
 

市民･NGO･企業が

　　　 協働する

市民･NGO･企業が

地球環境市民大学校

協働する

あなたに知ってほしい
環境活動があります。

環境ＮＧＯと市民の集い

12月14日(金)
12:00～18:00

ウィルあいち大会議室(3F)

主　　催：独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金
企画運営：NPO法人パートナーシップ・サポートセンター（PSC)
協　　力：環境パートナーシップＣＬＵＢ（ＥＰＯＣ）
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NPO 法人モンゴル環境情報センター 
 
モンゴル・Darhadyn 湿地帯の保全と牧畜が生態系に与える影響調査 
 
Drhadynn 湿地帯 Tobugin Turu は永久凍土の溶解による倒木現象・陥没沼の生成現象、湿地隣接

地の 30ha に及ぶ砂丘の拡大移動等が見られ、この地全体が崩壊の危機にたたされ、沙漠化防止策

を講ずる必要に迫られている。また、湿地帯遊牧民と生態系保全との共生問題は「この地の持続可

能な生態系保全」を求めるならば、遊牧民の移住行動範囲、遊牧民が求めている生活水準、牧畜の

種類と移動範囲、遊牧民の環境意識等の調査なしに、この地の環境保全を求めることは難しいこと

が、過去の調査で判明している。 
Darhadyn 湿地帯の環境保全は遊牧民の生活が生態系に与える影響評価があって、初めて達成され

るものと考えられる。昨年の 400 ゲルに対するアンケート調査によれば、モンゴル国が社会主義か

ら市場経済への移行過程に遊牧民生活に大変革が生じ、それが牧畜の増減、生態系の破壊に繋がっ

ていると予測され、それを確かめるために今回は昨年に続いて 400 ゲルの調査を行った。これら遊

牧民が抱えている内部的諸問題を明らかにし、同時に進行している砂漠化防止対策を構ずることは

Darhadyn 湿地帯全域にとって緊急を要する問題である。 
 

これまでの主な活動内容 
平成１２年 モンゴルにおける環境教育の状況調査 師範大学に実験器機等援助 
平成１３年 モンゴル師範大学に環境に関する講座開設 教科書作成寄贈 
       モンゴル・エルデネート銅採掘地域の環境汚染調査 
       モンゴル・ウランバートル市の大気汚染調査 
       モンゴル・フブスゴル湖植生調査（加藤登紀子国連環境特使同行） 
 平成１４年 モンゴル・Darhadyn湿地帯の生態系事前調査実施 
 平成１５年 モンゴル国立教育大学にて環境教育活動 

＊化学実験用ガラス機器寄贈 
   ｜   第１,２次，3次 Darhadyn湿地帯の生態系調査実施 
 平成 1８年１月 モンゴル国立教育大学で Darhadyn 湿地帯調査のシンポジュウム開催 

平成 18 年８月-９月 モンゴル・Darhadyn 湿地帯の保全と牧畜が生態系に与える影響調査 
 平成 19 年８月 モンゴル・Darhadyn 湿地帯の保全と牧畜が生態系に与える影響調査 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darhadyn・Tobugin Turu 全景（モーターパラグライダーによる）  



伊勢・三河湾流域ネットワーク 

「山川里海の健康診断」導入推進システム構築モデル事業 
活動の目的及び概要（趣旨・目的） 

 

本会は、「山～川～里～海のつながりを大切にして、産・官・学・民の壁を越え、豊か

な伊勢・三河湾を取り戻す」ことをスローガンとして活動している。 

 

平成 18 年度から地球環境基金の助成を受けて「川・里・海の健康診断」の手法開発を

始めた。 

平成 19年 1月 13～14日には「第 1回森の健康診断全国会議」を愛知県豊田市で開催し、

「森の健康診断に関わる北海道から九州までの 230 人が活動報告を行い経験交流した。

今後環境教育・環境保全活動を一層推進して自主的・自立的な国民運動として定着させ

るためには、市民・NPO セクターの最大の特徴である自由な枠組みを活かした、市民の視

点に立った総合的なプログラム開発が必要であると考えられる。特に、①森林・河川・

里地・海辺という「分野・部署」、②産官学民の「セクター」、③流域の各「行政区域」

という枠組みを越えて、分野横断的、産官学民連携、流域住民総参加型による各種分断

状況を克服した環境教育・環境保全プログラムの開発は、全国的にも要請されていると

いえる。そこで、これまでの取り組みから全国的なモデルとしてもほぼ確立した「森の

健康診断」の手法を、「川、里、海」の分野に応用し、他地域への導入可能な汎用性のあ

るモデルを確立し、全国各地での環境教育・環境保全活動の活性化を目指している。 

 

川・里・海については、専門家を招いての手法検討会を開催し内容の検討を行って、川・

海についてはほぼ手法骨格が決定し活動をおこなった。 

海では、干潟の調査を行うことで、流通・食材や産業面から海の健康度を診断する手法

を試みている。藤前干潟と六条干潟においてそれぞれ実施した。 

里では、トンボの生息地をもとに健康診断を実施するべく、ヤゴのぬけがらに着目する

形で、7月に大府・四日市の水田で実施した。 

川では河川の流域全体を簡易に調査できるよう、ウェブ上の複数のサービスを利用する

形でプログラムを組み、12 月中に矢作川での複数回の実施を予定している。 

 



