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はじめに 

「環境 NGO と市民の集い」は独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金の

助成団体の活動成果発表の場として位置づけられているもので、私たちパート

ナーシップ・サポートセンター（PSC）が担当した過去 3 回は、2005 年度『NGO

と企業のフロンティア』、2006 年度『市民・NGO・企業が協働する未来へ』、2007

年度『市民・NGO・企業が協働するコミュニティへ』というテーマで開催しまし

た。 

今年度は特に 2010年に生物多様性条約第 10 回目締約国会議（COP10）が愛知

県名古屋市で開催されることにかんがみ、テーマを『市民・NGO・企業が協働し

て生物多様性の豊かな社会へ』としました。 

COP10 開催を契機にした様々な「生物多様性」に関するイベント等が開催され

始めていますが、まだまだ一般的にはその概念が浸透しているとは言えません。

一方で、現代は「恐竜の絶滅以来の第６の大絶滅時代（COP10 支援実行委員会

HP より）」と言われている現状があり、その中で生きている私たちが「生物多様

性」を知らないというわけにはいかないのではないでしょうか。 

そこで、「大絶滅時代」の社会を「生物多様性の豊かな社会」にしていくため

に「生物多様性とは何か」、「それに対して私たちが何ができるのか」、また、「企

業・NGO・NPO・市民とが協働してできることは何か」を考えていくことができ

るきっかけづくりになれば幸いです。 
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プログラム 

１２：００～ 開場・受付 

１２：３０～ 開会挨拶（大会議室） 

１２：４０～ 

   １３：３０ 

基調講演（大会議室） 

テーマ：『企業のＣＳＲ活動とＮＧＯの協働から創り出す 

生物多様性の豊かな社会へ』  

 講師：香坂 玲 氏 

元国連環境計画生物多様性条約事務局職員 

    名古屋市立大学経済学研究科 准教授 

～１３：４０ 休憩・移動 

助成団体の助成活動成果の発表 分科会形式（会議室４・５・６） １３：４０～ 

   １５：３０ 【環境教育】 

三国湊魅力づくりＰＪ 

Ｋｉｄ‘ｓＡＵ・子供たちのアジア連合

大学コンソーシアム石川 

ネイチャークラブ東海 

ＮＰＯエコバンクあいち 

富士の国・学校ビオトープ 

【環境保全】 

サンクチュアリエヌピーオー 

モンゴル環境情報センター 

市民フォーラム２１・ＮＰＯセンター 

浜松ＮＰＯネットワークセンター 

世界の砂漠を緑で包む会 

水辺と生き物を守る農家と市民の会 

パートナーシップ・サポートセンター 

【地球温暖化防止・循

環型社会の形成】 

あそあそ自然学校 

ＮＰＯ地域づくり工房 

インドネシア教育振興会 

ウッドマイルズ研究会 

ホールアース研究所 

かわだ夢グリーン 

～１５：４０ 休憩・移動 

１５：４０～ 

   １６：３０ 

ポスターセッションによる活動の発表（大会議室） 

  ～１６：４０ 休憩 

１６：４０～ 

  ～１８：００ 

分科会報告、企業のＮＰＯとの協働事例の発表等 

全体意見交換          （共に大会議室） 

１８：１０ 

～１９：３０ 

懇親会・交流会（希望者） 

活動発表・事例発表コメンテーター 

企業 （株）デンソー 経営企画部ＣＳＲ推進室長       岩原明彦氏 

 （株）山田組 代表取締役               山田厚志氏 

 東海ゴム工業（株） 総務部参事 社会貢献推進室長   戸成司朗氏  

ＮＧＯ／ＮＰＯ （特定）藤前干潟を守る会 代表            辻 敦夫氏 

 なごや東山森づくりの会  代表            滝川 正子氏 

 （特定）グリーンエネルギー推進機構 代表理事     藤井清明氏 

全体コーディネーター （特定）パートナーシップ・サポートセンター 代表理事 岸田眞代 
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基 調 講 演 
『企業のＣＳＲ活動とＮＧＯの協働が創り出す生物多様性

の豊かな社会へ』 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【講師】香坂 玲氏 
          元 国連環境計画生物多様性条約事務局職員 
      名古屋市立大学 経済学研究科 准教授 
              

東京大学農学部卒業。在ハンガリーの中東欧地域環境センター

勤務を経て、英国イーストアングリア大学開発学大学院で修士

号、ドイツ・フライブルク大学の環境森林学部で博士号取得。

国連環境計画生物多様性条約事務局元職員、現職は名古屋市立

大学経済学部・経済学研究科准教授。 



特定非営利活動法人三国湊魅力づくり PJ 

三国湊「海・河がつながる里山・森づくり」 

ネットワーク構築と実践・普及活動 
■団体紹介 
 特定非営利活動法人三国湊魅力づくり PJ は、地域住民や来街者に対して、三国湊を中心とし
た三国地区の賑わいの創出及び自然環境（海・河・里山）の保全等に関する事業を行い、地域経

済の活性化と循環型地域社会の形成に取組むことを目的として平成 18 年度に設立された。豊かな

地域資源―即ち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」をベースに、これまで行われてきた地域住民の様々な活動を結

び合わせ、持続的でトータルな町づくり活動を行っている。 

 
■本助成による活動の紹介 
昨年度の本助成活動「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と

普及活動」にて発足した「三国湊緑のリレープロジェクト」は、三国に漂着した重油がボランテ

ィアによるバケツリレーで回収された経験に学び、枯松で赤く染まる里山に緑を取戻し、世代を

越えてバトンタッチしてゆくことを目的とした森づくり活動。①実践的（ワークショップ形式で

荒廃林の診断・森づくりプランの作成・その実行まで行う）、②参加型（子どもから大人まで誰も

が参加できる）、③持続可能な「三国湊型環境教育モデル」を構築、ボランティアによる里山保全・

森づくり活動がスタートした。 

今年度は、①継続的な活動に向けた仕組みづくり②モデル・フォレストの整備③異業種ネット

ワークによる森づくり活動の推進を目的に下記の取組みを行ってきた。 

・HP を設立しボランティア窓口を設置、町の飲食店等に配置したチラシと併せた活動広報。 

・県内外の活動団体との視察見学・交流を通じたネットワーク構築。 

・松枯れ・不法投棄・下草繁茂で荒れた里山（約 5ha）に、地域住民・ボランティア・専門家に

よる継続的な下刈～枯松伐倒～植樹等の整備を行い、モデル・フォレストとして魅力ある景観

を創出（ワッキの森・ナミィの森と命名）。 

・三国湊と外を結ぶネットワーク構築と当活動のコア・メンバー養成を目的として、県外から 3

名、県内 3名のボランティアを募り、森づくり技術の習得と実践及び活動普及に関する合宿型

ワークショップを開催。 

現在、異業種による森づくりネットワーク構築、当プロジェクトのサポーターズクラブ設立、

他団体とのネットワーク構築・環境意識の向上を目的としたシンポジウム開催に向け、活動は加

速度を増している。 

 
特定非営利活動法人三国湊魅力づくりPJ http://mikuni-minato.jp/  
三国湊緑のリレープロジェクト   http://mikuni-minato.jp/midorelay/ 
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Kids’ AU・子どもたちのアジア連合 

