひろ
げよう！市民と世界」～国連ESDの10年締めくくり会合in九州～

任意団体 北九州ESD協議会

知識の提供・普及啓発

特 別 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 3,753千円

〒101-0044　
東京都千代田区鍛冶町 2 - 5 -16　 4 階
TEL：03-5294-1441　FAX：03-5294-1441
http://www.ecoplus.jp

  イベント参加者数   延べ135人
  イベント満足度   85％
ホームページの
ページビュー数  564ビュー
  目 標達成度   100％

課　　題
　国内で展開されるESDや環境教育、野外教育などで「地域に根ざした」という言
葉がみられるようになったが、地域とは何か、地域に根ざすとは何かなど、議論が不
十分。世界的な論点もあまり紹介されていない。

活動内容
　2014年11月13日に東京・早稲田大学でプレフォーラムを開催。ゲスト講師はピート・
ヒギンズ教授（エジンバラ大学）。参加者は教育関係者ら25名。
2015年 1 月11日～12日に、東京・代々木で、国際シンポジウ
ム「ESDと『場の教育』」を開催。海外からはピート・ヒギ
ンズ氏のほか、イヒ・ヘケ氏（ニュージーランド政府健康・
教育アドバイザー）、ジェサダ・サラトーン氏（チェラロン
コン大学講師）。国内からは鈴木重男・岩手県葛巻町長らが
講師として参加。教員、野外・環境教育の指導者、行政関係
者、市民、学生など110人が集まり、持続可能な社会づくり
とESD、さらに地域に根ざした学びについて意見を交わした。

今後の展望
　日ごろはESD、野外教育、環境教育など個別分野で活動している関係者が、「地域」
を切り口につながる可能性が示された。この対話の場を継続発展させていきたい。

国際フォーラム「ESDと『場の教育』」

（特非） ECOPLUS

  イベント参加者数   延べ400人
  イベント満足度   100％
ESD世界会議
参加者数  53名

  目 標達成度   100％

ESD世界会議に九州地区
から53名参加

国際シンポジウム最後の全
員での写真

国際シンポジウムの様子

ESDの10年締めくくり会合in九州開催
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全国

活動地域

　作成した宣言と提言はその実現をめざ
して賛同者を募り、3月末日現在、21団体・
57個人の賛同を得た。また政府のみなら
ずESD推進議員連盟への働きかけ、その
実現に尽力した。

成果と工夫したポイント

東京中心の関東、沖縄、
岡山、愛知

活動地域

＊東京・沖縄・名古屋・岡山とも各地域の
教育委員会との連携により延べ 6 万部
に及ぶチラシ配布を行うことができた。

＊岡山・名古屋・東京　沖縄とも、外国人
の参加があり、活動の広さを
物語った。

成果と工夫したポイント

知識の提供・普及啓発

特 別 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 5,400千円

〒160-0022　
東京都新宿区新宿 5 - 7 -14　202号室
TEL：03-5775-3737　FAX：03-3226-1510
http://www.classiclive-un.org/

課　　題
　ESDの普及のため、日本で開催するDESD（国連持続可能な
開発のための教育の10年）最終年会合のプレ・アフターイベント
として、開催地名古屋・岡山と沖縄、東京にて「OUR BLUE 
PLANET」を上演し広く一般の人たちに伝える。

活動内容
1  地域のESD団体との協力
2  活動地域（東京・沖縄・名古屋・岡山）でのNPOとの連携
3  「地球憲章」を教材とする週 2回の勉強会
4  マスコミとの協力
5  ネットを使った宣伝広報

今後の展望
　2015年の活動は、下記団体からのオファーを頂くことにより継続が可能となった。
6月予定：藤沢学園（まだ予定であるがESD活動の協力は決定している）
8月30日：サントリーホール（東京都との連携）
11月21日：北九州市国際会議場（現地ESD団体との協力による20周年が決定している）

  イベント参加者数   延べ850人
  イベント満足度   89％
ESD関連の学校や
団体からの問い合せ  35件
  目 標達成度   85％

地域を活かし、人を育てるESD啓発事業
“アワ・ブルー・プラネット”

（特非） 国際連合活動支援クラシックライブ協会

知識の提供・普及啓発

特 別 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 4,800千円

〒116-0013　東京都荒川区西日暮里 5 -38- 5 　　
日能研ビル201号室
TEL：03-5834-2061　FAX：03-5834-2062
http://www.esd-j.org

課　　題
　2014年はESDの10年の最終年であるが、この10年でESDが十分に広がったとはい
いがたく、より一層の推進に向けた提案を、ESD実践者から形成していく必要があっ
た。