特定非営利活動法人サンクチュアリエヌピーオー 

「海浜動植物の保護活動による遠州灘海岸の浸食防止対策」 

■ 団体紹介 

サンクチュアリエヌピーオーは、浜松市中田島砂丘入口を拠点に、遠州灘海岸の自然

環境や野生動植物の保護調査活動を行っています。特に、絶滅危惧種であるアカウミガ

メやコアジサシの保護調査活動を一般公開し、自然のすばらしさを体感してもらいなが

ら啓発活動を進めています。さらに、次世代の環境保護活動の担い手である青少年の健

全育成のために、自然体験の中から受ける「感動」を鍵として、独自のジュニアレン

ジャー制度を設け、「感動教育」を中心とした環境教育活動を行っています。 

■本助成による活動の紹介 

  遠州灘海岸では、四輪駆動車などの走行により、海岸環境が著しく悪化しています。 

 一度荒廃した海岸には回復力がなく、急速な浸食問題が起きています。海岸管理者は、 

緊急対策として莫大な予算を組み養浜工事を策定し、波消しブロックの設置案を進めて

います。しかし、人工構築物は新たな浸食を引き起こすことが全国の事例でも明らかで

あり、専門家をはじめ行政の担当者間でも周知の事実でもあります。このまま波消しブ

ロックの設置が成された場合、更なる海岸環境の悪化が予測されるため、当団体として

は市民力を発揮し、３年計画で浜の再生を試みます。そこで、浜の自然が豊かであった

３０年前には多種の海浜植物が砂の移動をコントロールしていたことに着目しました。

海浜植物の採取禁止の啓発と種まき・育苗や植栽、養生を進め、自然＝植物の回復で砂

浜を回復させ、浸食防止対策を実施することにより国土を保全するのです。 

 海浜植物の回復事業は、海浜植物が持つ砂浜の復元力という大切な役割を実証し、自 

然公園法で禁止された採取行為を食い止めることにも繋がります。まずは、回復すべき 

海浜植物の分布調査や地温測定、汀線調査を定期的に実施し、季節変化と繁殖分布の現 

状を把握します。その後、過去の記録との比較を行い回復させるべき種類とエリアを確 

定させていきます。 

 調査は、代表的な海浜植物６種類とし、観察会形式の公開繁殖調査として実施します。 

 初年度は解説書作り、地温測定、繁殖分布調査や市民への現状説明等の啓発活動や備品  

 等の収納庫を設置します。また、繁殖力を高めるため、種の採取時期や育苗方法調査や 

 苗床作りを行います。これらの活動は、浸食の激しい浜松海岸を中心に海岸管理者であ 

 る行政と連携しながら市民とともに実施します。 

 

 

４輪駆動車が走行し、海浜植物が枯れてやせる浜 



ウッドマイルズ研究会 

「ウッドマイルズ関連指標及びツール」の国際的な普及開発活動 

■ ウッドマイルズ研究会 
国土の 6 割を森林が占める我が国は、自国に豊富な森林資源を保有しつつも、木材の自

給率は２割にも満たない。戦後の拡大造林とその後の木材自由化による林業の衰退から、

膨大な人工林が放置される結果に至っている。世界では森林破壊が進み違法伐採の多くに

日本が加担している。各国からの輸入に頼る日本の木材貿易は、その輸送エネルギーも莫

大である。このような現状を改善すべく、主に建築物に使用される木材の輸送距離に着目

し、輸送エネルギーの削減や地域材需要の活性化を目指すため、木材の産地から消費地ま

での距離（ウッドマイルズ）に関する指標の開発と普及活動や関連する調査研究を行って

いる。2003 年 6 月に森林・木材・建築関係者の有志により発足し、現在は約 100 名の会

員と共に活動を展開している。 
■ 「ウッドマイルズ関連指標及びツール」の国際的な普及開発活動 
① 関連指標及びツールの研究開発 

関係各位からの意見を取り込み、木材の輸送過程排出 CO2 原単位や、算出の範囲、算 
出の簡便化を図り、建築物以外にも利用可能な、より実践的な算出マニュアル「ウッドマ

イルズ関連指標算出マニュアル Ver.2006」を作成公開し、誰でも簡易に算出が出来るよう

「ウッドマイルズ関連指標算出プログラム Ver.2007」も会員へ提供している。 
② 普及及びネットワークの形成 

ウッドマイルズをテーマに、木材の 
地産地消活動関係者の情報交換や交流 
連携を推進するため、各地で普及セミ 
ナーを開催している。 
・フォーラム（6 月つくば／一般向け） 
・セミナー（8 月熊本・札幌・下川） 
・セミナー（9 月京都／自治体向け） 
・算出講習会（11 月岐阜／実務者向け） 
また、木材や建築関係業者に対して、 
ウッドマイルズレポートを発行し、地 
域材のＰＲツールとしての利用を始め 
たほか、ホームページ等による蓄積情報の発信の拡充を図っている。 
③ 調査研究 

