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１．実施要綱 

  （１）目的と目標 

《目的》   

• 地球環境基金の助成を受けて国内外で活動している団体等、民間団体の環境保全活動を広く市民各

世代・各層（元気世代、女性向け、若者向け）に伝え、環境NGO活動に対する理解・認識を深め

る 。 

• 環境NGO、一般市民等参加者間の相互交流を進め、環境保全活動への取組みの促進を図る。 

 

《目標》 

市民各世代・各層の視点・意見を取り入れることによる環境 NGO の活動内容の質的向上と環境

NGO活動への理解及び参加を促進させる。 

 

 

（３）名称  平成 20年度九州・沖縄ブロック 環境NGOと市民の集い 

南の島の ECOセトラ ～元気世代・女性・若者がつくるエコライフ～ 

 

（４）期日  平成２０年１２月６日（土） 13:00～17:00 （受付 12:30～） 

 

（５）会場  熊本市国際交流会館（熊本県熊本市花畑町4-8） 会場 TEL 096-359-2020 

  大広間、小会議室、研修室１～３、EPO九州 

 

（６）主な内容 基調セッション、分科会、全体会 

 

（７）対象 

・九州・沖縄において環境活動を実践し、市民を巻き込み、環境活動を広げていきたい環境

NGO関係者 

・これまで培ったノウハウや人脈をもとに環境活動に取り組んでいる元気世代および、これか

ら取り組みたい元気世代  

・仕事や子育てなどを通して、地域社会で環境教育に取り組んでいる女性および、これから取

り組みたい女性  

・環境活動に取り組んでいる若者および、これから取り組みたい若者  

・環境NGOとのパートナーシップによる環境活動の取組みを模索している企業関係者及び行

政関係者 

 

（８）主  催 独立行政法人 地球再生保全機構 地球環境基金 

企画運営 特定非営利活動法人コミネット協会 

協  力 九州環境パートナーシップオフィス（EPO九州） 
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２．日程プログラム 

    
１２：３０ 

１３：００ 

 

受付開始 

開会 

主催者あいさつ 

５F 大広間

A・B 

 

 

１３：１０ 基調セッション【60分】 

全体コーディネーター・パネリスト自己紹介 

全体コーディネーターによる話題提供 

個人・団体のグラフをもとにした基調セッション 

５F 大広間

A・B 
 

１４：１０ 休憩・移動   
１４：２０ 分科会         【90分】 

環境NGOによる活動発表と意見交換 

分科会１ 元気世代の環境活動

分科会２ 仕事（家庭）と環境活動の両立 

分科会３ 仕事場としての環境NGO 

 

各会場  

１５：５０ 休憩・移動   
１６：００ 全体会         【40分】 

分科会コーディネーターによる分科会各グループの発表 

全体コーディネーターによる総評 

参加者によるアンケート記入 

５F大広間A  

１６：４０ 閉会・アンケート回収 

会場整理 

  

１７：００ 交流会 ５F大広間Ａ  
 
 



３．各プログラムの紹介 

≪基調セッション≫ 

テーマ：「今、何ができるだろう」  

時 間：13:10～14:10（60分）  

会 場：５F大広間 

時間 内容 担当 

13:10 

(5 分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 

全体コーディネーター・パネリストの簡単な自己紹介 

全体コーディネーター たいら由以子氏（NPO法人循環生活研究所 事務局長） 

パネリスト 

元気世代パネリスト 福田俊明氏（NPO法人伊万里はちがめプラン 代表） 

女性パネリスト   大津愛梨氏（NPO 法人九州バイオマスフォーラム副理事

長） 

若者パネリスト   豊澤健太氏（NPO法人地域循環研究所 所員） 

 

全体コーディネーターによる話題提供 

元気世代、女性、若者の分科会に共通する話題を提供し、活動の原動力とな

るものや自身のターニングポイントについて意識しながら発表いただく。 

発表概要：「ダンボールコンポストでつながるコミュニティ 地域再生まちづ

くり事業」を軸に、市民として誰もが参加できる環境活動について、また、個々

人が行う環境活動は決して小さなものではなく、自分たちが希望する社会を築

くための大切な行動であることを押さえながら発表いただく。 

 

基調セッション 

各分科会のテーマに沿った代表的なパネリストに、自身の個人年表と所属して

いる会の年表グラフ（下記参照）をスライドに表示いただき、たいら氏のコー

ディネートにより各パネリストからコメントを頂きながら、分科会の案内とと

もにセッションを行う。 

 