モンゴルにおける植林体験を通した 
北東アジア青少年環境教育ネットワーク活性化活動 

■ 団体理念 

私たちは、21 世紀の国際社会を「平和と友好の時代」にしていきたいと心から願っています。

北東アジア地域に暮らす一市民として、この地域の平和と友好は他人事ではありません。そん

な思いから、一日も早く平和を基軸とした「AU（Asian Union）」の実現を目指しています。 

「平和 AU」を実現させるためには、その担い手となる各国の子どもたちがお互いに友情を育

み信頼を深めていくことが不可欠です。「地球の宝」である世界中の子どもたちが希望あふれる

未来を生きていけるように、私たち大人が希望をもって汗を流し、100 年先を見据えた道筋を

具体的に示していきます。 

■ 活動目的 

砂漠化対処条約に記された砂漠化の定義に従うと、モンゴルの国土の 90％が砂漠化の脅威を

受けている。砂漠化の人為的な要因として、過剰放牧・不適切な農業実践・森林伐採などが挙

げられます。 

私たちは平成 13 年～17 年に実施した北東アジアの青少年を対象とした自然体験教育事業を

通じて、こうしたモンゴルの砂漠化を防止するためには、モンゴル国民の意識向上はもちろん、

北東アジアに住む人々の意識を高め、各国において環境教育を進めている団体・個人の間で情

報交換を行う人的ネットワークを構築することが解決に向けた突破口になると考えました。 

そのため、本活動は、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、モンゴル国の首都ウランバートル市近郊における砂漠化の現状を目の当たりに

し、その防止策等を様々議論し、植林・緑化活動についても、共同で実施していきます。また、

「食べる・寝る・遊ぶ・働く」という暮らしの原点を組み込んだ共同生活を通した交流を図る

ことにより、北東アジア各国の環境教育ネットワークを活性化させ、各国の青少年の環境保全

意識向上を図り、環境教育の更なる普及拡大に努めていきます。 

■ 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、以下の活動を行いました。 

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事前調査・協議を、申請団体と現地カウンターパート

ナーであるウランバートル 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 2008 年 2 月に実施しました。 

２．北東アジア各国青少年による砂漠化防止緑化活動 

 2 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 2008

年 7 月 26 日～30 日の日程で実施しました。各国から子ども 69 名と青年 44 名の計 113 名が参

加しました。 

当初は 6月に実施する予定であったが、ウランバートル市

内の感染症の蔓延・暴動問題等により、渡航に制限がかかり、

延期せざるを得なくなりました。その結果、植林に適さない

時期となり、植林・緑化活動を割愛し、昨年度植林地の状況

把握や遊牧民キャンプ場でのネイチャーゲーム、遊牧民生活

体験、環境保全についての子どもミーティング等を実施しま

した。 

 

３．成果検証のフォローアップ 

2008 年 11 月に日本・モンゴルで、12 月に中国と韓国にお

いて、本活動に参加した青少年を集めて、実施した活動の成

果を検証し、次年度に向けた課題の抽出を行ないました。 

４．広報普及活動 写真：現地での環境保全についての

子どもミーティング 
報告書作成について、各国カウンターパートと折衝中。2009 年

2 月下旬頃には報告書としてまとめ、関係機関等へ配布していく

予定です。 

－９－ 



大学コンソーシアム石川 

学校教師を中心とする北陸における ESD 普及のための仕組みづくり 
 

 大学コンソーシアム石川は、平成 18 年 4 月の設立以来、20 の高等教育機関、20 の自治体、

12 の関係団体及び 1 の国際機関を会員として、高等教育機関相互の連携、高等教育機関と地

域社会との連携を深めるべく、活発に事業を展開している。 

特に、「文明の大転換期」とも言われる今日、人類が直面する資源、エネルギー、食糧、人

口、気候・環境等の地球規模の問題や、国内における少子高齢化、地方文化の衰退、世代間の

断裂等の問題に積極的に取り組み、関連事業の推進を図っている。 

また、2008 年 4 月に石川県に設置された国連大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレー

