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第 4 章 環境保全活動の計画書 

 

地球環境基金の助成金申請書フォームから特に計画書作りで重要と考えられる項目を取り

上げ、それに基づいて環境保全活動の企画書の作成を行った。計画書の作成に余裕のある研

修生は、地球環境基金の助成金申請書フォームに沿って作業を行った。なお、研修生が計画

した環境保全活動は(案)の段階であるため、実施する際の協力団体や地域等に配慮し、具体的

な協力者や場所の名前は割愛した。また、活動経費については、費目のみを列挙した。 

 

環境保全計画書の活動名: 

コース名 名前 活動名 

長期コース 

4-1. 竹内 友博 ホームメイド・ダイアローグ 

4-2. 松本 一夫 山は海の恋人、つながろう海、山、川水保全活動  

4-3. 唐木 志穂 暮らしのがっこう 

4-4. 原  桜花 ～高校生版～ いなかに泊まろう 

4-5. 清水 渓 
夢の膨らむ分別啓発活動 

～The longest journey begins with a single step～ 

4-6. 吉本 紀子 
エコツアーを通じたインドネシア・ロンボク島への環境教育と収入

向上プロジェクト 

短期コース 

4-7. 竹下 義洋 環境国際交流・実践都市づくり ～地域ぐるみの環境国際交流～  

4-8. 木村 江美 森・里・海つながりの環境教育及び地域ネットワーク形成推進活動

4-9. 本島 幹子 
地域の環境リーダー養成プロジェクト 

～地域にある大学の学生とともに地域のエコツーリズムを考える～

4-10.阪野 朋子 エネルギーの自給自足宣言を島根県から世界へ 
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4-1．ホームメイド・ダイアローグ 

竹内 友博 

 

(1) 活動名： 

ホームメイド・ダイアローグ 

 

(2) 活動形態： 

知識の提供・普及啓発 

 

(3) 活動分野： 

総合環境教育  

 

(4) 環境保全活動： 

（対象地域の状況・活動を行うこととなった背景） 

研修を含めたこれまでの経験上、2 つの背景が考えられる。1 つ目は、NPO などの市民組

織の多くは、常に人手や財政不足の問題を抱えているのと同時に、自分たちの活動に共感・

支持を持ってもらうことに苦心していること。 

原因のひとつとして、「異分野間のコミュニケーションの希薄化」、「ある分野の内輪の人達

だけの活動になりがち」が考えられる。 

 

その理由として、 

1) 日々の業務・生活による時間の制約 

2) （特に日本において、）自分の活動分野にだけにしか関心を向けることしかできず、

自分から他人の活動を知り、関心を持とうとする場・土壌・仕組みの不十分さ 

3) 市民ではどうにもならないと思う力の懸念さ。 

4) 社会問題は、政治家や行政、専門家などが取り組むべきと考える、他人事的な意識。 

が考えられる。 

 

2 つ目の背景に、現在「新しい公共」という概念の登場や「環境教育推進法」の改正に伴い、

実際にあらゆる取組みにおいて多様な主体との協働が必要だという事実がある。 

以上 2 点から、皆で解決する必要のある問題を、皆で解決できない状態という現状の打開

の必要性から、そのアプローチとしての最善の政治形態が、デモクラシーであるとされる。 

そのデモクラシーは市民による支え・維持が必要となり、そのための市民自身の能力向上

として市民教育の普及が重要となることから、本企画を実施するに到る。 

 

（趣旨・目的） 

多様な市民が参加し、共に学び合う機会を設けることで、各分野において持続可能な社会
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作りに向けて、各自ができることを発見し、主体性をもって分野間をつなげた行動ができる

よう意識喚起を行う。また、日頃から持続可能な社会の在り方に関心をもち、取り組める土

壌・仕組み作りに寄与する。 

 

（活動の概要） 

自分は各主体の中立の立場で、カフェなどのオープンでリラックスできる場を設け、多様

な市民が集まり各分野をテーマにして、ゲストによる講演や映画などによる学習のほかに、

ワールド・カフェという手法を用いて、 

1) 互いの物語（取組みやその活動の思い・関わりはじめた動機）を伝え合う 

2) 持続可能な社会というビジョンの提示と共有 

3) 異分野と自分とのつながりを見つけ、自分ができることを発見する作業を行うコーディネ

ートを行う。 

 そこで参加者・協力者としては、異分野間の会員との交流を行っている NGO などからの事

例紹介や実施のガイドライン等の活用、参加呼びかけを考えている。 

現在、各団体と ML で交流している他に、様々な市民団体とネットワークを持つ組織にてイ

ンターンとして関わっているので、今後協力をお願いしてみたい。 

 最後に、本計画を行う前のパイロットプロジェクトとして、まずは対象者を身内の者だけ

などして、身近な場所（自宅・カフェ等）にてワールド・カフェを幾度か実施する。 

 

（目標） 

1) まずは互いが、自分から相手を知ろうとし、結果的に自分を知ってもらう 

2) 互いに共感(持続可能な社会という共通の目的・方向があること)を共有し、（大なり小

なりの）パートナーシップを築くことに繋げる。 

3) 市民が持続可能なあり方に対して、日頃から対話・思考・行動する場・仕組み・土壌作

りの形成 

 

これにより、環境、経済、社会の面において持続可能な将来が実現できるような行動の変

化をもたらし、その結果として持続可能な社会へのシフトを実現する。 

 

（活動により期待できる効果） 

【効果】 

1) 持続可能な社会のあり方に関する活動を促すこと 

2) 相互支持と主体性による協働活動を促すことを期待する 
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【各3つの目標の、効果・達成の評価について】 

□「知り合えた人数」や「意識変化」、「対話の頻度」、「参加者数」や「開催数」などの

各項目を、アンケートによって段階ごとに、数値化できる形にまとまる。 

□プロジェクト後にできた質的な成果（意識変化の内容や具体的な行動の変化の内容など）

は、レポート等にまとめることで、可視化できるようにする。 

 

（実施期間） 

１回：準備期間＋交流会（１日）＋実施後のフィードバック 

（一年間）、月一回のペースで行う 

 

(費  用) 

・会場準備費：映画上映、会場・備品の用意等 

・広報費：SNS、メーリングリスト、DM 等による通信費 

（事前に参加者が分かる場合は、招待状の送付（DM 等）の費用） 

・人件費：プロジェクト運営におけるファシリテーター派遣、運営スタッフ、ゲスト手配 

・アンケート調査費：調査・記録用のメディア機器等 

・その他雑費など 

 

（今後の取組課題） 

□ビジネス・プロデュースの学習…企画制作活動における企画作り、予算調達や管理、スタ

ッフの人事などのスキル磨き（書籍にて学習） 

□SNS による広報・フィードバックにおける戦略的活用 

□（楽しむなどで、）結果的にエコな結果につなげるコンセプト 

対象者に応じて、ライブ（アート）・農村体験・合コン（？）など、エンターテインメント

的要素も取り入れた、バラエティに富んだダイアログも検討。 

 

1) ゲストとして、アイドル・アーティストなどの芸能人の活用 

・・・社会貢献に関心のある芸能人探し・活用の事例調査 

↓ 

一般市民も参加したくなる呼び物で。 

↓ 

2) 各 NPO の情報発信の場の提供。 

→「面白いサイト・動画があっても、（元々、関心のある人しか）見てくれない」問題の解消

に。 

□助成終了後の資金運営…本企画のビジネス化 

□参加後のアクションにつなげるフォローアップの構築  

→（案）アクションの支援の要請→各分野の中間支援組織の紹介  
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□参加者の絞り方 

・「各分野」、「多様な市民」、「各個人」とは何か。 

1) テーマ、ジェンダーバランス、世代間のターゲットを絞る 

2) (毎回の参加者の選び方、討論内容、場所、求める効果等の活動→多様な主体との協同学習）

選定 

→事例研究を参考に。 

 