まとめ 

 

 

終了 

 

 

（10分間） 休憩・移動・分科会会場設営 

前
進
・
発
展

低
調
期

会
が
立
ち
上
が
る

↑

環
境
活
動
充
実
度

時間 → 
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基調セッションコーディネーター・パネリストのご紹介 

■全体コーディネーター 

たいら 由以子 氏 （NPO法人循環生活研究所 事務局長） 

３Ｒの達人。環境省環境カウンセラー、環境再生医（環境教育部門）。コンポストの普及ならびに研

究（基材研究や大学や行政との協働による循環型社会システムシステムの研究）、こどもの環境学習支

援活動など行う。「ダンボールコンポストでつながるコミュニティ 地域再生まちづくり事業」が経済

産業省の平成１９年度環境コミュニティ・ビジネス事業に採択されるなど、幅広い世代に循環生活の楽

しさを伝えている。 

 

自己紹介 

活動のきっかけ 

父の看病と子育てする中で、安全なくらしにお金と時間がかかることに疑問

をもち環境の悪化を実感。「水」から入り最後は全てを還元する「土」にたど

り着く。数多くの活動を経て、仲間と地域を這い回る草の根活動開始。更に長

年堆肥づくりに取り組んでいる母と手を組んでコンポスト活動を開始。お互い

の得意分野を発揮し現在に至る。 

活動の 

ブレイクスルー 

ダンボールコンポストとの出逢い 

人との出逢い 

このとき（あのと

き）は大変だった！ 

市と協働で立ち上げた NPO で理事と３部会長を兼任。若い世代が少なく負担

が集中。いろいろな経験ができたが、ボランティア同士の喧嘩の仲裁で終わる

１日も多かった。本命のコンポスト活動に力が注げないことに悩み、あるてい

ど部会を安定させ退会。その後、循生研で本格的にコンポスト活動本格始動さ

せたときは羽が生えたようだった。 

仕事や生活と両立

させる工夫は？ 

ちゃんとご飯をつくること。洗濯物をためないこと。子どもや主人ととにかく

話すこと。優先順位を間違えないこと。 

仕事場としての悩

みは？ 

休みがないこと 

年間３５０本出張講座をこなしている。 

ようやく人材が育ち、出張の数も減ってきたが事業が拡大したぶん書類作成と

会議の日々。年度末と助成金獲得、教材制作時は缶詰状態。 

活動で得られる生

きがいは？ 

堆肥を始めた人々の感動を眼にすることができる！ 

人の変化や経験値があがる喜びは最高です。 

 

活動団体紹介 

団体名 特定非営利活動法人循環生活研究所 

団体の設立経緯・目

的 

地域で生活に必要なものが循環する豊かで創造的なくらし「小さな循環」を拡大・

定着させるため、資源循環のための堆肥化の適正技術を普及・研究している。長年

の経験を活かし(堆肥作り暦 45 年)生ごみ、落ち葉・雑草・せん定枝など家庭から

出る有機性廃棄物を堆肥化し、市民一人ひとりが着実に実践できるようわかりやす

い教材や講座を制作、実践講座を行なっている。 

主な活動 家庭ごみの堆肥化 普及・研究 

スタッフ数 ３０ 名 

予算規模 3,000万円 

メッセージ 環境NGOが仕事として成り立つには、企業にはできない人間味のある温かい社会

サービスであることが重要。 
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■パネリスト 

※活動団体紹介は各分科会資料をご覧ください。 

 

福田 俊明 氏 

NPO法人伊万里はちがめプラン 理事長  ※H20年度地球環境基金助成団体 

飲食店を営む中で、生ごみを市民の税金で焼却処分するのは“もったいない”と立ち上がり、伊万里

はちがめプランを設立。地元大学や企業との連携で、地域のみならず、九州や全国に活動の輪を広げて

いる。 

 