ティング・ユニットと連携し、里山の保全活用や伝統文化の継承などの研究活動、学生向け

の国際セミナーの開催などを進めている。 

平成 20 年 3 月に学習指導要領が改訂され、持続可能な開発のための教育（または持続発展

教育：ESD）が学習指導要領に明文化されたことを踏まえ、平成 20 年度地球環境基金発展助

成事業として、小中高校の教師を中心に ESD の周知普及を図ることを目的とする、「学校教

師を中心とする北陸における ESD 普及のための仕組みづくり」プロジェクトを始めた。その

主な内容は、学校の教師を中心にして①少人数（20～30 名）で集中的に ESD について学ぶた

めの ESD 講座の実施、②広く市民の方々に ESD について知っていただくための ESD ワークシ

ョップの開催、③いくつかの学校におけるモデル的 ESD 活動に対する協働・支援などである。

北陸地域（富山県、石川県、福井県）の産官学民からなる ESD 連絡推進協議会を設立し、事

業の企画・運営を行っている。 

 これまで 4 回 ESD 講座を開催し、「ESD とユネスコ・スクールの活用」、「持続可能な社

会の構築のための教員養成・研修プログラムと教材開発」、「ESD を進めるための地域の拠

点づくりと教育委員会の役割」、「ESD 授業デザイン」について専門家から講演いただくと

ともに、北陸 3 県の学校における ESD の実践事例や学校と NGO/NPO、学校と企業との連携に

関する事例を発表し、経験の交流を図ってきた。 

また、学校の教師だけでなく、より広い市民を対象とした ESD ワークショップを 11 月 16

日に開催し、「持続可能な開発のための教育の 10 年と我が国の ESD」について環境省大臣官

房小林正明審議官から、「持続可能な社会づくりに向けて何が求められるか」について成蹊

大学廣野良吉名誉教授から基調講演をいただくとともに、地域の関係者によるパネル・ディ

スカッションを行った。 

学校におけるモデル的 ESD 活動に対する協働・支援としては、生徒による積極的な学びや

発表を奨励するための生徒によるポスター等の作成や、経験の交流に向けた ESD 活動報告書

の作成などについて協働・支援した。 

 これまでの活動の中間評価は、以下のとおりである。 

・ESD 講座、ESD ワークショップの講演、発表は非常に質の高い内容であると高く評価されて

いる。 

・ESD 講座、ESD ワークショップに参加する産官学民のコアグループが形成された。 

・ユネスコ・スクールへの申請校が出るなど、学校での ESD も少しずつ進展しつつある。 

・ ESD 講座、ESD ワークショップの参加者が徐々に増えているが、まだ少ない状況である。 

・石川県で開催しているため、富山県、福井県からの参加者が極めて少ない。 

 来年度以降の活動としては、ESD 講座等を石川県だけでなく、富山県や福井県でも開催する

とともに、関係者による情報・経験の交流を促進するための対話の場（産官学民連携による ESD

コンソーシアムの形成）等についても検討していきたい。 
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ネイチャークラブ東海 

大学生のための環境塾 

●ネイチャークラブ東海は平成 4 年 4 月に発足し、主に環境教育の人材育成、プ

ログラムの作成、行政の環境教育事業の受託実施などを行ってきました。16 年

間の実績はこの地方では評価され多くの賞を受賞しています。     

１． 名古屋市市長賞 

－１１－ 

２． 愛知県知事賞 

３． 環境省自然保護局長賞 

４． コカコーラ環境教育賞 

５． 国営公園環境教育優秀賞 

６． 公園緑地管理財団活動賞 

７． 環境大臣賞 

●体験型環境教育事業. 

・愛知県環境政策課事業「あいちエコカレッジ」事業 

 

・環境学習ハンドブック作成事業 

・名古屋市環境都市推進課「エコパルスクール」事業 

・「体験型環境学習プログラム」作成」事業 

・国営木曽三川公園環境学習プログラム作成 

・河川環境楽園「エコパラクラブ」事業 

・名古屋市緑政土木局とみどりの協会委託「都市公園の環境学習プログラム」

ハンドブックの作成と実施。 

・なごや市内の小中学校の総合学習支援（年間約70回） 

・教育委員会現職教員研修実施（年間約30回） 

・愛知県依頼「子どもエコクラブサポーター研修」実施など幅広い分野におい

て活動を行なっています。  
●人材育成事業 

・愛知県自然保護課｢里山アドバイザー養成講座｣ 

・豊田市環境政策課｢豊田環境リーダ養成講座｣ 

・春日井市環境政策課｢春日井市自然保護活動推進員｣の養成講座」実施 

・名古屋市「環境塾」講師派遣 

・名古屋市健康福祉局「保育園での環境教育」講座実施 

・岡崎市環境政策課｢おかざき自然体験の森ワークショップ｣リーダー養成講座

実施 

・愛知県自然保護課「海上の森インタープリター養成講座」の実施  
●自然体験活動事業 

・文部科学省「子どもの居場所」事業（瀬戸市・名古屋市内年間約80回実施） 

・愛知県農業振興課｢グリーン・ツーリズム」事業 

・豊根村委託｢とよね夢クラブ」 

・根羽村役場「根羽村自然塾」 

・月例自然観察会（年間36回） 

・各市町村依頼事業受託（自然観察会・親子自然教室 など年間約50回 
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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 16 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 

■ 助成事業の概要 

＜目的として＞、 

・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。 

 ＜行事概要＞ 

・日時 平成 21 年 2 月 6 日（金） 

・開催場所：田原文化会館、江比間野外活動センター 

・参加公募：6 月より｢気候変動｣又は｢生物多様性｣に関する作文などにより、全国募集を行

なった。 

・地方予選：8月 金沢市、芦屋市、北九州市において、地方予選を行なった。 

・行事内容：1．UNEP 行事で活躍する青少年の招聘 

       2．NPO 法人地球友の会 理事長 宮内 淳氏の講演 

       3．微生物分解の実験・土壌生物の観察実験、太陽光パネルを使った実験 

       4．原子力発電について、詳細な説明と質疑 

       5．風力発電施設、リサイクルの進んだゴミ処理施設の見学 

・この行事は、行事が始まってから参加するのではなく、参加決定者にはすでに学習資料を

発送している。1月 15 日までに質問事項を作成し、返送することとしている。 

1 月中旬ごろ、行事内容を発送するとともに、出発前に各自行なう実験について試料を発

送。行事初日は、各地より集まる。2 日目は、朝から実験や講演が続き、午後開会式、基

調講演、施設見学とつづき、夜年齢別のグループで話合いを行なう。 

・事前に大人が準備した内容を発表する事はなく、すべて子どもたちだけで意見を作成する。

その意見を元に、シンポジウムを開催する。 



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 

 
 
☆「ふつうの公園」で、自然に親しむ  
 環境教育や自然体験の大切さが説かれ、そうした  
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」が舞台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。  
街なかにも、そこに適応して多くの生きものがくらしています。身近な自然環境を理

解し、日常の視野から多くの情報を得ながら、生き物たちと楽しく付き合う。そんなラ

イフスタイルの提案として、ごくありふれた設計・管理状態の都市公園を活動地として、

動植物に関する情報と、簡単な体験プログラムを提供しています。  
本活動をひとつのモデルとして、市街地での環境教育・自然体験の取り組みや、地域

のワクを超えた活動アイデアの交換・共有などが進むことも願っています。  
 
☆活動の内容  
①園内の自然をガイドで紹介  
・園内で見ごろの花や、集まっている虫たちなどを取材した「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。
対象地で実際に取材した対象だけを掲載している点がポイントです。  

・ガイドは、公園周辺の児童館や学校等にお願いして掲示・無料配布し、子供たちや、

特に若い親世代などの公園利用者に、身近な自然の豊かさ、楽しさを紹介していま

す。  
・発行したガイドを中心に、四季の公園を見つめたグラフ冊子を編集・発行。ひろく

無料配布して、市街地の自然への注目度アップを図っています。  
②公園で手軽な自然体験  
・気軽に公園の自然と親しめるプログラムを、各地で提供しています。年間のべ 40
回程度実施予定。内容は、季節ごとに概ね下記の通り。  

   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・・・セミの抜け殻調べ（採集・同定と、種別割合からみた地域環境の考察） 
   秋 ・・・葉っぱの色調べ  