関連する調査研究情報を研究ノートとしてホームページ上へ蓄積を図っている。また、

ウッドマイルズは森林・木材・建築・運輸・環境など他の様々な環境指標との連携、統合

により実質的な効果を発揮するものであり、今後の研究会のテーマとして取組始めた。各

国の緑の建築基準では、地域資源に対して一定の評価を与えており、日本の建築物総合環

境性能評価システム（CASBEE、建築環境・省エネルギー機構）においても、今年度

CASBEE 戸建版が公開され、環境評価項目に地場産材の使用が登場した。今後は研究会で

も、森林認証や CASBEE などの木材に関する様々な環境指標の連携・統合を目指し、関

係者への働きかけを行っていく予定である。 
一方で、気候変動枠組み条約の第一約束期間以降に向け、現在はカウントされていない

が増加の一途を辿っている国際バンカー燃料問題（国際海運及び国際航空のために消費さ

れた燃料）や森林木材に関する評価方法へ寄与すべく、輸入材や国内の木材流通エネルギ

ーの解明について、森林総合研究所等との共同にて調査研究を行っている。 



団体名 市民フォーラム 21・NPO センター 

助成活動名 ロジックモデルを軸にしたＮＰＯ版環境活動検証システムの開発・普及（２年目） 

 
■団体紹介 

 ２００７年１１月に市民フォーラム２１・ＮＰＯセンターは１０周年を迎えました。こ

の１０年という節目に、これまでの１０年を振り返るとともに、新たな時代を切り開いて

いくために、３つの柱で成り立つ中期戦略を発表しました。 

 
 
■本助成による活動の紹介 

 本助成は３年間をスパンとして、「ロジックモデル」を活用したＮＰＯの環境活動検証シ

ステムの開発をし、普及、さらに全国に展開しながらＮＰＯの活動を成果志向型に転換し

ていくことを目指しています。 
 本年はその２年目にあたり、昨年度に発表したロジックモデルのワークブック及びその

マニュアルを環境団体に試行的に導入・検証するとともに、助成事業の提案の際にも必須

フォーマットとして導入することができました。ワークブックの配布においては、皆さま

からフィードバックシートをご返送いただき、改善点や活用方法等多くのご意見をいただ

いています。頂いたたくさんのご意見・感想は、今後、さらに使いやすいロジックモデル

シートとなるよう反映させていきます。 

 

  
今後は、和歌山・青森の２

地域でロジックモデル・セミ

ナーを開催し、全国展開して

いくためのステップといたし

ます。 
より多くのＮＰＯ／ＮＧ

Ｏの皆さまにこのツールを活

用していただき、組織や活動

活性化の一助となるよう、私

たち自身の活動も成果志向で

進めていきます！ 

１．公共サービスを担い改革するＮＰＯを支援する  
２．市民が主役となる新しい政府・行政像を創出する 
３．重層的で社会的存在感のあるサードセクターを構築する 

こんな感想をいただきました！ 

・ 「ロジックモデルの大切さ：頭の中にあるものを、紙の上に描いてみる事の効果」

・ 「こんな便利で自分の思いを掘り起こして的確に表現できるツールがあることに驚

いた。」 
・ 「一緒にやっている仲間とそれぞれ描いたロジックモデルシートをつき合わせて、

意思の確認もでき、ありがたかったです。」    他多数 



NPO 法人みどりの市民 

助成活動名 市民の省エネ活動・新エネ導入サポートの発展 

 
■ 団体紹介 
 みどりの市民は、地域と地球の持続可能な環境未来像を実現するために活動している特

定非営利活動法人です。活動は市民の環境意識を高め、行動する市民を増やすための環境

教育ならびに啓蒙活動を柱に据え、地球にやさしい生活提案や、自然環境保護・保全に関

する活動を行っています。主要な５つの活動は、①環境学習・教育：環境について市民に

学ぶ場を提供しています。自然観察会やながの環境カレッジ「環境学習リーダー養成講座」

を開催。 ②循環型社会づくり：地域に根ざした取り組みで豊かな社会を考える場を提供

しています。ひまわり栽培（休耕田を使い、ひまわりを育てひまわり油の生産）・生ごみ減

量アドバイザー養成講座（食卓から土への循環を考える）の開催。 ③エコライフの提案：

毎日の生活の中で地球にやさしいことを考えます。エコ商品の普及 ・グリーンコンシュ

ーマー養成講座やロハスカフェなどのトーク形式の講座の開催。④自然環境保護・保全：

身近な自然の恵みを感じる河川や里山を大切にします。携帯トイレ普及による環境保全活

動の実施。⑤温暖化防止：省エネ･新エネの普及サポート活動【本活動】 

 

■ 本助成による活動の紹介 
「市民の省エネ活動・新エネ導入サポートの発展」では、昨年に実施した「信州省エ

ネコンテスト」を発展的に展開しました。省エネ活動は節電です。昨年度は夏に３ヶ

月行いました。今年度は昨年度の反省を受けて、広報のやり方の変更、期間を 1 ヶ月

間に短縮して行ないました。参加者には電力検針票のコピーを提出していただきます。

できるだけ多くの方々に参加していただくために、協賛していただける会社を募集し、

賞品が当たるなどの動機付けを行っています。また、節電を達成できなかったとして

も、結果を提出していただけるよう呼びかけています。コンテストの目標はイベント

としてできるだけ多くの方に参加していただ

くことと、ここで得られたデーターについて

は分析を行ない、今後の省エネ活動サポート

を行う際の基礎データとして活用したいから

です。 

具体的な活動としては、４月から、長野県地球

温暖化防止活動推進センター、長野県、各企業な

どと「信州省エネコンテスト」について打ち合わ

せを開始。６月初旬から新聞や HP などを利用し

参加者を募集。省エネ活動の対象期間は 8 月 1 ヶ

月間。10 月に応募提出を締切り、データ整理を開

始。11 月・12 月には結果発表と抽選会を開催し

ます。なお今年度は集計をした後、2 年間の成果

を基に省エネの際のヒントを集めた冊子を作成す

る予定です。この冊子は今後有効に利用していく

予定です。 



パートナーシップ・サポートセンター（ＰＳＣ） 

企業の環境・ＣＳＲ活動等への取り組みに関する調査･分析Ⅱ 

 