自己紹介 

活動のきっかけ 

大切な資源である生ごみを可燃ごみと混合し、市民の税金で焼却処分している

ことの“おかしさ”と“もったいなさ”に気付いたことがきっかけではちがめ

プランの活動が始まった。 

活動の 

ブレイクスルー 

平成 10 年～13 年度の 4 年間、当時国連大学のゼロエミッションプロジェク

トマネージャーであった鵜浦真沙子代表より地域資源を活用した地域の自立論

を学んだこと、さらに平成 13 年度より佐賀大学農学部との連携が始まり、同

校の染谷孝准教授による土壌微生物の指導を受けた事が、はちがめプランの大

きな発展の原動力となっている。 

このとき（あのと

き）は大変だった！ 

・生ごみの堆肥化について話し合いを行った平成4年頃、同業者や市民から市

が無料で集めて焼却処分しているのになぜ有料で分別し堆肥化する必要がある

のかとの意見があった時。 

・当時の伊万里市の市民部長さんから、生ごみは可燃ごみとしての処分しか考

えていないと市議会で答弁されたとき。等々、この活動は大変だと思った。 

仕事や生活と両立

させる工夫は？ 

本業である洋食レストランとの仕事の時間差と家族の協力によって調整を行

い、12 年間両立させていたが今年の 5 月に移転し、民家レストランとしてラ

ンチタイムのみの営業を行い、はちがめプランの活動に専念することができる

ようになった。 

仕事場としての悩

みは？ 

はちがめプランの堆肥化設備は伊万里市が政策として5年後くらいに10㌧～

15 ㌧／日量の生ごみ堆肥化プラントを建設することを想定しての実験プラン

トであったため、廃棄物処理業としての自立を求められていることが悩みであ

る。 

活動で得られる生

きがいは？ 

はちがめプランの環境活動に対して、国や水俣市・各種団体から 13 年度から

の7年間で15の環境賞を頂いたこと。北は北海道、南は沖縄、さらにタイ王

国にまで招待を受け、活動の発表や堆肥化の指導をさせて頂いていることなど

が生きがいだと思っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERI 氏 

NPO法人九州バイオマスフォーラム 副理事長  ※H20年度地球環境基金助成団体 

夫婦でアイガモやコイを使った無農薬のお米を産直し、阿蘇特産のあか牛や減農薬のきゅうりなどを

栽培。また、冬場の農閑期には、農業や環境に関する報告書の作成の他、視察のアレンジ、翻訳や通訳

などもおこなう。 

活動のきっかけ 

南阿蘇で就農し、ただ農産物を生産するだけでは今後の農家はいけない！とい

う思いがあった。ドイツ人教授を呼んで講演会を開いたとき、「熊本でもバイ

オマス社会を目指そう」という機運が高まったから。 

活動の 

ブレイクスルー 

NPOというと「ボランティア団体」と思われている中で、活動を持続的にする

ためには、経営と言う観念を持たないといけないという思いで経産省の助成事

業に応募した。この「環境コミュニティビジネス支援事業」に採択されたこと

がブレイクスルーとなった。 

このとき（あのと

き）は大変だった！ 

今。3 年間続くと思っていた農水省の補助事業が不採択だった。この事業のた

めにスタッフを増員したため、人件費が大きく不足している。どうしよう！！

仕事や生活と両立

させる工夫は？ 

私も知りたい。試行錯誤の日々です。 

仕事場としての悩

みは？ 

特になし。 

活動で得られる生

きがいは？ 

少しは社会の役に立っているかもしれない、という満足感。 

自己満足かもしれませんが。 

 

 