（パイロットプロジェクト案の概要） 

■テーマ：「市民とリオ+20 を繋げる」 

■ターゲット：社会問題に関心のある市民・市民団体（NPO） 

理由：少人数のワークショップでは、人数に限りがあるために、質の高い参加者のほうが密

な対話・交流が生まれやすく、成果を出しやすいから。 

■内容： 

1) ゲストによる講演や映画などによる学習（映像系 NGO の上映など） 

2) 互いの物語（取組みやその活動の思い・関わりはじめた動機）を伝え合う 

3) リオ+20（国際レベルの取組）の紹介と共有 

→リオ+20 に有識者による、国内のボトムアップについてのトーク。 

4) 異分野と自分とのつながりを見つけ、3)に向けて自分ができることを発見する作業 

を行うコーディネートを行う。 

（目標） 

1) まずは互いが、自分から相手を知ろうとし、結果的に自分を知ってもらう 

2) 互いに共感(リオ+20という共通の方向性)を共有し、（大なり小なりの）パートナーシ

ップを築くことに繋げる。 

3) 市民がリオ+20に対して、日頃から対話・思考する場・仕組み・土壌作りの形成  

4) 参加者を20人確保すること。 

 

■場所：（東京 OR 長崎）カフェ等 

■協力者:インターン先の NGO や知人と共に実施。 

■リスク: 

1) 12 月末～1 月という短期間 

2) 基本、自分一人というマンパワー不足 

→協力者との具体的な協同プラン作り 
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4-2．山は海の恋人、つながろう海、山、川水保全活動 

松本 一夫 

 

プロジェクト

名 

 

山は海の恋人、つながろう海、山、川水保全活動 

 

活 動 地 域 三重県東紀州地域（尾鷲市、紀北町他） 

 活 動 期 間 平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日（継続年 3 年予定） 

 

(1) プロジェクトの全体像（目的・実施事項・成果の概要） 

1) 目的 

三重県東紀州地域では熊野古道の世界遺産指定等により山や川の保全が重要な課題となって

いる。また、山の環境変化が海の環境にも大きく影響することから、海・山・川をつないだ総合

的な水環境保全活動を行う。 

 

2) 実施事項 

・海、山、川に携わる NPO および環境保護団体とのネットワークの構築（情報、人的） 

・相互研修の実施（お互いの活動に参加、情報交換と相互研鑽による活動の質的向上） 

・活動を通じた過疎地域の活性化支援と行政との協働による総合水環境保全活動の推進 

 

3) 成果 

・海、山、川に携わる環境保護団体と協調することで、多くの参加者、支援者を確保でき、環境

保全活動の活性化と保全効果の拡大が図れる。 

・屋久島と同様の地形、気象条件であり、行政を含む地域総合の環境保護活動による自然破壊の

防止、ルール作り、および尾鷲檜のブランド化による地域経済支援が期待できる。 

・奥山、里山の環境整備により栄養豊富な水が海に流れ、海洋生物の保全に役立つ 

 

 

(2) 活動の分類 

山林の水の保全活動と海洋生物（アラメ、カジメ等の海藻）保全活動との融合 
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(3) プロジェクト実施内容 

（プロジェクト実施の背景と目的） 

（背景） 

 第二次世界戦争以前は奥山は広葉樹におおわれ、里山は薪や炭を取るために村人による枝打ち

や下草の整備が行われていた。栄養豊富な地下水は枯れ草や枯葉の下に貯蔵され、少しづつ海に

流れ出すことで、アサリやアラメ、ヒジキ等の海洋生物の育成環境を作り出していた。海には森

のように海藻が茂り、藻場はイカやエビ、近海魚の産卵や育成場所となり、豊かな生態系が存続

していた。しかし、今の奥山は杉、ヒノキの針葉樹が茂り、里山は放置され、下刈りされない荒

れた土地は地下水を貯めることができず雨は一気に海に流れ出す。また、間伐や材木の出荷減で

森の茂りすぎが生じることで、乾季は川の水が極端に枯渇するなど山の生態系が崩れ栄養分が海

に届かない。 

 海は磯焼けが進み、魚が取れなくなったと漁師は嘆く。海底の岩場は砂漠のようになり産卵場

や小魚が育つ藻場が極端に減少している現状から、我々は 5 年前から、漁師や地元の住民と藻場

再生の一つとして、アラメやカジメの海の植林を実施してきた。また、今年度は企業の CSR 活

動として企業の従業員による海の植林を支援することができた。 

しかし、我々の海だけの活動には人的にも効果の点でも限界があり、山、川の生態系をも考慮

した他の活動との協働取組の必要性を感じるようになった。我々が活動する三重県南部はリアス

式海岸で海と山が直接つながった地形である。年間平均雨量も 3,000mm を超え、治山治水に多

くの労力を要している。また、熊野古道の世界遺産指定等により山や川の保全が重要な課題にな

っている。このような状況下、山の環境変化が直接的に海の環境にも大きく影響していることか

ら、海・山・川をつないだ総合的な環境保全活動が必要であると考えるようになった。 

 

注：熊野古道は、紀伊半島南部にあたる熊野の地と伊勢や大阪・和歌山、高野及び吉野とを結ぶ 

古い街道の総称で、「熊野街道」とも呼ばれ、平成 16 年 7 月に世界遺産に指定された。 

 

（目的） 

 

1) 東紀州の自然と水環境保全の推進 

各団体および地元行政との協働による活動を通じ、熊野古道エリアの山、川、海の自然を守

るとともに総合水環境保全を推進する。また、活動を通じ過疎地域の経済的支援を行う。 

 

2) 東紀州（熊野古道エリア）の環境保護団体の活動の質的向上と活性化 

海、山、川に携わる NPO および環境保護団体とのネットワークを構築し、相互の活動に参

加、情報交換、議論を行うことによる相互研鑽で活動の質的向上、活性化を図る。 

 



研修報告書 
第 4 章 環境保全活動の計画書 
                                                        

 

                                           

4-8

3) 環境教育による自己研鑽 

 行事および活動の中に環境講演等を組み込み、主催者、参加者および地元住民の環境保全への

関心を高め知識を深める。また住民自らの手で環境保全活動や環境配慮行動がとれることを目指

す。 

（プロジェクトの概要） 

1) 海・山・川の再生取組ワークショプ開催による水環境保全活動ネットワークの拡大 

  ・海・山・川で活躍する NPO、環境保全活動団体、地元行政、大学、有識者等の参加を得て、

水環境保全の再生取組の質的向上のための WS を開催する。また参加各組織間で情報交流

の拡大とスピードアップを図るための取決めを行う。 

 

＜会場予定：熊野古道センター＞ 

 

2) 海・山・川の自然と水環境保全活動相互交流の実施 

紀伊半島熊野古道エリアおよび熊野灘を中心に、県内において環境保全活動を実施している

NPO、団体、行政、企業 G が行う環境保全活動への相互交流参加の定着化を図り、海と山が

直接接する三重県東紀州の水環境保全活動のさらなる活性化を図る。 

 

3) 藻場の環境復元 

 

ア 磯焼け地域へのアラメ、カジメ等の稚苗の植林による藻場の環境復元。 

・平成 24 年度: 自然石を使った海中投入の稚苗植林数 200 株 

      ＜植林予定地＞ 

   ・尾鷲市（ダイビングショップとの連携開催） 

 

イ 稚苗の効果的な食害防止策及び施工方法の調査・研究 

 

3) 環境教育 

ア 青少年、一般市民、漁業者、林業者への海の環境保全教育および啓蒙活動の実施 

（稚苗を石に取り付ける作業、海中投入した海藻の観察会（シュノーケリング・海中カメ

ラ）、稚海老の放流、海岸清掃などを通じて市民の環境意識啓蒙拡大を図る） 

 