■ 団体紹介 
パートナーシップ･サポートセンター（ＰＳＣ）は、ＮＰＯと企業･行政の協働を推進す

る中間支援団体です。ミッションは「すべての人が個人として尊重される豊かな市民社会

の実現を目指して、地域における企業とＮＰＯのパートナーシップを中心に、社会のさま

ざまな場におけるパートナーシップの形成に貢献します」を掲げて活動している。 
■ 本助成による活動の紹介 

＜目的＞ 
この事業の中心課題は、ＮＰＯの視点から企業の環境活動への取り組みや社会的責任に

ついて調査･分析し、その経年変化を把握していくことにある。また、そのなかでＮＰＯが

企業の環境・ＣＳＲ活動に関わる意義と役割を明確にし、企業とＮＰＯによる協働事業を

展開するためのヒントの提供やＮＰＯからの企業評価の視点を提起していくことを目指す。

今年度は各社のＷＥＢ情報の分析を合わせて実施している。 
調査を進める上では、ＮＰＯと関わりを持つ企業は、ＣＳＲにどのような強みを持つこ

とができるかを重視し、企業のＣＳＲにＮＰＯが関わることの重要性を証明したい。 
＜昨年度の調査成果＞ 
多くの企業の報告書が環境報告書からＣＳＲ報告書といったタイトルに変更しており、

環境活動をＣＳＲの中の一部と考える企業が増えていた。また、ＮＰＯと協働して環境活

動に取り組む企業も昨年度に比べると約 3 倍に増えていたことは注目に値する。同じ業種

でも、自社の環境配慮製品やそこに使われている環境技術の解説に終始する企業もあれば、

社内での環境教育や地域での環境取り組み、そして環境事故や法令違反などのマイナスの

情報など製品以外の社会面も特に力を入れて記述する企業もあった。企業取材では、報告

書を簡単なものにして詳細情報はＷＥＢ上で公開する企業もあれば、詳しいデータと説明

を報告書にできるだけ入れる企業など、報告書が環境コミュニケーションのツールとして

どうすればその役割を果たせるのか、また、読者にどの層を設定するかなど各社多様な考

え方をしていたことが分かった。 

＜今年度の方向性＞ 

2006 年度は企業の環境・ＣＳＲ報告書のみ分析したが、冊子の分析だけでは時代の要請 

から鑑みて十分とは言えない。ＷＥＢ上での情報公開が定着し、企業においても環境経営 

・経費削減の面から紙資源削減・ペーパーレス化の流れが強まっている現在、企業の環境 

コミュニケーション上の必要性からその調査・分析まで行うことが求められているといえ 

る。そのため、今年度はＷＥＢ調査も実施し、さらに評価項目を見直すなどと充実した調査 

を進めていく。 

 ＜今年度事業概要＞ 

１．環境報告書・ＣＳＲ報告書・サステナビリティ報告書等 
を発行している国内企業 100 社の抽出 

２．ＣＳＲ報告書、ＷＥＢ情報（公式ＨＰのみ）の収集 
３．評価項目の決定と 100 社のデータの抽出作業 
４．ＮＰＯ取材（企業との環境協働においての課題抽出など） 
５．企業とＮＰＯとの意見交換会の開催 
６．データ分析・企業取材内容および意見交換会のまとめ 
７．原稿作成・編集・印刷（報告書の作成） 



あそあそ自然学校 

エコドライブの環境教育実践と地域協働普及モデルの構築 
 
（活動の概要） 
環境カウンセラーである代表者の谷口が責任者となり、主に以下の５事業を行う。 
（１）エコドライブチャレンジ体験の実施 
車を２台レンタルし、富山国際大学等で、燃費計など実際のデータをもとに、エコドライ

ブ走行体験する。 
（２）ガソリン１リットル大作戦の実施 
人力発電自転車をレンタルし、ガソリン１リットルのエネルギーを生み出すためにはどれ

だけの力が必要かを体感し、ワークシートを使いガソリンの大切さや貴重さを理解し、エ

コドライブをしなければという想いを醸成する。財団法人とやま環境財団が毎年開催する

とやま環境フェア会場で富山県の事業とも連携しながら実施する。 
（３）エコドライブ出前ワークショップの実施 
平成１８年度に実施した出前講座で効果が高いと認められたワークショップ形式に絞り、