 豊澤 健太 氏 
NPO法人地域循環研究所  ※H20年度地球環境基金助成団体 

学生が主体となって学校教育での省エネ普及活動、NPO との協働に取り組む自治体への支援、有機

物循環に関する調査事業などを実践。また、これらの事業内容を論文やビデオ、シンポジウムの開催な

どを通して情報発信することで、普及啓発活動を行う。 

活動のきっかけ 
大学の環境教育関連の講義で、地域循環研究所に所属していた院生の先輩から

活動について聞いて、興味を持ったことがきっかけ。 

活動の 

ブレイクスルー 

活動を始めて１年後、指導してくれていた院生の先輩が卒業。来年からは一人

立ちしないと活動が回らない状況に追い込まれたことによって、急激に成長し

たというか、成長せざるを得なかった。 

このとき（あのと

き）は大変だった！ 

上記の状況も大変だったが、大学院進学を決めた後が最も大変だった。 

地域循環研究所の研究員としての活動、大学院の試験対策、大学の講義、卒業

論文の執筆を同時に行わなければならず、非常に大変だった。 

仕事や生活と両立

させる工夫は？ 

私の場合は大学生としての生活と活動の両立ということになるが、地域循環研

究所での活動を研究として位置づけ、一括りにすることで両立している。昨年

は地域循環研究所での活動として行っていた環境教育をまとめて、卒業論文に

仕立て上げた。 

仕事場としての悩

みは？ 

地域循環研究所は主な作業場が大学の一研究室なので、知人や先輩が突然訪れ

たり、指導教官から突然雑用を命じられたりと作業に集中できないことが多い。

活動で得られる生

きがいは？ 

自分達の活動で地域の環境を変え、貢献することができるということは、学生

の立場ではなかなか体験できない経験だと思う。大学や研究で得た知識を生か

す場があり、地域のためにもなるということは何よりの生きがいと言うか、よ

ろこびである。 
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≪分科会≫    

時 間：14:２0～15:50（90分） 

 分科会１「元気世代の環境活動」 2グループ 
会場：グループ１・・・５F 大広間A  グループ２・・・５F 大広間 B 

これまで培ったノウハウや人脈をもとに環境活動を実践している元気世代の方々をコーディネー

ターに迎え、これから環境活動を始めようとする元気世代に対してアドバイスや意見交換を行いま

す。 

発表団体 

（特定）アジア砒素ネットワーク 
（特定）伊万里はちがめプラン 

日本野鳥の会宮崎県支部 
グループ１ 

５F 大広間A 
コーディネーター 

松下 修 氏 

（特定）パーマカルチャーネットワーク九州 

発表団体 

（特定）農と自然の研究所 
（特定）有明海再生機構 

（特定）エコ・リンク・アソシエーション 
グループ２ 

５F 大広間 B 
コーディネーター 

河野 正治 氏 

熊本産業文化振興（株） 

 

 分科会２「家庭（仕事）と環境活動の両立」 2グループ 
会場：グループ１・・・３F 研修室１  グループ２・・・３F 研修室２ 

仕事や子育て、地域社会活動を通して環境活動を実践している方をコーディネーターに迎え、これ

から地域社会、家庭、学校などで環境活動を始めようとする方に対しアドバイスや意見交換を行う。 

発表団体 

（特定）環境カウンセリング協会長崎 

ESDキッズクラブ 

（特定）どうぶつたちの病院 
グループ１ 

３F 研修室１ 
コーディネーター 清水 菜保子氏 

エコロジスト・リーダー養成・派遣団体「エコ村伝承館」

発表団体 
（特定）しぜん あそ・まな・くらぶ 

（特定）地域循環研究所 グループ２ 

３F 研修室２ コーディネーター 中堀 靖範 氏 

（特定）環境ネットワークくまもと ユースかんくま 

 

 分科会３ 「仕事場としての環境ＮＧＯ」 2グループ 
会場：グループ１・・・３F 研修室３  グループ２・・２F  EPO九州フリースペース 

既に仕事として環境活動を行っている若者をコーディネーターに迎え、これから仕事として環境

活動を始めようとする方に対しアドバイスや意見交換を行う。 

発表団体 

（特定）おきなわ環境クラブ 

（特定）宮崎文化本舗 

（特定）コミネット協会 
グループ１ 

３F 研修室３ 
コーディネーター 

八木 浩光 氏 

（財）熊本市国際交流振興事業団 

発表団体 

（財）鹿児島県環境技術協会 

（特定）九州バイオマスフォーラム 

（特定）国際マングローブ生態系協会 

グループ２ 

２F  EPO九州 

フリースペース コーディネーター 
中熊 和典 氏 

（社）日本環境教育フォーラム自然学校指導者 

 

≪全体会≫ 
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テーマ：「これから、何ができるだろう」  

時 間：16:00～16:40（40分） 

会 場：５F大広間 

時間 内容 担当 

16:00 

(30 分) 

 

16:30 

(10 分) 

16:40 

分科会のまとめの発表 

全体コーディネーターの進行のもと、分科会コーディネーターより、分科

会のまとめを発表。 

全体コーディネーターからの総評 

 

閉会 

 

17:00 アンケート回収・会場整理（交流会会場を設営いたします） 

 

 

 

≪交流会≫ 

時 間：17:00～18:00 

会 場：５F大広間A 

 交流会では、各コーディネーター、パネリスト、発表団体、参加者の皆さんの名刺交換の場として設

けます。質問や詳しく聞きたかった内容などについては、この交流会の場をご活用ください。 
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４．分科会発表団体のご紹介 

 