イ 海岸清掃・磯清掃・伊勢海老放流体験 

（紀北町の地元環境保護団体、地元行政等と協働） 
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（プロジェクトの具体的実施内容） 

1) 海・山・川の再生取組ワークショプ開催による水環境保全活動ネットワークの拡大 

海・山・川の自然と水環境保全活動相互交流の実施 

＜水環境保全活動＞ 

・熊野古道の枯れ枝、倒木の撤去、歩道ルートの清掃 

・河川の清掃 

・海岸の清掃 

・ルートの自然観察 

 

＜語り部による文化継承＞ 

・語り部による地域の歴史、風習、文化、生活のなりわい、自然の継承 

 

＜学識者、大学研究員等による環境講演と対話活動＞ 

・環境講演とディスカッションの実施 

 

＜各団体とのワークショップ開催＞ 

・活動報告、技術交流、ネットワーク運用の取決め 

 

＜懇親会＞ 

海、山、川の幸を味あうバーベキュー、地元婦人会による手料理等 

 

2) 海の植林（藻場再生事業）と環境教育の実施 

＜アラメ、カジメの植林＞ 

・自然石または取付用金物に稚苗取付 

・ダイバーによる海底設置 

 

＜海中観察会＞ 

・シュノーケリング・海中カメラによる観察 

 

＜環境教育＞ 

・参加者と研究者のディスカッション 

 

海岸清掃・磯清掃・伊勢海老放流体験 

＜伊勢海老の稚エビ放流＞ 

・青少年、市民による放流体験 
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＜海中観察会＞ 

・シュノーケリング・海中カメラによる観察 

 

＜環境教育＞ 

・参加者と研究者のディスカッション 

 

海の植林事前事後調査 

・稚苗の効果的な食害防止策及び施工方法の調査・研究 

 

＜上記行事参加および相互交流依頼予定団体＞ 

県登録NPO、大学、尾鷲市、紀北町、鳥羽市、熊野市他 

（本プロジェクト実施にあたっての課題・問題点） 

 

1) 各団体間の相互理解の獲得 

従来からの交流のある団体を除き、行事参加、相互交流にはお互いの活動への思い、熱意が

合致する必要があり、事前調整に相当の時間が必要、また、調整に必要な人的な課題がある。

ただし、県の活動パートナーグループに登録している団体が主のため、情報交換等は県の支援

が期待できる。 

 

2) 東紀州の水保全環境に関する知識不足 

今までは海洋保全の活動が主体のため、熊野古道の水系環境保全の課題や生態系の問題点、

地元環境団体活動内容等の知見がほとんどない。また、奥山、里山保全活動についても勉強を

始めたばかりであり、今回行うワークショップ等での情報共有を図っていきたい。将来は水環

境保全の全国大でのシンポジューム開催を目指すまでレベルアップしたい。 

 

3) 行政の取り組むべき環境保全の形が見えない 

   自然に配慮した公共工事の方法や生態系の調査等がどこまで行われているか不明。また、大

台山系はかなり山林の伐採が進んでしまっており、山林の復元や林道の原型復旧等の量的把握

が必要。 

 

4) 熊野古道の世界遺産指定による登山者の増加と環境保護への理解、配慮の不足からくる環境

破壊の拡大懸念 

 

5) 釣り客マナーの悪化による港や磯におけるゴミ、釣り糸等の放置問題 
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（期待される成果） 

1) 継続的な水資源保全活動の実施が可能 

熊野古道の世界遺産指定後 7 年が経過し、色々な問題が明確化する時期である。問題を把握

している地域行政との連携により的確で継続的な水資源の環境保全活動が期待できる。 

2) 地元の海・山・川で活躍する NPO、環境保全活動団体と協働により保全活動の活性化が図

られる。海、山、川に携わる環境保護団体と協調することで、多くの地元民、市民の参加者、

支援者を確保でき、水環境保全活動の質的活性化と保全効果の拡大が図れる。 

3) 過疎農漁村の地域活性効果が期待できる。 

    ・活動は地域活性化に資する内容や地域施設活用プログラムを考慮することで地域活性化 

および経済支援の効果が期待できる。 

    ・地域行政機関へ活動実施地の自然環境の現状を認識させることができる。 

    ・地元観光企業（ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｼｮｯﾌﾟ）との連携により参加者の増員、地域活性が期待できる。 

4) 磯焼け地域へのアラメ、カジメ等の稚苗植林による藻場の環境復元 

・藻場植生数の拡大（1 年以降の胞子放出による）。 

・稚苗の効果的な食害防止策及び施工方法の知見蓄積 

5) 市民、漁業者の自立的な自然環境保護活動実施への促進 

 自然石を利用した海の植樹を自らの手で行うことにより、自分達でも自然再生が可能なこと

を市民、漁業者に認識させることができる。 

6) 海岸清掃・伊勢海老放流等の活動により生態系の維持・継続が図れる。 

7) 熊野古道は屋久島と同様、2,000ｍ級の山が直接海に落ち込む地形、かつ日本で 1，2 を 

争う降雨量の気象条件であり、行政を含む地域総合の環境保護活動および屋久島をモデルと

した保護活動のルール作りによる自然破壊の防止につながる。 

8) 奥山、里山の環境整備により栄養豊富な水が海に流れ、海洋生物の保全に役立つ 

9) 県民への環境教育により、藻場の必要性や海洋生物保護の知識普及と水環境保全への配慮 

行動、環境保護活動への継続参加が期待できる。 
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(4) プロジェクトの実施スケジュール 

実 施 予 定 年 月 実  施  項  目 

 

2012.5.26(土)～27(日) 

 

2012,10,20(土)～21(日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012.4.7(土) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012.11 

 

 

海・山・川の自然と水環境保全活動相互交流の実施 

＜水環境保全活動：クリーンハイク＞ 

・熊野古道の枯れ枝、倒木の撤去、歩道ルートの清掃、 

・河川の清掃 

・海岸の清掃 

・ルートの自然観察 

 

＜語り部による文化継承＞ 

・語り部による地域の歴史、風習、文化、生活のなりわい、自然の継

承 

 

＜学識者、大学研究員等による環境講演と対話活動＞ 

・環境講演とディスカッションの実施 

 

＜各団体とのワークショップ開催＞ 

・活動報告、技術交流、ネットワーク運用の取決め 

 

＜懇親会＞ 

・海、山、川の幸を味あうバーベキュー、地元婦人会による手料理等

 

海の植林（藻場再生事業）と環境教育の実施 

＜アラメ、カジメの植林＞ 

・自然石または取付用金物に稚苗取付 

・ダイバーによる海底設置 

 

＜海中観察会＞ 

・シュノーケリング・海中カメラによる観察 

 

＜環境教育＞ 

・参加者と研究者のディスカッション 

 

海岸清掃・磯清掃・伊勢海老放流体験 

＜伊勢海老の稚エビ放流＞ 

・青少年、市民による放流体験 
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2012.8 

 2013.１ 

 

 

＜海中観察会＞ 

・シュノーケリング・海中カメラによる観察 

 

＜環境教育＞ 

・参加者と研究者のディスカッション 

 

海の植林事前事後調査 

・稚苗の効果的な食害防止策及び施工方法の調査・研究 

 

