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はじめに
平 成 4 年（ 1 9 9 2 年 ）6 月 、ブ ラ ジ ル の リ オ・デ・ジ ャ ネ イ ロ に お い て「 環
境と開発に関する国連会議」
（ い わ ゆ る「 地 球 サ ミ ッ ト 」）が 開 催 さ れ ま
し た 。こ の 会 議 に は 、世 界 中 の ほ と ん ど の 国（ 約 1 8 0 カ 国 ）が 参 加 し 、
1 0 0 カ 国 以 上 の 元 首・首 脳 、約 1 万 人 に 及 ぶ 政 府 代 表 者 が 出 席 す る 大 規
模 な 会 議 と な り ま し た 。こ の 席 上 、日 本 国 政 府 は 民 間 の 環 境 保 全 活 動 に
対 し 、資 金 的 支 援 の 仕 組 み を 整 備 す る こ と を 表 明 し ま し た 。地 球 サ ミ ッ
ト に お い て は 、環 境 と 開 発 に 関 す る リ オ 宣 言 が 出 さ れ 、持 続 可 能 な 開 発
を 推 進 す る こ と と し 、市 民 が 環 境 問 題 に 取 り 組 む こ と の 重 要 性 が 明 ら
か にさ れま した 。
こ の よ う な 流 れ を 受 け て 、当 時 の 環 境 庁（ 現 在 の 環 境 省 ）が 中 心 と な
り 、民 間 団 体（ N G O・N P O ）に よ る 環 境 保 全 活 動 へ の 資 金 の 助 成 そ の 他
の 支 援 を 行 う た め 、平 成 5 年（ 1 9 9 3 年 ）5 月 、国 と 民 間 の 拠 出 に よ り 地 球
環 境基 金が 創設 されました。
平 成 2 5 年 に は 創 設 2 0 年 を 迎 え 、こ の 間 、環 境 保 全 を 行 う 民 間 団 体 に
対 し 、活 動 に 対 す る 資 金 提 供 な ど を 中 心 に 支 援 し て 参 り ま し た 。今 後
も 、地 球 環 境 基 金 は 、更 な る 環 境 N G O・N P O の 強 化 に 向 け た 支 援 の 充
実 を 行 う と と も に 、環 境 保 全 活 動 を 行 う 次 世 代 の 人 材 育 成 に 力 を 入 れ
て 持続 可能 な社 会の実現に貢献していきます。

「基金ちゃん」は、NGO・NPOの環境保全活動

「 基 金 ちゃ ん 」
のご紹介！

への支援を目的とした地球環境基金の事業を、
より身近なものとして、広くみなさまに知って
いただくために誕生しました。

名まえ：基金ちゃん
年れい：ヒミツ
住まい：神奈川県川崎市
身

長：50cm

体

重：ヒミツ

趣

味：募金活動

特

技：語学

好きなことば：地球のためにできること！
チャームポイント：つぶらなひとみ
よく行くところ：環境イベント会場
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平成 27 年度助成実績の概要（活動分野別）
※法人格は省略しています。

自然保護・保全・復元
入門助成

奥天降霧島
ぎふ木と森の学校
ＮＰＯクワガタ探検隊
三番瀬環境市民センター

奥天降（おくあもり）清水ふれあいゾーンエコツアー推進によるカワゴケソウの保護

日本沿岸に来遊する絶滅が危惧されるサメ類の実態調査

9
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たねと食とひと＠フォーラム
ユースラムサールジャパン
漁師のNPO

地域の多様な種と食と農を守り育むための普及啓発活動

オランウータンと熱帯雨林の会

野生オランウータンの生息地の回復・再生事業

12

バードライフ・インターナショナル・東京
長尾自然環境財団

アジアの渡り性陸鳥の保全

e-myoko

妙高いもり池のスイレン、ブラックバス駆除、そしてヨシの刈り取りとヨシ紙漉き

13
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Orca.org.さかまた組
国際自然保護連合日本委員会
国連生物多様性の10年市民ネットワーク
サンクチュアリエヌピーオー
食と農から生物多様性を考える市民ネットワーク
全国ブラックバス防除市民ネットワーク
虹別コロカムイの会
日本自然保護協会
日本野鳥の会

釧路とシャチとザトウクジラをシンボルとした海洋生態系保存のためのパッケージ活動

ニッポンバラタナゴ高安研究会
アクアプラネット
おおいた環境保全フォーラム

大阪産ニッポンバラタナゴ個体群を保全するための自然再生活動

茅場復元による生物多様性の推進及び循環型農法の確立
大都市の里山＠エノキの谷から昆虫の多様性を発信
豊かな三番瀬を未来に引き継ぐために 市民による干潟のモニタリング調査の手法の確立と調査の実践
国連 ESD・GAP（あいち・なごや宣言）をラムサール条約湿地をフィールドに普及啓発、実践するユース世代による＜ユースラムサール＞活動

一般助成
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メコン河流域における住民調査参加による水辺の生物多様性保全促進

「国連生物多様性の10 年」NGO プラットフォーム構築事業
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遠州灘浜松海岸に建設する巨大防潮堤工事の環境影響調査

16

生物多様性を地域レベルで考え守るための、食と農を通した遺伝子組み換え生物に関する調査研究及び普及啓発事業
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2020 年 第7 回世界自然保護会議（IUCN World Conservation Congress）の誘致活動を通した愛知ターゲット達成に資する活動底上げとプラットフォーム構築

水辺保全と外来種問題を市民・住民とともに考える～多様な主体が協働する場づくりのための課題整理～
河畔林造成とシマフクロウ繁殖、その生態系サービスの評価
世界レベルでの保護地域管理水準向上のための普及ツール制作・出版と、IUCN グリーンリストの国内展開事業推進計画の作成
風力発電施設の導入に向けて野鳥保護を考慮したゾーニングのあり方に関する情報収集、調査、普及、提言活動
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サンゴ環境保護～育成と植え付けによる啓蒙活動～
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ベッコウトンボから学ぶ持続可能な湿地生態系保全プロジェクト 「生物多様性を指標とした生態系ネットワークの構築」

20

大山千枚田保存会
小網代野外活動調整会議
自然回復を試みる会・ビオトープ孟子

房総地域における照葉樹林帯の生物多様性の把握とその普及啓発活動

徳島保全生物学研究会
日本生態系協会
野外教育学修センター魚沼伝習館
リバーシブル日向

協働による「生物多様性とくしま戦略」の推進

小網代における河口干潟・陸域湿地の総合的な保全・活用への協働的な取組み
未来遺産登録地孟子不動谷トンボ相復活＆人材育成事業

20
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地域資源の利活用による自然環境の維持と持続可能な仕組みの形成と構築

22
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カンムリウミスズメ繁殖地沿岸海域の里海環境保全活動

23

鳥獣被害対策における中間支援組織の育成・提言・ネットワーク化

24

荒川流域河川敷の清掃活動、ゴミ減量の普及啓発活動

24

「簡便で低コストな森林生態系の評価手法を確立するための基礎調査」 林業等の事業活動による森林生態系への影響を回避・低減するために

27

地球市民の会
熱帯林行動ネットワーク
オイスカ

モリンガを活用した緑化と循環型農村作り
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28

ちば里山センター

ちば里山カレッジの開催

28
29

新たな持続可能な環境共生型「自伐型林業」の推進基盤づくりと全国普及

29

NPO生活工房つばさ・游

オーガニックフェスを通じた環境配慮型まちづくりのプラットフォーム構築活動

やんばる舎

やんばるの里山を救え！～チョウの舞う里山から屋古集落再生へ～

31
31

住民参加によるアグロフォレストリー推進支援（ミャンマー・エーヤワディー河口域）

32

タンチョウやガン類の生息地分散に資する『道央都市圏におけるエコロジカル・ネットワーク形成と経済活動循環』の基盤づくり

フロントランナー助成

メタセコイアの森の仲間たち
つり環境ビジョン助成

荒川クリーンエイド・フォーラム

森林保全・緑化
入門助成

moribio森の暮らし研究所
一般助成

熱帯林保全のためのパーム油関連製品に関する企業の環境社会配慮支援活動
富士山麓における協働・参加型による生物多様性に富んだ森づくり

フロントランナー助成

持続可能な環境共生林業を実現する自伐型林業推進協会

環境保全型農業等
入門助成

一般助成

マングローブ植林行動計画
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わかちあいプロジェクト
APLA

ミャンマー国カヤ州における森林農法、有機農法によるコーヒー栽培と森林保全～持続可能なコミュニティの構築

VERSTA
アジア農村協力ネットワーク岡山

ジュサラ椰子（Euterpe edulis ）を主作目としたアグロフォレストリーの小農普及によるブラジル大西洋沿岸林保全促進事業

シャンティ山口
Share An Opportunity Philippines,Inc
South Asian Network for Social and Agricultural Development（SANSAD）
OISCA Technical Trainees Alumni Association（OTTAA）Philippines,Inc.

タイ国・北タイ地域「トウモロコシ栽培で荒廃した農地を果樹林に」森林再生と農村開発

市民未来共社
都留環境フォーラム

里山環境再生プロジェクト

山村塾

農山村における災害復興と持続可能な地域づくりを目指した「笠原復興支援センター」

37
37

ラムサール条約・生物多様性条約を通した、水田決議に基づく生物多様性向上のための実践活動の地球規模の推進

38

ケニア北部ロヤンガラニ地区における半砂漠地帯での植林緑化活動

41

おもっしぇさんそんライトプロジェクト

43
43

東ティモール・エルメラ県における地域住民参加型の植樹活動・水源保全活動実施と持続的モデルケースの構築
ラオス北部ルアンナムター県「ナムハー地区」における農林業を通じた村おこし
台風ハイエン被災地におけるマングローブ植林および海洋森林経営を通じた高潮防止
インド・ウッタル・プラデーシュ州における気候に配慮した持続可能な農法の採用による、少数派コミュニティの食料安全保障強化活動
フィリピン・ケゾン州における小規模農家のための有機農業・種子普及
在来馬と耕す～持続可能で自立した暮らしの発信～

32
33
33
34
34
35
35
36
36

プラットフォーム助成

ラムサール・ネットワーク日本

砂漠化防止
一般助成

ICA文化事業協会

地球温暖化防止
入門助成

伊自良の里振興協会
温暖化防止ネット

地域での小水力発電導入に向けた基盤形成活動

「宝塚エネルギービジョン2050」実現にむけてエネルギー市民力の拡大活動
新エネルギーをすすめる宝塚の会
武庫川づくりと流域連携を進める会 兵庫県武庫川流域における武庫川づくり・川守（河川レンジャー）準備活動

44
44

一般助成

FoE Japan

気候変動／温暖化の影響による損失と被害に関する国際メカニズムの強化

45

カーフリーデージャパン
ビーグッドカフェ

ベトナムカーフリーデーの発展にむけた移動改善実験・施策提言策定活動

45
46

イクレイ日本
田舎のヒロインズ
エコプランふくい

フィリピンにおける気候変動対策のためのコミュニティ活動と都市間協力事業（継続3 年目）
個人の移動にかかるCO2 排出量の「見える化」による地域交通の低炭素化にむけた基盤構築事業

46
47
47

オックスファム・ジャパン

アフリカにおけるエネルギー資源開発と環境社会配慮に関する調査提言～モザンビーク北部地域社会へのインパクトと日本の関係を中心に～

48

気候ネットワーク
Climate Youth Japan
GLOBE Japan

2050 年低炭素ビジョン実現プロジェクト

48
49
49
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アジアのエネルギーレジリエンス（回復力）モデルをデザインするVISIONS ASIA エネルギー レジリエンス フォーラム
目覚めよ農家女性！農家が食べ物もエネルギーも人もつくる社会へ。

日本青年の気候変動政策提言を行うプラットフォーム作り
持続可能な開発の概念に基づく社会・経済システムづくりにむけた立法府の知見深化に係る活動

自然エネルギー財団
地域再生機構

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連機関による環境対策への提言を行う独立組織「持続可能な東京2020 評価委員会」（仮）設立と運営

地域未来エネルギー奈良
ひまわりの種の会

地域発！みんなでつくる再生可能エネルギー「奈良モデル」づくり

ECOフューチャーとっとり
エコ・リーグ

温暖化防止行動を導くための身近な環境変化情報の提供体制構築プロジェクト

環境ネットやまがた
グローバル・スポーツ・アライアンス

山形県・村山地域における市民参加型再生可能エネルギー普及推進活動

全国小水力利用推進協議会
地域の未来・志援センター
マンションオーナーズコミュニティー
環境エネルギー政策研究所
環境首都創造NGO全国ネットワーク
地球温暖化防止全国ネット
地球環境市民会議（CASA）
北海道グリーンファンド

インテグレーション・スキルの育成による小水力発電事業の促進

53
53
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日本版「首長誓約」による地域気候エネルギー政策確立支援事業

54

CO2 削減を目指す節電・省電力啓蒙活動

55
55
56

岐阜県内おける実践を踏まえた自然エネルギー学校（小水力発電）の開催
環境インタープリターを通じた温暖化防止活動加速化事業
“高等教育の持続可能性”（Sustainability in Higher Education）に向けて学生から大学へ環境経営の提案
スポーツ界でのグリーン電力活用促進事業

ポスト3.11の持続可能なエネルギーシフトへの多面的アプローチ ～地域自立・市民主体の環境保全型エネルギーシステムへの変革へ～
地域から日本を変える～協働で進める地域主体の創エネ、低エネまちづくり～

50
50
51
51
52
52

市民エネルギー情報センター機能構築にむけた北海道型低炭素ライフ普及活動

56
57
57

エコシティ相馬を担う人材育成事業

58

気候変動国際交渉における環境NGO の国内外の連携強化

58

うどんまるごと循環コンソーシアム
エコライフはままつ
大阪ごみ減量推進会議
水Do!ネットワーク

うどんまるごと循環プロジェクト

61

もったいない食器市及びリユース食器貸出制度の創出

61

廃棄物減量等推進員を中心とする、協働によるごみ減量のリーダー養成

生活環境ネットC&C
もったいないつがるの会

リサイクルプラザ活性化ネットワーク

62
62
63

おかえり野菜ｉｎつがるプロジェクト

63

インドネシア教育振興会

インドネシア・南タンゲラン市における住民参加型の環境改善推進事業

64

日本・インドネシア水環境・衛生改善推進協議会
太陽光発電所ネットワーク

インドネシア国・西ジャワ州バンドン市の低所得者層コミュニティにおける汚水・汚泥の適正処理とリサイクル推進に向けたサスティナブル・ナレッジハブ活動

64
65

次世代のためにがんばろ会
中部壜商連合会

八代地域における循環型社会へ向けたごみ減量・生ごみ堆肥化推進活動

コンシューマーズ京都(京都消団連)
持続可能な社会をつくる元気ネット

水銀条約にともなう国内対策の提案とその実現のために

市民の気候変動を意識した行動変容を促すための効果的な対象の選定とエンパワーメント・プログラムの開発
日本における2030 年の二酸化炭素排出削減可能性の検討

復興支援助成

ふくしま市民発電
プラットフォーム助成

Climate Action Network Japan（CAN-Japan）

循環型社会形成
入門助成

使い捨て飲料容器の削減および水の域産域消の推進に向けた各主体の連携構築

一般助成

太陽光発電リユース市場形成による循環型エネルギー社会の構築
東海地域のびんリユース構築に向けたシステム再生・構築に向けた、検討と実践について
「連携で共創する地域循環圏めざして～個別リサイクル法見直しに向けたマルチステークホルダー会議」の開催

65
66
66
67
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スペースふう
中部リサイクル運動市民の会
日本ファイバーリサイクル推進協会

チャリティーショップ運営団体のネットワーク形成事業

67
68

衣類・繊維3R 活性化のための“リクチュール” 活動の実践

68

国際湖沼環境委員会

アフリカにおける統合的湖沼流域管理（ILBM）の推進

Pesticide Action Network Asia & the Pacific(PANAP)

マレーシアのカメロン高地における非常に有害な農薬使用を減らすためのコミュニティー活動

71
71

宍道湖・中海汽水湖研究所
東京労働安全衛生センター

汽水湖にふさわしい湖沼保全策の検証及びヤマトシジミ資源回復のための活動―宍道湖をモデルとした提案―
2 つの大震災から学び来るべき都市型地震に備えるアスベスト対策の提言と普及活動

72
72

有害化学物質削減ネットワーク

PRTR データを活用した2020 年目標達成に向けた化学物質管理のあり方の普及啓発活動

73

岩手大学の学生によるインドネシア・バリ島国立ガネーシャ教育大学における節電・省エネ啓発のコーディネート活動
ASIA Environmental Alliance
富士山頂における環境保全活動および大気環境観測研究を通した次世代人材育成プログラム
富士山測候所を活用する会
みんなでつくる自然史博物館・香川 地域に根付いた次世代研究者育成事業

75
75
76

環境と未来世代に優しい「エコイベント認証制度」開発のための調査研究事業

大気・水・土壌環境保全
一般助成

総合環境教育
入門助成

一般助成

日本ハビタット協会
Little Bees International
イカオ・アコ
応用地質研究会ヒ素汚染研究グループ

ラオス国における現地主体の環境保全活動の運営管理体制の構築

nature center risen
メコン・ウォッチ
ゆいツール開発工房（ラボ）

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

GREEN
Cordillera Green Network Inc.

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

赤目の里山を育てる会
いばらき自然エネルギーネットワーク
ECOPLUS

名張地域における「まちづくり協議会」（以下まち協）との里山保全人材育成講座の開講

開発教育協会
環境生活文化機構

既存の教育・研修にESD を導入するための人材育成事業

公害地域再生センター
さっぽろ自由学校「遊」

公害教育のESD 化

ACE
持続可能な開発のための教育推進会議

インドのコットン栽培における環境・人権課題および環境に配慮した活動に関する普及啓発活動

83
84
84

ESD の10 年：市民によるESD 推進の評価事業

85
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コロゴッチョスラムのコミュニティスクールを中心とした循環型社会形成のための総合環境教育活動（ケニア共和国）
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
バングラデシュの水供給困難地域における給水施設の持続的利用のための啓発活動及び維持管理技術支援
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
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～国立公園スタッフの意識啓発と住民支援プログラム等～
フィリピン・ルソン島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
茨城の再生可能エネルギー開発を主導する人材育成プログラムの構築
持続可能な社会の形成に向けた、内外の多様な主体をつなぐ「場の教育」ネットワークの構築
里山を通じた循環型地域づくりのための次世代（ユース）育成・交流促進事業
～大気汚染公害を題材として～

北海道道央圏におけるESD ローカル・アジェンダの策定と地域拠点形成

76
77
77
78
78
79
79
80
80
81
81
82
82
83

大学コンソーシアム石川
地域循環研究所

北陸における循環型社会形成に向けたESD の推進

TOKUSHIMA雪花菜工房
トチギ環境未来基地

学校連携型小学校高学年向け環境教育プログラムの作成と災害時に活躍できる若手エコリーダーの養成

名古屋NGOセンター
日本環境教育フォーラム

地域コミュニティにおける環境教育実施のための指導者養成活動
若者ボランティア育成・マッチング制度による、活動団体の「高齢化」、「後継者不足」問題を克服した森林・里山保全活動強化事業
日本初の地域プロジェクト！84% の若者が「海外スタディツアー」に”行きっぱなし”なんてMOTTAINA（I もったいない）！
～グローバルな視点を持った若者が、環境問題に取り組むための育成システムづくり（東海モデル）～
非木材林産物を活用した製品の生産・販売体制強化に向けた研究会の実施

日本環境協会
フリンジシアタープロジェクト

こどもエコクラブアクションプランの策定

ボーイスカウト日本連盟
まえばし保育ネットワーク
まちなびや

森から学ぶESD（持続可能な開発のための教育）の実践

水俣フォーラム
アジア太平洋資料センター（PARC）
環境ネットワーク「虹」
鮭守の会

水俣病60 年記念事業のうちの水俣病図書目録と水俣展図録の作成

しゃぼん玉の会
「生物多様性と子どもの森」キャンペーン実行委員会
あきた菜の花ネットワーク
アサザ基金
いわて芸術文化技術共育研究所
ezorock
葛西臨海・環境教育フォーラム
環境文明21
気象キャスターネットワーク
グリーンウッド自然体験教育センター
CEPAジャパン

「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」事業

全国環境絵日記実行委員会

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

「環境コミュニケーションティーチング」の社会実装のための人材育成と効果測定プロジェクト
幼児への木育指導員資格の創設と教材開発及び木育効果の検証
環境保全型第一次産業を核にした子ども向け「環境・キャリア授業」の開発とパッケージ化による普及
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
持続可能な社会づくりに向けた乳幼児期からの体験型の環境教育普及事業
森の恵み― 山・川・海

をつなぐ

鮭たちの姿

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
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
NPO・学校・地域協働型環境教育実践モデルの開発と普及
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
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
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」
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
「子ども環境ビデオレポート」教育プログラム開発・普及
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
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

85
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87
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88
89
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90
90
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97
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つり環境ビジョン助成
清掃活動を取り入れたエコツーリズムの開発及び事務局の発足 99
アーキペラゴ
野反湖プロジェクト 水辺環境保全活動
浅間・吾妻エコツーリズム協会
99
いびがわミズみずエコステーション 西濃地域における揖斐川流域クリーン大作戦・揖斐郡地域におけるいび地域環境塾 100

海守さぬき会
JEAN

故郷の海レスキュー隊計画2015

誇れるふるさとネットワーク

与論島における365 日の海岸清掃活動と大学生との協働による海域調査 101

海ごみを題材にした大人のための総合的な環境教育

100
101

総合環境保全活動
入門助成

ClearWaterProject

流域環境改善活動団体のファンドレイザー育成事業

103
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一般助成

グリーン購入ネットワーク
LEAD-Japan Asia Pacific Initiative
モンゴル環境情報センター

フィリピンの中小企業を対象にしたグリーン購入キャパシティビルディング 103

「環境・持続社会」研究センター（JACSES）

開発途上地域での環境保全対策推進のための効果的かつ信頼性の高い日本の環境資金/ 技術協力及び国際制度推進に向けた調査研究・提言・啓発 105

環境市民
環境ネットワーク埼玉

環境を主とした「持続可能な消費」行動を具現化するための全国ネットワークによる啓発、調査、企業との交流活動、ウェブサイトとアプリを用いた消費者への情報提供活動 105