分科会１ 元気世代の環境活動 グループ１ 
団体名 （特活）アジア砒素ネットワーク 

団体の設立

経緯・目的 

アジア砒素ネットワーク（AAN）は、宮崎県高千穂町の土呂久鉱害被害者の運動を支援し

ている市民が、アジアの国々で起きている地下水の砒素汚染による慢性砒素中毒被害者を

救済するために、1994 年 4 月に設立し、2000 年 4 月に特定非営利活動法人（NPO）

の認可を受けた国際的な民間の援助団体です。 

主な活動 １． ヒ素汚染地に安全な水源を設置する活動 

２． ヒ素汚染地の学術調査 

３． 慢性ヒ素中毒患者の治療支援 

４． アジア地下水ヒ素汚染フォーラムの開催 

５． 活動報告会（不定期） 

６． スタディツアー（土呂久、バングラデシュ）実施 

スタッフ数  国内４名、海外４（+現地スタッフ８）名  （2008年 11月現在） 

予算規模 11,000万円 

メッセージ 「ヒ素」をキーワードに、自然科学から工学、そして文化人類学まで幅広い領域の活動が、

ジュニアからシニアまでの方々によって支えられています。 

 

 

団体名 特定非営利活動法人伊万里はちがめプラン 

団体の設立

経緯・目的 

全国の地方自治体が抱えるごみ削減という課題を解決するため、市民、企業、行政、大学

が協働して、生ごみや廃食油その他の有機性廃棄物の資源化･リサイクル活動に取り組み、

地球温暖化防止に貢献すると共に、素晴らしい地球環境を守り、未来の子供達へ手渡すこ

とを目的に活動を行っている。 

主な活動 ① 生ごみの回収と堆肥化、有機農業の推進 

② 生ごみ堆肥を活用した菜の花プロジェクト活動 

（菜の花の栽培、菜種油の生産、廃食油の燃料化） 

③ 生ごみの堆肥化、菜の花プロジェクト活動などの実践的体験を通して、環境保全啓発活

動の展開 

スタッフ数    ６ 名 

常勤・非常勤、有給・無休を問いません。 

予算規模  

メッセージ 臭い汚い生ごみを微生物の力で堆肥に変え、その堆肥を活用した農産物を利用する食資源

循環の環に参加しませんか・・・！ 

 
 
団体名 日本野鳥の会宮崎県支部 

団体の設立

経緯・目的 

１９６７年 宮崎野鳥を守る会として発足 

１９６８年 会誌「野鳥だより№１」の発行 

１９８１年 日本野鳥の会宮崎県支部と変更 

野鳥に接して楽しみ、野鳥に関する知識及び保護思想を普及し、豊かな人間性を養い、も

って社会の発展に寄与することを目的とする。 

主な活動 機関誌（会誌）の発行 ６回 

探鳥会活動 ３２回 

野生いきものふれあい講話講師派遣 

地球温暖化防止フェスティバル協賛 

1月発生した鳥インフルエンザ対策；野鳥調査協力 

スタッフ数 ８名 

予算規模 600,000円 

メッセージ 元気世代のパワーで、野鳥も人も住みよい環境づくりをめざしてがんばります。 
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分科会１ 元気世代の環境活動 グループ2 
団体名 （特定）農と自然の研究所 
団体の設立