（実験風に葉から色素抽出、紅葉のしくみをレクチャー）  
        落ち葉アート（落ち葉を使って、色鉛筆で刷り出しアートを楽しむ）  
・20 年春には、これらプログラムの手順・ノウハウを冊子にまとめ発行しました。  
・事前募集にはあまりせず、昔の「紙芝居屋さん」風に、公園に出向いて、そこにい

る利用者のうち、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

参加も、飽きたら抜けるのも自由に。  
  各回 10～15 人程度の小さな集いですが、興味を抱いた子にはじっくり付き合うな

ど、密度濃く活動中。地域ごとに子供たちとも顔なじみになり、少しずつリピータ

ーも現れています。  
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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

中心とした啓発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事業を進めています。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続けられた場

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

再生事業を実施しています。この事業は、浜の自然が豊かであった30年前、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たものです。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。 

2 年目は前年度の事業を継承するとともに、砂浜の保持能力の高い「コウボウムギ」を主体に種

取り、苗床作りと育成を実行。種の採取、株の採取し、心無い人の手から守るため、保護柵内に苗

床を整備し種蒔き株植えを行い育苗しています。 

 また、海水により流失が懸念される区域は、

風の動きを観察し砂の保持と回復を図るべ

く砂のう積みを実施し、実験的に砂のうにコ

ウボウムギの種まきや株を移植しました。 

 リーフレット及び看板「浜を守る植物～コウ

ボウムギ～」を作り、海岸の衰退メカニズムや

砂浜の復元作業を紹介し、市民への現状

説明や啓発活動を実施しています。 

 

 

☆保護小屋内での苗床による種まき・育苗 
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特定非営利活動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 
 
■団体紹介 

モンゴル環境情報センターはモンゴル国の環境問題に対する調査研究活動，モンゴル国研究者の

研修・育成活動 1999 年からモンゴルに関する都市デザインの研究、環境実態の研究を推し進め、特に

モンゴル国立教育大学との交流および共同研究等を行なってきた。2003 年、2004 年、2005 年は

「Darhadyn 湿地帯(モンゴル)の生態系評価の総合調査」、2006 年、2007 年 2008 年は「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」のテーマの基に助成を受けている。 

■本助成による活動の紹介 

＜目的＞ 

「モンゴル・Darhadyn 湿地帯の持続可能な生態系保全」は遊牧民との共生なしには考えられない。遊

牧民の居住環境、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精

査を通して、はじめてこの地の環境保全の解決策が論ぜられる。1 昨年からの調査により、社会主義時代

のネグデル（協同組合）解体がその後の遊牧民生活に大きく影響し、生態系破壊にも繋がっていることが

予測された。遊牧民への対面アンケート調査によって内在する問題点を浮き彫りにし、保全対策を策定

する。また、事前の調査によって明らかにされた TovuginTuru 湿地帯の隣接地砂丘に拡大移動が見られ、

砂漠化防止等環境保全策を講ずる基礎調査を、昨年に引き続き行う必要がある。このTovuginTuru地帯

は Darhadyn 湿地帯全体の縮図と考えられる所でDarhadyn 湿地帯保全の代表的なモデル地区として砂

漠化防止等の保全策を講ずる。 

＜期待できる環境効果＞ 

 上記実験の結果が良好なら、Tovygyn地域30haの砂丘およびDarhadyn湿地帯全域に砂移動保護囲

い、植林を推し進めることが出来る。特にサリックス草の栽培が成功すればモンゴル国のあらゆる方面で

計りしれない効用をもたらすことになる。遊牧民1000人のアンケート調査結果はDarhadyn湿地帯保全策

構築の重要な柱になる。 
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特定非営利活動法人市民フォーラム 21・ＮＰＯセンター 

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（３年目） 
■団体紹介 

 私たちは、「市民の志と力が活きる社会」の実現をめざして、下記 3つの柱を中期戦略として設定して

います。 

 

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 

また、上記戦略を実現させるために、2 つの柱と 6 つのコア事業を実施しています。 

 

 

 

 

 

■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。

本取組は、上記柱のうち、「NPO の力量形成と成長支援」に位置づけています。 

 取組の 1 年目では NPO 向けロジックモデルを開発し、2 年目で NPO や中間支援組織、また助成財

団等への働きかけを行ってきました。その成果として、昨年度より、東海労働金庫の助成金制度におい

ては、本ツールが申請フォーマットとして採用されました。 

3 年目である本年は、さらなる普及や展開を目指し、全国各地で普及できるプロモーター人材の育

成に力を入れました。ロジックモデル認定プロモーター養成講座では、関東方面や関西方面など広く

参加していただくとともに、11 名のプロモーターを輩出しました。今後は、各地のプロモーターとの協力

関係のもと、成果志向型 NPO が公共の担い手となりうるようなサポート体制を構築していきたいと考え

ています。 

▼NPO 向けロジックモデル 
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詳細は右記ＵＲＬをご参照ください。⇒http://www.sf21npo.gr.jp/sflmws.html 

NPO の 

力 量 形 成

と 成 長 支

援

自治体の

改革を 

支援する

１ NPO セクターのインフラ整備 

２ NPO への定型的サポート 

３ NPO コンサルティング 

４ 行政－NPO 関係 

５ 市民参画・住民自治 

６ 行政経営 
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特定非営利活動法人浜松ＮＰＯネットワークセンター 

森と水と人をつなぐ“環境共生プロジェクト” 

■団体紹介 

「こうなったらいいな…」という市民の夢や思いは、共通の志を抱く人々と出会うことによって社会

的な力に育ちます。「つなぎ・しらべ・しらせ・ささえ・そだてる」市民による共同事務所・シンクタン

クとして、問題の渦中にいる人たちに寄り添い、自立を支援することによって、「市民自身が自ら

の課題を解決するよう主体となって立ち上がっていく」市民社会をめざしています。 

１.中間支援組織機能 

   ①共同事務所運営 ②啓発 ③広報・情報収集提供 ④地域資源調査・開拓 ⑤提言 

２.多様な人々の社会参加支援（自主事業および行政との協働事業） 

   ①障害者の就労支援（職場定着サポート ジョブコーチ PC をつかった在宅就労支援）  

②子どもの社会参加（サービスラーニングによるコミュニティ支援） 

   ③多文化共生（在住外国人の子どもと保護者のための高校進学ガイダンス 等） 

④IT による社会参加支援 

（静岡県西部障害者マルチメディア情報センター管理運営 等） 

⑤環境・地域の自立（安間川水辺再生まちづくり・森林ネットワーク 等） 

  