環境の杜こうち
コンサベーション・インターナショナル・ジャパン

高知県における「暮らしの中の自然モノサシ市民調査」の仕組みつくり 106

ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議
泉京・垂井
A SEED JAPAN

アジアの化学物質管理に関する国際市民セミナーの開催と化学物質管理に関する政策提言活動 107

NPO地域づくり工房
えひめグローバルネットワーク

自主簡易アセスの普及に向けた支援ツールの開発

大阪海さくら
大杉谷自然学校
河北潟湖沼研究所
環境とくしまネットワーク
北九州サスティナビリティ研究所
北海道国際交流センター
環境パートナーシップ会議
グリーンエコノミーフォーラム
黒潮実感センター
CSOネットワーク
能登半島おらっちゃの里山里海

音楽とごみ拾いで繋ぐ、大阪湾のアマモと子どもたち『大阪海さくら』 110

沿岸環境モニタリングと住民主体型ガバナンスモデルの開発、ならびに大学連携ネットワークによる普及―日本、タイ、フィリピン― 104
モンゴル国フブスゴル地域における環境教育を伴うエコツーリズムの確立 104

都市と森をつなぐ森林保全のための基礎整備事業

106

自然資本管理の主流化による持続可能な社会の構築を目指す民間セクターへのアプローチ 107
あどぼ（アドボカシー）の学校～環境政策提言力向上から環境政策実現力へ～ 108
普及啓発・人材育成・国内外ネットワーク構築を通した、若者による持続可能な社会構築に向けた金融システムづくり 108

109
アジア・アフリカとつながる四国SDGsネットワーク（SSN）構築プロジェクト 109
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 110
カーボン・オフセットの活用を展望した協働による水辺と農地の保全活動の推進 111
「地域主導型」四国（志国）創生・地エネ利活用プロジェクト 111
日本における環境と女性・ジェンダーに関する事例集の作成とプラットフォーム構築 112
外国人ボランティアと地域住民による大沼ラムサール条約地区の環境保全活動 112

世界農業遺産「能登の里山里海」伝承と協働のプラットフォーム創出事業

113
113
114
114
115

南三陸町エコツーリズム推進事業

115

地球規模課題に対応する環境NGO のプラットフォーム構築
世界・日本・地域におけるグリーン経済・持続可能な消費生産・SDGs の効果的な推進のための連携促進・提言・啓発活動
足摺宇和海国立公園における景観および動植物資源の再評価とその持続的利用
持続可能な地域づくりに向けた地域発の革新的な取り組みの事例調査とそれをベースにした国内外への発信と啓発活動

復興支援助成

南三陸ネイチャーセンター友の会
プラットフォーム助成

アフリカ日本協議会

持続可能な開発目標（SDGs）およびポスト2015 課題に向けたNGO の連携と政策提言 116

フロントランナー助成

日本エコツーリズムセンター

サステイナブルツーリズム国際認証制度の日本導入・普及について 116

つり環境ビジョン助成

ワールドオーシャンズデイ

ⅷ

アマモ場育成を通じた地域連携ネットワークの構築（鎌倉・腰越漁港） 117

東日本大震災関連活動
入門助成

北の里浜 花のかけはしネットワーク

東日本大震災被災地の海浜植物の地域交流によるレスキュー活動 119

一般助成

大阪自然史センター

三陸海岸の豊かな自然を子どもたちに伝える－未来の環境教育を担う人材育成事業－ 119

復興支援助成

環境生態工学研究所
FIRST ASCENT JAPAN.

東日本大震災で消滅した松島湾の藻場再生活動

120

宮城県石巻市金華山における環境再生活動

石巻観光協会
浦戸夢の愛ランド

石巻市雄勝地区環境復興保全活動

120
121

環境パートナーシップいわて
ザ・ピープル
勿来まちづくりサポートセンター
森は海の恋人

121
廃食油の資源化活動を通じて、三陸の復興および豊かで持続可能性のある地域社会をめざすプロジェクト 122
福島県いわき市・広野町を中心とする学校教育現場等での環境保全型農法による綿花栽培を通した環境教育の実践と産業化に向けた整備事業 STEP2 122
防災緑地を地域資源として活かす環境保全事業
123
リアスの浜における湿地・干潟保全活動に基づく地域再生
123
ふるさと愛ランド～牡蠣養殖から学ぶ～

その他の環境保全活動
一般助成

かなえ
グラウンドワーク三島
全国大学生環境活動コンテスト実行委員会
ちゅうごく環境ネット
サステナビリティ日本フォーラム
環境経営学会

■平成27年度

125
ふるさとの自然と湧水地を守れ！富士山・境川・大湧水公園エコロジーアップ事業 125
学生環境活動団体による環境課題改善に向けたコーディネート力向上支援体制の構築 126
せせらぎ公園滝清流化・憩いの場作り活動2

未利用木質（間伐材）を有効利用した『農村型バイオ温水利用システム』の開発及び里地・里山地域との連携・協働による取組活動 126
2050 年に向けた企業のマテリアル課題特定のプロセス研究 127
中小・中堅企業のサステイナビリティ診断ツールの開発と実証実験、普及啓発 127

地球環境基金の活動概要

128

1.

助成事業

128

2.

振興事業

129

■五十音別一覧

136
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平成  年度 地球環境基金助成実績


1. 地球環境基金の仕組み
１．地球環境基金の仕組み
 地球環境基金は、国と民間の双方からの資金拠出に基づいて基金を設け、その運用益等を以っ
て内外の民間団体（1*2・132）による環境保全活動への助成その他の支援を行っています。
 地球環境基金による支援の内容は、直接的に 1*2・132 の環境保全活動へ資金助成を行う助成
事業と、間接的に 1*2・132 のための基盤整備として調査研究、情報提供、研修を行う振興事業
の二本立てとなっています。
 これらの事業の実施に当たっては、学識経験者からなる地球環境基金運営委員会の助言を受け
ることされています。運営委員会の下には、助成専門委員会と評価専門委員会が設けられており、
助成専門委員会では助成事業についての審査方針や具体的な助成先などについて、また評価専門
委員会では助成対象活動の評価について、専門的見地からの審議が行われています。



地球環境基金の仕組み




























国

国民・企業等

出資・交付金

寄  付

独立行政法人環境再生保全機構
地球環境基金 約  億円
助成事業
環境保全活動を行う

民間団体の環境保全

国内外の民間団体

活動の振興に必要な、

（1*2・132）への活動

調査研究・情報提供・

資金の助成

研修の実施

助言
運営委員会
助成専門委員会

1

振興事業

評価専門委員会

（平成
年 3 月現在）
2. 地球環境基金の造成状況
２．地球環境基金の造成状況（平成
年 28
月現在）



３．平成
 27
年度の助成実績
3. 平成
年度の助成実績
平成  年度より「地球環境基金企業協働プロジェクト」を創設し、その第  弾として、一般
社団法人日本釣用品工業会からの寄付による「つり環境ビジョン助成」を開始しました。
助成要望件数  件の中から、下表のとおり、 件に対して助成を行いました。
助成要望件数
採択件数
助成の種類
概要
（要望総額）
（助成総額）
課題解決能力等に磨きをかけ、より効果的
 件
 件
な活動の展開を実現し団体組織のステッ
一般助成
（ 百万円） （ 百万円）
プアップを目指すための支援制度
地域活動の種を育て、地域に根付いた活動
 件
 件
を中心に、地域からの環境保全のボトムア
入門助成
（ 百万円） （ 百万円）
ップの充実を目指す支援制度
 件
東日本大震災被災地域における環境保全
 件
復興支援助成
を通じた復興に資する活動への支援制度
（ 百万円）
（ 百万円）
日本の環境 1*2・132 が横断的に協働・連
プラットフォーム
 件
 件
携し国際会議等で意見表明を行うなどの
（ 百万円）
助成
（ 百万円）
大きな役割を果たすための支援制度
日本の環境 1*2・132 が中心となり、市
フロントランナー
 件
 件
民社会に新たなモデルや制度を作る
（ 百万円） （ 百万円）
助成
ための支援制度
一般社団法人日本釣用品工業会からの
つり環境ビジョン
 件
 件
寄付によるものであり、清掃活動など、
助成
（ 百万円）
（ 百万円）
水辺の環境を構築するための支援制度
 件
 件
合      計
（ 百万円） （ 百万円）
 （※要望総額および助成総額は、百万円未満切捨のため合計が合致しない場合があります。
）
なお、活動区分別、活動地域別（イ及びロの開発途上地域での案件）の件数は次のとおりです。
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＜活動区分別件数＞                           

助成要望件数
採択件数
（要望総額）
（助成総額）
 件
 件
イ．国内民間団体の開発途上地域での環境保全活動
（ 百万円）
（ 百万円）
 件
 件
ロ．海外民間団体の開発途上地域での環境保全活動
（ 百万円）
（ 百万円）
 件
 件
ハ．国内民間団体の国内での環境保全活動
（ 百万円）
（ 百万円）
 件
 件
合 計
（ 百万円）
（ 百万円）
（※要望総額および助成総額は、百万円未満切捨のため合計が合致しない場合があります。
）

＜活動地域別件数＞
アフリカ                    中南米
活 動 区 分

活動地域

イ

ロ

合計

活動地域

ケニア        



   


アフリカ（広域）













合 計

イ

ロ

合計













イ

ロ

合計

ブラジル
合 計


アジア
（東南アジア）                （アジアその他）
活動地域

イ

ロ

合計

インドネシア







モンゴル







フィリピン







インド







タイ







バングラデシュ







ベトナム







東ティモール







マレーシア







アジア（広域）







カンボジア













ミャンマー















ラオス















東南アジア（広域）













合 計
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活動地域



合 計
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※なお、各団体が任意で選択した2つの指標を集計

5

したものであるため、本集計は全ての成果を反映しているものではありません。

6

様式の違いについて	
 
	
  活動報告集の様式は、助成活動の継続年数により違います。	
 
＜助成活動１、２年目の団体用＞	
 

＜当該年度に助成活動が終了する団体用＞	
 

7

自然保護・
保全・復元

8

奥天降（おくあもり）清水ふれあいゾーン
エコツアー推進によるカワゴケソウの保護
課

活動に対する
問合せ件数

15 件

河川ゴミ拾い

25 回

活動の全体目標
に対する達成度

70%

題

近年確認された奥天降のカワゴケソウは認知度がなく、群落にはその他の藻類の侵入
が確認されている。合併による職員減少の影響もあり具体的な保護活動は行われていない。

目

標

国指定天然記念物火砕流に生息するカワゴケソウは、ほとんど手つかずの奥天降
のため、開花時期等ほとんど知られていない。今般エコツアー推進と保護を目的に、
通年成長過程を観察し、エコツアー参加料を保護活動費に当てた。
国指定天然記念物火砕流とカワゴケソウ探索

◆成果と工夫したポイント
●成果

エコツアー推進時に、知られてい
ないカワゴケソウの生育・開花時期
に遭 遇した参加者は、生物多様 性
の考え方についても認知度を向上さ
せられた。地道な取組みがカワゴケ
ソウの保護活動に適している。
●工夫

カワゴケソウ開花時（10 月 11 月）
は、河に仮橋を設置。その都度撤去
し、増水に備え高台に仮置きした。

活動内容
鹿児島県立博物館、霧島市生活環境部、観光協会、環境保
護団体複数に相談し実施。定点観測場所は国指定火砕流を避
けて複数人での観測を基本とした。ツアー前日はルート上の
ゴミ拾いを実施した。東京・広島から参加の専門家に対して、
パークボランティアと案内。カワゴケソウの開花時には多く
の参加者を予定したが、
安全上から規模を縮小した。その結果、
参加者の皆さんに、カワゴケソウの花の説明が詳しく出来た。

達成できなかったこと

明治 36 年頃構築肥薩線久
留味川暗渠探索

自然が相手で、雨の時期多くの地元観光関係者を含むエコツアーを中止した。奥
天降の認知度不足と絶滅危惧種等の盗掘を恐れ、不特定多数に広報活動を実施出来
なかったため。

今後の展望
環境省や観光庁の取組みの中などでエコツーリズムを発展させ、また、子ども達
の環境教育にも力を入れたい。

（特非） ぎふ木と森の学校

茅場復元による生物多様性の推進及び
循環型農法の確立
課

イベントの
延べ参加者数

100 人

茅場の刈払・
除伐面積

1ha

活動の全体目標
に対する達成度

75%

題

岐阜県揖斐郡揖斐川町春日六合にある、放置されたままの茅場のササやカヤなどを
刈払い、雑木を除伐することによって、ササユリやカタクリ等の希少植物を再生したい。

目

標

茅場を復元することによって、生物の多様性を豊かにすることのみならず、刈払っ
たカヤやササを茶畑に敷き、堆肥にすることで先人が取り組んだ循環型農法を復活
させるとともに、多肥による土壌汚染を防ぎたい。
茶摘みツアー

◆成果と工夫したポイント
●成果

2 回の植物調査で、合わせて 45
科 91 種の植物が確認された。その
うち外来種は 8 種で全体の 8.8%と、
市街地と比べ 1/3 以下と低いことが
分かった。ササユリやミツバツチグリ
など希少植物の生育が特筆される。
●工夫

地域の NPO ネットワークを通して
活動を案内し、多くのボランティア
が活動に参加してくれた。
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活動内容
揖斐川町春日の内外から 50 名の参加者を得て、
「ぎふ・春
日の茶栽培を考える 〜茅場農法がもたらすもの〜」と題する
シンポジウムを開催し、当該活動の啓蒙を行った。また、岐
阜県立森林文化アカデミーの協力を得て、施業前と後で茅場
の植物調査を実施した。結果として、多くの県で絶滅危惧植
物にされているササユリの生育が確認でき、また絶滅危惧Ⅰ
類に指定されているチャマダラセセリの食草であるミツバツ
チグリの生育も確認された。

茅場から観た茶園

達成できなかったこと
茅場農法に対する地元茶生産者の参加が十分に得られていない。最大要因は、茶
生産者の多くは高齢者であるため、体力勝負となるこの農法を敬遠する傾向が強い。

今後の展望
茅場を整備したことで美しい茶園を満喫できるポイントが増え、今後のグリーン
ツーリズム展開がしやすくなった。

自然 保 護 ・ 保 全 ・ 復 元

自然 保 護 ・ 保 全 ・ 復 元

（特非） 奥天降霧島

大都市の里山＠エノキの谷から昆虫の
多様性を発信
課

イベントの
延べ参加者数
助成活動がメディア
に掲載された回数

230 人
3回

活動の全体目標
に対する達成度

テレビ放
映・広報

90%

題

大都市（大阪）の里山を舞台に、
エノキ谷での「昆虫達の多様な生態」を多くの方々
に伝えることで、日本古来からの「感謝・畏敬・共生」の自然観を伝承していく。

目

標

里山での「昆虫多様性の調査協働活動での成果」を基に、
「新・創作絵本読み聞かせ
& DVD 版紙芝居の上映活動」を通して、より多くの『未来の森の守り人』を育成する。

エノキの谷調査

◆成果と工夫したポイント
●成果

① 啓発 成 果チラシ：150 枚の活用
②創作絵本：600 冊・DVD 版紙芝居：
50 枚の活用 ★三つの地域協議
会との協働活動：230 人
③エノキの谷の昆虫生態調査：4 回
（四季）
●工夫

多方 面（行政・地 域・他の NPO
組織）へ「協働活動」を粘り強く呼
びかけ続けた。

活動内容
①里山多様性の生態調査…大都市のエノキ谷に生息する多様
なチョウ類・ニホンタマムシなどの生態調査を行った。
②協働活動の実施…山麓住民の家族を巻き込んでの地域ぐる
みの調査・啓発活動を行った。
③体験学習・人材育成…「自然とのふれあい体験」や「新創作絵
本の読み聞かせ & DVD 版紙芝居の上演」を通して、多くの
『未来の森の守り人』を育成した。

創作紙芝居

達成できなかったこと
資金調達。

今後の展望
活動予算を切り詰め、持ち寄って、
『連続協働実践』を持続し、さらに、活動力アッ
プさせていく。

（特非） 三番瀬環境市民センター

豊かな三番瀬を未来に引き継ぐために 市民による
干潟のモニタリング調査の手法の確立と調査の実践
課

イベントの
延べ参加者数

174 人

イベント参加者
の満足度

95%

活動の全体目標
に対する達成度

90%

題

奇跡的に残った東京湾奥の干潟・浅海 域（ 三 番 瀬）を、市民とのつながりの中で保
全・再生したい。

目

標

三番瀬の保全・再生をすすめるために、市民が実施できる調査の手法を確立し、
継続的にモニタリングを実施する。調査で得た情報は広く発信して、三番瀬再生の
機運を高めていきたい。
船の上から採泥器を落として底質を採取

◆成果と工夫したポイント
●成果

調 査を予 定 通り 8 回 実 施 でき、
参加したコアメンバー間で方法、手
順を共有できた。ベントス調査をモ
チーフとした環境学習プログラムをつ
くり、小学生から大人まで延べ 150
人に実施した。
●工夫

スタッフ間の情報共有。調査の方
法、出現 生物のこと、三番 瀬の環
境のことなどを充分話し合った。

活動内容
三番瀬内の環境が違う 2 地点 4 ポイントを選び、年間を通
してベントス（底生生物）と水質の調査を行った。出現した
生物を拾い出し、ソーティング（分類）して同定した。
調査で得た技術や情報のアウトプットのひとつとして、ベ
ントス調査をモチーフとした環境学習プログラムをつくり、
小学生親子などに実施した。また、
調査で得た情報、
画像を使っ
て、三番瀬の現状を伝えるプレゼンテーションをつくり、小
学生親子などに対して講演した。

採取した砂の中からゴカイ
や甲殻類を拾い出す

達成できなかったこと
調査日程の設定に問題があり、年度内に調査の報告書を完成できなかった。

今後の展望
仲間づくり、人材育成をしながら、三番瀬の再生をすすめていきたい。
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自然 保 護 ・ 保 全 ・ 復 元

自然 保 護 ・ 保 全 ・ 復 元

（特非） NPO クワガタ探検隊

たねと食とひと＠フォーラム

地域の多様な種と食と農を守り育むための
普及啓発活動
課

イベントの
延べ参加者数

460 人

イベント参加者
の満足度

75%

活動の全体目標
に対する達成度

70%

題

遺伝子組み換えと生物多様性は、一般的に分かりづらいテーマのため、より多くの市
民に分かりやすく伝え、関心をもってもらい賛同者を増やす。活動に担い手を増やす。

目

標

都市生活者と農業者が繋がり、連携した活動を行うことで、活動に参加した人が、
食と農に関する問題について理解が進むこと。国内外の団体個人とのネットワーク
を広げること。また、活動の担い手を増やすこと。
遺伝子組み換え食品表示国際シンポジウム

活動内容

国際シンポジウム報告会を大阪で開催。東京で実施した国際シン
ポジウムに参加できなかった人への報告を兼ね、遺伝子組み換え
（GM）と生物多様性について分かりやすく伝えるため、導入編とし
●成果
て映画「パパ遺伝子組み換えってなぁに？」の上映会と GM 紙芝居
全イベントの 参 加 者は 460 人。
を行い、食品表示について問題提起した。その後、科学的データに
イベントの参加者にアンケートを実
基づく健康被害の実態を取材した映画「遺伝子組み換えルーレット」
施したところ、 提 出 者（ 参 加 者 の
の上映を行った。参加者は 73 人。

◆成果と工夫したポイント

65% が提出）のほぼ全員が、とて
もよくわかった、またはだいたい理
解できたと回答があった。
●工夫

イベントへ共催協賛を募った。多く
の人にイベントに参加してもらうため
SNS、広報紙で積極的に告知した。

任意団体

国際シンポジウム
報告書

達成できなかったこと
都市生活者と農業者の連携した取組みについて、対象とする農業者の地元で、都市と
農村の交流、地域活性化を目的とする組織作りに当会も加わり、準備と結成に取り組んだ。

今後の展望
上映会講座等の開催、調査活動、ウェブサイト、広報紙等を充実させ、分かりや
すい情報提供を心がける。

ユースラムサールジャパン

国連 ESD・GAP（あいち・なごや宣言）をラムサー
ル条約湿地をフィールドに普及啓発、実践するユー
ス世代による＜ユースラムサール＞活動
課

活動掲載ホームペー
ジのページビュー数

28,966 ビュー

助成活動がメディア
に掲載された回数

8回

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

子どもの頃より湿地で活動してきたユースには、学んできたことを活かせる活動の場が
少ない。普及啓発プログラムを立案し、運営していく力があるのに、活かせる場がない。

目

標

日本各地の湿地で ESD・GAP に即した活動が行われ、各地でユースを対象にした
湿地の環境保全活動が行われるようになる。GAP について知識を持ち、GAP を普及
できる地域のリーダーを育てる。
藤前干潟での「干潟まつり」実施中

◆成果と工夫したポイント
●成果

・湿地で活動するユースを対象にした
「ユースラムサール交流会」を 2 回
実施。のべ 74 名が参加。
・交流会参加者が、得た成果を各自の
活動湿地に伝えた。5 箇所の湿地で、
およそ 1,400 名の人に伝えられた。
●工夫

交流会の成果をより広めるために、
交流会参加者が、得た成果を自らの
活動湿地で伝えられるようにした。
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活動内容
・名古屋市の藤前干潟において「干潟祭り」を実施し、参加し
た一般参加者に ESD・GAP や湿地の重要性を伝える。
・湿地や環境教育の専門家による講義を聞き、湿地の問題点を
見つけ改善方法を考える。得た成果を、自らの活動湿地で大
人や子どもたちに報告する。
・環境イベントに出展し、ESD・GAP に則った湿地保全につ
いて、来場者に普及・啓発を行う。
・普及、啓発のための「リーフレット」を作成し、配布する。