(5) プロジェクトの実施体制 

氏  名 年代 所属団体名など プロジェクトにおける役割 

  Ａ ４０ ○○○○○ 理事長：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ,漁協担当

Ｂ ６０ ○○○○○ 事務局：企画・調整、行政対応

Ｃ ６０ ○○○○○ 顧問：山、川保全団体調整担当

Ｄ ４０ ○○○○○ 理事：ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞﾄﾚｰﾅｰ 

Ｅ ６０ ○○○○○ 理事：プロジェクト支援 

Ｆ ３０ ○○○○○ 理事：環境教育、大学窓口担当

Ｇ ４０ ○○○○○ 理事：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険、経理担当

Ｈ ３０ ○○○○○ 広報、印刷、デザイン担当 

 

(6) プロジェクト実施に当たっての協力や後援を受ける団体など 

団体名称／所属 氏名 協 力 内 容 

○○県実行委員会 プロジェクトの総合支援（企画、所属各団体連絡調整、集

客） 

市役所、町役場関係課 総務、企画、農水課職員による行政対応、地元調整支援 

大学地域戦略センター 企画、提案、講師派遣 

ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｼｮｯﾌﾟ 海の行事全般支援 

コンサルタント会社 地元中小企業との協業の紹介、調整支援、講師派遣 

水産研究所 植林用海藻のアラメ、カジメ等の稚苗育成および技術指導
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(7) プロジェクトの実施経費の内訳 

費  目 

<クリーンハイク＋環境教育> 

ゴミ収集、処分費、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険、ゴミ搬送車両、安全対策費用、環境教育講師(宿泊費、交通

費含)、語り部派遣費、会場借用費 

 

<水環境保全ワークショップ> 

会場借用費、説明用機材購入 

 

<海藻苗の植林> 

ｱﾗﾒ､ｶｼﾞﾒ苗代、傭船代、苗取付ﾌﾟﾚｰﾄ代、苗取付自然石代、ﾀﾞｲﾊﾞｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、空気ボンベ代、

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険 

 

<海の植林事前事後調査> 

傭船代、ﾀﾞｲﾊﾞｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、空気ボンベ代、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険 

 

<海の環境教育、海岸清掃> 

伊勢海老稚エビ 

 

<広報・通信費用> 

チラシ印刷代、事務、通信費、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理費、交通費、ｽﾀｯﾌｱﾙﾊﾞｲﾄ代など 
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4-3．暮らしのがっこう 

唐木 志穂 

 

(1) 活動名： 

暮らしのがっこう 

 

(2) 活動形態： 

実践、知識の提供 

 

(3) 活動分野： 

環境保全型農業等、循環型社会形成、総合環境教育   

 

(4) 環境保全活動： 

（趣旨・目的） 

 環境保全活動などの地域活動における NGO、NPO の人的資源は重要とされながらも、

後継者不足や人手不足が大きな課題となっている。これらの課題を解決するために、NPO

や NGO、地域で活動する若手スタッフを対象に自然体験や地元学、里山学を取り入れた研

修を長期的に行う。日本の伝統的な暮らしから、地域での持続性を見いだし、自らが主体

的に活動できる人材を育成する。これにより、自らが地域に入り、主体的に地域の自立（食、

エネルギー、コミュニティなど）に取り組むことができる。地域が自立するということが、

結果的に森林保全や、里山保全につながる。 

 

（活動の概要） 

 中部地域（主に東海三県）において、本事業体が主催となり、研修プログラムを開催する。

期間は 3 年間。参加者の対象は 10 名程度で、一般に募集をする。対象者は地域活動や、国際

協力などに興味を持ち、将来活動していきたいと考える者、年齢は若手に限る（39 歳未満）。

但し学生は不可、選考基準に沿った人物。参加者には NPO 法人や企業（協力 NPO や企業）

にインターンシップという形で配属され、日常業務を行う。1 ヶ月に 2 度の offJT（座学含む）、

1 ヶ月に 1 度の定例情報交流会、2 ヶ月に 1 度の地方合宿研修を開催。期間ごとにテーマを決

め、テーマに沿って学んで行く。 

 

（目標） 

1 年目：調査し、体験する。現状を知る。→物事の本質や、地域の成り立ちを学ぶ。 

2 年目：成功事例の検証を行う。自らのテーマを定める。→検証をしながらも、対象地域で活

動し、自らの方向を見つめる。 

3 年目：実際にプランを実行する。 
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（対象地域の状況・活動を行うこととなった背景） 

農村部では、都市部への若者の流出により高齢化が進み、一次産業に携わる人々が

減少した結果、自然環境は荒れ果て、疲弊しきっている。10 年後、20 年後は今ある集

落の大半が消滅していくのが現状である。また、これら山側の高齢化によって、荒れ

果てた山々では、水源地がこわれはじめ、土砂災害、水害などが発生している。里山

の文化は継承されず、多くが高齢化とともに消えている。この里山の文化こそ、生物

多様性の保護につながったり、地方の地域自立のきっかけとなったり、解決の糸口と

も言える。 

 一方でそれらの社会問題に関心を持ち、解決する仕事をしたいという若者や、経済

成長だけを目的とした従来の企業活動に疑問を持つ若者の数は増えつつあり、同時に

地域活動へ協力したいという若者も全国的に増えている様子である。だが、それらの

課題に取り組んでいる NPO や地域組織は、資金、物品、人材が不足し、若者など新し

い人材を受け入れる体制が整わず、「NPO で働く」こと「受け入れて育てる」ことが

困難な状況であり、結果としてなかなか活動を広げられないといった問題を抱える事

例が多数見受けられる。 

上記のことをふまえ、本事業は、現在の我が国が抱える諸問題を包括的に理解でき、

その上で、地域に入り、その現場に伴った活動を自発的に行っていける人材育成の実

施を行う。 

具体には、①現場体験を重視する、②自主性を持って行動するための最大限の配慮、

③指導者もともに学ぶ姿勢、④分野の多様性（環境、子育て、まちづくり、国際関係

など）、⑤暮らしの先に世界を見る（空中議論の展開ではなく、現場の伴った活動）、

⑥成果を提示したり、急がせたりしない（答えはない、というところをスタート地点

とし、事業主体者もともに気づきや学びをブラッシュアップしていく）を実践する。

様々な事例を学び、活動に参加し、地域活動、NPO/NGO を担う人々と対話をするこ

とで、「どんな課題に対し、どのような活動をしていきたいのか」という、自らのミ

ッションを見つける能力を養成する。 

この研修で得たことは地域社会へ還元するものとして、フォローアップ（長期的な

対話）を行い、対処療法的な活動だけではなく、生き方、暮らし方にせまって共に学

び合っていくものとする。 

また、研修後半には自分の居住地で実践研修を行い、どのような実際に調査、実践、

考察する。 

 

（活動により期待できる効果） 

本研修を行った後は、自ら居住区、活動場所での実践に移る。 

 田舎暮らし、農的暮らし、にとどまらず、里山全体の保全、地域活性化（煩わしさも含め

て地域で暮らすということ）、地域コミュニティの自立（他国や中央政府に依存しない）こ
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とをめざし、活動しコミュニティビジネス、ソーシャルビジネスの立ち上げ、或は地域活動

を行って行く。 

効果の指標 

◯報告書類一式の提出（日報、月例報告書の作成） 

◯気づき、振り返りシート作成 

毎時記入し、仲間と共に一人ひとり報告をする。気づきや発見、深めたい箇所を話し合い、

個人のテーマ、課題を見つける。 

◯マインドマップ作成（定期的） 

何がつながっていて、どう対処したか、などマッピングして行く。 

◯現場地域、研修先でのヒアリング 

◯自分の居住地での活動シートの作成 

◯自主企画、自主ゼミ、自主的な動きを生み出して行く。 

協力団体への影響 

◯インターンシップ 

インターン生として、受け入れ、研修を行っていただくが、受け入れ先の企業/NPO には本

事業の意図を理解していただいた上ご参加いただき、一緒になって社会の課題に向き合う

地域を育成していただく。（NPO 法人／G−net“ホンキ系インターンシップ”参考） 

◯対象地域、訪問事例 

合宿、野外活動などを行う中で、山間地域の行政機関や、自治組織、地縁団体、NPO など

には協力いただき、更に、研修生がその地域の活動や、つなぎ役となって、活動する。 

 