■本助成による活動紹介（2008 年 12 月現在） 

 ＜趣旨・目的＞都市型河川の内水浸水を治水事業とあわせて流域住民の創意で防ぐため、小中学

校や地域と連携した雨水活用・森林保全活動を通し、健全な水循環を取りもどすことを目的に自発

的な“ふるさとの川や森づくり”の活動に発展させたい。ネットワーカーとしての強みを活かして学びと

実践の場を提供し、川づくりに森林を組み込み、地域限定の活動を広域の普遍的な環境貢献活動

に発展させるための基盤づくりをめざす。 

 ＜実施内容＞ 

１.安間川水辺再生まちづくり － 当センターが中心となって、流域の小中学校・自治会・市民グルー

プ・河川行政らと企画を練り、啓発活動を実施 

ためタル君 設置風景  

リサイクルウィスキー樽 180ℓ 

①総合学習サポート：小学校出前講座「安間川ゼミナール」 

フィールドワークサポート 

②水仙 10 年プロジェクト：球根の提供を地域に呼びかけ 

約 7000 個を 130 名で堤防に植栽 

③ためタル君（手づくり雨水貯留枡）プロジェクト 

自宅設置希望者を募り、設置の経緯や樽の構造に関する 

「説明＆実演会」を経て、2～3 軒が互いに各戸を行き来 

し、協力しあって 10 基設置 

２.森林保全・間伐材利用 － 森の魅力に触れながら人工林の実態を学び、間伐材の活用を検討 

①森林を知り理解するためのイベント：手入れの行き届いた人工林と放置林の比較 

②専門家の協力を得て、間伐材利用の雨水貯留枡試作奮闘中 
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特定非営利活動法人世界の砂漠を緑で包む会 