第 1 回交流会開催の様子
を伝える新聞記事

達成できなかったこと
参加を見込んでいた、いくつかの湿地からの参加がなかった。もう少し多くの湿
地からの参加者が欲しかった。あともう 1 回、交流会を実施できるとよかった。

今後の展望
湿地保全の実践者に取材をし、成果を普及・啓発するユースラムサール・リサーチ・
プロジェクトを実施する。

自然 保 護 ・ 保 全 ・ 復 元

自然 保 護 ・ 保 全 ・ 復 元

任意団体

日本沿岸に来遊する絶滅が危惧される
サメ類の実態調査
課

イベントの
延べ参加者数

120 人

イベント参加者
の満足度

80%

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

近年、多くのサメ類で絶滅が危惧されているが、実際は、その生態や生息状況は
ほとんど明らかにされておらず、保全策を講じる上で支障がある。

目

標

室戸岬周辺に設置された大型定置網において、サメ類の実態調査を行う。調査結
果は迅速に公表し、情報の共有を目指す。その一環として出前授業などを開催し、
地域全体で保全に取り組む持続可能な保全活動を目指す。
セミナー開催

◆成果と工夫したポイント
●成果

本調査では、年間 300 回以上の
モニタリングを実施して、データベー
スを作成した。得られた知見は、生
物保全のための基本情報となる。ま
た、イベントを通し、地域住民の海
洋生物保全に対する関心が高まった。
●工夫

漁業関係者と協働体制を築くこと
によって、調査活動をスムーズに行
うことができた。

一般社団法人

活動内容
サメ類の実態調査は漁協が休みの日を除いて毎日漁港に赴
き、漁獲されるサメ類の、現地調査を実施した。調査ではサ
メ類の種類、来遊時期、来遊 ( 漁獲 ) 数、体サイズ組成などを
記録し、DNA のサンプリングも行った。また、サメ類の専門
的な知識を習得するため、有識者と協働体制を構築した。加
えて、調査で得た結果を広く発信するために、地域の小学校
やイベントに赴き、サメ類をはじめとした海洋生物保全の現
状を解説した。

計測写真

達成できなかったこと
夏季の台風などの悪天候によって、海がしけて出漁できない日が続き、思うよう
に調査頭数が伸びなかった。

今後の展望
本活動により、当該地域におけるサメ類調査の認知度が大きく高まった。今後も
継続して調査を行いたい。

オランウータンと熱帯雨林の会

野生オランウータンの生息地の回復・
再生事業
課

育苗樹種の数

30 種

森林の状況調査

5回

活動の全体目標
に対する達成度

20%

題

オランウータン生息地である熱帯雨林は、開発や違法伐採や入
植で荒廃が進んでいる。こうした土地を再びオランウータンの暮
らせる森にし、生息地の保全を図りたい。

活動内容

森林内の林床の実生苗を育苗用ポットに移植する

◆成果と工夫したポイント
●成果 多種（30 種）の樹木の苗を育てるこ

とで、多様な森の復活への準備が進
んだ。植林はこれまで、1 種を植える単一植
林が多く、そのためのマニュアルは数あるが、
私たちが目指す再生林は様 相が大きく異な
る。

●工夫 オランウータンを観察すること。これまでの

保護は、ヒトの頭で考えすぎたところに失敗
の大きな原因がある。

オランウータンの保護の取組
みはいろいろあるが、生態 研究
に基づいたものはほとんどない。
この活動は野 生オランウータン
の採食の研究をもとに、オラン
ウータンが使える森を再生するに
はどうしたらよいかを、研究者の 植えられた苗。播種、挿し木、移植などい
ろいろな方法を試している
観 点で考えていこうというもの。
その豊富なデータをもとに、オランウータンが実際に森で食べている
樹種を育苗し、オランウータンが好む木を育て、荒廃地にそれらを植
樹することで、復元・回復を図ろうと取り組んでいる。

今後の課題
この活動を今後も支えていくためには、多くの方々の理解と長
期の展望が欠かせない。保護へのヒトの誤った認識を正し、生息
地保全のために何をすべきかや、森を残していくことの大切さを
広く伝えていく必要がある。
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自然 保 護 ・ 保 全 ・ 復 元

自然 保 護 ・ 保 全 ・ 復 元

（特非） 漁師の NPO

バードライフ・インターナショナル・東京

アジアの渡り性陸鳥の保全

課

イベントの
延べ参加者数

300 人

イベント参加者
の満足度

95%

活動の全体目標
に対する達成度

70%

題

北東アジア地域において小型の渡り性陸鳥類の減少実態を解明
し、保護を進めていくために、国際的な協力体制を構築して、モ
ニタリング手法を確立することです。

活動内容

中国鳥類学会でのモニタリング円卓会議

◆成果と工夫したポイント
●成果

これまで中国では、系統だったモ
ニタリングは行われていませんでした
が、昨年 11 月の中国鳥類学会で行った円卓
会議で、学者や関係 NGO によってモニタリ
ング調査手法が承認され、調査開始の基礎
が固まってきました。

●工夫 事業には 4 カ国が参加しているため緊密に連

絡をとり、各国の社会的・文化的な背景に配
慮しつつ進めました。

公益財団法人

2016 年 3 月、香港で第 2 回北
東アジア陸鳥モニタリング・ワー
クショップを行い、ロシア・韓国・
中国・日本からの情報を基に、近
年減少がみられる渡り性陸鳥種の
リストを作成しました。リストアッ
プされた種の多くは、密猟が原因
香港ワークショップで
で個体数を減らしていることが明
現地標識調査団体と情報交換
らかとなっています。今後は、東
アジアの他の国々にも参加を求めていくこと、将来的には東南アジ
ア諸国へとモニタリングの範囲を広げていくことを確認しました。

今後の課題
密猟防止イベントを行い、減少種の保護について広く理解を得
たいと考えています。将来的には減少種の共同保護プロジェクト
をスタートさせ、各国の保護関係者のネットワーク形成と、参加国・
地域の拡大を目指します。

長尾自然環境財団

メコン河流域における住民調査参加による
水辺の生物多様性保全促進
課

調査協力漁業者数

20 人

調査技術習得者数

10 人

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

メコン河流域の世界屈指の生物多様性は、現在急速な開発による脅威にさらされてい
るが、保全策を実施する官学民の現地体制が弱く、調査技能を持つ人材が不足している。

目

標

カンボジアとベトナムで、漁業資源や生物多様性を保全するための体制の基礎を
つくる必要がある。本事業では政府（官）と大学・研究機関（学）と流域住民（民）
が一体となって調査・活動する仕組みの構築を目指した。
カンボジア・総合ワークショップ

◆成果と工夫したポイント
●成果

カンボジアとベトナムで各 5 人の官
学に属する技術職員が、生物多様性
調査を独自で行える技術を習得した。
また、調査地の漁業者と地方行政官
の各 10 名ずつが、科学的に利用可
能なデータの取得・記録法を習得した。
●工夫

生物多様性保全促進では官学民
3 者の情報共有が不可欠と考え、関
係者の交流機会を頻繁に設けるよう
にした。
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活動内容
現地の大学・研究機関には、生物多様性と漁業資源の管理
に資する調査方法と、分析手法の技術移転を行い、技術者の技
能向上に取り組んだ。政府機関には本事業の調査活動とワーク
ショップへの参加を促し、科学的データに基づく政策の策定を
進言した。漁業者には、漁業資源と生物多様性保全の直接的な
実施者であるという自負を持ち、調査チームの一翼を担っても
らうとともに、各地のワークショップに参加していただいた。

達成できなかったこと

ベトナム・ステークホルダー
ワークショップ

カンボジアの魚類図鑑を事業実施期間内に完成できなかった。これは、担当者の
多岐に及ぶ業務量を過少に見積もったことによる。現地語翻訳も多大な労力と時間
が必要であった。

今後の展望
各政府が予算措置を講じれば、本事業で技術を習得した官学民が主導して、同様
の調査を継続することができる。

自然 保 護 ・ 保 全 ・ 復 元

自然 保 護 ・ 保 全 ・ 復 元

一般社団法人

妙高いもり池のスイレン、ブラックバス駆除、
そしてヨシの刈り取りとヨシ紙漉き
課

イベント参加者
の満足度

90%

助成活動がメディア
に掲載された回数

8回

活動の全体目標
に対する達成度

70%

自然 保 護 ・ 保 全 ・ 復 元

自然 保 護 ・ 保 全 ・ 復 元

（特非） e-myoko

題

妙高戸隠連山国立公園内の、いもり池の周辺の環境保全のため、池
のブラックバスとスイレンの駆除、ヨシの刈り取りと、それを原料に
したヨシ紙漉きが今年度の課題である。

活動内容

いもり池周辺でのヨシ刈り作業

◆成果と工
◆成果
◆成果と工夫したポイント
と工夫したポ
と工
夫したポイン
夫したポ
イント
イン
ト
●成果

●工夫

特定外来生物の駆除を市民に知っ
てもらえた。活動前 3 匹ほどだった
蛍も 50 匹近くになった。ヨシ刈りで沢桔梗
の花が増え、湿原が一変した。池面を覆った
スイレンが減り、池に映る「逆さ妙高」が復
元された。
市民に対して、街祭でヨシの紙すき体験を
実施した。ホタルの育成地では親子参加のア
ジサイ植樹会を行った。

任意団体

ボランティアと行政の協力で、
夏にオオハンゴンソウ、秋にはス
イレンの駆除活動。スイレン駆除
は、ヘドロ状態の水底にスイレン
の根が深く張り、その駆除は二日
間の重労働。オオハンゴンソウは
池の平のホタル育成地での
前年の経験を活かし、根から抜き取
親子アジサイ植樹
りを徹底。ヨシ刈りは刈り取ったヨ
シで紙漉きをするため、一部を乾燥し、街祭の会場で紙漉き体験
を実施。蛍育成は、川底に石を敷き詰め卵を生む場所を作り、オ
オハンゴンソウを刈る。周辺に親子でアジサイ植樹。

今後の課題
最重要の問題は、いもり池のスイレン駆除。池の水質改善、ヘ
ドロの処理を含め、
スイレンの駆除を徹底する必要がある。市役所、
環境省、妙高高原ビジターセンターと話し合いながら、今後の活
動を決める必要がある。

Orca.org さかまた組

釧路とシャチとザトウクジラをシンボルとし
た海洋生態系保存のためのパッケージ活動
課

イベントの
延べ参加者数
活動掲載ホームペー
ジのページビュー数
活動の全体目標
に対する達成度

1,014 人
54,543 ビュー
60%

題

釧路沖海洋生態系の実態と温暖化の影響を把握、地域住民の身
近な海に関する情報不足の解決、特に希少動物シャチの存在の認
知度をあげるなどで生態系保全の基盤を作る。

活動内容

シャチの姿に釧路沖の豊かさを実感する参加者

◆成果と工
◆成果
◆成果と工夫したポイント
と工夫したポ
と工
夫したポイン
夫したポ
イント
イン
ト
●成果

●工夫

まずはシャチとザトウクジラの存
在を知ってもらうために展示や市民
ツアーなどのイベントの告知に力をいれたこと
で、来場者や応募者数、SNS へのアクセス
数が昨年の 1.5 〜 2 倍増となり、認知度は
上がったと感じる。
誰もが知るシャチとザトウクジラをアイコン
にし、報道率をあげることで、よりインパクト
のある活動とした。

①研究者らとの連携で釧路沖海洋
生物調査（シャチをはじめとする
鯨類および海鳥）を実施し、漁業
者・行政などと情報交換 ②地域
住民や観光客、漁業者・行政、教
育、生物学など各分野関係者らへ、
主に釧路市民を対象に実施した
科学的興味関心や保全意識が芽生え
環境教育展示
るよう働きかけ、保全活動に参画し
ようとする機運を生む ③小笠原、沖縄、ロシアの鯨類調査チー
ムらと情報交換 ④地域行政などと連携し、市民および観光客対
象の調査サポート型エコツアーの試験的実施。

今後の課題
今後はこの海域の豊かさの認知度向上にさらに努めながら、生
態系を守るために特に住民の保全意識の喚起や仕組みづくりに努
めたい。もちろん、保全推進の基盤となる情報収集のための生物
調査の継続は不可欠である。
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国際自然保護連合

日本委員会

2020 年 第 7 回 世 界 自 然 保 護 会 議（IUCN World
Conservation Congress）の誘致活動を通した愛知ター
ゲット達成に資する活動底上げとプラットフォーム構築
課

イベントの
延べ参加者数
活動掲載ホームペー
ジのページビュー数
活動の全体目標
に対する達成度

160 人
441 ビュー
65%

題

1. 愛知ターゲット達成に向けた風潮が出来ていない。2. 活動への
注目度が低下していること。3. 促進された活動の広報の場、行動
の発展に繋げる場が不足していること。

活動内容

にじゅうまる COP2 前日スタッフ打合の様子

◆成果と工夫したポイント
◆成果と工
◆成果
と工夫したポ
と工
夫したポイン
夫したポ
イント
イン
ト
●成果

●工夫

にじゅうまる COP2 の 全 体 会 合
では、8 団体による活動紹介、記念
フォーラムでは 3 名の講演者を招へいし、分
科会では、活発な取組みを行っている 8 団体
がコーディネーターを務め、活発な議論が行
われた。
分科会のコーディネーターを活発に活動し
ている団体に依頼したことで、広く深い内容
を伝えることが出来た。

任意団体

今年度は、会議誘致活動と同時
に、愛知ターゲット達成に資する
活動の底上げにも注力した。活動
底上げの一環として、にじゅうま
るプロジェクト第 2 回パートナー
ズ会合（にじゅうまる COP2）を
実施した。催事では、にじゅうま
にじゅうまる COP2 実施後
るプロジェクト全体の進捗を把握・
共有し、愛知ターゲット達成のため
に、今後必要となる動きについて議論を行った。
※にじゅうまるプロジェクトは、愛知ターゲットの達成を目指す市民をつなぐプロジェクト

今後の課題
会議誘致活動に関して、今後は第 7 回世界自然保護会議だけで
はなく、その他の会議体も含め、広く可能性を探っていく必要が
ある。関係者との意思疎通を密に行い、連携・協力関係をさらに
深めていきたい。

国連生物多様性の 10 年市民ネットワーク

「国連生物多様性の 10 年」
NGO プラットフォーム構築事業
課

イベントの
延べ参加者数

620 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

5回

活動の全体目標
に対する達成度

30%

題

生物多様性条約愛知ターゲットの達成には、さらなる努力が必
要であることから、それを担う NGO の地域での取組みを全国規
模でネットワークし、能力強化する必要がある。

活動内容

横須賀での SDGs と生物多様性セミナー

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

7
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8 カ所でのヒアリングおよび 7 回
の報告会・セミナー・シンポジウム
開催をし、NGO ネットワークの強化を図った。
また、能力開発のため、東京（7 回）
・関西（3
回）・名古屋（6 回）の勉強会を定期的に開
催した。
テーマ別の会員グループ・地域ネットワーク
が企画・運営の主体となることで、幅広い取
組みを実施した。

生物多様性条約の関連会
合に参画して地域の活動を
他地域に展開できるよう、
全国規模で地域 NGO の能
力を開発することを目的と
誇れる日本の生物多様性 グリーンスポット
したプラットフォーム活動
を行う。国内事例を収集し、協働して COP への提言をまとめると
いう一連の取組みの標準化を進める。そして、日本が世界に提案
した「里山・里海」という人と共生する自然の姿に対して、日本
国内の「地域創生」とのつながりからの事例収集や、パイロット
プログラムづくりを行う。

今後の課題
・能力開発によるヒアリング・地域戦略づくりなどを主導できる
メンバーの育成。
・連携する NGO とのネットワークの強化。
・活動の拡大に向けた資金調達。

自然 保 護 ・ 保 全 ・ 復 元

自然 保 護 ・ 保 全 ・ 復 元

任意団体

遠州灘浜松海岸に建設する巨大防潮堤工事
の環境影響調査
課

イベントの
延べ参加者数

12,000 人

活動に対する
問合せ件数

1,200 件

活動の全体目標
に対する達成度

自然 保 護 ・ 保 全 ・ 復 元

自然 保 護 ・ 保 全 ・ 復 元

（特非）ICA
サンクチュアリエヌピーオー
文化事業協会

75%

題

遠州灘浜松海岸に建設する巨大防潮堤工事の環境影響調査を行
い、気象や地形の変化による野生動植物の生息環境に影響を及ぼ
さないように、調査データをもとに提言をする。

活動内容

ウミガメ保護啓発活動

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

ウミガメの繁殖調査は 5 〜 10 月
まで毎日実 施し、貴重な繁 殖デー
タを得た。環境調査では、10 ヶ月の海岸パ
トロールで記録を取った。観察会は 113 回、
砂浜回復事業で 8 回、総勢 12,000 人の参
加者を得た。
生物多様性の低下が危ぶまれていることを
広く伝えるために、市民参加の出来る事業を
開催するように努めた。

任意団体

1 年目は、巨大防潮堤工事前、
工事中の気象や環境変化のデータ
を出来るだけ集めるために、気象
観測を行った。野生生物調査では、
5 月〜 10 月はアカウミガメの繁
殖調査を実施､ 5 月〜 8 月はコア
ジサシの繁殖調査を行った。また、 13.5 メートルの堤防ができはじめる
こうした調査を一般公開で行い、海
浜植物やアカウミガメなどの観察会を実施して、保護啓発事業と
した。浸食の激しいところでは、砂浜の回復事業やビーチクリー
ンアップも行った。

今後の課題
堤防工事期間の延長による調査期間の延長への対応や大規模工
事の海岸パトロールの人手の確保が望まれる。そのため、適切な
人員の配置や工事主体者の県と協議で工事の進捗状況を把握して
対応をしていく。

食と農から生物多様性を考える市民ネットワーク（食農市民ネット）

生物多様性を地域レベルで考え守るための、食と農を
通した遺伝子組み換え生物に関する調査研究及び普及
啓発事業
課

イベントの
延べ参加者数

400 人

イベント参加者
の満足度

80%

活動の全体目標
に対する達成度

60%

題

遺伝子組み換え (GM) 作物は、生物多様性に悪影響を与える可
能性が高いが、国内の環境団体にはほとんど知られていない。国
際会議（MOP）に日本の環境団体は参加しない。

活動内容

「国際生物多様性の日」記念シンポジウム

◆成果と工夫したポイント
●成果 GM ナタネ自生 調 査 報 告 会に 130

人の参加があり、目標（100 人）を
30% 上回った。

●工夫 開催地
（名古屋）にある当団体の構成団体が、

SNS を中心に呼びかけた。

・隠れ GM 合同委調査のため、GM
ナタネ自生調査を GM 汚染の激し
い三重県四日市市内で 2 回実施し
た。
・韓国で GM 作物自生調査活動を
定着させるために、韓国を訪問し、
日本の GM 汚染実態や調査方法等 韓国での遺伝子組み換え問題提起集会
についてレクチャーした。
・国際生物多様性の日や院内学習会などのイベントの案内を、環
境団体に送った。

今後の課題
今後の課題
GM ナタネ自生調査を「市民科学」の領域に引き上げるため、
交雑種の見分け方などの実地訓練をしたい。
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全国ブラックバス防除市民ネットワーク

水辺保全と外来種問題を市民・住民とともに考える
〜多様な主体が協働する場づくりのための課題整理〜
課

イベントの
延べ参加者数

11,843 人

イベント実施の
延べ団体数

331 団体

活動の全体目標
に対する達成度

95%

題

市民・住民、研究者、行政、漁協・農業者等の生産者、企業など多様な主体が連携・
協働して、外来種問題に取り組むことができる場（プラットホーム）を構築すること。

目

標

外来種問題に多様な主体が連携・協働して取り組むための、プラットホーム構築
における問題点・課題の整理。

企業とのコラボで実施された自然観察会

◆成果と工夫したポイント
●成果

水辺の外来種問題に取り組むた
めのプラットホームづくりの課題・問
題点を洗い出すことを目標としたが、
ほぼ達成できた。
●工夫

ワークショップを開催し、プラット
ホームづくりの先進団体から取組み
の創意工夫について事例紹介を受け
た。

活動内容
水辺の外来種対策に関する理解と協力を得るために次の普
及啓発活動を行った。
①外来種駆除活動、自然観察会などの活動を通じ、水辺保全
と外来種問題を市民に知ってもらうための活動。②学習会、
情報交換会、シンポジウムなどの実施により、水辺保全と外
来種対策について、必要性を理解してもらうための活動。③
水辺保全と外来種問題に関するプラットホームづくり課題の
検討・整理のためのワークショップ開催。

小学生も参加した
外来魚情報交換会

達成できなかったこと
実施目標の一つとして年間参加者数 3 万人を挙げたが、実績は 1 万人強だった。実
施団体の組織力の不足が原因と思われ、プラットホーム強化の必要性が痛感された。

今後の展望
水辺の外来種問題対策のための多様な主体が参加するプラットホームを構築し、
全国的な活動に発展させたい。

任意団体

虹別コロカムイの会

河畔林造成とシマフクロウ繁殖、
その生態系サービスの評価
課

イベントの
延べ参加者数

550 人

活動に対する問
合せ件数

100 件

活動の全体目標
に対する達成度

90%

題

シマフクロウ生息域である北海道・西別川流域において、河畔林造林、バイカモ保護
活動を実施し、シマフクロウの増殖をはかる。また、生態系サービス機能を明らかにする。

目

標

シマフクロウが自然共生の地域社会のグランドデザインを描く可能性を、具体的
に提示する。農林漁業が生態系サービスの恵みを享有して、環境との共生、地域社
会の魅力が創造される状況を想定している。
実施後（7 月）手前は食害防止電気柵