（実施期間） 

暮らしのがっこう スケジュール表 

年 従事する業務(OJT)内容 0FF-JT の内容 備考 

2012 年 
各インターンシップ先

での研修を行う。 

◯地域でおこっている諸問題の根源にせま

る。抜本的に解決するにはどうしていくの

か。身近な疑問に目をむける。 

◯食と農 

◯エネルギー 

◯稲作、水 

毎月情報交流会

を開催 

2013 年 
各インターンシップ先

にて日常業務を行う。 

◯地元学 聞き書き 

◯人口の減少や増加が地域とどういった関

係があるか。限界集落はどうしてできてい

ったか。 

◯地域自治、公共サービスのあり方とは。 
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2014 年 
各インターンシップ先

にて日常業務を行う。 

◯ファイナンシャルマネジメント、ソーシ

ャルビジネス、多業、現代の百姓とは 

◯居住区での活動 

◯成功事例の検証 

◯フォローアップ 

 

 

(費  用) 

①人件費(内部） 

人件費 

・本事業雇用 2 人分 

・開拓先法人雇用分 10 人 

②研修に係る経費 

 ・OJT（内部雇用 1 人分） 

・OJT（研修生 10 人分） 

・Off-JT（本事業雇用者全員対象） 

③その他の経費 

パソコンリース代、報告会に要する人件費、報告会に参加するインターンシップ先のスタ

ッフ、報告会に参加するインターンシップ先スタッフ交通費、報告会会場費、情報交流会

要する人件費、情報交流会場費、インターンシップ先訪問交通費、月例報告と計画・評価

人件費、事務経費(消耗品費・資料代・電話代・インターネット接続料)など 
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4-4．～高校生版～ いなかに泊まろう 

原 桜花 

 

(1) 活動名： 

～高校生版～ いなかに泊まろう 

 

(2) 活動形態： 

   知識の提供、調査研究 

 

(3) 活動分野： 

総合環境教育  

 

(4) 環境保全活動： 

（趣旨・目的） 

これからの持続可能な社会を考えるうえで、山や川、海とともに生きてきた日本人の伝統

的な暮らしを知ることは重要である。本活動は、高校生がそれらを体験しながら学ぶことに

よって、持続可能な社会とはどのようなものか、自然と共生するとはどういうことかについ

て、体験を通じて考える機会を持つことを目的とする。 

田舎に住む高校生が、自分達の地域の伝統的な暮らしを見つめなおし、都会に住む高校生

が、自然の中での暮らしとはどのようなものか肌で感じる。その両方を実現するための山村

留学である。 

 

（活動の概要） 

和歌山県または奈良県の山村において、都市に住む高校生を対象とした夏休みの一週間程

度の短期山村留学を実施する。地元の高校生がコーディネート役を担い、事前調査や準備を

通して自分達のふるさとについて学習していくことで、都会・田舎双方の高校生にとっての

学びとなる。地域のおじいさんおばあさんの家にホームステイし、話を聴き、一緒に農作業

をし、食事を作る。それらを通して自然と調和して生活してきた知恵や精神性を学ぶと同時

に、昔と今の生活の変化や山村の課題について考える。 

 

（目標） 

本活動の目標は、次世代を担う高校生が自然から学び、自然とともに生きることの大切さ

を知ることにより、彼らの環境保全に対する意識をより身近なものにすることである。 

 

（対象地域の状況・活動を行うこととなった背景） 

日本の田舎では、古くから続いてきた自然とともに生きる暮らしがあった。自分達の口に
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するものは自分達で作り、全てが土に還り循環していた社会があった。そのような生活は今

はもうほとんど残っていないが、その時代を生きてきた知恵や精神を持った人々はいる。地

球温暖化などのグローバルな環境問題が注目を浴びる今、私達はまずローカルな視点、「自分

達の暮らし」という視点から環境について考える必要があるのではないだろうか。そして私

達が求める「持続可能な社会」のヒントは日本の昔ながらの暮らしの中にあるのではないだ

ろうか。本活動の実施予定地である和歌山県南部、奈良県南部の山村は過疎化が進んでいる。 

地方に住む高校生は、卒業と同時に都市に出て行くことが多い。ふるさとを出て行く前に、

地域の自然がもたらしてくれる恵みや地域の抱える問題について学ぶ機会をつくることは、

今後の彼らの「環境」に対する意識に影響を与えるであろう。また、都市に住む、自然の中

での生活を知らない高校生にとっての一週間の山村留学もまた彼らの環境に対する意識を大

きく変えると思われる。 

  

（活動により期待できる効果） 

本活動の目標は、次世代を担う高校生が自然から学び、自然とともに生きることの大切さ

を知ることにより、彼らの環境保全に対する意識をより身近なものにすることである。活動

終了後、高校生らのフィードバックを得るために報告書を提出してもらい、活動の成果を図

る指標とする。 

  

（実施期間） 

準備期間：3～4 ヶ月。 

山村留学実施期間：一週間弱。 

 

(費  用) 

旅費・交通費（生徒達） 

謝金（滞在先家庭へ）等 
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4-5．夢の膨らむ分別啓発活動 

～The longest journey begins with a single step～ 

清水 渓 

 

(1) 活動名： 

夢の膨らむ分別啓発活動 

～The longest journey begins with a single step～ 

 

(2) 活動形態： 

   知識の提供・普及啓発  

 

(3) 活動分野： 

総合環境教育  

 

(4) 環境保全活動： 

（趣旨・目的） 

本活動は、ゴミを正しく処分する習慣がまだ十分に根付いていないインドネシアの人々に、

ゴミを正しく処分することでさまざまな利益が生まれることを認識してもらい、ゴミをきち

んと処分することを住民に啓発するものである。本活動によって街や河川に落ちているゴミ

が減少し、感染症などの衛生面や、漂流ゴミなどによる環境破壊が改善される。さらにスカ

ベンジャーを雇用することで、スカベンジャーの生活向上が見込まれる。 

 

（活動の概要） 

本活動では、ジャカルタ市内の小学校を拠点として行う。短期的な対象は、実施する小学

校の児童とその保護者ではあるが、長期的にはその校区に住む住民全員とする。活動内容は、

小学校で環境教育の啓発事業を行う。まず、児童・保護者対象のゴミ分別の啓発授業を行い、

そこでゴミの分別によって得られる利益と今後の事業について説明する。その後、行政が指

定するゴミ置き場の横にゴミの分別箱を設置し、そのゴミを学校が非常勤講師として雇用し

たスカベンジャーが回収し、リサイクル業者に持って行き、お金にする。生ごみなどのコン

ポストとして利用できるゴミはコンポストにし、それを学校内に設営する農園で利用する。

農園で出来た作物は学校前で販売し、お金にする。このようにゴミからお金を生み出し、そ

れを利用して学校の必要物資を購入し、児童に還元する。 

 

（目標） 

 住民がゴミを河川や路地に捨てず、リサイクル出来るゴミはリサイクルし、できないもの

は指定のゴミ置き場まで運搬する習慣を身につける。 
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（対象地域の状況・活動を行うこととなった背景） 

ジャカルタの街には河川や路地にゴミが散乱している。それらがネズミを大量発生させ、

感染症の蔓延を誘発する。ゴミ問題は住民の健康的な生活を脅かしているため、ゴミ問題に

対策を講じる必要がある。 

○活動の必要性・妥当性 

ジャカルタの街には大量のゴミが散乱している。行政は指定のゴミ置き場を最低限設置し

ているところから見ると、住民がゴミを正しく捨てない原因としては、住民のゴミ分別への

意識が低いこと、もしくはゴミに対する知識が不足していることと考えられる。本活動は住

民のゴミ分別への意識を促し、知識を身につけるものであるため、妥当であると考える。 

 