経緯・目的 

百姓仕事が生み出すカネにならない価値の発掘・表現・評価 

主な活動 たんぼの生きもの調査の手法開発と普及 

スタッフ数 16名（理事18名以外に専門研究員16名） 

予算規模 1148万円（2008年度予算） 

メッセージ たんぼの中から今まで見過ごしていた新しい発見が生まれます 

 
団体名 特定非営利活動法人エコ・リンク・アソシエ－ション 
団体の設立

経緯・目的 

鹿児島県薩摩半島の南西部広域市町の地域づくり活動に取り組むメンバ－により、2000

年 12 月から設立準備会として「地球環境を循環と共生で創る運動」を開始。協議を重ね

るうちに、具体的な循環型社会を構築するための環境の維持・保全活動の必要性を痛感。

2001年 5月、鹿児島県より特定非営利活動法人の認証を受け、同年6月よりＮＰＯ法人

として活動を開始する。 

多元的社会における共生と協働という目標に向って、地域社会の変化やニ－ズを把握し、

環境共生型社会の実現に寄与することを目的とする。環境を軸とした農山漁村の活性化、

福祉問題の解決、青少年育成事業等の取り組みを活動の中心とする。 

活動を通して、人的ネットワ－クの形成や環境問題の解決など循環・共生の地域社会の実

現と健全で永続的な２１世紀の新しい市民参加型社会の構築をめざす。 

主な活動 森林シンポジウムの開催、国際ワ－クキャンプの実施 

障害者乗馬事業の実施、花渡川ア－トプロジェクトの開催 

東シナ海サンゴ調査の実施、森林保全活動（下刈り・間伐） 

森林セラピ－活動、食育・食農教育の取り組み 

民泊型修学旅行の受入活動（年１５回） 

森林馬事公苑運営管理 

スタッフ数 ４名 

予算規模 5,000万円 

メッセージ 美しい自然環境を次の世代に残すことは、私たちの責務です。元気世代のパワ－を環境保

全活動に活かしませんか。 

 
団体名 NPO法人有明海再生機構 
団体の設立

経緯・目的 

有明海の環境悪化の原因を総合的に研究し再生策を提言することを目的とし平成 17 年 6

月に設立。 

有明海の再生に関する調査研究を推進するための事業を行い、有明海の再生に寄与するこ

とを目的とする。 

（活動内容） 

・環境の保全を図る活動 

・科学技術の振興を図る活動 

・前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

主な活動 ・分科会の開催 

・機関誌の発行(年 4回) 

・有明海再生に係る研究費等助成事業実施 

・干潟･浅海域における底質の物質循環に関する研究実施(佐賀県委託) 

・有明海再生技術コンサルティング事業の実施 

・有明海講座の実施 

・有明海についてのシンポジウムの実施 

・有明海･八代海総合調査推進業務受託（環境省委託） 

・カキ礁復元に向けた活動（地球環境基金助成金） 

カキ礁実態調査、有明海再生に向けた啓発活動（講演会、生き物・パネル展示会、パンフ

レットの作成） 

スタッフ数 ３  名 



メッセージ 環境活動にも様々な関わり方があると思います。 

分科会２ 家庭（仕事）と環境活動の両立 グループ１ 
団体名 ESDキッズクラブ 

団体の設立

経緯・目的 

「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」の趣旨に賛同し、主に「こども」

と幼児の教育機関に関係する個人や団体などのあらゆる主体に対して、環境保全への取り

組みの普及・啓発・支援事業を行い、これにより、持続的発展に寄与することを目的とす

る。 

主な活動 幼児への環境しつけ講座の開催および先生、保護者への環境教育講座の開催 

スタッフ数 ２名 

予算規模 2,500,000円 

メッセージ 自分の興味のある活動のみを行っています。楽しんで行うことが継続の秘訣です 

 
 
団体名 ＮＰＯ法人どうぶつたちの病院 

団体の設立

経緯・目的 

日本には多くの絶滅に瀕した野生動物がいます。そんな動物を救い、人間と動物が共存で

きる環境を考え、作ることを目的に設立されたＮＰＯ法人です。 

主な活動 現在、４つのプロジェクトが同時進行しています。 

対馬ヤマネコ、沖縄のヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコ、 

の絶滅回避の為の活動と小笠原の野ネコ対策。 

スタッフ数 会員 13 名  職員  5 名  常勤スタッフ  9 名 

予算規模 3000万円 

メッセージ 仕事とＮＰＯ法人活動との両立は、時間的制約と金銭的バランスで良いときも悪いときも

あります。それでも、充実感とか達成感は何者にも返られない経験。自分の考え方一つで

楽しい時間が作れると思います。 

 
 

 

 

分科会２ 家庭（仕事）と環境活動の両立 グループ２ 
団体名 特定非営利活動法人しぜん あそ・まな・くらぶ 

団体の設立

経緯・目的 

すべての人々に対して、自然を触れ合い自然を大切にする心を育てることを通して、地

球環境保全に配慮した生活にチェンジしていくこと 

主な活動 自然体験型環境教育、指導者育成、団体の支援 

スタッフ数 ６０ 名 

予算規模 1,000万円 

メッセージ 子どもたちへの大人の関わり方が、自然環境保全と地域社会の持続可能性への鍵です。

一緒に活動しませんか？ 

 
 

団体名 （特定）地域循環研究所 

団体の設立

経緯・目的 

平成 12 年 5 月長崎大学環境科学部中村修研究室を母体といて設立。同年 10 月に法

人格を取得。環境関連のコンサルタント事業を中心に活動をしている。既存のコンサル

タントとは異なる、住民協働の手法を用いるところに大きな特徴がある。 

主な活動 自治体向けコンサルタント、小中学校向け環境教育 

スタッフ数 ５名 

予算規模 3,058万円（2007年） 1,300万円程度（2008年） 

メッセージ 仕事というより、学業との両立という形になりますが、うまく折り合いをつけて活動し

ています。 
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分科会３ 仕事場としての環境ＮＧＯ グループ１ 
団体名 ＮＰＯ法人 おきなわ環境クラブ 