◆成果と工夫したポイント
●成果

約 250 名が参加し、約 3,000 本
の苗木を植樹。5 月に開催したフォー
ラム に 約 80 名 が 参 加。2 〜 3 月
にかけて実施したセミナーにはのべ
100 名が参加。バイカモ保護網を 2
か所設置。約 15 名にインタビュー。
●工夫

植樹、フォーラム、セミナー、バ
イカモ研究会など年間を通して行事
を設定し、活動の周知に努めた。
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活動内容
標茶町内にて植樹活動を実施。普及啓発活動の一環として
別海町にてフォーラムを開催。植樹地域において下草刈りを
行い、エゾ鹿による食害を防ぐため電気柵を設置し、河川の
清掃などを定期的にメンテナンス。ふか場となる巣箱、エサ
場となる養魚場の定期管理。西別川流域にバイカモ保護網を
設置し、継続して定期観察。シマフクロウの生態を観察、有
識者にインタビューを実施して「生態系サービス」に寄与す
る基礎資料を記録。

植樹祭実施前の
河畔林用地（5 月）

達成できなかったこと
ツーリズムとの連携、また、従事者へのインタビューを実施予定だったが、シマフクロウ
保護の観点から、もう少し議論を深めてから実施することになったため、達成できなかった。

今後の展望
「西別川の全域にシマフクロウの声が聞こえるようにしたい」という夢の実現を、
住民自身の参加により実現。

自然 保 護 ・ 保 全 ・ 復 元

自然 保 護 ・ 保 全 ・ 復 元

任意団体

日本自然保護協会

世界レベルでの保護地域管理水準向上のための普
及ツール制作・出版と、IUCN グリーンリストの
国内展開事業推進計画の作成
課

イベントの
延べ参加者数

20 人

資料集の発行
（リーチ）部数

200 部

活動の全体目標
に対する達成度

70%

題

保護地域管理の水準を上げるための国際的ツール（管理計画の作成や効果の把握
等の指針や、高い管理効果を認定・表彰する国際認証制度）の不在。

目

標

保護地域の管理効果を評価、認定、表彰する国際的仕組み「IUCN グリーンリスト」
の情報収集等を通じ、この分野の最新動向とグローバルスタンダードを把握するこ
と。それらを発信するツールを作成すること。
第 1 回検討会

◆成果と工夫したポイント
●成果

IUCN グリーンリストに関する資料
と、その導入を支える保護地域の管
理計画立案と、管理効果評 価につ
いて、それぞれ 200 部報告書を作
成し、日本を代表とする保護地域の
研究者・関係政府機関に配布した。
●工夫

密接につながるテーマ（管理計画、
効果の評価、良い管理の奨励）につ
いて、体系的な資料集を作成したこと。

公益財団法人

活動内容
IUCN グリーンリスト事業を展開する専門家を呼び開催した
勉強会、事業の核となる保護地域の国際管理基準の検討、国
内導入の課題等の論点整理を行うことを目的に、計 3 回グリー
ンリスト検討会議を開催した。検討会の成果として、保護地
域管理計画立案のための指針、保護地域管理効果を評価する
ための指針、IUCN グリーンリスト紹介冊子の 3 つの報告書
を作成した。

IUCN グリーンリスト
紹介冊子

達成できなかったこと
国際的にも新しい取組みのため海外情報収集や、専門家の日程調整が難航したこ
ともあり、全体作業スケジュールが後ろ倒しになってしまった。

今後の展望
日本の保護地域（国立公園や保護林等）をサンプルに、管理の世界基準と照らし
た特徴や課題を把握すること。

日本野鳥の会

風力発電施設の導入に向けて野鳥保護を考慮したゾーニ
ングのあり方に関する情報収集、調査、普及、提言活動
課

イベントの
延べ参加者数

52 人

イベント参加者
の満足度

100%

活動の全体目標
に対する達成度

30%

題

自然保護側と事業者側との間での摩擦を軽減して風力発電を導
入するには、センシティビティマップの役割は大きいが、日本で
は野鳥配慮型のマップ作りが行なわれていない。

活動内容

ワークショップ開催目的を話す英国側担当者

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

バードライフ・インターナショナル
及びイングランド、スコットランド、
アイルランド、ブルガリア、スロベニア、ギリ
シャ、南アフリカのパートナー団体から、セ
ンシティビティマップ作りに係るノウハウを得
られた。
バードライフ・インターナショナルにワーク
ショップ開催を委託したことで、マップ作りに
関して各国から多くの情報を得られた。

英国・ケンブリッジにバードラ
イフ・インターナショナル及びそ
の パ ー ト ナ ー 10 団 体 を 集 め て、
ワークショップの開催を通じ、各
団体で作成したセンシティビティ
マップの方法論および運用面での
課題等に関して、情報収集を行っ
検討会で資料に基づき
説明する担当者
た。3 月 14 日（ 月 ） に「 風 力 発 電
と野鳥の脆弱性マップ作り検討会」
を開催して、海外事例を基に、国内で適用可能なセンシティビティ
マップのあり方や方法論を整理した。

今後の課題
・実際のセンシティビティマップ作成に係る現地野外調査の実施。
・ワークショップの結果報告に関する資料集の作成。
・国内でセンシティビティマップ作成の必要性の認識を広めるシ
ンポジウムの開催。
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公益財団法人

大阪産ニッポンバラタナゴ個体群を
保全するための自然再生活動
課

ニッポンバラタ
ナゴの個体数

65,000 尾

ドブガイの
個体数

6,000 個体

活動の全体目標
に対する達成度

60%

題

絶滅危惧種のニッポンバラタナゴを保護するために、ため池の
伝統的な浄化方法 ドビ流し を実施し、休耕地を利用したモデ
ル農地で無農薬有機栽培の和綿づくりを実施する。

活動内容

ドビ流し前のニッポンバラタナゴ採集

◆成果と工夫したポイント
●成果

自然再生活動で採集したニッポン
バラタナゴは、約 65,000 尾であっ
た。また、和綿は合計約 16㎏収穫できた。
キンタイ米の 300㎏を商品化した。

●工夫

溜池の自然再生するために、伝統的な ド
ビ流し を行うとともに、腐葉土を含む山土
とフルボ酸を投入した。

高安自然再生協議会を 4 回と、
シンポジウム及び現地調査団との
会談で、高安自然再生活動の全体
構想が完成した。その構想に従っ
て、ふれあい池、清水池、久宝寺
緑地の心字池で ドビ流し を実
施した。採集したドブガイの合計
ふれあい池のドビ流し終了
が約 6,000 個体、ニッポンバラタナ
ゴは約 65,000 尾であった。また、里地の自然再生において、無農
薬有機栽培で、モデル農地で和綿を合計約 16㎏収穫できた。

今後の課題
地場産業である花卉栽培と稲作を、伝統工芸である河内木綿の
和綿づくりと、保護池の水を利用したキンタイ（ニッポンバラタ
ナゴ）米のブランド化を行うことで、
保護池の伝統的な管理方法 ド
ビ流し を継承する。

（特非） アクアプラネット

サンゴ環境保護
〜育成と植え付けによる啓蒙活動〜
課

イベント参加者
の満足度

95%

活動掲載ホームペー
682 ビュー
ジのページビュー数 （facebook のみ）
活動の全体目標
に対する達成度

3 島平均 93%

題

石垣島での活動において、地元と密着した活動としてサンゴ養殖活動を開始する
ことが大きな課題であった。

目

標

石垣島：サンゴ養殖活動を行い、当法人の核となる活動拠点の構築
本 島：継続したイベント開催によるダイバーへの啓発活動
久米島：地域住民主体による環境保護活動
養殖用サンゴ植え付け

◆成果と工夫したポイント
●成果

・石垣島：サンゴ 100 本の養殖
・本 島：合計参加人数
・久米島：毎回の参加人数
●工夫

サンゴ事業は、漁協や漁業者との
連携が絶対に必要なことから人的な
繋がりを重要な活動として捉えた。

活動内容
当法人の核となる活動拠点の構築として、石垣島のサンゴ
養殖活動に最も力を入れた。養殖ということから地元の漁業
者、漁協、協力者との連携、関係構築として人的な繋がりを
築くことによって、事業がスムーズに進行した。また、サン
ゴ環境保護が、地元観光経済活動になくてはならない事業で
あると定義し、今後の活動を「見せる漁業」「育てる漁業」と
して、新しい観光漁業へも取り入れることを提案した。

養殖サンゴのメンテナンス

達成できなかったこと
石垣島、本島においては目的は達成と考えるが、久米島については地元中心に活
動を継続することを目標としたが、地元理解まで進めなかった点が反省点である。

今後の展望
・石垣島：養殖サンゴ畑を軌道に乗せる。 ・本島：イベント（春・秋）の継続活動。
・久米島：地元協力者の継続活動。
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（特非） ニッポンバラタナゴ高安研究会

ベッコウトンボから学ぶ持続可能な湿地生態系保全プロジェ
クト 「生物多様性を指標とした生態系ネットワークの構築」
課

イベントの
延べ参加者数

1,580 人

地域セミナー
参加者

150 人

活動の全体目標
に対する達成度

90%

題

荒廃が進み、生物多様性が危惧されている里山地域の住民主体による、生物多様性広域
ネットワークを構築し、生態系の利用と保全のための持続可能な仕組み作りが、危急の課題。

目

標

広域的な地域連携を図るため、生物多様性をテーマとしたシンポジウムや地域啓
発セミナーを開催するとともに、大分市東部全域に生物多様性の保全を目的とした
地域保全体制を構築し、広域連携生態系ネットワーク形成を図る。
市民参加型生物多様性調査の様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

生物多様性保全の普及啓発のため
に開催した生物多様性シンポジウム
は市民 120 人、生物多様性地域セミ
ナーには地域住民を中心に 156 人が
参加した。生物多様性モニタリング
調査には地域住民 1,080 人が参加。
●工夫

地域環境の課題の共有と地域住民
との信頼関係の構築を心掛け、自治
会行事への積極的な参加を行った。

活動内容
課題解決に向け、生物多様性保全の普及啓発のためにシン
ポジウム及び地域セミナーを開催した。また、生物多様性協
働活動として市民参加型生物多様性調査を、地域固有種「オ
オイタサンショウウオ」を指標とした外来種の影響評価を兼
ねて、地域住民主体で実施した。生態系ネットワーク構築を
目標とする、広域連携協議会の設立のための 5 地区協働によ
る生物多様性モニタリング調査を実施し、協議会設立の動き
が加速した。

生物多様性地域
セミナーの様子

達成できなかったこと
広域的な地域連携による生態系ネットワーク形成のための広域連携協議会の設立を当
初目標としたが、今一歩のところまできたが、時間が足りなかった。今後に期待したい。

今後の展望
今後も生物多様性の普及啓発活動と、広域連携協議会の設立に向けた活動には、
積極的に関わっていく所存である。

（特非） 大山千枚田保存会

房総地域における照葉樹林帯の
生物多様性の把握とその普及啓発活動
課

イベントの
延べ参加者数

2,100 人

農家インタープ
リター養成人数

49 人

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

南房総に広がる照葉樹林と周辺の里山環境の保全。棚田保全活動を行っている集
落や、自然体験活動を実施している団体との連携を深めながら、保全策を考える。

目

標

南房総の農村生態系の種組成を把握し、その豊かさを、地元住民（特に農家）に
普及し、地元住民が、自分たちで生態系保全活動を積極的に行える仕組み作り。

専門家と地元住民の生物調査

◆成果と工夫したポイント
●成果

全 29 回の自然観察会形式の調
査を実施し、2,100 名の参加があり、
その結果、生き物図鑑 1,000 部を
発行した。地元農家を中心に、29
集落 49 名の農家インタープリター
を養成した。
●工夫

地元農家に体験活動を新たな仕事
として認知していただき、わずかでは
あるが、所得を得られるようにした。

活動内容
年間 20 回の観察会形式の生き物調査を通じて、地元
農家のインタープリターの養成や地域の生物相の把握を
行った。
地元農家と会議を開き、保全のための会議を行った。
調査結果をもとに、南房総の生き物図鑑を作成した。
水系一体となった農業・自然・暮らし体験プログラム
の開発のために、地域の自然環境や歴史についての勉強
会を開催した。

作成した生き物図鑑

達成できなかったこと
南房総全域で活動は行えたが、鴨川市、富津市を除くと、体験活動団体以外の集
落への活動の周知が少なかった。

今後の展望
里山環境の中で最も課題と思われる草地環境の生態系の保全や、新たな活用につ
いて検討していく。
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（特非） おおいた環境保全フォーラム

小網代における河口干潟・陸域湿地の
総合的な保全・活用への協働的な取組み
課

イベントの
延べ参加者数

1,000 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

10 回

活動の全体目標
に対する達成度

90%

題

長年放置され荒廃乾燥化した小網代の谷の湿地環境を回復して、美的景観及び様々な
生息環境を創造すること。また、訪問者や周辺地域への安全確保、マナーの周知が課題。

目

標

・小網代の森の一般開放に向けての美的景観及び安全の確保。
・湿原回復等により、様々な生息環境を創出し、豊かな生物相を維持管理する。
・小網代の森の重要性、管理活動の重要性の啓発活動。
笹藪の刈り払い

◆成果と工夫したポイント
●成果

・散策路沿いの笹刈り、湿地環境の
回復は 90% 完了。
・ボランティアウォーク、ここボラ
の期間中の延べ参加人数は 1,000
名を超え、その中から定例作業へ
の参加者も確保。
●工夫

イベント告知についてホームペー
ジの改善、facebook の活用、直接
の電話勧誘などを実施した。

活動内容
・谷底部分の笹刈り、流路変更による地下水位の上昇、流路日
照改善のための間伐等の月 1 度の定例作業および臨時作業
・ボランティアウォークの実施（定例作業日に実施）
・こども小網代ボランティア（通称 : ここボラ）の実施（年 3
回実施）
・水系における生物調査、干潟における生物調査、湿原におけ
る植物調査（毎月実施）

笹を刈り取った
オギ・アシ湿地

達成できなかったこと

ここボラへの地元のこどもたちの参加が少なかった。地元小学校、自治会等との
調整に問題があった。

今後の展望
・湿原回復には継続的な管理作業や、枝沢の保水力向上が求められる。
・地元や企業との連携などの推進が必要である。

（特非） 自然回復を試みる会・ビオトープ孟子

未来遺産登録地孟子不動谷トンボ相復活＆
人材育成事業
課

イベントの
延べ参加者数

28 人

トンボ確認種数

35 種

活動の全体目標
に対する達成度

85%

題

耕作放棄地を湿地環境として保全するため、活動拠点内の借用
耕作放棄地を冬水田んぼ的湿地環境に改修し、トンボ類の生息環
境の安定化を図る。トンボ調査を通じて、若い調査員育成の実現。

活動内容
和歌山大学システム工学部生に
よる、孟子不動谷でのトンボ調査
及びトンボ成虫・幼虫の分類技術
習得講座を開催した。
トンボ調査風景 -1

◆成果と工夫したポイント
●成果

育成人員は 4 名で、1 名少なかっ
たが、かなり高いスキルの調査員が
育成できたと自負している。

●工夫

学生の募集時、1 年で卒業する 4 回生では
なく、1、2 回生を対象に募集したことにより、
参加者は少なかったものの、2 年間継続して
参加してもらえたことで、スキルを確保できた
と思っている。
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トンボ調査風景 -2

今後の課題
より多くの人数の受講生獲得を行うことにより、里山の生物多
様性保全に興味を持つ若者を増やしたいと思う。
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（特非） 小網代野外活動調整会議

協働による「生物多様性とくしま戦略」の
推進
課

イベント参加者
の満足度

98%

助成活動がメディア
に掲載された回数

35 回

活動の全体目標
に対する達成度

100%

題

1）県民の生物多様性の認知度が低い。2）外来生物の被害状況や分布状況の総合的な
情報が得られないため対策が難しい。3）生物多様性に関わるリーダーが不足している。

目

標

1）県民の生物多様性の認知度の向上。2）外来生物の分布状況を総合的、かつ効率的
に管理し、的確な対策の支援ができる調査と情報集積・発信のしくみ構築。3）生物
多様性の普及啓発に関わるリーダーの人材育成。
生物多様性とくしま戦略は何を目指しているのか

◆成果と工夫したポイント
●成果

1）
フォーラム等参加者数当初予定を
上回った。2）
人材育成プログラム実
施回数 15 連続講座× 2 年間
（16 日
間）
、生物多様性リーダー認定者数
20 人。3）
県民参加型調査件数 1,635
件。4）
webGIS 構築済み。
●工夫

環境市民団体のネットワーク組織
「と
くしま会議」
内の連携と、徳島県との協
働による生物多様性の推進を行った。

公益財団法人

活動内容
1）フォーラム、サイエンスカフェ等開催による認知度の向上。
2）徳島県との協働による人材育成プログラムの実施と「生物
多様性リーダー」認定制度の策定、及び人材育成プログラム
の実施による「生物多様性リーダー」の育成。3）生物多様性
や生態系の把握に係わる県民参加型調査の実施。4）携帯電話、
webGIS による情報集積、管理、発信システムの構築。5）こ
れら 1）〜 4）のハブとなる、とくしま生物多様性センターの
設置。

ナルトサワギク
県民一斉駆除

達成できなかったこと
助成活動当初の目標は予想以上の成果で達成できた。今後、生物多様性の主流化をさ
らに推進するには、社会システムに生物多様性を普及啓発させる仕組みを作る必要がある。

今後の展望
とくしま生物多様性センターをハブとした、県民の生物多様性の認知向上と企業
との協働による生物多様性の推進。

日本生態系協会

タンチョウやガン類の生息地分散に資する『道央都
市圏におけるエコロジカル・ネットワーク形成と経
済活動循環』の基盤づくり
課

イベントの
延べ参加者数

195 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

5回

活動の全体目標
に対する達成度

85%

題

千歳川流域に整備される 1,000 ha 強の遊水地を、タンチョウ等の希少鳥類の生息
環境の創出や、地域資源として活用し、環境と経済が両立した地域づくりへと活かす。

目

標

①自然再生や地域振興を主体的に検討する自治体や市民団体の出現。
②商品販売や広報、キャンペーン等を想定した企業との連携。
③自治体や市民団体、企業等の取組みを応援する有識者や行政機関のネットワーク確立。
遊水地周辺の農地の食害を調査

◆成果と工夫したポイント
●成果

・住民団体の活動も認知度が 高ま
り、会員数も 80 名以上を維持し、
賛同者の輪が広がった。
・3 年の活動を通じ地域の合意形成
もはかられ、次年度より、国も交え
たタンチョウとの共生に向けた検討
が始まることとなった。
●工夫

児童向けイベントを実施し、親世代
への PR や、教育面での重要性、将
来世代のためのまちづくりを訴えた。

活動内容
・タンチョウとの共生に向け、生息環境の確認や農家との意見
交換のため十勝への視察を実施。また、遊水地や農地への野
鳥の飛来状況を調査し、報告会を 2 回開催。新聞掲載を通し、
食害を懸念する住民の不安解消に努めた。
・児童対象の遊水地でのイベントを開催し、12 名の参加者に
感想文を書いていただき、普及啓発のため 11 月に開催した
150 名参加のシンポジウムの際、ステージで発表をしたり、
展示をし、タンチョウとの共生を訴えた。

達成できなかったこと

シンポジウムの場で
タンチョウに来てほしいと
訴える地域の児童

対外的 PR や活動の持続性のためにも、企業との連携体制を確立したかったが、取組
みに反対する地区との合意形成の確立に優先的に取り組んだため達成できずに終わった。

今後の展望
千歳川流域は、他に 5 箇所で遊水地整備が進行しているので、長沼町以外の地域
へも取組みを波及させていきたい。
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（特非） 徳島保全生物学研究会

地域資源の利活用による自然環境の維持と
持続可能な仕組みの形成と構築
課

イベントの
延べ参加者数

296 人

植生調査で
確認した種

401 種

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

過年度の活動で、集落の地域資源についての調査を進めることができたが、まだ資源
化するだけの量を確保できずにいる。また、活動に対する人手不足も毎年の課題である。

目

標

昨年まで行った活動で、経済資源化の量的把握が進んだため、実際に資源を経済
化する施策と自立するための量的拡大の調査、整備活動を促進する。それに伴い、
昨年より始めた販売促進活動についても継続する。
山林の下草刈り

◆成果と工夫したポイント
●成果

今年度より、正式に 2 名が新規就
農で集落の住民となった。また、地域
おこし協力隊 2 名が集落の活性化に
携わっている。また、今年度の活動に
296 人が山林や田畑の改修、その他
環境教育活動に参加していただいた。
●工夫

人手不足及び、後継者不足を解決す
るための一助として、地域おこし協力
隊を導入し、農林業の研修を行った。

活動内容
植生調査を 4 月から 10 月までのうち計 6 回実施した結果、
401 種の植物を確認した。
また、山林整備や田畑の改修を定期的に行っていると、放
置されていた田んぼを 5、6 カ所を発見した。また、それぞれ
田んぼ 50a、畑 15a を改修することができ、昨年度改修した
田畑を使用して試験栽培もおこなうことができた。
販売先の確保や人手の確保に向けた情報発信や、関連する
研修を実施した。

60 年ほど放置されていた
山林

達成できなかったこと
山林が長年放置されていたため、ツタが絡まり合い、木々が根元から地面に寝ており、作
業の妨げとなり、刈払い機を用いても、予定していた面積の改修を行うことができなかった。

今後の展望
引き続き山林・田畑の改修や、農林産物の生産と販売、人材育成として環境学習
の普及を目指し活動する。

（特非） リバーシブル日向

カンムリウミスズメ繁殖地沿岸海域の
里海環境保全活動
課

イベントの
延べ参加者数

270 人

イベント参加者
の満足度

100%

活動の全体目標
に対する達成度

70%

題

国の天然記念物であるカンムリウミスズメの繁殖地海域のバックヤードである門
川湾の環境保全活動を、町民活動として進めていきたい。

目

標

門川町民の里海環境保全意識改革と里海に対する理解を促し、門川町のマスコッ
トとして認知されているカンムリウミスズメの繁殖地沿岸海域の環境を守ることを
目的とした、里海の環境保全活動を実施する。
第 1 回「かどがわ環境大学」