富山県内３箇所の中小企業や大学、自動車教習所などを公募し、エコドライブ出前講座を

実施する。 
（４）エコドライブと地球温暖化を学ぶ親子学習会の実施 
エコドライブ環境行動が継続するためには、エコドライブに関する直接的な知識に加え、

エコドライブの必要性を理解することが不可欠であり、そのための地球温暖化防止につい

て理解を深める機会を設ける。富山県が３年前から実施している「環境チャレンジ１０事

業」では親子で取り組むことが有効であるという結果が出ており、親子を対象とする事業

を富山市エコタウン等で行う。楽しく学べるようにエコドライブかるたを作成する。 
（５）エコドライブマイナス６％シミュレーションの作成公開 
インターネット上に、より行動変容に結びつきやすいと思われる定量化された「エコドラ

イブマイナス６％シミュレーション」という双方向参加型コンテンツを作成して公開する。

何をすれば何％ガソリン消費を減らせるかをバーチャルに体験できる。富山県を含む日本

全国におけるインターネットユーザに対し広く浅くエコドライブの実践普及を行う。 

 
エコドライブチャレンジ体験の様子 



Kids’ AU・子どもたちのアジア連合 
 

モンゴルの砂漠化防止植林体験を通した多国間の青少年環境教育

活動と北東アジア環境教育ネットワーク活性化活動 

 
■ 団体目的 

私たちは、来るべき「平和ＡＵ」の実現にさきがけて、子どものレベルで「平和ＡＵ」

を実現したいと考えている。そのために北東アジア各国で「Ｋｉｄｓ’ＡＵ」の運動がひ

ろまり、国を越えて子どもたちの交流が促進されることをめざすものである。 
■ 活動目的 
モンゴルの砂漠化を防止するためには、モンゴル国民だけではなく、広く北東アジアに住

む人々の意識を高める必要がある。この活動は、日本、韓国、中国、モンゴル、ロシアを

中心とする北東アジア諸国の青少年が集い、モンゴル首都ウランバートルの砂漠化を防止

するための植林・緑化活動を共同で実施し交流して、継続的に情報交換を行うことを通し

て、北東アジア地域青少年の環境保全の意識を高めることを目的とする。 
また、それら活動を通した北東アジア各国の環境教育ネットワークを活性化することを目

的とする。 
■ 本助成による活動の紹介 
モンゴルの NGO や政府、企業などとのパートナーシップにより、以下の活動を行う。 
1．現地 NGO・政府との協議・調査 

ウランバートル市周辺の砂漠化状況の調査・協議を、申請団体とカウンターパートのウ

ランバートル JC(青年会議所)、モンゴル JC 及び環境ＮＧＯ「フォレスター」、各国大使館、

ウランバートル市青少年センター等との連携で５月に実施した。 
２．多国籍青少年参加による砂漠化防止緑化活動 
 5 月に協議された結果を反映して、日本、韓国、中国、モンゴル、ロシア、北朝鮮（日

本朝鮮学校）の北東アジア諸国の青少年が参加するウランバートル市周辺の砂漠緑化活動

を 6 月 16 日～20 日の日程で実施した。各国から子ども 82 名と青年 60 名の計 142 名が参

加した。ウランバートル市郊外で植林・緑化活動、遊牧民キャンプ場でネイチャーゲーム、

遊牧民生活体験、環境保全についての子どもﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、北東アジア子ども交流と環境保全に

ついてふりかえりなどの内容。 
３．成果検証のフォーラム開催 
緑化活動後の 11 月（日本）と 12 月（モンゴル）に、多国籍の青少年参加で実施した活動

の成果を検証し、次年度の課題を抽出するためのフォーラムの開催を進めている。それぞ

れ 50 人規模予定。 
４．広報普及活動 
 報告書作成について、各国カウンターパートと折衝中。原稿集約に時間がかかるが、2
月下旬～3 月中旬には報告書としてまとまる予定。 
 
 
写真：植樹活動した後の記念写真 
 
 



特定非営利活動法人三国湊魅力づくり PJ 

ナホトカ号重油流出事故から 10 年～三国湊型環境教育モデルの構

築・普及活動 

 

NPO 法人三国湊魅力づくり PJ は地域住民や来訪者に対して、三国湊を中心とした三国地区

の魅力の創出と周辺環境の保全に関する事業などを行い、地域経済の活性化に寄与するこ

と、循環型地域社会の創出に取り組むことを目的として、平成 18 年度に設立いたしました。 

 

当 NPO の母体「三国湊魅力づくりプロジェクト実行委員会」は「ふくい県地域ブランド創

造活動推進事業」に採択され、平成 16 年度から 3 年間に渡り、 

・ 北前船によって栄えた商人･町人･職人の「歴史文化の古い湊町」 

・ 三好達治をはじめとする「近代文学に愛された湊町」 

・ 東尋坊・雄島を中心とした「日本海の素晴らしい景観」 

・ 日本海の恵み「味覚と温泉の宿」 

 

に、これまで行ってきた地域住民の様々な活動を合わせて地域資源とし、三国魅力づくり

に基づいたエコ・グリーンツーリズム事業及び環境事業を行ってきました。 

 

平成 18 年度から主に小学生を対象とした三国湊の豊かな自然を体感する「三国湊こどもエ

コスクール」を開催してきました。実施した主なプログラムとしては、次のものがありま

す。 

 