活動内容
　2014年度の前半は、全国 8か所で地域ミーティングの開催を支援。その成果をベー
スに 6月に「地域と市民社会からのESD提言フォーラム」を開催し、宣言と13項目
の提言を作り上げた。また「ESDと企業の集い」を開催し、
有志によって「企業によるESD宣言」を作成した。11月に
開催されたESDユネスコ世界会議では、日本のESDにおけ
る市民イニシアティブと「地域と市民社会からの宣言・提案」
「企業によるESD宣言」を発信すべく公式サイドイベントを
開催。また併催イベントや展示等で広く賛同者を募った。
2015年 3 月には、一連の取組みと成果をとりまとめた「ESD
レポート拡大特集号」を発行し周知に努めた。

今後の展望
　ESD支援センターの設立に市民セクターとして積極的に参画することで、官民協
働のESD推進施策を実現していきたい。

  イベント参加者数   延べ約500人
提言への賛同団体、

個人の数  88団体·個人
  目 標達成度   90％

「地域と市民社会からのESD提言フォーラム」に
よる提言および普及活動

（特非） 「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議（ESD-J)

沖縄科学技術大学院
大学報告書

提言パンフレットと企業宣言

フィナーレ全体合唱　「愛の星地球」

併催イベントでの仕組みづくりの議論
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北陸（富山県、石川県、
福井県）

活動地域

　北陸のESD活動に関し、世界会議等で
周知された（500部配布）。ESD資料検索
ガイドが北陸全域に幅広く周知された
（6,000部）。世界会議等への参加（20名）
を通じ北陸の教員等のESD理解
が深まった。

成果と工夫したポイント

全国

活動地域

①ESD情報パンフレット：全国5,000高校
に送付
② 4会場、総勢212名がイベントに参加。
「環境ネットワーク」の情報も利用しな
がら、参加校の募集を行った。

成果と工夫したポイント

実践

特 別 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 1,397千円

〒920-0962　
石川県金沢市広坂 2 - 1 - 1
TEL：076-223-1633　FAX：076-223-1644
http://www.ucon-i.jp/

課　　題
　北陸ではまだまだNGOや企業の間でESDが十分推進されていないので、北陸の幅
広い関係者の間でこれまでのESD推進の成果を共有し、「ESDの10年」終了後の新
たな飛躍に向けた新体制を構築する必要がある。

活動内容
　ESDに関するユネスコ世界会議（以下「世界会議」）に向けた北陸マルチステーク
ホルダーによる会議を平成26年 5 月に開催し、北陸のESD活動に関する広報文書を
取りまとめ、世界会議関連の会合で周知した。また、世界会
議の成果報告会を北陸 3県それぞれで開催した。また、北陸
のESD報告書を中心に、ホームページを活用した教員等が
現場での実務に使いやすいような資料検索ガイドを作成・印
刷（7,000部）し北陸全域に幅広く周知した。また、北陸の
教員、教育委員会職員をユネスコスクール世界大会等、世界
会議関連の会議に派遣し、ESDに関する知見を深めるとと
もに、国内外の他の地域のESD関係者との交流を図った。

今後の展望
　今後の北陸でのESDの推進に関し、各県での世界会議成果報告会等を通じて合意
が得られたことは重要。北陸ESD推進コンソーシアム等を通じて着実なESDの推進
を図る。

  イベント参加者数   延べ約500人
世界会議関連イベント
への北陸の参加者数  26人
資料検索ガイド
配布部数  6,000部

  目 標達成度   75％
ESDの10年ユネスコ世界会議に向けた北陸の
ESD活動の総括とメッセージ発出

一般社団法人 大学コンソーシアム石川

知識の提供・普及啓発

特 別 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 3,000千円

〒105-8002　
東京都港区浜松町 1 -31　　
株式会社文化放送開発センター内
TEL：03-5403-2620　FAX：03-5403-2632

課　　題
　全国の高校生は大変熱心に環境活動を実践している半面、国際的な環境状況やSD
＝持続可能な開発、の理解不足が見受けられる。環境活動をしている高校生だからこ
そ、将来のためにSDの理論を伝える必要があると考える。

活動内容
①ESD情報パンフレット「ESD」を作製し、全国の5,000校
に送付。

②「全国高校生ESDシンポジウム」の開催
平成26年10月 5 日（日） 岡山会場
平成26年10月13日（月・祝） あいち・なごや会場
平成26年10月19日（日） 東京会場
平成26年10月26日（日） 東北会場