グリーンネットワーク事業 

■団体概要 

 NPO法人世界の砂漠を緑で包む会は、1997年に石川県金沢市に設立され、2003年に法人化された。

地球環境及び砂漠緑化活動に熱心な市民がボランティアとしてクズの種の採種と、現地への送付が活動

のきっかけとなった。その後、クズの植栽の指導のために、2000 年に始めて中国内モンゴル自治区阿拉

善盟に植林ボランティアを派遣した。クズが現地の自然条件に合わないことが判明したため、2003年に現

地政府及び現地カウンターパート機関と地元の郷土樹種の潅木を中心にし、日中協力の砂漠化防止事

業に合意した。 

 砂漠化防止をテーマとして、造林緑化活動、意識向上活動及び国際交流活動の三つの分野において、

日本の市民及び諸機関の支援を受けながら、現地政府部門とカウンターパート機関と緊密に連携して活

動を進めてきた。2004 年に日本大使館の草の根無償援助を皮切りに、中国内モンゴル自治区のテンゲ

ル砂漠の東縁に長さ8km、幅１～1.5km、総面積が1,000haを超える地区に造林を行い、砂漠の拡大を防

ぎ、事業区域周辺の生態環境改善に大きく寄与できた。2008年に中国に「国家級砂漠化防止モデル区」

として指定された。同時に地域住民の環境意識の向上が砂漠化防止にとって、最も重要であると認識し

て、2004 年からの 5 年間に、延べ 3,800 人の小学生が事業区域における体験型の環境学習と実際の植

林活動に参加した。また、計350人の地域遊牧民が当該事業区域における潅木の植栽、保育と採種など

の研修に参加して、遊牧民の環境意識が大きく向上したほか、潅木種子の採種によって所得の向上と貧

困の解消にも貢献できた。2000年に植林ボランティアの派遣を始めてから、約 300人の日本人ボランティ

アが現地における植林活動に参加し、現地小学生家庭のホームスティなどの活動を通じて、日中両国の

民間草の根レベルの交流が大きく促進された。また、2007年に現地小学生等12人、2008年に現地政府

関係者 11 人を日本に招聘して、相互理解が増進できた。この総合的な砂漠化防止事業は、砂漠化が最

も深刻で自然条件が非常に厳しい阿拉善地域に「最も成功した緑化事業」と評価され、中国国内のみな

らず内外から注目され、多くの政府部門及び民間団体が見学、視察した。特に中国において 100 を超え

る日本の民間団体が緑化活動を行っているが、現地政府部門との連携、地域住民との協働、カウンター

パート機関との協力及び緑化技術などの面で様々な困難を抱えている現状から、当団体の活動過程の

経験とノウハウを含めて、他団体とも共有できることを目的に独立行政法人環境再生保全機構の助成事

業を申請した。 

 ■助成活動 

実施中のグリーンネットワーク事業は、日本国内及び発展途上国、植林等の緑化活動を行っている

NGO団体の連携と協力の促進を目的とし、各NGO団体及び国内研究機関と協力して、植林技術、環境

教育手法及び持続可能な地域作りの情報共有を図り、広範囲なグリーン・ネットワークの構築を目指した、

積極的な情報収集と発信活動を行う。情報共有のグリーン・ネットワークは情報収集、情報処理及びホー

ムページとメールマガジンによる情報発信から構成される。情報収集は定期的に郵便とメールの形で、緑

化NGO団体及び研究機関に情報の提供を呼びかける。提供された情報は、緑化NGO活動情報、植林

技術情報、環境教育情報、地域づくり情報に類別し、日本語、英語と中国語に翻訳してから、ホームペー

ジに掲載するとともに、メールマガジンで NGO 団体に発信する。また、協力緑化 NGO 団体及び関係研

究機関のホームページとリンクして、必要な情報の検索などができるようにデータベースの構築を行う。 

 2008 年 7月から、グリーン・ネットワークの情報収集を開始し、9 月末までに、計 120 数団体に確認

メッセージを送り、その中の 36 団体から情報公開の承認が得られた。承認が得られた緑化 NGO 団

体情報の処理作業が行われ、団体の基本情報データベースを作成して、各団体の活動情報を編集

して、基幹情報システムの構築及び翻訳作業も同時に進められている。 



水辺と生き物を守る農家と市民の会 
里地里山保全再生全国フォーラム開催活動（会場 福井県越前市） 

 
■ 団体紹介 

越前市西部地域（白山・坂口地区）は里地里山の自然が守られ、国内で最も絶滅の危機に瀕し

ている両生類であるアベサンショウウオの国内最大の生息地であり、他にもメダカやゲンゴロウ、ハッ

チョウトンボなど国レベルで 36 種、県レベルで 73 種の絶滅危惧種が生息する県内一の希少野生

生物の宝庫です。 

平成 16 年には環境省の「里地里山保全再生モデル事業」実施地域に指定され、国の関係省

庁、地元自治体、専門家、各種団体、地元農業者等から構成するモデル事業「懇談会」を設置し、

協議、検討を重ね、平成 18 年に、里地里山保全のための「地域戦略」を確定いたしました。 

この「地域戦略」に基づいて、里地里山保全活動を進めていくための実施主体として、地元農家

を中心に、地元自治振興会や各種団体から構成する「水辺と生き物を守る農家と市民の会」が、同

年 8 月に発足いたしました。 

現在会員は 30 名で、希少野生生物が生息する自然環境を、人との交流と協働により保全活用

し、人と生き物も元気になる里地里山づくりを活動の目的にしています。 

30 年以上も放棄されていた谷田の休耕田でのビオトープを造成や、ブラックバス、アメリカザリガ

ニなど外来種の駆除など、その集落にあった保全活動を地権者と協議しながら進めています。 

また、地元の小中学校における環境学習の指導や夏休みには地元自治振興会と協働で、県内

外の子どもたちを集めて、里地里山の保全活動を体験する「越前里地里山エコキャンプ」も行って

います。 

平成 20 年 1 月には、「田園自然再生活動コンクール」（農水省・農村環境整備センター主催）に

おいて農林水産大臣賞を受賞し、私たちの取り組みの大きな励みとなりました。 

課題は、活動のための資金を、現在は農水省の助成金に頼っていますが、今後は助成金に頼

らないで活動できるように、組織（構成員）と運営方法を見直すことです。 

■ 里地里山保全再生全国フォーラム in 越前 

今年度、「里地里山保全再生モデル事業」の集大成として「里地里山保全再生全国フォーラム

in 越前」（10 月 11～12 日）を越前市西部地域（坂口小学校体育館）で開催いたしました。里地里

山の保全再生に熱心に取り組んでいる自治体や各種団体等、全国から 250 名の参加があり、事例

発表や意見交換を行いました。 

1 日目は、中貝宗治兵庫県豊岡市長による基調講演「コウノトリと共に生きる～豊岡の挑戦～」と

3 つの分科会（里地づくり・生物多様性・里山活用）でのパネルディスカッション、ポスター発表（60

団体）を行い、2 日目は越前市西部地域でのフィールド発表に案内しました。 

人口わずか 500 人足らずの坂口地区をメイン会場に「全国フォーラム」を開催したところ、全国か

ら沢山の人が、いろんな情報を持って参加してくださいました。 

この「全国フォーラム」の開催が、当会の運営と地域の活性化に大

きな希望の種を蒔いてくれたと信じています。 

（写真は、10 月 12 日、里地里山保全再生全国フォーラム 

2 日目 フィールド発表の一場面） 
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特定非営利活動法人パートナーシップ・サポートセンター（ＰＳＣ） 
企業の環境・ＣＳＲ活動等に関する調査･分析 

および促進へ向けたアプローチ・ツールⅢ 
 

■ 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。「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」のミッションを掲げて活動しています。 

■ 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り、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しています。 

＜過去 2 年間の調査成果＞ 

                平成 18・19 年度と 2 年間にわたって行った環境・CSR 調査分析によって、 
「ＣＳＲ」というキーワードの有無（平成１９年度）

94

6

あり

なし

左記グラフにあるように大企業（調査対象となった 100 社は一部上場企業が 

ほとんど）においては、9 割を超える企業が「社会的責任」を意識して環境・ 

CSR 報告書を作成していることがわかりました。また、環境活動を進める体制 

についても、8 割を超える企業が環境専門部署を持っていることがわかり、大 

企業においては環境・ＣＳＲ活動が企業活動の重要課題として取り組まれて 

いることが把握できました。 

 ＜今年度事業の方向性＞ 

 上記 2年間の調査成果より、今年度は環境・CSR報告書 100分析と併せて、日本の企業の 9割を占

める中小企業へのヒアリング（7 社）を行い、中小企業におけるリーディングケースの検討と活動推進の

ために必要なことは何かの検討を行うことにし、現在調査・分析中です。 

 また、今年度は助成 3 年目の年でもあり、その経年変化を検討するための環境・CSR 調査分析検討

委員会の設置と、専門家によるファシリテーター導入により、環境・CSR 活動を推進するための専門的

かつ具体的な調査・分析を行っています。 

 社会的責任に関する国際的基準（ISO26000）ができようとしている現在、公益を担う NPO の SR（社会

的責任）としても NPO と CSR の関係をさらに明確にしていきたいと考えています。 

＜今年度事業の概要＞ 

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）の収集 

３．調査・分析検討委員選定と検討委員会開催（年 5 回） 

３．評価項目の決定と 100 社のデータの抽出作業 

４．中堅・中小企業取材（大企業との相違抽出など） 

５．企業と NPO との意見交換会の開催 

６．データ分析・中堅中小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） 
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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６事業を行う。 

（１）エコドライブチャレンジ体験の実施 

車を１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 

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。 

（５）NET エコかるたの作成公開 

エコかるたが昨年好評だったので、そのコンテンツを応用し、インターネット上に、NET エ

コかるたを作成し公開する。双方向参加型コンテンツであり、エコドライブに関する裾野を広

げる役割を期待する。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。 

 
 （６）エコドライブ紙ふうせんの作

成配布 

富山県薬業連合会とも

連携し、富山県が誇る「売薬

さん」システムの広報力を活

用して、全国に FACE－TO

－FACE でのエコドライブ普

及を図る。また、富山県内の

道の駅でも配布することでア

ウトリーチ的な効果を狙う。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○エコドライブチャレンジ体験の様子 
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ＮＰＯ地域づくり工房 