◆成果と工夫したポイント
●成果

庵川東地区で開催した第 1 回「か
どがわ環境大学」では、15 名程度
の参加者を見込んでいたが、実際は
30 名を超える参加者数で、地域の
方々の関心の高さを実感した。
●工夫

啓発用パンフレットに門川湾の現
状も表記した。

活動内容
①門川高校「アマモ班」と協議を重ねた結果、「ラムサール
条約認定湿地」登録を目標に設定し、条約について学び、門
川湾が登録対象の水域であることが判明した。②門川湾の現
状を知る必要があるということで、干潟底生生物調査、アマ
モ藻場調査、鳥類調査を 3 回実施した。③調査データをもと
に啓発用パンフレットを作成した。
基礎調査（鳥類）

達成できなかったこと
「かどがわ環境大学」開催が一回しかできなかったことにより、活動団体及び個人
の参加者増ができなかった。

今後の展望
啓発ツールもそろったので、当初予定の地区公民館単位の「かどがわ環境大学」
を定期開催する。
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（特非） 野外教育学修センター魚沼伝習館

鳥獣被害対策における中間支援組織の
育成・提言・ネットワーク化
課

ネットワーク
会員増加数

2 団体

自立して対策を
行う集落増加数

3 集落

活動の全体目標
に対する達成度

60%

題

急増する野生動物がもたらす農作物被害や、林業被害に対する
地域の担い手不足問題。

活動内容
・地域の野生動物（けもの）の
まち医者育成（けもの塾の開
催）
・けもののまち医者の組織化と
ネットワーク作り
・まち医者として地域の支援（農
業・林業者支援）

けもの塾にて、サルの捕獲講習

◆成果と工夫したポイント

けもの塾にて集落環境診断を実施

●成果 ・ふるさとけものネットワークが 4 団

体から 6 団体へ増えた。
・自立して対策を行う集落増加数が 5 から 8
に増えた。

今後の課題

●工夫 ・フォローアップ研修を実施した。

・行政と協力して集落に働きかけを行った。

・ネットワークの加盟団体を増やすこと
・けもののまち医者として職業化すること（安定的収入源にする
こと）

（特非） 荒川クリーンエイド・フォーラム

荒川流域河川敷の清掃活動、
ゴミ減量の普及啓発活動
課

イベントの
延べ参加者数
回収した
ゴミ袋数
活動の全体目標
に対する達成度

10,447 人
7,051 袋

（45 リットル）

90%

題

荒川河川敷には、私たちの消費生活を反映した容器包装類などのゴミが特に多く、
上流側や街中から漂流・漂着し、いつまでたってもなくならない。

目

標

・川ゴミ拾いの活動を周知し、活動の輪を広げる。
・川ゴミ拾い参加者には、日頃からもゴミ減量を意識したエコライフの実践を促す。
・川ゴミの問題を知らない人にも、現状の課題とその対策の必要性を伝える。
水際には容器包装類等が大量に散乱

◆成果と工夫したポイント
●成果

・荒川クリーンエイド実施 162 会場、
参加者のべ 10,447 名。
・活動内でのマイボトル持参キャンペー
ン 95 会場、参加者のべ 6,384 名。
・これまで以上にマイボトルを持参し
ようと思った人 84%。
●工夫

ゴミ減量を啓発する説明ツールは、
写真やグラフを用いて、屋外の現場
でも視覚的に理解されやすくした。

活動内容
・広報ツール等で活動を周知し、ゴミ拾い参加者を募った。
・ゴミ拾い参加者に対しては、事前にマイボトル持参を推奨し、
各会場において説明用のツールを用意し、ペットボトルゴミの
現状を伝え、日頃からゴミ削減に向けたエコライフの実践を啓
発した。
・河川敷利用者に対して、ゴミ持ち帰りを伝えるチラシを用意し
説明ツールを活用して
ゴミ減量を啓発
配布した。
・活動成果をとりまとめた報告集を制作・発行し、広くゴミ調査結果をフィードバックした。

達成できなかったこと
準備期間不足のため、河川敷利用者（主に釣り人たち）へ、ゴミ持ち帰りを伝え
られるような共同ゴミ拾いイベントが実現できなかった。

今後の展望
川ゴミ削減のために日常生活からのゴミ減量の啓発をさらに推進する。他の河川
や、街・海で清掃活動をしている団体とも連携する。
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（特非） メタセコイアの森の仲間たち

森林保全・
緑化

一般社団法人

moribio 森の暮らし研究所

「簡便で低コストな森林生態系の評価手法を確立するため
の基礎調査」 林業等の事業活動による森林生態系へ
の影響を回避・低減するために
課

イベントの
延べ参加者数

48 人

イベント参加者
の満足度

80%

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

木質バイオマス利用や、地域活性化のための森林資源利用促進によって、強化・拡大さ
れつつある林業等の日常的な事業活動によって発生する、森林生態系への負荷の回避・低減。

目

標

植生調査中（広葉樹林）

◆成果と工夫したポイント
●成果

20 回超の対面調査により、
「森林
資源の保全と利用のための手順」
（案）
を検討。企業約 40 社、市民 57人を
対象に、森林保全等についての意識
調査を実施。植生調査をスギ人工林
で 22 カ所、広葉樹林で 8 カ所実施。
●工夫

文献等の重要情報を、現場での利
用を念頭に、実際的な情報を取得す
るため、直接本人から話を聞くよう
努めた。

活動内容
森林生態系の保全と利用の現状把握のため、インターネット・
文献等から情報収集・整理し、専門家・関係機関とのゆるやか
なネットワークを構築、
「森林資源の保全と利用のための手順」
の案を検討・策定。また、保全のための追加的なコストを、広く
市民・企業で負担する仕組みの検討のための意識調査、活動報
告会を実施。報告書をまとめ、富山県・南砺市の関係機関、地
域住民及び交流のある都市住民に配布、活動への理解を深めた。

活動報告会の様子

達成できなかったこと
当初は、生物多様性を評価するための指標生物の選定を想定したが、至らなかった。
評価以前のゾーニング・調査等の手順の重要性に傾き、具体的な評価まで踏み込め
なかった。

今後の展望
本成果を実践、順応的に修正し、実効性を高め、保全効果を客観的に評価し、費
用負担の仕組作りにつなげる。

（特非） 地球市民の会

モリンガを活用した緑化と循環型農村作り

イベントの
延べ参加者数

161 人

村の自発的な
植林本数

1,000 本

活動の全体目標
に対する達成度

課

90%

題

ミャンマーのパオー民族自治区では、炊事用、焼畑、材木用に
伐採する人が多く、森林が減少している。また、農薬や化学肥料
を多用し、農地の疲弊や低収入の問題がある。

活動内容

環境研修の様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫
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植林の実践や研修を通して、植林
に対する意識や循環型農業やモリン
ガに関する知識を向上させることができた。
また、今後住民による持続的・自発的な植林
を実施できる体制を整えることができた。
事業地は少数民族が多く住む土地なので、
より理解が深まるように彼らの言葉で研修を
実施した。

・緑化や農業に関する研修を 5 回
実施し、161 名が参加した。
・モ リ ン ガ を 10,103 本 植 樹 し
た。委員会主導で自主的な植林約
1,000 本（地元種）も実施。
・モリンガシードの搾油を行い、
モリンガオイルの販売を行った。
・フィリピンへのモリンガ先進地
視察を実施し、次年度の計画を立てた。

搾油したモリンガオイル

今後の課題
・モリンガオイルの販路の開拓
・かたいモリンガ搾りかすをどのように堆肥化するか
・
【活動の方向性】地域住民の自発的な活動をサポートし、2 年目・
3 年目の活動地のモデルになるよう活動を継続する。

森林保全・緑化

森林保全・緑化

専門家・関係機関とのネットワーク構築、事業活動等による森林生態系への影響
を最小化するための手順の案を策定。保全のための追加的コストを、都市住民・企
業を含む広範な関係者で負担する仕組みづくりのための調査。

任意団体

熱帯林行動ネットワーク

熱帯林保全のためのパーム油関連製品に関
する企業の環境社会配慮支援活動
課

イベントの
延べ参加者数

93 人

新規開設したウェブ
上における賛同数
活動の全体目標
に対する達成度

450 人
70%

題

日本社会や日本企業の消費や投資を、より環境に配慮したものに変
化させ、生産地における新規開拓や泥炭地、土地紛争がある地域への
パーム油調達や融資を抑制する。

3 月 3 日に開催した企業向けセミナーの様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

消費者向け普及啓発に向けて新
規ウェブサイトを開設したが、現在
までに少なくとも 1,727 件 のアクセス数 が
あった。また、問題を身近に感じてもらうた
めの動画については 277 件の閲覧数があっ
た。
消費者団体、CSR コンサルタント、消費
者向け普及活動については、ブロガーなど幅
広いネットワークを構築した。

公益財団法人

日本企業の調達や融資に関
係する問題事例に関する現地
調査を実施し、調査結果に基
づく企業向けセミナーを開催
した。また、CSR コンサル会 消費者向けに新たに開設したウェブサイト
社 や 他 団 体 等 の 協 力 を 得 て、
主要な購入企業 2 社で調達方針の採用と、金融機関 1 社による投
融資方針の採用に向けた対話も継続して実施した。さらに、一般
消費者に対するアプローチとして、普及啓発のためのポータルサ
イト、パーム油関係の映像を作成した。

今後の課題
・ウェブサイトを通じた定期的な情報のアップデート体制の維持
・活動自体の認知を広めるためのさらなるネットワーク強化
・国による制度に対するアプローチ。

オイスカ

富士山麓における協働・参加型による
生物多様性に富んだ森づくり
課

イベントの
延べ参加者数

455 人
1,200 本

植栽本数
活動の全体目標
に対する達成度

75%

題

世界文化遺産登録の構成資産エリア内で、シラベ人工林約 100ha に甚大な害虫被害
が出た。被害地を害虫被害に強い生物多様性に富んだ森に再生することが求められた。

目

標

全国的に被害が深刻化しているシカの食害リスク対策として設置してきたネット
が、風雪などの影響で倒壊が激しい地域が発生した。放置すると、ネットでの環境
破壊やシカの食害拡大につながるため対策が必要になった。
補修前の風雪害で倒れたネット

◆成果と工夫したポイント
●成果

様々な主体と協働し森づくりを行う
ことで、それぞれのリソースを活かし
た効果的な活動となり、技術・ノウハ
ウ等も共有され、さらに、地元機関
等の関心度が高まり、今後も継続的
な森林保全活動の実施が期待できる。
●工夫

活動の意義を普及啓発する目的も
含めてボランティアを募り、平成 27
年度も 455 名が参加した。

活動内容
シカの食害対策ネットの倒壊への対策として、ネットのメンテ
ナンスを行った。また倒壊したところは植栽木の枯死率も高く、
併せて補植も行った。本年のボランティア約 450 人中、約 380
人の参加を得て、1,200 本の補植を実施できた。また、別の植栽
列では、植栽木の周囲の実生木や草木の成長が著しく、植栽した
広葉樹の生育を妨げる恐れが出てきた。74 名のボランティアと
林業者で 3.74ha の除伐を行った。

達成できなかったこと

モニタリング調査報告書
（2015 年度）

枯死率 50% 以上の植栽列が調査列の 16% を占め、補植するとなると、概算で植栽
列は約 44 列、約 3,000 本の苗木が必要となるが、資金が調達できていない。

今後の展望
ウッドガードを超えて、樹高 150cm に達した木の被食率が高く、新たにネットで
の防除が必要である。
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森林保全・緑化

森林保全・緑化

活動内容

（特非） ちば里山センター

イベントの
延べ参加者数

ちば里山カレッジの開催
課

208 人

イベント参加者
の満足度

98%

活動の全体目標
に対する達成度

100%

題

平成 15 年の千葉県里山条例制定を機に活発化した千葉の里山活動を、さらに継
続発展させる課題として顕在化した、
「ボランティア要員の確保」と「リーダーの育成」
に対応する。

目

平成 27 年度里山ボランティア養成コース入学式

標

活動内容

◆成果と工夫したポイント
●成果

ボランティア養成コース修了生 106
名中、
終了時里山活動に参加中 47名、
今後参加予定 59 名で、目標の 70%
以上を達成。リーダー養成コースも、
修了生全員が卒業レポート
「私の里
山活動」
を作成し、目標を達成した。
●工夫

修了生が里山活動にスムースに入
れるよう、フィールド研修及び里山
活動団体で実習等のカリキュラムを
工夫した。

①ちば里山カレッジボランティア養成コース（平成 25、26、27
年度開催 10 日 / コース）：里山活動に必要な知識や技能を座
学と実習を通して体系的に学び、継続的に里山活動に参加する
市民の育成 ②ちば里山カレッジ次世代リーダー養成コース（平
成 26、27 年度開催 10 日 / コース）
：里山の保全再生に加え、
自然環境、バイオマス、新たな公共、団体の運営といった総合
的視点で活動し、情報発信する人材の育成。

達成できなかったこと

フィールド実習
「里山整備作業」

本事業のゴールは、修了生が実際に各地の里山で活動し、千葉の里山を元気にす
ることであり、今回のカレッジはその第一歩である。今後、卒業生の各地での活躍
を期待したい。

今後の展望
卒業生が、各地の里山活動の中心となってその輪を広げるよう、効果的な支援を
関連機関・団体と協働で推進したい。

（特非）持続可能な環境共生林業を実現する自伐型林業推進協会

新たな持続可能な環境共生型
「自伐型林業」
の推進基盤づくりと全国普及
課

展開自治体の数

12 自治体

展開グループの数

38 事業体

活動の全体目標
に対する達成度

40%

題

環境に負荷のかからない小規模・低投資で始められる「自伐型
林業」の展開を支援し、疲弊する中山間地域の暮らしを再生する。

活動内容

6 月 18 日のイベントは 200 名以上が来場

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫
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平成 27 年度目標を達 成し、12
自治体が実際に市民に対するフォー
ラムや研修の開催をし、さらに、自伐グルー
プの支援を予算化した。活動する事業体（グ
ループ）は 38 事業体にのぼり、目標の 20
を大幅に上回った。
活動展開させるために広報を強化し、ホー
ムページの更新（記 事のアップ ）を年間 約
80 回行った。

自伐型林業を展開する人・グルー
プの支援を行うための推進基盤づ
くりを行った。具体的には、基礎
自治体へ自伐型林業の提案と研修、
やりたい人への土地・技術コーディ
ネートを担ってもらうよう働きか
け、実践者も増えた。また、自伐
山形県団体向けに個別相談会を
型林業の技術を教える人の発掘・
開催（9 月）
育成を行った。やりたい人と講師
を結びつけ、技術や作業フィールドを獲得できるよう支援をした。

今後の課題
・事務局メンバーを増やすなどの体制の強化
・案件管理のツールづくり（新規案件の事務局共有や既存案件の
進捗確認）
・研修や展開のマニュアルづくり

森林保全・緑化

森林保全・緑化

里山活動に必要な知識と技能の習得にとどまることなく、習得したその知識と
技能を活用し、継続的に各地域の里山活動に参加し、ちばの里山を元気にする。

環境保全型
農業等

30

（特非） NPO 生活工房つばさ・游

オーガニックフェスを通じた環境配慮型
まちづくりのプラットフォーム構築活動
課

イベントの
延べ参加者数

3,200 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

5回

活動の全体目標
に対する達成度

50%

題

有機農業の持つ環境保全機能を、地域で環境保全活動をしている団体に知ってい
ただき、有機農家との連携を図る基盤を、オーガニックフェスを通じて構築したい。

目

標

・第 1 段階として関係者の出会いの「場」を設定し、相手のことを知ること。
・地域の人に有機農産物の美味しさを知っていただくこと。
・オーガニックフェスを通して、地域の人たちが地域の環境を知る機会となること。
オーガニックフェス終了後の関係者集合写真

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

・地域飲食店組合、地域環境団体、
地 域 有 機 農家などに呼びかけて、
参加を募った。
・チラシを地域全戸に配布。

環境講演会の様子

達成できなかったこと
地域の環境に関心の高い人たちが出会う機会を作り、連携基盤を作る予定であった
が、オーガニックフェスの当日は関係者が忙しく、お互いに話をする機会が少なかった。

今後の展望
次回は関係者が、自分たちの活動内容や考えを充分に紹介しあえる機会や時間を
設定したい。

（特非） やんばる舎

やんばるの里山を救え！
〜チョウの舞う里山から屋古集落再生へ〜
課

イベントの
延べ参加者数

600 人

イベント参加者
の満足度

90%

活動の全体目標
に対する達成度

90%

題

やんばるの環境を支える里山は、環境悪化、人口の減少により存続の危機にある。屋古
集落は過疎化が進み、栽培される無農薬シークヮーサーは、低い価格で取引きされている。

目

標

・無農薬栽培によるシークヮーサーの価値が見直される。
・環境教育の必要性が教育現場に認知され、全校児童が屋古チョウ観察に参加する。
・無農薬シークヮーサーの栽培や購入など、保全活動へ参加する人々が増える。
塩屋小学校全校チョウ観察

◆成果と工夫したポイント
●成果

・地域小学校の全児童がチョウの観
察を行った。
・村長をはじめ地域住民、販売会議
で協力頂いたリコー株式会社とと
もに、チョウの食草植え付けイベン
トを開催。
・
「 大 宜 味村生物多様 性センター」
を村と協働で設立。
●工夫

活動へ地域住民の皆さまに参加頂
けるよう、大宜味村立塩屋小学校の児
童たちにチョウの観察会を開催した。

活動内容
・農薬不使用・使用地域の生息比較調査。
・現地視察と勉強会を 2 月 12 日、13 日に行った。
・NPO 法人ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議、環境脳
神経学情報センターを 10 月 14、16 日に訪問。
・10 月 15 日株式会社リコー本社ビル会議室において販売戦略
会議を開催。
・屋古住民を対象に 4 回懇談会を開催。
・ホームページを作成。http://www.ogimi-museum.org/yako/

チョウの舞う里づくり
記念植樹

達成できなかったこと
販売先は見つかったものの、雇用を創出するだけのシークヮーサー販路の確保に
は、まだ時間がかかること。

今後の展望
雇用を創出するだけのシークヮーサー販路の確保。
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環境保全型農業等

環境保全型農業等

・小川町オーガニックフェスには、雨
天にも関わらず 3,000 人以上の参
加があった。
・環境講演会「松葉調査報告会」に
は、46 名参加者があった。

活動内容
・地元有機農家や市民、環境団体、都市部住民が協力して実行
委員会を立ち上げた。
・小川町オーガニックフェスを開催した。
・オーガニックフェスには、地元の有機農家のマルシェ、地元
飲食店による有機食材を使ったフードコート、地元環境団体
の展示ブースに出店・展示していただいた。
・オーガニックフェスに連動し、
出展した環境団体と共催で「松
葉調査報告会」を開催した。

任意団体

マングローブ植林行動計画

住民参加によるアグロフォレストリー推進
支援（ミャンマー・エーヤワディー河口域）
課

イベントの
延べ参加者数

100 人

イベント参加者
の満足度

70%

活動の全体目標
に対する達成度

50%

題

①民生向上（約 300 円で暮らす人びと）
、②森林保護（アグロフォ
レストリーの維持）
、③コンニャク事業支援（栽培・加工・マーケッ
ティング）
、④キッチンガーデン支援。

活動内容

地域住民との意見交換

◆成果と工夫したポイント
●成果 コンニャク事業：①講義と実習（4 回・

●工夫

住民と一緒に、栽培、コンニャク粉への製
粉、食品加工（板コンニャク、ゼリー）までを
現場で実習した。

一般社団法人

今後の課題
（1）コンニャク事業①栽培技術の確立、②ムカゴ 1 万個の生産、
③種芋の保存技術の確立、④荒粉製造技術の向上、⑤精粉製造
技術の開発、⑥ヤンゴン市場のさらなる開拓。
（2）野菜栽培：キッチンガーデンの重要性の啓蒙。

わかちあいプロジェクト

ミャンマー国カヤ州における森林農法、有機農法による
コーヒー栽培と森林保全〜持続可能なコミュニティの構築
課

イベント参加者
の満足度

100%

参加者の森林農法の
コーヒー栽培への理解度

80%

活動の全体目標
に対する達成度

50%

題

森林農法によるコーヒー栽培を支援し、森林破壊の原因の一つ
である焼き畑を止め、人々の生活と森林保護の補完関係を構築す
る。

活動内容

種を植える苗ベッドを竹で作成

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

参 加 者 は 当 会 の 農 園 と 2 村 14
名（ 計 画 時 1 村 12 名 ）
。専門家
の指導を忠実に実行し、種まき・発芽・苗
育成と順調に進行。種から育てた苗は約
4,000。購入した苗は秋に各自の農園に移
植。約 80% が成長中。
日本から派遣する専門家の指導を補完す
る、現地コーディネーターを雇用し、指導が
定着するようにした。

コーヒー栽培専門家を派遣し以下
の指導を実施。
①コーヒーの種植え・育成指導。
②コーヒーの苗を購入し移植指導。
③参加者が植えていたコーヒーの収
穫指導、豆を当会が購入。
④コーヒーの種を植える苗ベッド、
苗を育成する苗場の建築指導（資 一粒ずつ熟したものを摘むことを習得
材を購入、
専門家と参加者で建築）
。
⑤みみずを用いた液肥や雑草を利用した堆肥の作り方指導。
有機栽培専門家を派遣し、酢を用いた虫よけや牛糞を用いたぼ
かし肥料の作り方指導。

今後の課題
参加者は非常に熱心に専門家の指導を受け、忠実に実行してい
る。しかし、森林農法への理解が少し不足し、日向に苗を移植し
枯らせたものもいる。次年度は新メンバーを加え、森林農法の大
切さが理解されるよう促す。
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延べ 12 日・参加者 100 人）
、②三
つの村に苗床センターを開設、③荒粉生産
の技術移転、④ヤンゴン市場開拓。
野菜栽培：余剰の生産物を村の店に売り、利
益を得た生産者がいた。