今後の展望
　高校生環境ネットワークを通じて、今後も「持続可能な開発」の考え方を高校生や
ユース世代へと普及させていきたい。

全国高校生ESDシンポジウム

  イベント参加者数   延べ212人
集まった

「高校生ESD宣言」の数  51宣言
ESD情報パンフレット

配送校数  5,062校
  目 標達成度   85％

任意団体 全国高校生エコ・アクション・プロジェクト実行委員会

ESD資料検索ガイド：表
紙と活用の仕方

「高校生ESD宣言」は様々
な場所で掲示

北陸のESDの広報用資料

ESD活動実践校による事例発表
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福島県いわき市

活動地域

　様々な分野の専門性が要求されるため
関連団体（NPO法人いわき環境研究室、
いわきの森に親しむ会等）に所属する人
を含めて、「いわき自然エネルギー研究会」
（登録会員16名）を立上げ事業の
推進母体とした。

成果と工夫したポイント

東海・中部地域

活動地域

三つの国際イベントを通じて、国際的な
ポスト2014年の連携の可能性を、市民レ
ベルで模索することができた。こうした
試みは、ポストESDのキックオフとして
非政府・市民社会が取組みを始
める契機となった。

成果と工夫したポイント

国際会議

特 別 助 成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 3,000千円

〒487-0027　
愛知県春日井市松本町1200
TEL：00568-51-7618
http://chubu-esd.net/

課　　題
　国連「ESDの10年」に関する「ESDユネスコ世界会議」において、国際的な各種
イベントを開催する。とくに市民レベルでのESDの活動交流を行い、2014年以降の
ESDの発展について議論を行う。

活動内容
・ 三つの国際イベント（ESD地域間連携、大学生対話、フォローアップ会合）の開
催（11月～ 2月）

・ 報告書（流域圏ESDモデルの実践例）の作成と配布
：中 部 ESD 拠 点 協 議 会 編『The Bioregional ESD 
Practices 100 Regional Challenges and Good 
Practices in The Ise Mikawa-Bay Watershed̶A 
Report of Ise-Mikawa Bay Watershed ESD Seminar 
Series̶』

：中部ESD拠点協議会編『流域圏ESD講座（100の地域
課題と優良事例）』

今後の展望
　「あいち・なごや宣言」の採択や「グローバルアクションプログラム（GAP）」の
行動計画に沿って、ローカルおよびグローバルでESDを推進するための対話を継続
しGAPへの貢献を行う。

  イベント参加者数   延べ1000人
  イベント満足度   100％
ホームページの
ページビュー数  10,000ビュー
  目 標達成度   100％

ESDユネスコ世界会議に合わせた、開催地あいち・なごやにおける「地
域・公教育・社会的企業」の主体別・国際的公開サイドイベントの実施

任意団体 中部ESD拠点協議会

知識の提供・普及啓発

復興支援助成
1 年目

■助 ■成 ■金 ■額
平成26年度 2,200千円
複数年金額合計 2,200千円

〒970-8034　福島県いわき市平上荒川字長尾30　　
福島高専内
TEL：0246-46-0800　FAX：0246-46-0907
http://www.essid.org/

課　　題
　東日本大震災後、それまでの「エネルギー生活」の在り方が見直されるに至った。
このため、私たちは、「地産地消のエネルギー」の在り方が身近に感じられる施設を
通して持続可能な社会づくりを考えていこうとした。

活動内容
①複合的な自然エネルギー学習施設を建設～「風力・太陽光・水力（木製水車、直径
1 m）発電施設」を 1か所（平諏訪神社境内）、市内田人地区に直径2.5mの木製水
車を建設した。

②学習支援活動の実践～市内小学校 6年生70名を対象に現地
施設を活用した学習活動を実践した。施設がほぼ出来上
がった平成26年11月以降、一般市民が、延べ50名程度見学
に訪れた。　

③地域性を反映した学習用教材の作成～地域性を踏まえたチラシ
を作成し（A4で4頁、150部）、見学者に配布・説明した。

④施設毎の維持管理組織の確立～目下、呼びかけの段階だが、
ほぼ組織化の目途がたった。

今後の展望
　今回建設した複合的自然エネルギー施設の有効活用を進めると同時に、他地区にも
同様の施設建設を進めて行きたい。

  イベント参加者数   延べ120人
  イベント満足度   80％
  メディア掲載回数   3 回
  目 標達成度   80％

再生可能エネルギーによる発電を軸とした学校
及び地域環境教育（ESD）の実践活動

任意団体 いわき地域環境科学会

ESD地域間・海外RCE連携会議の様子

複合的自然エネルギー学習施設全景

フォローアップ会合の様子

施設説明用チラシ（A 3 折
畳の内面）

ESD地域間・海外RCE連携会議の様子

複合的自然エネルギー学習施設全景
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