地球温暖化防止を実践する地域づくりを学ぶ 

エコツアーの振興を図る活動 
 

■団体の紹介 

 本会は、北アルプス山ろくの長野県大町市（人口 3 万人余）を拠点に、持続可能な地域社会を

めざして、「環境・福祉・学びあいの仕事おこし」を理念に 2002 年 10 月に発足した。発足時から半

年間（計 6 回）実施した「仕事おこしワークショップ」の成果により、2003 年度より「くるくるエコプロジ

ェクト」と「菜の花エコプロジェクト」を市民実験としてたちあげて、2005 年度には「地球温暖化防止

活動環境大臣賞」を受賞した。 

■活動の目的 

現在、これら２つのエコプロジェクトを両輪の資源として、市内の環境系市民団体（14 団体）と連

携しながら、エコツアーの振興に努めている。2005 年度に本会が連絡事務局となって「大町のエコ

ツアー受入れ連絡会」をたちあげ、昨年度で 1,000 名近い来訪者を受け入れている。今年度は、

地球環境基金の助成を得て、こうしたエコツアーの受入れ基盤の強化を図っている。その目的は、

当地の観光振興に環境面から寄与するとともに、地球温暖化防止に寄与する質の高いプログラム

を構築することにある。 

■この間の活動内容 

5 月に開催した「第 8 回全国菜の花サミット in 信州・大町」（610 名参加）をエコツアー受入れ上

の課題を検証する機会としてとらえ、その後のツアーで改良を重ねながら、スタッフの訓練や「連絡

会」との連携方策、資料の整備などをすすめている。それらから得られた教訓をもとに、学習媒体

やＷＥＢの整備、関係旅行会社への情報発信をすすめることとなっている。また、ミニ水力発電所

周辺の安全対策やルートの保全などの作業を行っている。現在すすめている活動内容は以下の

とおり。 

１）協働プログラムの構築 

①プログラム検討のワークショップの開催 

②大型エコツアーの受入れプログラム試行 

③案内スタッフの育成 

２）学習媒体の整備 

①エコツアー紹介チラシ整備 

②統一解説版の整備（7 ヶ所） 

③共用 WEB サイトの開設 

④資源管理（ルート安全対策） 

３）関係方面への情報発信 

①環境学習などの交流集会等での情報発信 

②修学旅行取扱い大手旅行社への情報発信 

 

連絡先 住所：長野県大町市仁科町 3302（〒398-00

  E-Mail：npo@omachi.org URL：http://npo.o

－２２－
神戸市からのエコツアー来訪を報じる地元紙 

02） Tel&Fax：0261-22-7601 

machi.org/ 

 



インドネシア教育振興会  
「バイオマス利用によるインドネシア・西ジャワ州バンドン 

における循環型社会形成のための実践活動」 
 

■団体紹介 

 インドネシア教育振興会（IEPF）は、インドネシアをはじめとする東南アジア諸国の子どもの

人権の擁護、教育環境の整備、教育機会の充実を図るとともに、日本と東南アジア諸国の

市民的な相互理解と相互交流に貢献し、双方における環境・教育・文化・福祉の向上発展

に寄与する目的として 2000 年に設立された NGO である。 

 当会の活動には、小・中学生を中心とする約 3000 名が関わっている。主な活動内容は、現

地の子どもたちへの寄付品（文具、学校備品等）の配布、日本と現地の小・中学校の交流の

仲立ち、現地での IT 教材の作成と IT 講習会の開催、インドネシアを対象とする国際理解の

ための WEB 教材の作成とイベントの開催、スタディーツアーの実施、現地での環境教育や教

育施設の建築・改築などである。活動の様子はホームページ上で公表している。 

http://www.baliwind.com/ 

 

■本助成による活動の紹介 

①概要 

インドネシア・ジャワ島西ジャワ州バンドンの山間部の貧困地域において、ごみ問題の解決

を目的として、日イ両国の大学生ボランティアおよび教育機関を中心としたグループと協力し

ながら、「バイオマス利用（ごみの再利用）」という循環型社会の構築を目指した活動を実施し

ている。この地域は全般が荒廃山林で、貧困のために食品廃棄物や家畜排泄物が荒れ放

題になっており、生活環境は劣悪である。そこで、当会が改築した現地の小学校を拠点とし

て、バイオマスを利用した循環型社会の構築を進めている。 

②これまでの活動 

 活動 1 年目の今年 5 月から現地住民の協力のもと調査を始め、8 月には現地小学校にバ

イオマスを利用するためのコンポスト作業場を完成させ、そこでできた堆肥を利用するバイオ

マス学校校農園も整備した。9 月には日本とインドネシアの大学生が現地を訪問し、その小

学校で児童と一緒に、廃材を利用した環境教育授業、学校農園の整備、野菜の試験植え

付け、果樹の植え付けなどを実施した。 

③今後の活動 

 完成したコンポスト作業場で様々なバイオマスを利 

用した堆肥作りの試験を繰り返し実施し、分かりやす 

い製法の標準値を作成する。同時に、識字率の高くな 

い貧困地域の人々が理解しやすいよう、イラストや地 

方語を取り入れた「バイオマス利用の循環型社会マニ 

ュアル」を作成する。今後は、貧困や識字率の度合い 

を考慮しつつ、環境教育を組み入れた循環型社会の構 

築を、他地域にも拡大していきたいと考えている。 

－２３－ 



ウッドマイルズ研究会 
木材に関する環境指標の普及および統合活動 

 
■ ウッドマイルズ研究会 

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。 

 

■木材に関する環境指標の普及および統合活動 

森林における温室効果ガス吸収効果や木造建築を中心とした炭素固定効果が、地球温暖化

防止に有効である事が明らかになりつつあるが、我が国では林業の低迷や木材自給率の低さ、

木材産業や国産材住宅の低迷など、地球温暖化防止を踏まえた木材の適正な循環を作り出す

上で依然として多くの課題がある。早急に普及すべき木材に関する環境指標は、ウッドマイルズを

始め、持続可能な森林経営を保証する各種森林認証や、環境負荷の少ない建築を作るための

建築環境指標、学者による木材 LCA の研究など数多く存在するが、各々の連携や統合への動き

が無く信頼性に欠けると共に、一中小企業が全てを行うには莫大な費用や手間がかかり実用性

に乏しい。木材に関する環境指標の一当事者として、指標の統合化を視野に入れた普及を通じ

て、実用性・信頼性の高い総合的な指標作りに寄与する活動を行う。 

○ウッドマイルズフォーラム 2008in 東京（一般向けフォーラム）の開催 

日時／2008 年 7 月 4 日（金）13：30～17：45 場所／東京ビッグサイト 102 会議室 

「木材の環境指標の連携・統合を目指して」をテーマに、基調講演とパネルディスカッションを

行い、木材のこれからの可能性や課題、各関係者の連携統合の必要性を会場も交えて議論し

た。研究会関係者をはじめ、自治体・森林木材業・建築業・その他一般企業など、総勢 62 名が

参加。 

○ウッドマイルズセミナー2008in 京都（実務者向けセミナー）の開催 

日時／2008 年 9 月 18 日（木）13：15～16：50 

2008 年 9 月 19 日（金）9：00～11：45  

場所／京都府職員福利厚生センター第１会議室 

「家づくりと地域の木」をテーマに、木材の 

生産者と利用者との連携を図る家づくりの現場に 

焦点を絞り、基調講演とパネルディスカッションを 

行い、各地の今後の実践方法や課題等について会場 

も交えて議論した。各地の自治体担当者、林業・ 

木材業関係者、建築設計者・工務店、その他関係者・ 

学生など、地域の木に関する幅広い参加者、 

総勢 72 名が参加。 

○国際会議参加発表 

10th World Conference on Timber Engineering（第１０回

崎観光ホテルにて開催。世界 37 カ国、総勢約 500 名が

ドマイルズの活動を発表。 

－２４－ 
木質構造国際会議）、6/2～6/5、宮

参加。「資源・環境」のセッションでウッ



ＮＰＯ法人ホールアース研究所 

学校教育における「地球温暖化防止」普及啓発活動 
 
■団体紹介 

 NPO 法人ホールアース研究所とは、ホールアース自然学校が 25 年の実践活動を通じて蓄積した環境

保全、地域振興、国際協力等のノウハウを、他地域に転化・活用することを目的とした研究機関です。

2002 年、NPO法の施行と同時に設立しました。 

主な事業分野は、以下の通りです。 
■
静
岡
県
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士
宮
市
の
小
学
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に