団体の設立

経緯・目的 

急激な開発や水質汚濁などによって改変された沖縄の水辺自然と環境について、それら

の回復・再生を図る実践と環境教育活動により地域の自然環境保全と文化の振興に寄与す

ることが目的。 

主な活動 環境教育を基軸に①助成金活動、②沖縄県や JICA などの委託事業、③自己資金による

自主事業として、環境保全･自然保護の実践や人材育成活動を沖縄本島那覇市と宮古島市を

拠点に展開中。 

スタッフ数 ８名 

予算規模 2,300万円 

メッセージ おきなわ環境クラブは、 

「スタッフが世間並みの給与をもらい、生き甲斐を感じて社会に貢献する楽しい仕事場づ

くり」を、 

めざしています。 

 
 
団体名 （特定）宮崎文化本舗 

団体の設立

経緯・目的 

芸術文化によるまちづくり及びＮＰＯ相互のネットワークを柱に、明るく楽しい社会を実

現する事を目的として事業を実施している。また団体の特性を有効に活用して事業の企

画・運営を行ない、総合的なまちづくりを実践する。 

主な活動 各種イベント事務局代行業務、行政からの委託業務、映画館運営、ＮＰＯ活動支援業務、

宮崎県地球温暖化防止活動推進センターなど 

スタッフ数 ５２ 名 

予算規模 約２億円 

メッセージ 就職先の一つとしてＮＰＯ，ＮＧＯが普通に選択されるための仕事としての成り立たせ方、

人材育成方法に関心があります。 

 
 
団体名 ＮＰＯ法人 コミネット協会 

団体の設立

経緯・目的 

「地域、国、地球に対して、生涯学習、環境教育、国際教育、地域づくりに関する事業と

活動を行ない、これらの運動をとおして、地球と地域の環境保全と平和の向上と安定に寄

与すること」を定款に定め、持続可能な地域づくりに向けた事業に取り組むことを目的と

します。 

主な活動 地域中間支援事業   年間 10地域でのプロジェクト実施  

持続可能な開発のための教育（ESD、環境教育）事業 年間 500名の人材育成  

スタッフ数 ８名 

予算規模 3,700万円（2008年度予算） 

メッセージ 地域と地域のインターミディアリ（中間支援）として、持続可能な地域づくりに取り組ん

でいます。 

 
 



分科会３ 仕事場としての環境ＮＧＯ グループ２ 
団体名 財団法人 鹿児島県環境技術協会 

団体の設立

経緯・目的 

環境にかかる調査分析，測定分析，技術指導，普及啓発活動を行い，もって良好な環境の

保全に資することを目的とする． 

主な活動 環境調査・分析・解析、生物調査、普及啓発活動 

スタッフ数 ９０ 名（普及部門10名） 

予算規模 約 1億円（普及部門Ｈ20年度予算） 

メッセージ 最近、メディアの方からも認知されてきました。今後とも、良い関係を築いていければ幸

いです。 

12月 23日は、鹿児島一の繁華街天文館にてキャンドルナイトイベントを計画中。史上初、

天文館の灯りが消えます。乞うご期待。We Love 天文館協議会の方達とのコラボです。 

 
 
団体名 NPO法人 九州バイオマスフォーラム 

団体の設立

経緯・目的 

 九州は、我が国農業総産出額の約２割を占める食料供給基地であり、畜産業や食品産業

のウエイトも高いことから、バイオマスの利活用についても大きな可能性を秘めています。

そこで、九州地域においてバイオマス関係の情報を集約し、その普及を促進すべく、本会

を発足させました。 

 バイオマスエネルギーのような地域性をもつエネルギー資源を利用するためには、地域

レベルの取り組みが重要で、一過性のイベントではなく、バイオマス普及のためのネット

ワークを構築することにこそ意味があると考えられます。本会は、九州におけるバイオマ

ス利用システムの構築とその事業性についての調査･研究を行い、バイオマスの利活用に関

する広報・普及活動を通して諸団体とのネットワーク形成と、バイオマスに関する窓口機

関としての役割を担うことにより、循環型社会の形成を実現することを目的とします。 

主な活動 ○バイオマスに関するセミナー・シンポジウムの開催 

○野草から手漉き和紙を作る「野草紙プロジェクト」の運営、ワークショップの開催 

○菜の花プロジェクトの一環としてBDFの精製、イベントへのBDF提供、BDFで走るカ

ート貸出 

○草本系バイオマスのエネルギー利用から、飼料や紙などの総合的利活用の推進を図る活

動 

スタッフ数 ８名 

予算規模 4,000万円 

メッセージ 身近な資源でやさしい暮らし」をテーマに、資源循環型社会の構築を目指して活動してい

ます。 

 
 