（活動により期待できる効果） 

本活動によって、ゴミの回収率が大幅に上がることが見込まれる。本活動の主眼は、住民

がゴミを適切な置き場に持って行く習慣を身につけることに置いている。行政によって回収

されなかったゴミをいかに減らすかが、重要なポイントになる。 

ゴミの全体量－行政が回収したゴミの量＝適切な処理をされていないゴミの量 

この「適切な処理をされていないゴミの量」が活動の効果を測る指標となる。 

本活動の目標は 

ゴミの全体量＝行政が回収したゴミの量＋学校に集められたゴミの量 

にすることである。つまり、「適切に処理されていないゴミの量」をゼロにすることがこの活

動の最終目標である。 

 

（実施期間） 

2 年間 

 

(費  用) 

●人件費 

●設備費 

（内訳） 

 ・ゴミ回収箱６0 個（3 個セット×20） 

 ・回収道具一式（リアカー、軍手、マスク、制服等） 

●事務所賃貸費 

 ・広告費 

 ・農園設備 
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4-6．エコツアーを通じたインドネシア・ロンボク島への 

環境教育と収入向上プロジェクト 

吉本 紀子 

 

活 動 名 エコツアーを通じたインドネシア・ロンボク島への環境教育と収入向上プロジェクト 

活動区分 海外の民間団体が行う開発途上地域の環境保全のための活動 

活動形態 実践 

活動分野 総合環境教育、総合環境保全活動 

活動の概要 

（趣旨・目的） 

・ロンボク島の自然を保全しつつ、住民の収入が向上し、自立に結びつく。 

・住民に自分たちの住む島の自然の大切さを認識してもらう。 

・観光客にロンボク島のファンになってもらう。 

・観光客と住民が交流することで、異文化理解を促進し、双方の可能性を広げる。 

 

（活動の概要） 

インドネシアのロンボク島で、地域住民が観光客を対象として

ロンボクの自然や人々の暮らし、食や農を紹介するエコツアーを行う。 

 

（目標） 

北ロンボク地域にて週 3 回の日帰りエコツアーの実施を行う。 

 

(対象地域の状況・活動を行うこととなった背景） 

○現状・問題点 

インドネシアのロンボク島は、豊かな自然がある島だが、独立以来、住民は現金収入を求めてバリ

島へ働きに出て、ロンボク島が空洞化する現象が起き、自然資源が必ずしも地域の人々の生活や仕事

に結びついていない現状がある。2011 年 10 月に国際空港が開港したことで、観光への依存度が高ま

り、環境破壊が進むことが懸念されている。ロンボクの環境問題で一番深刻なのは森林破壊、それに

よる水位の低下。それから、生活様式が変化したことによるゴミの増加（焼却施設はあるが「燃える

ゴミ」しか対応できていない）が問題である。 

また、数年前に中学校が義務教育になったばかりなので、今の大人は小学校を卒業しているかして

いないかの人がほとんど。ロンボク島の学校教育は日本とは違うので、残念ながら小学校を卒業して

いても文字が読めない人もいる。ロンボク島内にもマタラム大学をはじめ、大学、高校、専門学校な

どはあるが、それらに通える人たちと通えない人たちとの格差は激しい。 
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○活動の必要性・妥当性 

観光地化が進むことによって、自然環境の破壊が進み、それによって今までの環境が保てなくなる

ことで、農産物が取れなくなったり、魚介類がいなくなったりという生活への影響も考えられる。そ

のため、観光客へのエコツアーを行うことで、地元住民の収入向上と同時に、環境を大切にする意識

を強め、島の環境保全に繋げる必要性がある。 
 

（活動により期待できる効果） 

・現在ロンボク島を訪れる旅行者はサーフィン、ダイビング、またはリンジャニ山のトレッキングを

主な目的としている人がほとんどだが、エコツアーへの参加が新たな旅行目的として認知される。

・自然の中でのアクティビティを好む旅行者が、環境保全と地元住民の暮らしに意識を向け、島の自

然を守るように心がけるようになる。 

・今までは来なかったタイプの旅行者や環境を学んでいる学生などが島を訪れるようになる。 

・自然を保護することにより、農産物や魚介類が守られ、住民の生活を支える。 

・ガイドをトレーニングし、雇うことで地元に雇用を創出する。 

・外国人と交流することで、新しい風を入れる。 

・他国の人に愛される島の側面を知ることで、地元を愛する気持ちが生まれる。 

・ツアーを受け入れる現地の農村（食環境ツアー）の収入が向上する。 

 

（実施スケジュール）  

2012年1月～3月：準備期間 

・実施地域の決定。 

・ツアーの内容案を現地の NPO、住民、協力者と話し合う。 

（頻度、回数、時間、何語で実施するかなど） 

・インセンティブの決定。 

・ガイドのトレーニング。 

・ツアーを行うにあたっての許可などを取得。 

 

4月～：モニターツアー開始 

・モニターツアーの実施、内容の改善。 

・チラシ・ウェブサイトの作成。 

 

9月～本格開始 

・旅行社やホテルを通じて広報。 

・ツアー開始。 

（年次計画） 

2012 年 9 月～ 

日帰りツアー3 種類をそれぞれ週 1 回の実施（週 3 回のツアー実施） 

地元の小学生・中学生を対象にした環境教育授業への発展 
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費用(費目) 

●謝金・賃金(ガイド、トレーナー、スタッフ人件費等) 

●旅費(調査期間の交通費、1 日のツアーの交通費、トレーナーの旅費<日本―ロンボクの飛

行機代>) 

●物品・資材購入費(車<バン>、パソコン、プリンター、電話機<FAX 付>、コピー用紙、ガ

イドのユニフォーム、HP・ロゴ作成費) 

●建築物の工事費(オフィスの改築費) 

●事務管理費(光熱費、通信費、PC モデム、電話代、家賃)など 
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4-7．環境国際交流・実践都市づくり 

 ～地域ぐるみの環境国際交流～ 

竹下 義洋 
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4-8．森・里・海つながりの環境教育及び地域ネットワーク形成推進活動 

木村 江美 

 

(1) 活動名： 

森・里・海つながりの環境教育及び地域ネットワーク形成推進活動 

 

(2) 活動形態： 

 知識の提供・普及啓発  

 

(3) 活動分野： 

   総合環境教育  

 

(4) 環境保全活動： 

(趣旨・目的) 

昨年開催された生物多様性条約 COP10 を契機とし、その後の策定された生物多様性国家戦

略や愛知ターゲットにおいて生物多様性の理解やその保全を重視する機運が高まり、森や川、

海に関しての総合的な理解や活動域を超えた組織同士の協力が必要となってきている。しか

し、当団体の活動地も含めその多くが各活動域に止まっており連携した取り組みが少ないの

が実情である。 

そこで当団体が森林保全活動を継続してきた 2 地域において、某大学提唱の森里海のつな

がり（連環学）を軸として、活動域を超えた NPO・行政等の組織ネットワークを構築し、森

から海までつながりを学べる場を作り、横断的な環境保全意識啓発および地域住民（主とし

て学生）の自発的な活動参加を推進する。これによって、地域でつながりを意識した環境保

全活動を行う人材を育成すると共に、森から海までの総合的な保全活動をおこない各地域の

森林も含めた生物多様性保全に資することを目的とする。 

 

(活動の概要) 