て
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施
し
た
環
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学
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・ 環境教育指導者養成 

・ 地域・農山漁村振興事業 

・ 自然環境調査・研究 

・ エコツーリズム研究・開発 

・ 政策研究・提言 

・ 国際協力・途上国支援 

・ 災害救援 

・ 環境系ネットワーク運営支援 

従業員数は 14 名、主たる事業所を静岡県 

富士郡芝川町に構え、沖縄県那覇市、新潟県柏崎市、岡山県備前市にも事業所があります。 

 

■活動紹介 

 世界を取り巻く環境問題の中で、とりわけ「地球温暖化」は、私たち一人ひとりの生活の中で理解・行動

が必要なテーマであるといえます。企業や行政レベルではさまざまな取り組みがなされており、普及啓発

活動も盛んに行なわれていますが、次世代を担う子どもたちに対する普及啓発・教育活動は十分ではな

い状況と感じています。この活動の目的は、地球や私たちの国・地域を取り巻く「地球温暖化」という緊急

に対応すべき問題について、具体的な写真・文献資料を使用した教材をもとに、子どもたちの理解と行動

を促すことです。主な活動としては以下の通りです。 

  

（１）小中学校における「地球温暖化防止」環境学習 

   対象者としては、小学校 5 年生以上～中学 1 年生程度まで。授業の 1 コマ（45 分）で、①地球温暖

化とはどういうことか、②地球温暖化が急激に進むと地球や日本はどうなってしまうのか、③身近な生

活の中で私たちにできる温暖化防止アクションは何があるのだろうか（グループでエコアクションゲー

ム）、を実施。最後に『地球にやさしい行動手帳』をプレゼントしています。 

  

（２）中学校高学年～高等学校における「地球温暖化防止」環境学習 

   （１）と同様、授業の1コマ（45～50分）をお借りして行ないますが、（１）③のエコアクションゲームでは

計算問題を導入、より深い学びが図れるようにしています。 

  

（３）特別支援学校における「地球温暖化防止」環境学習 

   障害を抱えた小中学生を対象に実施します。シロクマやアザラシの着ぐるみや、 

地球君の模型、写真や絵などの視覚支援や歌を活用しながら、地球温暖化についての 

環境学習を実施しています。 

その他の活動として、各種イベントでの温暖化防止啓発教育（環境問題やエコアクションをゲーム

や紙芝居を通して知ってもらう：対象は幼児～小学校低学年およびその親）も行なっています。 

 

－２５－ 
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特定非営利活動法人かわだ夢グリーン 

「どんぐり」がつなぐ森・里循環エコプロジェクト 

■団体紹介 

平成 5 年に地域の婦人会が生ごみ減量リサイクル運動を進めたのをきっかけに、地域を上げて循

環型社会づくりを進めようとの機運が盛り上がり、平成12年に「河和田地区生ごみ問題連絡協議会」

が設立しました。この活動を発展させて、地域のトータル的な環境保全活動を推進するために平成

14 年 4 月に本 NPOは誕生し、活動をスタートしました。 

本法人の基本的スタンスは、コミュニティ型の環境 NPO として、地域の小学校や高専、県内外の

大学、団体との連携のもと活発に環境保全活動や森づくり活動を進めている点で、平成20年度年か

らは、鯖江市環境教育支援センターや「越の郷地球環境会議」と協働で、生ごみリサイクル活動と森

づくり活動を融合させ、どんぐりからの苗木作りのため、生ごみ堆肥を使った土づくりも試行していま

す。 

■助成活動紹介 

平成 20 年 4 月 28 日～5月 20 日 

市民、NPO、企業、学生の活動ネットワーク組織（越の郷地球環境会議）の整備のために賛同者を

募って説明に回るなど準備を行う。 

6 月 25 日 森づくりの紙芝居製作、 7 月 10 日～ 森づくり・どんぐりの育て方講習会 

7 月 15 日 土作りの学習会、学校給食の食品残渣のリサイクル・土作り開始（200 人分）        

 8 月     河和田アートキャンプの大学生の生ごみリサイクル堆肥化（100 人×40 日） 

生ゴミを焼却に出している市民の生ごみを、リサイクル循環させる取り組みの進め方

の話し合い、「森づくり」紙芝居完成、子どもたちへの啓発活動 

 9月1・4日 町内説明会一般家庭生ごみ分別収集、リサイクル・堆肥化（生ゴミ堆肥化バケツ配布、

回収トラック借り上げ準備） 

 9 月 23 日  生ごみ分別実験的回収事業開始（4３人） 

 9 月 27・28 日 「どんぐり」苗木等植樹場所整地 

 10 月 12 日 河和田地区の山 1ヘクタール、どんぐり･広葉樹植樹 500 本、参加者 80 人 

 10 月 17日～23日 財団法人地球環境戦略研究機構国際生態学センター研究員矢ケ崎氏と市内

の特に里山の潜在植生調査、どんぐりの実拾い 

 10 月 25 日「どんぐり」等苗木植樹 200 本白山・坂口地区 

 11 月 20 日「ハピー券」生ごみ堆肥参加者に配布、11 月 24 日 どんぐりの実拾い 

 12 月 13 日 朝市「河和田ふれっしゅ市」・ハピー券利用 

12 月 19 日 生ごみ分別収集・回収事業冬休み 

         

<成果>  9 月~12 月家庭用生ごみ堆肥化分別収集分 2,646kg 

     4 月~12 月家庭用生ごみ堆肥 122,304kg 

     9 月~12 月学校給食生ごみ堆肥化 900kg 

     生ごみ堆肥 4月から 12 月合計 125,850kg 

     腐葉土、籾殻、米ぬか等を切り込み発酵、苗土として、準備中 