（1）
コンニャク事業支援
1）栽培技術の確立にむけて：野生苗
600 本移植、活着率 60%。
2）技術移転：荒粉生産（重さ 1kg 以
上のコンニャク芋150 個を加工）
。
3）マーケッティング：荒粉 15kg を
ヤンゴン 市 場 に 出す。 売 上 金
67,500 チャット。栽培者に分配。 生育中のコンニャク（7 月、苗床センター）
（2）
キッチン・ガーデン支援：ミャン
マー産種子 13 種（成績良好）とベトナム産種子 12 種（成績不良）
を希望者 20 名に配布。キッチン・ガーデンで栽培。

（特非） APLA

東ティモール・エルメラ県における地域住民参加型の植
樹活動・水源保全活動実施と持続的モデルケースの構築
課

イベントの
延べ参加者数

105 人

制作した動画の
ウェブ上閲覧数

360 ビュー

活動の全体目標
に対する達成度

70%

題

森林伐採や気候変動による山の保水機能の低下に起因し、水問
題が深刻化している活動地の現状に対して、地域住民による主体
的な保全活動の仕組みを構築する。

活動内容

環境保全について大人も子どももともに学ぶ

◆成果と工夫したポイント
●成果

地 域 住民への波 及効果を高めるために、
小学校（子ども、先生）を巻き込んでワーク
ショップを実施したこと。

今後の課題
最終年度は、将来に向けた環境教育の側面をより強化し、子ど
もたち対象の環境キャンプを実施する。そこに、地方行政や他の
NGO なども巻き込むことで、関係者の協働体制を構築・強化し、
助成活動終了後につなげたい。

（特非） VERSTA

ジュサラ椰子（Euterpe edulis ）を主作目とした
アグロフォレストリーの小農普及によるブラジル大西洋
沿岸林保全促進事業
課

イベントの
延べ参加者数

298 人

イベント参加者
の満足度

90%

活動の全体目標
に対する達成度

95%

題

・大西洋沿岸林は、違法伐採により危機的状況にある。
・持続的農法であるアグリフォレストリー（AF）の普及。
・在来種ジュサラ椰子 AF 栽培の普及と付加価値の向上。

活動内容

2015 年プロジェクト会議後集合写真

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫
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本年度の活動により、モデル圃場
がセテバラス市内リオプレット村から
ハッポーザ村に拡大し、ジュサラ椰子 AF 栽
培による持続可能な小農家経営の重要性に
ついて、同村在住小農家の関心と理解が深
まった。
ジュサラ椰子 AF モデル圃場面積を拡大す
るとともに、フォローアップ指導回数を増やし
栽培法の普及を図った。

1：ジュサラ椰子共同プロジェクト推
進委員会＋技術交流会（参加者
48 名）
。
2：AF モ デル 圃 場 の 設 置 8 農 家
1.9ha。
3：ジュサラ椰子 AF 栽培技術確立
のためのフォローアップ指導 8 回。
ジュサラ椰子成育状況（2 年生）
4：ジュサラ椰子 AF 普及啓発のた
めのサンパウロ州政府森林院主催大西洋沿岸林フルーツセミナー参
加（参加者 200 名）
、及びハッポーザ村普及啓発セミナー開催（参
加者 50 名）
。

今後の課題
・ジュサラ椰子 AF 栽培モデル圃場の普及拡大。
・ジュサラ椰子 AF 栽培技術マニュアルによる AF 栽培技術の共有化。
・ジュサラ椰子 AF 果実加工モデルプラント導入による高付加価値化
と農家収入の安定化。

22
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●工夫

これまで地域での実践が進んでい
なかった残りの 2 グループでも、多
種目栽培の小規模実験農場の試験運営が始
まった。それにより、持続的な農業の確立と
並行した形での、地域の環境保全活動に向
けた一歩を踏み出せた。

地域住民が実践を通して、植樹
活動・水源保全活動の意義や方法
を学ぶワークショップを実施した。
活動を記録し、住民参画型の水源
保全の重要性について、東ティモー
ル国内に広く伝えるための映像作
品を制作した。また、以前は植樹 保全活動から一年が経過した水源の様子
活動などの阻害要因となっていた
「収入につながらない」という点を克服するために、地域の風土・
気候に適合し、かつ、域内で継続的に販売できる果実・ナッツ類の
植樹を進めてきている。

任意団体

アジア農村協力ネットワーク岡山

ラオス北部ルアンナムター県「ナムハー地
区」における農林業を通じた村おこし
課

果樹苗木の植栽
果樹やカルダモンか
ら収入を得た世帯数
活動の全体目標
に対する達成度

1,500 本
28 世帯
80%

題

ルアンナムター県には生物多様性保護区「ナムハー」があり、その豊かな自然・生物
を保護するため、地区内の少数民族の狩猟に依存する生活を改善する必要がある。

目

標

果樹園の造成と果樹栽培技術の移転を進めるとともに、果樹間に野菜を植えたり、
薬用カルダモンの販売により、安定的な収入が確保できるように取り組む。

結実を始めた果樹を確認するメンバー

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

元気な枝を切る剪定作業に抵抗が
ある者に対しては、そこでは紐で引っ
張って形を整える方法で指導した。

ランブータンへの水やりを
行うキーパーソン

達成できなかったこと
ランブータンの味や大きさ等の品質評価を高めるための、堆肥の施肥方法や水管
理方法等の栽培技術の追求まで至らなかった。

今後の展望
キーパーソンの成功事例が広まることにより、
「ランブータンの村」といった村お
こしに発展していく。

（特非） シャンティ山口

タイ国・北タイ地域「トウモロコシ栽培で荒
廃した農地を果樹林に」森林再生と農村開発
課

活動掲載ホームペー
ジのページビュー数

7,300 ビュー

トウモロコシ栽培から果
樹への転換農地（2015）

38ha

活動の全体目標
に対する達成度

100%

題

トウモロコシ栽培から果樹への全面転換、弊害解消と森林再生（森林消滅、農薬
による健康障害、飲料水減少、農薬混入、農地用土流出、残留農薬）
、経済回復。

目

標

果樹栽培への転換面積は 220ha と膨大であるため、3 年間の事業目標 110ha を
設定した。村民あげての協働取組みにより 106% を達成した。以後、「自力で、みん
なで協働」で残る 110ha の達成を見とどけたい。
2015 年 7 月ラムヤイに転換（陸稲共作）

◆成果と工夫したポイント
●成果

果樹への転換［3 年目標：転換農
地 110ha、実績：119ha（106%）
］
。
健康障害軽減（健康等知識の向上、
意 識 改 革のためのセミナー実 施）
。
巡回医療チームの派遣定着化。専
門家による家 庭 訪問による健 康相
談。
●工夫

村落開発は、住民全員参加の協働
が不可欠であることから、リーダー育
成とコミュニティーづくりに専念した。
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活動内容
トウモロコシ栽培から果樹栽培への転換。農薬散布の減少
による健康障害の軽減（健康セミナー等知識の向上、意識改
革）。飲料水源の変更対策。農地荒廃（枯れ葉剤の使用制限）。
洪水被害（農地への作物の植栽並びに雑草の自然化）。トウモ
ロコシ栽培から他作物、果樹へ転換奨励。農業センターでの
樹木育成試験（人工堆肥の各種試行）。果樹苗の配布植栽。個
別面談による保健衛生聞き取り調査。ホームステイによる人
的交流。

2013 年 3 月トウモロコシ
収穫後の状況

達成できなかったこと
再生エネルギーの活用実践研究開発は、地域の生活習慣、自然条件の変化等の把握や資
材の調達などの事前調査不足で、大幅な見直しを余儀なくされ、各項目試作実験で終始した。

今後の展望
協働で培った社会学習や実践体験を生活に活かし、転換した果樹の育成と残る転
換を目指した自立を願っている。
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2015 年度にはキーパーソン 29
名の内 28 名が、プロジェクトの支
援により安定的に収入を得られてお
り、今後、果樹の収穫量が高まるこ
とから、さらに収入が安定していく。
この成功事例が地域に良い影響を与
えていく。

活動内容
①ランブータンの栽培方法について、花芽の分化期、開花期、
結実期の水の供給が大切で、プロジェクトとしては水の供給
方法としてポンプ整備や水路整備を行った。
② 薬用カルダモンは定植後 3 年程度で収穫ができ、安定的な収
入に結びつくことから、カルダモンの苗提供の支援を行った。
③野菜種子の提供を行うことにより、果樹苗木の間での野菜栽
培が定着しつつあり、今までの自家消費だけでなく販売に結び
ついてきた。

ていることが判明し、相互の状況把握と理解に時間を要すること
が想定される。

任意団体

Share An Opportunity Philippines, Inc.

台風ハイエン被災地におけるマングローブ
植林および海洋森林経営を通じた高潮防止
課

イベントの
延べ参加者数

1,006 人

マングローブ植
林面積

2.25ha

活動の全体目標
に対する達成度

30%

題

台風ハイエン被災地の脆弱性。マングローブ林の設置による災
害対策。海岸線の環境荒廃。マングローブ植林と農業を融合した
アクアシルビカルチャー（海洋森林管理）技術の普及。

活動内容

事業開始後の海岸線

◆成果と工夫したポイント
率 99%。植林面積 2.25 ヘクタール。
予定地 2.5 ヘクタール。
マングローブ苗床（面積 500 平方メートル）
。
青少年・地域住民（1,006 人）への啓蒙。
●工夫

住民組織との連携を進め、地方自治体と
法的根拠の整備を徹底した。青少年及び成人
への教育を重視した。

事業開始前の海岸線

今後の課題
・第一段階の活動であるマングローブ植林で生存率を 100% に近
づける。
・マングローブ林をベースとした養殖場の生計プロジェクト（ア
クアシルビカルチャー）を地域に根付かせる。

South Asian Network for Social and Agricultural Development (SANSAD)

インド・ウッタル・プラデーシュ州における気候に配慮し
た持続可能な農法の採用による、少数派コミュニティの
食料安全保障強化活動
課

イベントの
延べ参加者数

24

3,200 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

10 回

活動の全体目標
に対する達成度

60%

題

化学肥料や殺虫剤の大量使用により、農業コストが上昇した一
方、土地の疲弊によって収益が頭打ちになっているインドの農民
は、疲弊し食料状況が悪化している。

活動内容

2016 年 3 月 10 日の農業者会議

◆成果と工夫したポイント
●成果 ・ 研修受講者約 200 名のうち、30

〜 40%（推定値）が自分の農地で
有機農法を実践するようになった。
・ 研修受講者約 200 名のうち、
50 〜 60%
（推
定値）が学んだ知識や技能を周囲の人へ伝
えている。

●工夫

有機農業の成果を見て未受講者の関心が
高まることから、有機農業先進地への視察研
修を行った。

・農民対象研 修を 20 村で実施し、
のべ 1,913 名以上の参加を得た。
・パンフレット（ 計 4,000 部）、壁
画スローガン（240 ヶ所）、ラリー
（3
村で計 3 回）を通じて意識啓発を
行なった。
・農業者 会議を 2 回、地元の村役
有機農法で作った大根を手に
場と共催で開 催し、各 600 名以
上の一般農民参加者を得た。地方行政、NGO、農業大学等が実施
に協力した。
・有機農業先進地への研修視察に農民 16 名が参加した。

今後の課題
研修受講後に実践につなげるため、研修参加者の男女の割合を
柔軟に対応する。

OISCA Technical Trainees Alumni Association (OTTAA) Philippines, Inc.
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●成果 マングローブ 2,500 本 植樹、生存

1. マングローブ植林とアクアシルビカ
ルチャーに関するオリエンテーショ
ン。
2. 既存の住民組 織に対する技術ト
レーニング実施。
3. 2.25 ヘクタールのマングローブ地と
960 平方メートルの養殖所選定。
4. 養殖場とマングローブ苗床造成。
5. 2,500 本のマングローブの植林。
6. マングローブのメンテナンス。
7. 養殖場の設計と管理

高まることから、有機農業先進地への視察研
修を行った。

OISCA Technical Trainees Alumni Association (OTTAA) Philippines, Inc.

フィリピン・ケゾン州における小規模農家
のための有機農業・種子普及
課

イベントの
延べ参加者数

208 人

イベント参加者
の満足度

99%

活動の全体目標
に対する達成度

99%

題

地元農民たちは、有機種子が入手できず、高価な混合種子に依存していた。混合種子は、
化学肥料の使用を必要とするため、ケソン州バナハウ山麓の土壌環境の劣化を招いていた。

目

標

・オイスカ・ルクバン研修センター（以下センター）が、有機農法並びに有機種子生産促進
拠点の認証を得る。
・長期目標として、フィリピン各地での有機農家数増加と有機農業生産量増加を実現する。
有機種子を収穫する研修センタースタッフ

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

・他の有機農法学術機関専門家の指
導機会を頻繁に持った。
・参加農家への頻繁な訪問と指導の
実施。

包装され、配布の準備が
できた有機種子

達成できなかったこと
予期せぬ時期の台風や異常気象に対し、有効な作付計画並びに作付スケジュール
等の工夫を十分に施せなかった部分があった。

今後の展望
参加農家の有機農法技術向上。参加農家の農業ビジネススキル向上・消費者への
啓発。需要の高い種子の増産。
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（特非） 市民未来共社

イベントの
延べ参加者数

里山環境再生プロジェクト
課

318 人

イベント参加者
の満足度

80%

活動の全体目標
に対する達成度

60%

題

人が維持しなくなり、造林地の密植による土壌流出、耕作放棄地に雑
草等が繁茂している。
従来生息していた生物相の多様性を回復することが課題になっている。

活動内容

2016 年 3 月 25 日完成

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

プロジェクトが目標としている耕
作放棄地の再生（農園整備など）は、
面積で約 70% 達成した。生物相の回復には
造林地の整備が課題となっている。現在、間
伐、枝打ち、アクセスエ路の整備中で、約
20% 整備した。
里山が維持されるためには、環境体験の機
会を豊富化すること。このための拠点形成を
目指した。

（特非） 都留環境フォーラム

里山の耕作放棄地の再生と、造
林地の間伐・枝打ち等の環境整備
を行いながら、有用植物の再生も
行った。耕作放棄地では 2 ケ所の
モデル農園（次年度の環境体験基
地を兼ねる）と造林地の日照や風
通しをつくり森林環境を回復する
活動を行いながら季節のイベント
を実施し、地域社会へのつながり
を増やした。

2015 年 6 月 13 日
（土地利用図 N-3 の場所）

今後の課題
地域に役立つ場所になることと、里山の生態環境の回復が課題。
基礎的なモデルがこれまでの 2 ケ年で完成したため、環境体験が
できる場所をつくり、体験プログラムを開発する。

イベントの
延べ参加者数
活動掲載ホームペー

200 人36

環境保全型農業等

環境保全型農業等

・野菜 8 種の種子を生産し、農民 83
名に配布。
・有機農法・種子生産セミナー参加者
188 名への指導実施。
・有機農業実施 27 団体と提携。
・センターが産業貿易省から有機農業
機関の認証取得。

活動内容
以下の方法により、フィリピン中において農民たちに有機種子
の生産並びに貯蔵を普及させること。
a. 有機農業と有機種子生産・貯蔵に関する研修・セミナーを実
施する。
b. 有機農法・持続可能な農業を促進している他の団体とのネッ
トワークを構築する。
c. センターが有機農作物生産機関としての認証を得るため、関
係政府機関に申請する。

会を豊富化すること。このための拠点形成を
目指した。

できる場所をつくり、体験プログラムを開発する。

（特非） 都留環境フォーラム

在来馬と耕す〜持続可能で自立した暮らし
の発信〜
課

イベントの
延べ参加者数
活動掲載ホームペー
ジのページビュー数
活動の全体目標
に対する達成度

200 人
16,802 ビュー
25%

題

化石燃料に頼った食料生産に対し、持続可能な資源による生産
方法を確立。循環型の仕組みを取り入れた暮らし方を発信し、持
続可能な暮らしへライフスタイルを見直す。

活動内容

第 2 回馬耕大会での体験（5 月 17 日）

◆成果と工夫したポイント
●成果

今後の課題

馬耕を含めた馬との暮らしを実践し、これを発信する場として
「はたらく馬フェス」を開催。様々な土での馬耕実績を積み、実用
馬耕を実践する中で復活させる取組みと、
化にむけた実力をつけるため、出張馬耕を全国で行う「馬耕キャ
その田んぼでの生産品である米作りを実践し
ラバン」を行う。

てきた。

（特非） 山村塾

農山村における災害復興と持続可能な地域
づくりを目指した「笠原復興支援センター」
課

助成活動がメディア
に掲載された回数
流通している
棚田米
活動の全体目標
に対する達成度

4回
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116.5 俵
60%

題

平成 24 年九州北部豪雨災害により、家屋や農林地に多くの被
害を受け、人口減少や耕作放棄地の増加が急速に進んでいる。小
学校の閉校も重なり、地域力が低下している。

活動内容

無農薬実験田での米づくり

田植え

◆成果と工夫したポイント
長期滞在ボランティアプログラム
を 2 回実施し、計 14 名が活動した。
97 名の棚田米サポーターから 116.5 俵の申
込を受け付けた。無農薬実験田（46a）の管
理を継続し 17.5 俵の収穫ができた。
●工夫
地域農家だけではなく、地域外（県外、海
外）の人と共に、笠原地域の米づくりに取り
組んだこと。
●成果

（特非）
ICA 文化事業協会
37

①棚田の保全を目指し、無農薬や
減農薬の特別栽培米づくりに、地
域農家とともに取り組み、それを
推進するための棚田米サポーター
を募集する。②アジアにおける環
境保全活動リーダーを育成する
ことを目指し、国内外からボラン 無農薬実験田での稲刈り 祝！無事収穫
ティアを募り、80 日間の長期滞在
ボランティアプログラムに取り組む。③復興への取組みと持続的
な農山村を目指し、企業や大学、自治体などとの連携を促進する
復興支援センターの立ち上げを目指す。

今後の課題
特別栽培米への移行に力を入れ、棚田米 200 俵の流通を目指す。
また、新たに耕作放棄地 1ha を借り受け、その管理を地域住民と
長期滞在ボランティアで行う体制を整える。

イベントの
延べ参加者数
イベント参加者

880 人

環境保全型農業等

環境保全型農業等

●工夫

第 2 回馬耕大会では、参加者は
延べ 76 名であったが、
はたらく馬フェ
ス（第 3 回馬耕大会）では、延べ 120 名を超
える申し込みがある。馬耕復活が 1 都 9 県の
ニュースで放映され、馬耕の活動が認知され
つつある。

馬耕を田んぼで実践し、馬の扱
いや道具の使い方の問題点を解決
しつつ、馬耕による米を生産した。
現代の技術により、暮らしでの実
用化を目指す。馬耕の取組みを全
国的に発信するため、「はたらく
馬協会」として国内の実践者との 馬耕実用化に向け、効率 2 倍にする練習
ネットワークを作り、馬耕大会や、
はたらく馬カフェを開催した。馬との持続可能な暮らしを作り出
すワークショップを開催。馬耕を含めた持続可能な暮らし方を発
信していく準備を進めている。

（特非） ラムサール・ネットワーク日本

ラムサール条約・生物多様性条約を通した、水田決
議に基づく生物多様性向上のための実践活動の地球
規模の推進
課

イベントの
延べ参加者数

200 人

田んぼ 10 年プロジェク
ト参加団体（個人）数

146

活動の全体目標
に対する達成度

30%

題

水田の生物多様性向上は、ラムサール条約と生物多様性条約の
決議で決定したにも関わらず、日本・韓国以外の条約批准国では、
あまり取り組まれていないし、状況も共有されていない。

活動内容

ラムサール COP12 サイドイベントの様子

◆成果と工夫したポイント
田んぼ 10 年プロジェクト参加数
は、開始当初の 81 団体が 3 月末時
点で 146 団体に増加した。とりわけ地方の
農家の参加はプログラム推進の強力なサポー
トとなった。

●工夫

田んぼ 10 年プロジェクトへの参加申し込
み用紙は、対象者別に簡易的に改修したもの
を作成した。

任意団体

今後の課題
世界の田んぼの生物多様性向上ネットワークを構築する際、南
米の大規模水田耕作の状況が、アジアの水田耕作と大きく乖離し
ていることが判明し、相互の状況把握と理解に時間を要すること
が想定される。

Share An Opportunity Philippines, Inc.