・ 昔の伝馬船（帆掛け船）を復活させ、風を感じながら乗船する「伝馬船体験」 

・ 地元の漁師さんと海に出る「船釣り体験」 

・ 夜の海を散策する「ナイトクルージング」 

・ モンゴル風車や自転車発電による「自分たちでエネルギーをつくる体験」 

・ 海釣り、磯釣り、地引網などの「漁体験」 

・ 地元の海の幸や野菜を用いた「食育（郷土料理）体験」 

・ ゲノムやバイオエタノールを抽出する「科学実験」 

・ 夜の水族館やエコハウスでの「宿泊体験」 

 

平成 19 年度は三国町へのロシアタンカー「ナホトカ号」の船首部分と重油の漂着から 10

年が経過したのを受け、当時の状況とこれに対する地域住民の環境活動の展開、および三

国湊の歴史文化を調査研究し報告書としてまとめました。これをもとにシンポジウムを開

催し、当地域において各団体が実施する環境保全・環境教育活動をゆるやかに結ぶネット

ワークを構築するとともに、地域住民が広く参加できる三国湊型環境教育モデルの構築・

普及活動に取り組んでいます。 

 



定光寺ほたるの里の会 

「市民レベルでの里山体験活動による環境学習」 

■ 団体紹介 

定光寺ほたるの里」は愛知県瀬戸市の北部にある「定光寺自然休養林」に隣接する山間

1.8ｈａで活動しています。 
平成９年、集落跡地の荒廃した休耕田でゲンジボタルの復元を目指して活動を開始し、毎

年６月ホタルの飛翔期に数千人の来訪者を受け入れ、これまでに 6 万人ほどになります。 
平成１２年「定光寺ほたるの里の会」を設立し、地域を越えて広く参加・運営に携わって

いただけるようにしました。 
市民の発想・市民の手による管理を約２５０家族会員のサポートにより運営しています。 
平成１６年、里拡張に伴い、棚田を復元し「マイ田んぼ」と称して、家族で棚田１枚を管

理していただくシステムも取り入れています。 
今では、ゲンジボタルをシンボルに、名古屋市近郊に位置する貴重な里山全般に目をむけ、

保全と管理のほか里山環境学習の場として提供、他団体とのジョイントも含めて体験活動

を通じて、啓蒙活動および経験を積んだ年代と創造を育む青少年との多世代間の交流に努

めています。 

■ 本助成による活動の紹介 

1 昨年から里山の竹・雑木の伐採材を有効利用する竹炭焼成炉、木炭焼成炉、木炭陶器

兼用焼成炉及び管理棟と平行して設備も整備され、本格的に里山の保全と管理ができる体

制が整ってきました。 
昨年からスタートした「里山体験イベント」も今年度は春のたけのこ掘りから秋のきのこ

観察も含めて、５回を数えました。 
各回趣向を凝らして、興味をそそるようにし、単なる里山環境学習だけでなく、楽しい雰

囲気の中で学べるよう努力しました。 
その結果、毎回定員を超える盛況で、にぎやかなイベントとなっています。 
 間伐材の有効利用としての炭焼きも順調に推移し、回を重ねるごとに良質になってきて