 

団体名 特定非営利活動法人 国際マングローブ生態系協会 

団体の設立

経緯・目的 

マングローブ生態系の保全、管理、持続可能な利用への貢献 

主な活動 マングローブに関する調査、啓蒙活動、研修など（モルジブ、キリバス、他） 

スタッフ数 ７ 名 

予算規模 8,000万円 

メッセージ たくさんの人たちに支えられて活動を続けています。 
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欠席団体 

団体名 財団法人 北九州国際技術協力協会（通称：KITA
カ イ タ

） 
団体の設立

経緯・目的 

北九州市において国際研修に必要な技能・技術研究の場の提供と教程の整備等を行うとと

もに、国際技術協力のあり方を調査研究し、人的交流や技術移転を図り、開発途上国との

相互発展理念に基づく国際協力を推進する。 

主な活動 JICA研修や技術者の環境保全研修における研修員の受入れ、専門家派遣、アジアの環境人

材育成、親善交流などを中心に、国際技術協力に関する調査、コンサルタントサービス、

技術支援等、持続可能な社会の実現に向けて活動しています。 

スタッフ数 ５８名 

予算規模 475,０00 千円 

メッセージ ご自身の経験を活かして、産業開発と環境保全の調和をめざした国際技術協力を一緒に推

進していきませんか。 

 
 
団体名 特定非営利活動法人 くすの木自然館 

団体の設立

経緯・目的 

1995年設立（2000年 NPO法人鹿児島県認証） 

郷土鹿児島の自然を良い状態で未来へ継承していくため、環境教育を通して環境保全活動

を進めています。 

主な活動 環境教育を通して環境保全を進めるために以下の活動を実施 

①環境教育…講演・講座・WS等の座学 

②自然体験…自然学校からネイチャートレッキングなど 

③国際理解教育…私たちが世界へ及ぼす影響について考えます 

④政策提言・委員…環境・農林水産業・地域づくりなどの国・県市町村の各種委員 

⑤野生生物調査…野鳥・哺乳動物・底生生物などの調査を実施。 

モニ 1000コーディネーター 

⑥CSRのサポートやコーディネート 

⑦福祉支援…障害をお持ちの方も自然の中へ出かけるためのサポート 

その他、様々な手法を通して環境教育を進め、郷土の風土を継承する取り組みを進めてい

ます 

スタッフ数 ５ 名 

予算規模 2,000万 

メッセージ 現在、私たちががきっかけを作り子どもたちや自治会が干潟や松林のクリンアップに取り

組み始めています。 

併設して、地域づくり拠点「Café Lactea Lactea（らくてあ らくてあ）」も5月に開
設。 

錦江湾に浮かぶ桜島を眺めながら温かい飲み物をどうぞ！ 

私たちの生活と海の心の距離を縮めるための拠点です 

 

3 月の大潮にはゴカイの観察会を実施します。たぶん、世界でここだけのゴカイの観察会

です 

満月の夜、生殖のための多くのゴカイが集まってくる神秘的な観察会です 

詳細は後日HPでご覧ください 

http://www.kusunokishizenkan.com 

 

 



５．会館フロア案内 会場案内図 

５F 大広間  基調セッション、分科会、全体会会場 

 
３F 研修室１～３ 分科会会場 
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受 付 

託児 



 

 

２F  EPO 九州 分科会会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPO 九州 

オフィス 
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描いてみよう人生グラフ！（下書きシート） 
各分科会では、基調セッションや各団体の発表を にしながら 

参加者の皆さんにも自分の人生グラフを描いてもらいます。ま 書きをしてみましょう。 

 
 
 
 

↑ 

環
境
活
動
充
実
度 

※
環
境
団
体
で
の
活
動
経
験
が
な
い
場
合
は
、 

家
庭
で
の
取
組
み
な
ど
を
も
と
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。 

清書用のシートは分科会にて配布します。
参考

ずは下
時間 → 