当団体の森林保全活動地のある 2 地域（関西、中国）で、学生（主として高校生）30 名を

対象として森・里・海のつながりの重要性を提唱されている某大学教授を招聘しセミナーを

開催する。その後セミナーでの理解を実体験として学ぶため、①当団体が実施する森林保全

活動（植樹・間伐）、②各地域の海洋関連団体と協働した海洋環境（磯・干潟等）でのフィー

ルドワークを実施する。その後、2 地域の交流会を開催し、NPO 等もオブザーバー参加しな

がら学生がセミナー及びフィールドを通じて学んだ地域の自然環境及びその保全活動につい

て発表を行い、地域内外で相互に理解し学びあう。 
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(目標) 

1) 全国 2 地域での実施により参加者合計約 60 名が、森・里・海について総合的に理解を深

めるとともに参加者の一部が地域においてクラブ・課外活動等の形態で継続的な環境保全

活動を開始すること 

2) 各地域で森・海を越えたネットワークを構築し、地域内外で定期的に交流可能な新たなプ

ロジェクトを開発し学生を中心として組織されたグループが継続して参加・交流できる場

をつくること 

 

（対象地域の状況・活動を行うこととなった背景） 

○現状・問題点 

今回対象とした 2 活動地は、瀬戸内海でも貴重な藻場や干潟、世界遺産に登録されている

紀伊山地の霊場と参詣道の近隣に位置しており、それぞれ 4 年以上に亘り森林保全を行なっ

てきたが、参加者の活動は植樹や間伐など作業が中心で、森林を始めとした地域自然につい

ての学びの場を提供できておらず環境意識啓発を十分に行えていない。よって、本団体の活

動参加以外に各地域参加者が自発的に様々な保全活動に参加することや、参加者同士の交流

など発展性がなく限定的な活動に止まっている。また、環境保全活動においても同地域内で

海など他分野の団体との交流がなく、生物多様性を含め総合的な環境保全活動が今後求めら

れていく傾向にある中、その体制が不十分である。 

 

○活動の必要性・妥当性 

対象とした 2 地域は、当団体の活動地の中でも、近隣に藻場やカブトガニが生息する干潟

や、世界遺産など貴重な自然や文化的価値の高い名所が存在する場所である。それら地域の

自然保全には、森林保全活動をはじめ、「生物多様性国家戦略 2010」の 4 つの基本戦略の 1

つとして挙げられているように、「森・里・川・海のつながりの確保」が重要である。数年間

に亘る森林保全活動実績のある当地では、一定程度行政・住民の理解・協力体制があるため

森以外に活動域を超えて様々な組織ネットワークが構築されることによって、総合的に地域

全体の環境保全に繋がる可能性が高い。また、当地での活動には従来から一定程度の学生（主

として高校生）が毎年参加しているが、身近であるがゆえに地域に存在する稀少な自然環境

の重要性に気付けていない点もあると考えられる。よって、森から海までの地域を構成する

自然全体に関して理解すること、またその魅力や自然の素晴らしさを再認識する機会を設け

ることは、次世代に続く継続的な環境保全活動において重要かつ必要性が高いと考える。 

 

(活動により期待できる効果) 

森・里・海の連環学を軸とし同じ思いを有する団体同士のネットワーク構築により、該当

地域において各団体の強み・特長を活かしながら相互保全活動の展開を検討・模索でき、生

物多様性国家戦略で掲げられている森から海までの総合的な地域の環境保全を実施するきっ

かけとなることが期待される。また、近畿・中国 2 地域の合計約 60 名の学生が、森林を始め
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とした多様な地域の自然環境について座学及びフィールドで学ぶことや、地域間交流で他地

域の自然を知ることによって、客観的に各地域の自然の良さ等を再確認でき、自発的に森や

海双方の保全活動に関わる機会が増えることが期待される。さらに、次年度以降地域のエコ

ガイドとして他の参加者に対して該当地の活動を紹介するなど、地域の学生が主体となり継

続的な活動が実施されることも考えられる。 

 

(実施期間) 

 1 年 

 

(費  用)  

●人件費(大学講師謝金、NPO 職員・VC の賃金) 

●旅費交通費(大学講師旅費、職員旅費) 

●物品購入費(セミナー資料、コピー用紙、文具代、軍手等作業用備品等) 

●借損料・役務費 

・借料(中型バス 1 台、大型バス 1 台、セミナー会議室、スタッフ移動レンタカー代) 

・印刷費(セミナー資料印刷費) 

・行事保険料など 
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4-9．地域の環境リーダー養成プロジェクト 

～地域にある大学の学生とともに地域のエコツーリズムを考える～ 

本島 幹子 

 

(1) 活動名： 

  地域の環境リーダー養成プロジェクト 

～地域にある大学の学生とともに地域のエコツーリズムを考える～ 

 

(2) 活動形態： 

知識の提供・普及啓発  

 

(3) 活動分野： 

   総合環境教育  

 

(4) 環境保全活動： 

（趣旨・目的） 

 地方自治体と大学が連携し、地域でのフィールドワークや住民、NGO との話し合いを通し

て、地域にある環境資源の魅力を発見し、地域振興と環境保全活動を目的にエコツアーを企

画し実践する。 

 市内にある大学の経営学部における環境政策や環境経営といった研究では、問題を発見し

解析して、解決に導くことができる能力を開発することを目指し、学生が研究をしている。

学生が大学での研究活動の実践の場として、地域での環境保全活動促進のために活躍できる

場をつくることは、地域の次世代の環境リーダーを養成し、地域の環境保全活動を促進する

ことにつながる。 

 

（活動の概要） 

地域の自然や地域性を生かしたエコツアーを企画することで、地域における環境保全につ

いての知識を増やし、地域のエコビジネスを考え、実践する人材を育成する。エコツアーに

参加する人との交流を通し、地域での環境保全活動を活性化させる。 

 

実施内容（案） 

1) 都市部と農村部の市民の相互交流できるエコツアー 

市で運営する「ふるさと農園」という施設には市民が農作業を体験できる「市民農園」や

市内の児童・生徒を対象とした「学童体験農園」があるほか、伝統・郷土料理や地元食材を

使った料理教室などが実施できるため、都市部で生活する人々が自然の中で農業体験や地元

の食材を楽しみながら環境について考える機会を持つことができる。 
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2) フラワーフェスティバルのエコツアー 

 市内で開催されているフラワーフェスティバルは現在、物産展の役割が大きいので、フェ

スティバルでのゴミのリサイクルなど環境に配慮したフェスティバルを開催することで、来

客した人が環境保全活動についても学ぶことができるような企画を行う。 

 

3) 海外の姉妹都市交流におけるエコツアー 

 アメリカの姉妹都市交流を毎年実施しているが、互いの国の環境保全活動などについて学

びあうような機会がないため、来日した人々と大学生が互いの市の環境保全活動への取り組

みを農業体験などを通して学ぶツアーを企画する。 

 

（目標） 

環境保全を目的としたエコツアーの企画を通して、地域の魅力を知り、地域の次世代の環

境リーダーを養成し、地域の環境保全活動を促進する。 

 

（対象地域の状況・活動を行うこととなった背景） 

○現状・問題点 

1) 自治体における問題点～人材育成と活動のネットワークづくり～ 

市では、市民による環境保全活動を行う各団体や個人が、コミュニケーションをとる場が

なく、活動がバラバラとなり、あまりインパクトのある活動を展開できていなかったという

問題点があった。また環境保全活動を実践する人材育成が弱く、市民が主体となり活動でき

るような環境や、情報発信ができていないことは課題であると考えている。 

 

2) 大学での課題～学生の学びの場を地域に広げ、実践の場の形成～ 

大学と自治体の間で、両者の連携に関する基本協定が結ばれ、市民大学への講師の派遣、

市民まつりへの教員・学生のボランティアの参加、教授や講師の各種行政委員会への委員な

ど、人材育成、生涯学習などの分野において包括的に連携・協力しあうようになった。しか

し、学生が、大学で学んだことを実践する場を地域に広げることができていないというのが

現状の課題として存在する。 

 