台風ハイエン被災地におけるマングローブ
植林および海洋森林経営を通じた高潮防止
課

イベントの
延べ参加者数

1,006 人

マングローブ植
林面積

2.25ha

活動の全体目標
に対する達成度

30%

題

台風ハイエン被災地の脆弱性。マングローブ林の設置による災
害対策。海岸線の環境荒廃。マングローブ植林と農業を融合した
アクアシルビカルチャー（海洋森林管理）技術の普及。

■ラムサール条約

活動内容

ラムサール条約は 1971 年 2 月 2 日にイランのラムサールという都市で採択された、

1. マングローブ植林とアクアシルビカ
ルチャーに関するオリエンテーショ
湿地に関する条約（Convention on Wetlands）です。この条約は開催地にちなみ、一
ン。
2. 既存の住民組 織に対する技術ト
般に「ラムサール条約」と呼ばれています。
レーニング実施。
事業開始後の海岸線
3. 2.25 ヘクタールのマングローブ地と
同条約は第 10
条の規定により、7 ヶ国が締約国になってから
4 ヶ月後の 1975 年 12
960 平方メートルの養殖所選定。
事業開始前の海岸線
4. 養殖場とマングローブ苗床造成。
月◆成果と工夫したポイント
21 日に発効しました。
5. 2,500 本のマングローブの植林。
●成果 マングローブ 2,500 本 植樹、生存
6. マングローブのメンテナンス。
2013
年 10
月現在、締約国
168 ヶ国、条約湿地数は
2,165 湿地です。
率 99%。
植林面積
2.25 ヘクタール。
7. 養殖場の設計と管理

予定地 2.5 ヘクタール。

出典：環境省 HP 「ラムサール条約と条約湿地」

マングローブ苗床（面積 500 平方メートル）
。
青少年・地域住民（1,006 人）への啓蒙。
●工夫

住民組織との連携を進め、地方自治体と
法的根拠の整備を徹底した。青少年及び成人
への教育を重視した。

今後の課題

・第一段階の活動であるマングローブ植林で生存率を 100% に近
づける。
・マングローブ林をベースとした養殖場の生計プロジェクト（ア
クアシルビカルチャー）を地域に根付かせる。

24
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環境保全型農業等

●成果

「田んぼの生物多様性向上 10 年
プロジェクト」を作り、参加者を募
る活動を展開してきた。本年度は滋
賀・大分・東京で集会を開催し、現
場で活躍する方、行政、企業、消費
者との交流会や取組みの発表をし、
146 団体の参加を得た。
参加者には、 田んぼ 10 年プロジェクト琵琶湖集会
会報「田んぼだより」を配布し、活
動情報共有を図る工夫をした。また、海外では、ラムサール条約会議で、
展示、サイドイベントを開催し、日本の田んぼの取組みやアフリカ・南
米の水田状況の情報交換をした。
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40

組んだこと。

長期滞在ボランティアで行う体制を整える。

（特非） ICA 文化事業協会

ケニア北部ロヤンガラニ地区における
半砂漠地帯での植林緑化活動
課

イベントの
延べ参加者数

880 人

イベント参加者
の満足度

80%

活動の全体目標
に対する達成度

60%

題

2007 年の大干ばつ以降、水と食糧不足に陥っているケニア北
部ロヤンガラニ地区で、植林活動を実施することで、半砂漠地域
の緑化活動を推進し、生活環境の改善を図る。

活動内容

コミュニティ開発ワークショップ

◆成果と工夫したポイント
●成果 ・植樹した苗木の約 80% が活着し、

順調に生育している。
・住民の 80% 以上が植林の意義を理解した。
・女性参加が活発になるような目標を設定した
ことで、地域住民（特に女性）が積極的に活
動に参加した。

●工夫

アルガロバを柵として利用し家畜食害を防い
だ。また、地域の課題について話し合い、解決
する体制をとった。

・ロヤンガラニ地区の 7 ヶ所で、
砂漠地帯でも生育出来る苗木約
3,000 本の植樹を行った。
・植林緑化活動の持続発展につな
げ る た め に、 住 民、 地 域 団 体、
学校に地域開発と環境教育研修
を実施し、この地域に住む 6 部
苗木を育てる親子
族が団結して、目標を達成する活
動体制の構築と、環境保護への知識の増大を図った。

今後の課題
オアシス保護のために植林とフェンスづくり、育苗場の拡大、
太陽光による貯水タンクの設置、植林用の給水設備。
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■生態系サービス
私たちの暮らしは食料や水の供給、気候の安定など、生物多様性を基盤とする生態系か
ら得られる恵みによって支えられていますが、これらの恵みは「生態系サービス」と呼ば
れます。
出典：環境省 HP 「自然の恵みの価値を計る―生物多様性と生態系サービスの経済的価値の評価―」

■ GAP（Global Action Programme グローバル・アクション・プログラム）
ESD に関するグローバル・アクション・プログラム（GAP）は、ESD の取組みの推進・
拡大を目指すもので、2015 年以降の ESD 推進に大きく貢献するものと期待されていま
す。
出典：UNESCO HP 「持続可能な開発のための教育（ESD）に関するユネスコ世界会議
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地球温暖化
防止
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一般社団法人

伊自良の里振興協会

おもっしぇさんそんライトプロジェクト
課

設置したナノ水
力発電機数

17 台

ピコ水力発電で
の発電量

200W

活動の全体目標
に対する達成度

70%

題

山あいの集落のため、災害時に孤立してしまう可能性があるので、水、森林等の
自然エネルギーを活用して、集落内でエネルギーの自給を図る必要があった。

目

標

水資源を活用したピコ水力発電の取組みを進めることで、山村集落で自然エネル
ギーを活用してエネルギーも自給していく、山村のライフスタイルを提案し、農山
村の新たな価値を生み出していく。
ピコ水力発電機の設置後

◆成果と工夫したポイント
●成果

地域住民の小水力発電について
の興味関心を、今まで以上に醸成す
ることができたとともに、自らが主
体となって、小水力発電の整備・作
製を行っていける環境を整えること
ができた。
●工夫

地元の工業大学の先生に指導を得
ながら、部品の加工から設置までを
自分たちで行うようにした。

活動内容
三つの取り組みを行った。
①数 W 規模の発電ができる自転車車輪を活用したナノ水力発
電機を、地域住民が主体となって、部品の加工から水路への設置
までを行い、外灯等で活用した。②山の中腹にある旧水道の濾過
槽を再整備して取水し、ふもとにある公民館に設置した 200W 規
模の発電ができるナノ水力発電機まで導水して発電を行った。③
自然への感謝や畏敬の念を表す習慣や行事、民話等をヒアリング
し、冊子にまとめた。

ナノ水力発電機の水車作製

達成できなかったこと
水力発電機を作製・設置していくだけとなってしまい、今後の展開や発電した電気の
利用、地域の特色を生かした取組みなどを検討し、実施していくことができなかった。

今後の展望
他の集落でも数百 W の発電ができるピコ水力発電機を設置していき、エネルギー
の自給を図る。

（特非） 温暖化防止ネット

地域での小水力発電導入に向けた
基盤形成活動
課

イベントの
延べ参加者数

1,700 人

イベント参加者
の満足度

100%

活動の全体目標
に対する達成度

100%

題

・県民に小水力発電事業に関する情報が浸透しておらず、
推進したい側の職員の知見も浅い。
・小水力発電の導入に関して不安があり、地域コミュニティーの合意が得にくい。

標

小水力発電体験イベントの様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

小水力発電体験イベントに、年間
約 1,700 名が参加し、小水力発電
の仕組みや特徴を学んだ。理解度を
計るクイズでは、ほぼ 100% の正解
が得られ、参加者の理 解や関心が
高まった。
●工夫

環境やエネルギー関連の他のイベ
ントとのコラボレーションによる相乗
効果で、
多様な情報の収集と集客アッ
プが図れた。

43

活動内容
・先進地事例 4 ヶ所の視察研修会等を通して、地域での小水力発
電導入、活用に導く人材の育成を行った。
・小水力発電体験イベントを年間16日開催し、
小水力発電の特徴、
発電のしくみ、再生可能エネルギー導入の必要性等を紹介した。
・県内各地での事前調査を経て、小水力発電導入候補地を 1 カ所
選定し、現地での調査や、地域住民、行政、事業者、専門家等
との意見交換を重ね、導入の可能性の検討と課題の抽出を行っ
た。

学んだことを発表する
イベント参加者

達成できなかったこと
小水力発電導入候補地の住民、事業者、専門家との意見交換を重ねる中で、取水地
点に係る意見の相違等、解決すべき課題があり、導入計画を一旦保留とすることとなった。

今後の展望
助成期間中に築いたネットワークを活かし、各地域で小水力発電の導入を実現さ
せ、低炭素社会を構築する。
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地球温暖化防止

目

・小水力発電に関する県民の理解や関心が高まり、地域での導入に対して前向きなイ
メージを持つことができる。職員の知見も深まる。
・小水力発電の導入に向けて、情報の収集と連携のためのネットワークを築く。

（特非） 新エネルギーをすすめる宝塚の会

「宝塚エネルギービジョン 2050」実現に
むけてエネルギー市民力の拡大活動
課

イベントの
延べ参加者数

500 人

イベント参加者
の満足度

90%

活動の全体目標
に対する達成度

90%

題

「宝塚新エネルギービジョン 2050」実現に向けて、行政発信だけではなく、市民
から情報を発信することで認知度を高め、実現にむけての土台を形成する。

目

標

イベントなどを通じて、エネルギービジョンを伝えるだけでなく、自分たちがどの
ようなアクションをすることで達成するのかを伝え、参加につなげる。特に市民発
電所への出資をしていただくこと。
ボランティアや行政スタッフとともに植栽

◆成果と工夫したポイント
●成果

活動を積極的に進める中で、本団
体を応援するサポーターが 10% 程
度 増 加した（115 名 から 125 名 ）
。
再生可能エネルギーと防災を結びつ
けることで、グッズの販売に結びつ
いている（ランタン 30 個 充電器
キット 7 台）。
●工夫

「省エネ」や「再生可能エネルギー」
単体で伝えるのではなく、
「防災」や
「食」とつなげた活動をしている。

任意団体

活動内容
五つの活動「広げる」
「学ぶ」
「協働する」
「実践する」
「支
援する」を、それぞれが効率的に実施した。特に認知度を高
めるために市内イベントへ積極的に参加し、多くの市民に活
動を知ってもらうことができた。また、小学生へ向けて実施
した「エコライフチャレンジ」は、冬休みの研究テーマとし
て各家庭で省エネを実施してもらえることができ、意識だけ
でなく、温暖化防止に対して実際の行動として役割を果たし
た。

エコライフチャレンジ

達成できなかったこと
「協働する」活動の実施が大学側のプログラム変更に伴い、打ち合わせスケジュー
ルが活動後半となり、学生たちとの具体的な取組みまで進むことができなかった。

今後の展望
小学生向けのエコライフチャレンジプログラムを充実させていくことで、市内全
校へ実施していく。

武庫川づくりと流域連携を進める会

兵庫県武庫川流域における武庫川づくり・
川守（河川レンジャー）準備活動
課

イベントの
延べ参加者数

2,116 人

活動掲載ホームペー
ジのページビュー数

832 ビュー

活動の全体目標
に対する達成度

90%

題

武庫川は二級河川であるが故に、河川レンジャーのような仕組みづくりが遅れている。
温暖化が加速し一層大雨が襲い始めた今、
住民主体の川づくり
「武庫川守活動」
が急がれる。

標

武庫川講座

◆成果と工夫したポイント
●成果

流域圏ニュース「武庫のながれ」3
号は、 各 1,100 部 印 刷。800 部 前
後を自治体や議会、公共施設、会員
やイベント参加者に配布。リーフレッ
トを 5,000 部作成し配布。武庫川講
座は 27 名が受講。出席率は 96%。
●工夫

共生団体や自治体主催イベント
（武庫川流域圏ネットワーク / 河川清
掃､ 武庫川市民学会 / セミナー）と
の連携。

29

活動内容
持続可能な武庫川守活動をめざし、住民主体の川づくりの
真意を理解した川づくりリーダーを養成する武庫川講座を開
設した。また、参加型の全国・流域一斉水質調査や、武庫川
の魅力から危険までを視察する武庫川ウォッチング等のイベ
ントを開催し、Web や流域圏ニュースなどの情報ツールも充
実させた。出前講座、オープンカレッジへの講師派遣や、各
地のイベントに積極的に出展し、様々な視点から武庫川守活
動の普及啓発に努めた。

環境オープンカレッジでの
水質調査実習

達成できなかったこと
大雨の出水による洪水が、想定外の時期に多数発生したことから、武庫川実態調査にか
かる時間が増加して、流域圏ニュース「武庫のながれ」の発行回数が、1 号分と号外が減った。

今後の展望
武庫川講座を充実させ、若手川づくりリーダーを養成することで、持続可能な武
庫川守活動を目指したい。
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目

武庫川守活動の質の向上と広報に予算をかけることによって、より広範囲に、な
おかつ、流域のだれもが理解できるような、住民主体の川づくりに向けた基盤整備。

（特非） FoE Japan

気候変動／温暖化の影響による損失と被害
に関する国際メカニズムの強化
課

イベントの
延べ参加者数

400 人

他団体主催含

助成活動がメディア
に掲載された回数

10 回

活動の全体目標
に対する達成度

60%

題

気候変動の影響による損失と被害の状況について可視化し、国内外
の市民社会に共有する。また当事者の声を反映する制度設計にむけて、
政策提言や世論喚起を行う。

活動内容

フィリピン、台風ハイアンの被害について調査

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

COP21 パリ会議のタイミングに
あわせて、気候変動の影響や被害に
ついて現地の状況を伝え、世論喚起を行った。
フィリピンの気候変動影響調査に関連し、台
風被害に対する迅速な支援を行うことができ
た。
気候変動と、SDGs（持続可能な開発目標）
の議論・活動の連携をめざし、国際協力団体
との連携を行った。

一般社団法人

気候変動影響による「損失と被害」
を受ける地域、人々を救済するため
の国際メカニズムが、実効性のある、
かつ弱者の立場を配慮した制度とな
るため、国連、国際機関、日本及び
同時に、アジア各国の気候変動影
響の現場を訪問し、特に脆弱な途
2015 年 11 月の「アースパレード
上国の一次産業従事者や、自然資
2015」に多数の参加
源や環境に依存して生きる人々の生
の声を拾う。聞き取り内容や写真をウェブサイトや報告会などで広く発
信する。

今後の課題
2016 年度には、アジア各国の市民団体とともに、気候変動被
害と求められる対策について、国際シンポジウムを企画している。
現地調査の映像をさまざまな場面で活用していく。

カーフリーデージャパン

ベトナムカーフリーデーの発展にむけた
移動改善実験・施策提言策定活動
課

イベントの
延べ参加者数

約 900 人

イベント参加者
の満足度

90%

活動の全体目標
に対する達成度

95%

題

ベトナムでは、バイク交通による地球環境問題や、渋滞や交通事故、コミュニティ
の破壊など社会的問題が深刻で、バイクへの過度な依存からの脱却が喫緊の課題。

標

ホイアン市が、車やバイクへの依存を見直して、人と環境にやさしい交通政策を
推進することを目指し、現地市民団体とともに、自転車と公共交通に焦点を当てた
活動（目標合計参加人数 550 人）を行うこと。
ホイアン市初の路線バス試運行の様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

二つの活動において目標 値に対
し、約 160% の人に参加していただ
き、啓発することができた。バスの
試運行では、2 日間で約 760 人が
利用し、社会的にもアピールできた。
●工夫

仮設自転車走行優先レーンは、認
識しやすく改善をした。バス試運行
は、運行間隔を 15 分として利用を
促した。

活動内容
・安全な自転車走行環境改善を目的とした、仮設自
転車走行優先レーンの整備、自転車利用促進フェ
スティバルの開催。
試運行バスの車両に貼り付けたバナー
・バイクだけではなく、公共交通も移動手段の選択
肢の一つとしてもらうべく、ホイアン市で初となる路線バスの実現に向けた検討、
試運行の実施、利用者数、利用者行動調査やヒアリング調査の実施。
・活動実施にあたっては、行政の協力だけでなく、地域の人々や事業者とともに進め
ることを重視した。

達成できなかったこと
バス試運行では多くの人に利用されたものの、ホテル宿泊客の割合が低く、より
活発な PR、わかりやすさの配慮が少し不足していた。

今後の展望
ホイアン市が率先し、自転車・公共交通の利用環境改善を推進することができる
よう、今後も提案を継続していく。
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目

（特非） ビーグッドカフェ

アジアのエネルギーレジリエンス（回復力）モデルを
デザインする VISIONS ASIA エネルギー レジリエ
ンス フォーラム
課

イベントの
延べ参加者数

200 人

イベント参加者
の満足度

92.5%

活動の全体目標
に対する達成度

50%

題

地球温暖化等の影響により自然災害が増加し、今後さらに、その危
険が高まるアジア地域であるが、アジア地域におけるネットワーク形
成及び情報共有の場がなく、協力体制を築くことができていないこと。

活動内容

フォーラムにてハンズオン実施

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

フォーラム参加者延べ 200 名に
対して、情報共有のみならず、レジ
リエンス及び防災に関わるアプリ等の技術共
有ができ、フォーラム登壇者・参加者を中心に、
アジア各国での活動の加速を推進する体制が
つくられた。
参加者自らが各地域でのキーマンとなるよ
う、マッピングアプリを使った実践的ワーク
ショップを行った。

一般社団法人

アジア地域のレジリエンス（回復力）に関
わるエネルギー、防災等の関係者等を集めた
パブリックフォーラムを、ジャカルタ及び大
阪にて開催した。特にジャカルタにおいては、
日本を含めたアジア各国で、ICT やアプリを
活用し、レジリエンス向上に取り組む活動家
を招き、レジリエンスに関心の高い地元イン
ドネシア人を交えた技術や知識の共有、ネッ
トワーク構築を行った。さらに、その内容を
イベントや WEB サイトで発信した。

今後の課題
WEB サイト等を通じて海外に向けた情報発信力が十分でなく、
SNS 等も活用した頻繁な情報発信が求められる。

イクレイ日本

フィリピンにおける気候変動対策のためのコ
ミュニティ活動と都市間協力事業（継続 3 年目）
課

エコプロ展にて
フォーラム活動広報

イベントの
延べ参加者数

70 人

イベント参加者
の満足度

80%

活動の全体目標
に対する達成度

90%

題

フィリピンの都市は、気候変動影響による異常気象被害や急速な経済発展による二酸化
炭素排出量増加などの課題を抱えており、コミュニティ参加型での適応策、緩和策が必要。

標

コミュニティの青少年、女性向けに実施した研修活動の成果の報告、マニュアル
類の制作と配布を通じて、他の地域での同様の活動を広め、より多くのコミュニティ
における参加型の適応策、緩和策の推進へつなげる。
UEA におけるセッション開催の様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

UEA サミットで実施したセッション
では、当初予定していた数以上の自
治体の参加を得ることができた（8 自
治体）
。研修や研修用資料への評価
は高く、意識の啓発や今後の活動普
及に効果的であった。
●工夫

単独ではなく、他の自治体関連国
際会議と協力することで、効率的に
広範囲な自治体の招集が可能となっ
た。

活動内容
・UEA（ 都 市 環 境 憲 章 ）サ ミ ッ ト（2015 Urban
Environmental Accord Iloilo Summit）への参加と、
特別セッションの開催及び事業評価・意見交換会議
の開催。
・女性向け冊子（ガイドブック）の制作（専門家レ
ビュー、編集・レイアウト制作、印刷）、配布。青
少年向けマニュアルの増刷、配布。

達成できなかったこと

コミュニティ向けマニュアルの
完成を報告

女性向けマニュアルも、青少年向けマニュアルと同時に UEA サミットでの配布を狙った
が、第 3 者レビューを改めて実施する必要性があったために、制作はサミット後となった。

今後の展望
イクレイ東南アジア事務局の主導で制作したマニュアル類を配布する等し、他地
域における同様の活動を促す。
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目

（特非） 田舎のヒロインズ

目覚めよ農家女性！農家が食べ物もエネル
ギーも人もつくる社会へ。
課

イベントの
延べ参加者数

300 人

協力団体・
企業数

21 社

活動の全体目標
に対する達成度

30%

題

TPP や農家の超高齢化など暗い話題が多い中、担い手の私たち
農家女性が、率先して意識や意欲を向上させ、自らの存在意義を
高めることで、日本の農業の未来を切り開きたい。

活動内容

オンライン講座の収録風景

◆成果と工夫したポイント
●成果

オンライン講座の受講 者は 100
名を超えた。視 察ツアー参加者は
18 名（目標 20 名程度）だった。農水省や
JA 等、大きな組織からも連携の申し入れがあ
り、今後の普及活動につなげたい。

●工夫

エネルギーというテーマは固いので、ファッ
ションの視点を入れることで、ハードルを下げ
ることに成功した。

農作業や家事をしながら、聴くだ
けで学べるオンライン講座と HP を
開設。まずは、再生可能なエネル
ギーをテーマに初級編 5 回を公開
した。興味が湧いたところで、実際
の事例を見るための視察ツアーを実
施。さらに、生産者だけでなく消費
公開フォーラムの様子
者と共に、農家が食べ物だけでなく、
エネルギーや人や風景もつくる存在であることを考える公開フォーラム
を、都内にて実施した。女性としての輝きを増すために、田んぼでの
ファッションショーも開催した。

今後の課題
「人を育てる」というテーマについて取り組めなかったので、
2016 年度に「次世代育成」に関する事業を実現する。
「再生可能なエネルギー」を、実際に農家女性たちがつくれると
ころまで目指したい。

（特非） エコプランふくい

個人の移動にかかる CO2 排出量の「見える化」に
よる地域交通の低炭素化にむけた基盤構築事業
課

助成活動がメディア
に掲載された回数

4回

開発アプリ実用性検
証モニター参加者数

103 人

活動の全体目標
に対する達成度

60%

題

活動内容

アプリを起動するだけで移動が記録されます

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

実証実験のアンケートについて、
約 60% の人が、CO 2 排出量の少な
い移動手段への利用を考えるきっかけになっ
たと回答した。回答者の約 80% が、個人の
移動ログが街づくりに活用される本取組みに
協力したいと回答した。
交通 政策やまちづくりに携わる有識者か
ら、データ利活用等に関して意見聴取を行っ
た。

スマートフォンに搭載されてい
る加速度センサー及び GPS 機能
を活用し、個人の移動手段を識別
し、個人の移動に係る CO2 排出量
CO2 の排出量が目に見えます
を「見える化」するため、移動情報
を自動的に集計算し､ 所有者に通知
するスマートフォン用アプリケーションの開発、実証実験用のサー
バーも構築した。開発したアプリの実用性を検証するため、福井
県鯖江市で参加モニターを募集し、集まった 103 人のモニターを
対象に、実証実験を実施した。

今後の課題
・アプリ機能である、移動手段把握の正答率を向上させる。
・アプリ利用者 1,500 人程度。
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過度に車に依存することにより、CO2 排出増に加えて、足腰が
弱ることによる健康寿命の短縮化、高齢者の運転による交通事故
の増加などの課題が生じている。