います。間伐材の整理も能率よく作業できるようになりました。 
木炭・陶器兼用窯での陶器の焼成もうまくいき、灰釉のすばらしい自然の色がつき、趣

のある作品ができております。 
一般の来訪者が機会あるごとに、陶器

の制作、絵付けをし、年に２回ほど焼

成する予定で進んでいます。 
 この夏には、ゲンジボタルだけでな

く、ヘイケボタル・ヒメボタルも自然

に復活して一緒に飛び、見事でした。

これは私たちの里山管理の賜物です。 
人と自然の接点である里山はほんの僅

かだけ人が入り、手助けすることによ

り非常に良い環境になります。全国の

荒廃した里山が本来の姿に戻ることを

期待しています。                  体験学習のひとこま 



ＮＰＯ エコバンクあいち 

全国こども地球環境シンポジウム 

■ 活動紹介 

１）目的：この会は、こどもに対する環境情報や学習の機会の提供、こどもエコクラブ活

動の援助、環境教育指導者育成などを通して、1 人１人の環境保全のための意欲を高めて

いくことを目的とする。２）非営利事業あいち こどもエコクラブ ふれあい会（平成１

６年度より愛知県内各所において、環境学習事業の開催 平成１９年度 １４回 子ども

ゆめ基金の助成事業）全国こども地球環境シンポジウム(平成１８年度より愛知県内で開

催)こどもエコクラブ サポーターズ ネットワーク（こどもエコクラブサポーターの全国

ネットワーク組織 事務局ＮＰＯエコバンクあいち）一宮市地球温暖化防止隊(一宮市内の

地球温暖化防止に関する啓発事業を、開催 ヒマワリっち事業(春ヒマワリの種 ７０００

世帯、秋菜の花の種 ８０００世帯に配布)、植樹事業(過去２年間で約１０００本の苗木

を配布)３)非営利事業（委託事業が法人税法の営利行為に当たるため、平成１６年度分よ

り法人税など納付を開始しました。）環境学習事業の企画運営 愛知県、半田市、一宮市な

どの環境学習事業の企画運営委託、環境関連商品の販売 

■ 助成事業の目的としては、 

１． 環境学習の進展：小学生の環境学習は、学校により格差があるものの相当進んで

いる状況にあるが、中学校・高校では、受験もあり、現実的にはほとんどなされ

ていない。小学生の間に環境学習を進めた子どもたちのために、より高度な学習

がほとんど準備されていないので、結果として環境学習はこの時点で終了してい

る場合が多く、発展することができない。中学生以上の環境学習モデルを確立す

ることが嘱望されていた。 

２． 地球温暖化：今回の行事を通じて、日本の中学生以上の環境教育に関し、方向性

を見出し、今後の指導者育成の指針となることを願う。一般的に環境学習は、自

然を中心に行われているが、日本が直面する問題は、地球温暖化に対応する京都

議定書にもあるようにエネルギーや二酸化炭素などの問題が、より重要になって

いる。このような問題について的確な問題提起をすることが、重要となっている。 

３． 環境と経済の調和：環境（地球温暖化防止を含む）の様々な要素を考えるとき、

企業の経済活動を考慮しない場合、他の問題として企業の海外移転や経済活動の

縮小などの問題を引き起こし、結果として社会全体が不幸になる場合を含んでい

る。今後成長していく子供たちは、環境と経済の調和にも目をむけ、環境全体を

理解し判断の出来る人間と成長するためにも、環境全体を把握できる機会を提供

する。また、企業がこども達の意見を聞く機会を提供することにより、経済活動

に生かす機会を提供する。 

４． 全国の必要性：現時点では、参加する子どもが少ないため、愛知県といった狭い

地域で開催しても結果として効果を挙げることは容易ではない。募集告知が、す

べての小中学生に行き渡る訳ではないが、全国の行政担当部局に行事開催情報が

渡るため、行事内容が広く告知され環境学習団体が地球環境問題について意識向

上する機会を提供できる。 

 ＮＰＯ エコバンクあいち 本部事務局 
〒４９１－００４２ 愛知県一宮市松降一丁目３番９号 
電話 ０１２０－９６９－２２１ ＦＡＸ ０５８６－８２－６８７８ 
ホームページ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｃｏｂａｎｋａｉｃｈｉ．ｊｐ  
メール：ｉｎｆｏ＠ｅｃｏｂａｎｋａｉｃｈｉ．ｊｐ 



財団法人環日本海環境協力センター  

「北東アジア青少年海洋環境保全リーダー育成事業」 

 
■ 団体紹介  
 日本海及び黄海は、その沿岸諸国にとって、漁業資源、海上交通等の恩恵をもたらして

いる共有財産であるが、近年、工業化の進展や都市部への人口集中、漁業や海上交通によ

る利用の拡大等に伴い、今後の海洋環境の悪化や沿岸地域の観光等に重大な被害を及ぼす

ことが懸念されている。  
 財団法人環日本海環境協力センターでは、現在及び将来の人間が日本海及び黄海がもた

らす健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、良好な環境が将来にわたって維持

されるよう、沿岸諸国や地域等との連携のもとに、沿岸地域の流域管理をも視野に入れた

日本海及び黄海における海洋環境保全に寄与するための活動を行っている。  
 
■ 本助成による活動の紹介  
 近年、日本海沿岸地域に漂着する「海洋ごみ」が大きな問題となっており、海洋生物や

漁業への被害のほか、人体への影響も懸念されている。また、自治体によるその処理費用

についても大きな問題となっている。国や国際的な枠組みでの取り組みもようやく始まろ

うとしているが、対策には住民一人ひとりの意識の向上を図ることが最も重要であり、地

域での草の根の活動を継続的に行っていく必要がある。このため、今回、将来的に地域の

リーダーとして活躍することが期待できる北東アジア地域の青少年を対象に、以下のよう

な活動を行った。  
① 北東アジア青少年環境保全リーダー会議の開催  
 海洋環境保全（海洋ごみ）をテーマに、北東アジア地域（日本、中国、韓国、ロシア）

の青少年が富山県に一堂に会した。まず、各自が取り組んでいる活動について報告・意見

交換を行った。次に、実際に海岸に行き、当財団が実施している漂着ごみ調査の目的や調

査方法について学ぶとともに、漂着ごみ調査の体験を行った。２日目は NOWPAP 富山事

務所の職員から、国際的な取組みについて講義を受けた後、参加者同士で活発に意見交換

を行うとともに、参加者が地域のリーダーとなって、これからも皆で連携協力して海洋環

境保全に取り組んでいくことを宣言し、確認した。また、会場である立山での自然保護の

取り組みについて講義を受けるとともに、美しい自然の恵みに触れることで、環境保全の

大切さを参加者みんなで再認識するとともに、海洋汚染の問題は海の近くに住む人だけが

取り組めば解決する問題ではなく、川の上流部での対策等も重要であることを認識した。  
② 情報の共有化  
 今回の活動内容をより多くの人に知って  
もらうため、10 月に富山市で開催された環  
境フェアにおいて、当財団の展示ブースで  
のＰＲを行った。また、さらに北東アジア  
地域に住む人々の間での情報共有を図るこ  
とを目的として、今後、会議の実施結果や  
参加者からの意見・感想等をとりまとめ、  
各国語に翻訳してホームページからの情報  
発信を行う予定である。  