（活動により期待できる効果） 

なぜ環境保全活動で、大学と連携するのか。 

1) 知識・情報を共有できる。 

2) 学生や地域住民との関係を構築することで、情報共有を図ることができる。 

3) 学生にとって、地域が実践の場となることで、地域での新しいアイディアや地域活性化に

つながる可能性がある。 

 



研修報告書 
第 4 章 環境保全活動の計画書 
                                                        

 

                                           

4-36

自治体にとっては、大学と連携することで、大学に集積する知識・情報・人を環境保全 

活動に生かせることが期待でき、人材育成につながる。また、大学にとっては、自治体と連

携することで、教育の質の向上など大学の教育・研究活動へのフィードバックを期待するこ

とができる。 

 

（実施期間） 

１年間  

現在、開催されているフラワーフェスティバルや、姉妹都市交流の中で、地域の環境保全

活動について普及・啓発できるようなエコツアーを企画し、実施する。年間を通したエコツ

アーの実施内容等について、生涯学習フォーラムにおいて成果を発表する。 

 

（費用） 

1) 都市部と農村部の市民の相互交流できるエコツアー 

報償費 
講師謝礼 

協力者謝礼 
地域の方を講師として招く 

需用費 

消耗品          

食糧費          

印刷製本費        

料理教室や集客のためのチラシを作成する

ための費用 

役務費 
傷害保険料        

ボランティア保険料    
ボランティア参加者のための保険料 

 

2) フラワーフェスティバルのエコツアー 

市民との協働により花を活用した観光資源のためコスモスロードの管理推進を行っている。 

人件費 維持管理のための人件費 草刈など 

需用費 消耗品費 光熱水費 維持管理費用 

委託料 コスモスふれあいロード管理委託料 
コスモスの維持管理のため委託費

用 

使用料 施設借上料 
コスモスフェスタ開催時の施設の

使用料 

 

工事費 

 

コスモスフェスタの看板設置費用 入場者案内板等 

補助金 コスモスフェスタ実行委員会補助金 
地域固有のコミュニティ活動に対

して支援する補助金 
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3) 国際交流事業 

市内の国際交流団体と協働して姉妹都市との国際交流事業を行っている。 

需用費 
消耗品費     

印刷製本費    
 

役務費 ボランティア保険料  

補助金 市民国際交流協会への補助金 市民団体の事業への運営費補助金 
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4-10．エネルギーの自給自足宣言を島根県から世界へ 

阪野 朋子 

 

(1) 活動名：  

 エネルギーの自給自足宣言を島根県から世界へ 

 

(2) 活動形態： 

知識の提供・普及啓発  

 

(3) 活動分野： 

   循環型社会形成  

 

(4) 環境保全活動： 

（趣旨・目的） 

・ インドネシアの都市部の高級デパートは日本より都会といった印象で、インドネシア国内

はまだ成長の途上にあるといった雰囲気が漂っている。 

・ また、社会インフラの中でも重要な地位を占めるエネルギーに関する施策は、原子力発電

の導入を目指す考え。 

・ 先進国が途上国の鏡だとすれば、これ以上、問題を増大させることに歯止めをかける必要

があり、加担をしてはならない。 

・ 日本は、これまでの政策として 2030 年までに 14 基の原発を新設して低炭素社会をどう

創るかを議論してきた。 

・ しかし、3.11 原発事故が発生。 

・ 持続可能な社会に向けて私たちは、どうあるべきか。 

・ 未来社会を描く上で、自然資本の目減りと同様に資源、特にエネルギー資源について考え、

真に目指すべき持続可能な社会のあり方を日本から世界に発信する。 

 

（活動の概要） 

・ 島根県から沖合い 60km の島で小規模な生活単位の町全体のエネルギーを、再生エネルギ

ーでまかなうにはどうしたらよいかについて考える。 

・ 主体：持続可能な社会、企業の社会的責任について理解を深める NPO 団体。 

・ 町役場の担当課とともに持続可能なエネルギーについてビジョン策定を実施。 

・ 現地でワークショップを 2 回開催。 

・ 「2030 年の島の未来を考える」ワークショップを町民、50 名を交えて実施。 

・ 他の NGO と協働し、再生可能エネルギーでエネルギーの自給ができるかできないか、で

きないとすれば、何が阻害要因か考える。 

・ エネルギーに特化したビジョンを考える。 
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・ ビジョン策定からアクションプランに落とし込む。 

 

（目標） 

・ 島から日本を動かし、世界がお手本としたいと思える持続可能な社会を構築のお手伝いを

する。 

・ 日本 NGO の国内、世界への影響力強化。 

 

（対象地域の状況・活動を行うこととなった背景） 

○ 現状・問題点 

・ 3 月 11 日の東日本大震災に伴う原子力発電所の事故を目のあたりにして。 

・ 国内の再生可能エネルギーの議論は、太陽光か風力かなどといった話し合いと、送電網な

どの既存のしくみの問題もあいまってなかなか前進していない。 

・ エネルギーの国家予算は、5 兆円から 24 兆円までに膨れ上がっており、これからのエネ

ルギーについて実際的な行動を起こさなければ 2030 年の未来の社会は成り立たないかも

しれない。 

・ 「日本一幸せな島」宣言をした島の現在の人口は約 2400 人。 

・ 人口の流出と財政破綻の危機の中、独自の行政改革と産業創出、決断力のある町長の存在

は大きい。 

・ 人材育成にも力を入れ、新しい挑戦をしたい若者を受け入れる体制がある。食料自給率は

70％。 

・ エネルギーは管轄電力会社から購入。 

・ 2009 年に策定された第四次総合振興計画では、人数ごとに島ができることを提案書に盛

り込む。 

 

○活動の必要性・妥当性 

・ 主体 NPO の 2020 年プロジェクト 

今の延長線上ではない、長期的な視点に基づき、あるべき姿としてビジョンを描く研究を

5 年にわたり、実施。 

・ 現場で動いている地域教育課の方は具体的な悩みを抱えている。 

・ 11 月の町長との面会、「2030 年の島の未来を考える」ワークショップ（テスト版）を実

施後、今後の協働について相互に模索。 

・ また漁師が、魚の減少により、海の資源をどう回復させるかについて考えるなど島の持続

可能性に関して現場の問題意識が高い。 

・ ビジネスとして再生可能エネルギーを推進するのではなく、持続可能な島にするには、エ

ネルギーをどうするかを町民の方々と NGO が一緒に考える。 

・ 人口の 4 割が 65 歳以上という超少子高齢化、島の再建に尽力した町長も高齢で任期も近
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い。 

 

（活動により期待できる効果） 

・ 10 年スパンのプロジェクトに対し、本年はビジョンを策定する。ビジョンに基づき、計

画が策定され、どのような資源（人材、資金、知識）を投入すべきかがわかっている状態

になっている。 

・ 長期的な視点で期待できる効果としては、島のエネルギーに対する挑戦が本土の刺激とな

り、3.11 の被災地復興計画に生かされる。また、エネルギーの課題に対し、企業は何がで

きるのか考えるワークショップを通じて、既存のインフラに変革を起こす。 

・ 本土で多様なエネルギーが選択できるようになり、ライフスタイルや価値観が変革すると

企業に対して社会変革としてのイノベーションを起こす期待がさらに高まる。 

・ 日本で石油に頼らない再生エネルギー社会が構築されると、世界のお手本のひとつとなる。 

 

（実施期間） 

2012 年 4 月～2013 年 3 月（現地に 2 回渡航） 

 

(費  用) 

・交通費 

・宿泊費    

・現地コーディネート代    

・ワークショップ       

・印刷費など           

 