海岸での漂着ごみ調査活動の様子  
（2007.8.12 富山市岩瀬浜にて）  



特定非営利活動法人 富士の国・学校ビオトープ  

市街地の緑地を活用した「自然体験の場」づくり  
 
 
☆活動のねらいなど  
 
 環境教育や自然体験の大切さが説かれ、それらの機会をふやそうと、各地でさまざまな

活動が進められています。しかし、原生自然や、いわゆる里山などのフィールドに比べ、

私たちの生活にもっとも身近な「市街地の自然」が活動対象として取り上げられる機会は、

まだ少ないように感じられます。  
市街地にも、そこに適応して多くの生きものがくらしています。身近な自然環境を知り、

生き物たちと楽しく付き合っていく。そんなライフスタイルの提案として、ごくありふれ

た公園を舞台に、自然に関する情報と、自然体験の機会を提供しています。  
また、本活動をひとつのモデルとして、市街地での環境教育・自然体験の盛り上げと、

地域のワクを越えた活動情報の交換・共有が進むことも願っています。  
 
 
☆活動内容  
※今年度は、静岡市内 3 つの公園（菖蒲・田町・登呂）を主な活動地としています。  
 

①園内の自然観察ガイドを発行  
・季節ごと、園内で咲き始めた花や、集まっている虫たちなど、見所になる対象を取材

して「ミニ観察ガイド」を発行しています。デジカメで写真を撮り、パソコンを使っ

て編集。Ａ4 版カラーで印刷しています。その公園で実際に取材できた対象だけを掲

載している点がポイントです。公園ごとに年間 8 種程度を発行予定。  
・隣接する児童館などの施設と提携して掲示・無料配布したり、近くの学校や幼稚園な

どにも掲示をお願いして、子供たちや、若い親世代などの公園利用者に、身近な公園

の「自然の豊かさ、楽しさ」に気付いてもらえるよう活用しています。  
 

②公園で気軽に自然体験  
・気軽に自然体験を楽しめるプログラムを、各公園で無料提供しています。各園年間 5

回程度実施予定。これまで実施した内容は、概ね下記の通り。  
 

   初夏・・・公園の生きものさがし（特にダンゴムシなどの土壌動物に着目）  
   盛夏・・・セミの抜け殻さがし（採集・同定と、種別割合からの考察まで）  
   秋 ・・・葉っぱの色調べ（葉からの色素抽出、紅葉のしくみなどもレクチャー） 
        落ち葉アート（落ち葉を使って、色鉛筆で刷り出しアートに挑戦）  
   通年・・・顕微鏡などの観察具を自由に使える「何でも観察ブース」  
 

・事前の募集（事前受付などによる参加者確保）には力を割かず、昔の「紙芝居屋さん」

風に、公園に出向いて、そこにいる利用者の中で、興味のある方が参加してくれれば

良いという基本路線です。途中参加、飽きたら抜ける…なども自由に。  
 



特定非営利活動法人 中部リサイクル運動市民の会 

エコ・コミュニティづくりのための愛知県全域グリーンマッププロジェクト 

 

 

 

◆万博をきっかけに広がったグリーンマップ活動を、愛知の「エコ・コミュニティづくり」

につなげるためのプロジェクト。今年は継続 3 年目です。 

 当会は、1980 年よりリサイクルと環境問題に取り組む環境 NPO ですが、さまざまな活動

のひとつとして、「グリーンマップ」を使った地域づくりの活動を、この助成対象プロジェ

クトとして行ってきました。 

グリーンマップは、地域の住民が自らの足で歩いて環境によいところ、悪いところを調

べて、世界共通の絵文字（アイコン）を使って環境地図をつくる活動ですが、現在 50 ヵ国、

350 もの地域に広がる国際的な環境プロジェクトでもあります。「愛・地球博」をきっかけ

に愛知県で広がったこのグリーンマップ活動の芽を、一過性の万博イベントに終わらせる

のではなく、この地域の「持続可能な地域（エコ・コミュニティ）づくり」につながるム

ーブメントにしていこうと、このプロジェクトを実施しています。 

初年度は、ネットワークづくりや県内での地域活動のサポートの他、愛知の事例をまと

めたグリーンマップ活動ガイドを作成、２年目では、「環境学習」や「商店街の活性化」「自

然保護」など活動テーマ別にワークショップを開催し、活動を広げるためのツールとして

「活動テーマ別グリーンマップガイド」を作成しました。そして今年度は、草の根で拡が

るグリーンマップ活動が、周辺地域や人々に、具体的にどんな影響や変化を与えているの

かをまとめた「グリーンマップ・インパクト」（仮題）を作成します。 

 

◆グリーンマップ・インパクト！～グリーンマップは地域を

変える！？～ 影響調査 

 グリーンマップは、地図づくりを通じて地域に目を向ける

ためのプロセス重視の活動。地図づくりが目的ではなく、そ

のプロセスを通じて「何が変わったか」「どんな影響を周囲に

与えたか」が重要です。活動に参加していた人たちの意識が

変わった、地域のエコ活動の促進につながった、景観が変わ

った、行政や企業に影響力を持ったなど、さまざまな視点か

らのインパクトをとらえ、グリーンマップの、まちづくりや参加の道具としての有効性を

伝える情報ツールができればと考えました。愛知の事例の他、函館、横浜など国内でイン

パクトを与えた事例、またニューヨーク、台湾など、海外のユニークな事例も併せて情報

収集しています。地図づくりを越えた社会的インパクトを伝えることができれば、さらに

持続可能な地域づくりをめざす人々の目にとまることになるだろうと期待しています。 
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