（特非） オックスファム・ジャパン

アフリカにおけるエネルギー資源開発と環境社会配
慮に関する調査提言〜モザンビーク北部地域社会へ
のインパクトと日本の関係を中心に〜
課

イベントの
延べ参加者数

115 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

10 回

活動の全体目標
に対する達成度

70%

題

低炭素型社会への移行が急務であるが、日本は石炭を主力エネ
ルギーとして位置付けており、アフリカにおけるエネルギー資源
開発も、環境社会配慮上の課題が山積している。

活動内容

モザンビーク石炭開発の影響に関するセミナー

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

日本の石炭政策の概要が明らかに
なり、モザンビークの資源開発の概
要と課題が明らかになった。報告書「G7 が
進めるべき石炭からの脱却」は、日本政府の
関係省庁に届けられ、国内外のメディアでも
取り上げられた。
開発課題に取り組んできた団体として、エ
ネルギー資源開発の現地社会や貧困・飢餓
問題への影響に着眼。

1. 調査研究：日本の石炭政策を概
観し、特に福島県を例にエネル
ギーをめぐる動きを調査。また、
日本政 府・企業が 関わるモザン
ビークのエネルギー開発事業の事
例を複数特定し、その現 状と課
題を明らかにする。
G7 へ向けて発表された報告書
2. 国際会議：調査研究活動の成果
は、国際会議の機運を利用し、日本政府へのアドボカシーを実施。
3. 普及啓発活動：セミナーやメディアワークを中心として、上記活動
の成果を国内外へ向けて発信。

今後の課題
報告書を発表し、モザンビークで資源開発に直面する農民の土
地の権利を守る活動を行う団体への支援を検討。

（特非） 気候ネットワーク

2050 年低炭素ビジョン実現プロジェクト
課

イベントの
延べ参加者数

500 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

10 回

活動の全体目標
に対する達成度

25%

題

活動内容

シンポジウム開催の様子（2015.05.30・京都）

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

京都・東京を中心に、セミナーや
シンポジウムを計 8 回開催し、延べ
500 人の参加があった。また、助成活動に
おける調査・研究に基づいて得た知見を、ス
タッフが講演や会議等で発信を行い、延べ 1
万人以上に伝えた。
他の NPO/NGO だけでなく、行政とも連
携しながら企画を開催することで、参加者層
の拡大につなげた。

地球温暖化問題が深刻化する中
で、市民の理解を広げるとともに、
マスメディアや政策決定者に対し
て、削減シナリオを軸とした具体
的な対策と、政策に関する情報提
供と意見交換の場を設ける。また、
先進事例を取りまとめ、情報発信
等を通じて、2050 年温室効果ガ
スの大幅削減へ向けた道筋を、明
確化へとつなげる活動を実施している。

ワークショップの様子
（2016.02.20・金沢）

今後の課題
・2050 年温室効果ガス大幅削減へ向けた道筋のさらなる可視化
（しっかりと伝えること）
。
・国内における温暖化対策のさらなる強化（削減目標の上方修正など）
。
・先進事例の発信と、その普及。
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NPO・NGO による 2050 年温室効果ガス削減シナリオの実現
性や、達成のための道筋が明らかになっていないことから、その
土壌づくりを推進させる活動を行う。

任意団体

Climate Youth Japan

日本青年の気候変動政策提言を行う
プラットフォーム作り
課

活動掲載ホームペー 15,256 ビュー
ジのページビュー数 2015 年 5 月〜 2016 年 3 月
助成活動がメディア
に掲載された回数

13 回

活動の全体目標
に対する達成度

40%

題

気候変動問題は、将来世代にとって看過できない深刻な問題で
あるが、青年の意見が気候変動政策に反映されるための発信の場、
あるいは関心を持つ場が少ない。

活動内容

COY Tokyo 参加者

◆成果と工夫したポイント
●成果 ・COP21 に向けた交渉官との意見

交換会を開き、のべ 7 人の日本青
年が参加。また、青年の意見として政策提
言書を提出し、作成には 10 人が参加。
・COY11 Tokyo を開 催し、 国 内 外 の 青 年
80 人が参加。

●工夫

日本青年が自らの関心に応じて気候変動問
題に長期的に関われるよう、チームごとに参
加者を募った。

環境活動に関心はあるが、政策
提言に関心がうすい層に対して、気
候 変 動 政 策に関する意 識 啓 発を
行っていく。そこで関心を持った日
本の青年層に対し、気候変動問題
に関する政策提言のプラットフォー
ム作りを図る。具体的には、気候
環境省で行った意見交換会
変動関連の政策立案者との対話や、
青年が政策立案を体験できるような
場を企画する。また、国際会議などで海外の青年と協働することを通
じて、国内外の気候変動政策に関する意見を発信する場を設ける。

今後の課題
COP21 を受け、気候変動への関心は一時的に高まったが、今
後も継続的に青年層の関心を高める必要がある。また、関心を持っ
た層が行動を起こせるよう、企画の実施、政策決定者との対話の
場を継続的に設けていく。

（特非） GLOBE Japan

持続可能な開発の概念に基づく社会・経済システ
ムづくりにむけた立法府の知見深化に係る活動
課

国際会議への国
会議員参加人数

6人

会員数

40 人

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

活動内容

5 月 9 日 GLOBE 勉強会

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

GLOBE COP21 議 員サミットに
は、6 名にのぼる国会議員が参加し、
各国の立法状況について情報を共有した。ま
た、院内での勉強会を通じ、立法者の知見
を深めた。
勉強会では、個別企業を招くのではなく、
同業数社を同時に招き、マーケットの全体像
を把握できるようにした。

GLOBE 主催の国際会議に代表
者を派遣し、国際的知見の収集に
努 め る と と も に、GLOBE Japan
としてまとめた意見や活動結果を、
各国に対して報告する。また、
企業・
団体、専門家、市民、NGO 等を招
いた勉強会を国会内で行うことに
より、より健全な立法活動にむけ、
立法者の知見を深めることに寄与
する。

12 月 4 日 COP21
フランス国民議会の開催

今後の課題
メンバー議員の増員と、より多くの議員の勉強会の参加を実現
すること。
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地球環境問題において、国内立法、政策の推進は欠かせないも
のであり、その意味において立法府の知見の深化、議論の推進が
必要である。

公益財団法人

自然エネルギー財団

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大
会関連機関による環境対策への提言を行う独立組織
「持続可能な東京 2020 評価委員会」
（仮）設立と運営
課

イベントの
延べ参加者数

250 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

20 回

活動の全体目標
に対する達成度

60%

題

五輪開催東京招致の際は、環境対策について意欲的な高い目標
が設定された。これを実現に導いて、低炭素社会に貢献するため、
環境団体や関連企業などと連携して提言を行う。

活動内容

国際会議「東京はロンドンを越えられるか」

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

WWF ジャパン・自然エネルギー
財団が、共同声明「東京はロンドン
を越えられるか」を発表。国際会議登壇者の
取材は、AP 通信によって英字媒体へ広く配
信。また朝日、毎日、日経新聞など国内紙に
も掲載された。
持続可能な東京大会に取り組む各団体が
会議の場で一堂に会し、問題点を共有し、意
見交換を始める契機とした。

2015 年 4 月に WWF ジャパンと国際会議を
共催。招致の際、東京が環境面で世界に約束
した、3 本柱や具体的取組みを明確にし、
「持
続可能なロンドン 2012 委員会」の事例を紹介
した。また、ロンドンでは様々な NGO や地域
団体、民間セクターなどの団体による参加と
パートナーシップの重要性、それらが、持続可
能な大会運営を実現させる鍵になったことなど
が 確認された。東京大会関連 機関にも直接、
間接的に提言を行った。

WWF ジャパンと自然エネ
ルギー財団の共同声明

今後の課題
東京大会関連機関による環境対策計画発表の状況、その内容や
取組みへの注視を今後も続け、各団体と連携して提言を行う。

（特非） 地域再生機構

岐阜県内おける実践を踏まえた
自然エネルギー学校（小水力発電）の開催
課

イベントの
延べ参加者数

76 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

3回

活動の全体目標
に対する達成度

40%

題

岐阜県内における、地域に根ざした小水力発電の主体者・担い
手の不足と、それによる小水力発電普及の停滞

設置した小水力発電設備①

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫
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岐阜県内の 2 地 域において、小
水力発電（事業）の取組みが開始さ
れた。また、活動フィールドにおいて、講座
受講生が、出力 100W の小水力発電設備を
設置した。
地域住民、地元地域団体、行政と連携し
た地域に根ざした活動運営。

岐阜県の中山間地をフィールドと
して、再生可能エネルギーの一つで
ある小水力発電の基礎、導入手法を
学ぶ基礎編講座、実践編講座を開
催する。基礎編講座では、小水力
発電の意義や役割、可能性調査手
法などを知ることで、地域に眠る水
設置した小水力発電設備②
資源の活用の可能性について学ぶ。
実践編講座では、自分たちで設計・製作・設備設置をした小水力発電
設備導入を実践し、より実践的な小水力発電の担い手を育てる。

今後の課題
・自然エネルギー学校のさらなる展開。
・地域住民が主体となった、事業性のある小水力発電普及に向けた
取組み。
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活動内容

一般社団法人

地域未来エネルギー奈良

地域発！みんなでつくる再生可能エネル
ギー「奈良モデル」づくり
課

イベントの
延べ参加者数

348 人

自然エネルギー学校・
なら 2015 修了生

21 人

活動の全体目標
に対する達成度

50%

題

奈良県山間地の過疎、高齢化、耕作放棄地の増加、森林荒廃、
産業の活力低下やエネルギーセキュリティーから、再生可能エネ
ルギー導入が課題解決に向けた有効な手立てになる。

活動内容

自然エネルギー学校・なら 2015（第 2 回）

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

1 自治体から太陽光発電住宅用
モデルプラン選定委員会委員に委嘱
され、小水力発電事業が 1 地域で工事着手。
行政と NPO 等との研究会を 5 回開催しのべ
128 名が出席。再エネの活用を図る人材が
21 名育成された。
複数回の研究会で、行政と顔の見える関係
になった。人材育成の内容を要望の高い木質
バイオマスに設定した。

①「奈良モデルづくりプロジェク
ト」は、地域協働型再エネ事業の
実現を目指す研究会を 5 回開催。
山間地域活性化につながる、再エ
ネ発電の事業化を支援するための
人員支援・派遣、普及啓発活動。
②地域での人材育成を目的に、
「自 活動報告書
（自然エネルギー学校のページ）
然 エ ネ ル ギ ー 学 校・ な ら 2015」
を 4 回シリーズで開講。③県及び県内市町村、NPO や研究者等に
よるネットワーク形成と、協働の深化を目的とする「ならエネル
ギーフォーラム」を 2 回開催。

今後の課題
再エネを取り巻く情勢の変化が速く、太陽光発電は FIT 制度の
買取価格の低下で、組立ての工夫が必要。学校の人数は昨年度 16
名、今年度 21 名になったため、地域で核になる人材としてネッ
トワークでつなげていきたい。

（特非） ひまわりの種の会

環境インタープリターを通じた温暖化防止
活動加速化事業
課

イベントの
延べ参加者数

346 人

イベント参加者
の満足度

97%

活動の全体目標
に対する達成度

30%

題

活動内容

ブレイン・ライティングの説明

◆成果と工夫したポイント
●成果 ・講座受講者数 10 名ほどの目標に

対して 33 名の申し込みがあった。
・講座ワークショップでイベント課題について
100 の意見が出た。
・冬 期間野外での温暖 化アンケート調査で
98 名の回答を得た。

●工夫

受講者の満足度を高めるために、多元的な
講座内容と講師の選定。内容に即した会場
選定の工夫をした。

・環境インタープリター養成講座
を開設。
・養成されたインタープリターの
活動の場として、札幌市で開催
している大型イベント「環境広
場さっぽろ」及び「さっぽろホ
ワイトイルミネーション」にお たくさんのアイディアで会場が HOT に！
いて実践。
・大型イベント等での実践に必要な教材を制作する。教材は広報
ツールとしても活用する。

今後の課題
大学生に対する PR をどのようにしていくかを関係各所と検討
する。
環境インタープリターの活動の場づくりを関係各所と連携をし
て創造していく。
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温暖化対策は、市民が地球温暖化に対して「気づき」が必要で
あるが、そのきっかけが生まれづらいことと、地球温暖化に関す
る「伝え手」となる人材が多くない現状がある。

（特非） ECOフューチャーとっとり

温暖化防止行動を導くための身近な環境変
化情報の提供体制構築プロジェクト
課

イベントの
延べ参加者数

71 人

生物季節観測参
加者（延べ）

20 人

活動の全体目標
に対する達成度

100%

題

地球温暖化問題を、自分の住む地域にも影響がある身近な課題ととらえて、省エ
ネや再エネ導入等の環境配慮行動に取り組む人を増やし、地域を低炭素化すること。

目

標

省エネや再エネ導入などに取り組む人を増やすには、それを支援するための人材
が必須であると考え、その活動をする人を増やすこと、その人たちが活動しやすい
ようなツールや場の整備をすることを目標とした。
「気候変動の地元学」ワークショップの様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

様々な人や団体と協議を重ねなが
ら活動を進める中で、活動を発展さ
せるために組織化を図り、責任をもっ
て主体的に活動することが必要と考
えた人たちにより、新団体が一つで
き、またその団体を含むネットワー
クができた。
●工夫

幅広い視点から事業を実施するた
めに、地域の人、団体や県外の団体、
研究者に協力をお願いした。

活動内容
環境配慮行動への動機づけの材料となるように、地域内の気
温の変化や農漁業、自然生態系への温暖化の影響事例を調べ、
分野横断的な情報の一元化と影響の可視化に取り組んだ。また、
これらを題材にしたワークショッププログラムを企画し実施し
た。ワークショップでは、情報を一方的に伝えるだけでなく、
次の行動につなげるために必要なことを、参加者が各自でより
深く考えるような場となるように企画した。
桜の開花日調査

達成できなかったこと
なし。

今後の展望
新団体により、地域の人のためのエネルギー相談会等の新たな活動が計画されて
いる。

（特非） エコ・リーグ

高等教育の持続可能性（Sustainability in Higher
Education）に向けて学生から大学へ環境経営の提案
課

助成活動がメディア
に掲載された回数

37 回

「エコ成績表」に関して「参考
になった」と回答した大学

100%

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

国内では、省エネなどに取り組む大学は増えてきたものの、認識不足、ノウハウ
の不足等のため、
包括的な「持続可能性の向上」に向けた取組みにまで至っていない。

標

「高等教育の持続可能性（以下、SHE）」の概念を普及させ、取組みの意義を認知さ
せることで、国内大学の持続可能性にむけた取組み内容の拡充と、将来社会を主体
的に創っていく人材の育成を目指す。
エコキャンパスツアー（立命館大学）

◆成果と工夫したポイント
●成果

・延べ 200 大学以上が調査に参加。
・
「エコ大学ランキング」
は、大学ラ
ンキング誌などにも掲載された。
・事後アンケートに回答した大学
の 97% が、
報告書「エコ大学白書」
の内容を参考にしていると回答。
●工夫

当団体の強みである、全国の大学
環境サークル等との強いネットワー
クを活かし、調査・活動促進を行っ
た。

活動内容
・国内の全大学を対象に SHE も指標に組み入れたアンケート調
査を実施。意欲的に取り組む大学を「エコ大学ランキング」と
して表彰した。
・SHE の取組みを国内外で調査し、その情報を「エコ大学白書」
等の報告書・イベントにて発信した。
・SHE に対する学生等の主体的な取組み・大学への提言を促す
ため、セミナー等の開催や、「省エネ・創エネワークブック」
の作成等の支援を行った。
「ゼロから始める省エネ・

達成できなかったこと

創エネワークブック」

SHE の取組みの普及には、社会からの認知・要望の高まりも必要となる。大学内
外から、普及・促進・インセンティブの創出を、今後も継続して行っていきたい。

今後の展望
SHE に取り組む大学が増え続けている。若者の立場からそのようなエコ大学を選
び、創り続けていきたい。

37
52

地球温暖化防止

地球温暖化防止

目

（特非） 環境ネットやまがた

山形県・村山地域における市民参加型再生
可能エネルギー普及推進活動
課

イベントの
延べ参加者数

143 人

地域での再生可能エ
ネルギーの相談対応

41 案件

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

東日本大震災や福島第一原子力発電所の事故を契機に、既存の
エネルギー形態から、山形の自然資源を活用した再生可能エネル
ギーへの転換・利用拡大が求められています。

活動内容

再生可能エネルギー普及推進セミナーの風景

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

再生可能エネルギー普及啓発の
ため研修会・セミナーを開催し、計
143 名に参加いただきました。
住民、NPO、企業が集まり、やまがた県
民自然エネルギー株式会社を設立し、再生可
能エネルギー事業を進めています。
山形県内の地域主体で、再生可能エネル
ギーの取組みを行っている方々と協力し、密
な情報交換を行っています。

地域や住民主導型の再生可能エ
ネルギー事業を普及推進していく
ために、行政、民間企業、学識経
験者などの有識者で構成される協
議会をつくり、多様なアドバイス
をいただきながら、地域や住民が
主体となる、再生可能エネルギー 山形県内の住民・企業により手がけた
の取組みの開発や運営支援を行っ
太陽光発電事業
ています。また、山形県内の住民、
NPO、企業が集まって、
「やまがた県民自然エネルギー株式会社」
を設立し、再生可能エネルギー事業の実践を進めています。

今後の課題
本事業では、地域や住民の参加型の再生可能エネルギーのプロ
ジェクトを進めていくため、行政、民間企業、市民団体など関係
者の合意形成や、目的意識の共有が重要であり、信頼関係の構築
が必須です。

（特非） グローバル・スポーツ・アライアンス

スポーツ界でのグリーン電力活用促進事業

発電体験会の
延べ参加者数

助成活動がメディア
2回
に掲載された回数 毎日新聞・FM 世田谷
活動の全体目標
に対する達成度

課

300 人

80%

題

活動内容

発電体験（名古屋オーシャンズ）

◆成果と工夫したポイント
発電体験会には 5 回のイベント
（アースデイ東京、エコプロダクツ
展、大船渡マラソン大会など）で 300 人参
加。自転車発電実験機器 3 台（大人用・子
ども用・三本ローラー）作成。発電量管理
アプリケーション開発。

●成果

●工夫

発電体験会では、子どもから大人まで参加
できるよう機器を開発。啓発効果アップのた
め「発電したよ」シール作成。

スポーツ界でのグリーン電力普
及を目標に、啓発活動を実施。自
転車人力発電機を 3 台作成。「エ
コプロダクツ展」などの環境イベ
ントや「ツールド三陸」など、ス
ポーツ大会で電気を作ることの大
変さ、大切さを、身をもって知っ
地球環境基金シンポジウム
てもらう人力発電体験会を実施。
発電量を管理し共有できるアプリを開発する。自転車だけでなく、
いろいろなスポーツで発電することを考えるコンテストの実施に
向け、ワークする。ケニア、キューバで環境啓発活動実施。

今後の課題
いろいろなスポーツで、発電・蓄電する方法を考える「スポーツエネ
ルギー大賞」の実施。ナワトビなど、もっと身近な運動を電気に変え
るシステムの構築。
スポーツで作った電力を、普段の生活に活かす活用サイクルの構築。
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地球温暖化防止のため、グリーン電力の活用は有効な手段です。
スポーツ業界では、グリーン電力の活用が十分になされておらず、
スポーツ界でのグリーン電力活用促進を図ります。

任意団体

全国小水力利用推進協議会

インテグレーション・スキルの育成による
小水力発電事業の促進
課

イベントの
延べ参加者数
各受講生のスキ
ルアップ評価
活動の全体目標
に対する達成度

112 人

受講生・聴講生計

2.8 点

研修前後の評価点数差

75%

題

再生可能エネルギーとしての小水力発電開発には、複雑なステッ
プが必要となるが、手順を適切に実行し、地域主体で遂行できる
専門家（インテグレーター）の養成が急務である。

活動内容

インテグレーターミーティングの様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

資源エネルギー庁『再生可能エネ
ルギースキル標準』にもとづき、整
理したスキルの習得レベルを用いて受講生が
自己採点したところ、10 段階評価の平均が
研修前 2.1 点から研修後 4.9 点に上昇した。

●工夫

フィールド実習を重視したことで、より深い
学びが得られ、また受講生同士のネットワー
ク作りにつながった。

昨年度に引き続き、地域での小水
力発電開発の担い手を育成する「小
水力発電開発インテグレーター養成
講座」を実施した。
①今年度新規インテグレーター受
講生を募集し、小水力発電開発のた
めのステップを学ぶ内容の座学や、
流量測定実習で技能を身につけた
フィールド実習を提供。②昨年度か
らの受講生に対し、開発案件の進展を後押しする目的で、フォローアッ
プ研修を実施。③研修で使用した資料を整備し、プログラム全体を体
系化したマニュアルを作成。

今後の課題
インテグレーターとして自立的に活動できる基盤（継続的支援、
ネットワーク）構築、全国数か所の研修・交流拠点作り、地域の
具体的建設事業を利用した研修、技能の認定。

（特非） 地域の未来・志援センター

日本版「首長誓約」による地域気候エネル
ギー政策確立支援事業
課

活動に対する問
合せ件数

14 件

誓約自治体数：
目標 25

5 自治体

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

活動内容

西三河 9 市 1 町職員向け勉強会を 8 回実施

◆成果と工夫したポイント
●成果

平成 27 年 12 月 12 日に岡崎市、
豊田市、安城市、知立市、みよし市
が日本版「首長誓約」を誓約。平成 28 年 3
月 29 日には、この 5 市による「西三河首長
誓約推進協議会」
（会長：豊田市長）が設立
された。

●工夫 ・西三河 9 市 1 町の自治体担当者を対象に、

勉強会を計 8 回開催。
・西三河地域の 10 首長を訪問し、説明した。

39

名古屋大学大学院環境学研究科
と連携し、下記の活動を行った。
・手法開発（
「持続可能なエネルギー
行動計画」を策定するための支援
ツール改良）
。
・首長同士のネットワークづくり、自
12 月 12 日、岡崎・豊田等 5 市が
治体職員の政策能力向上のための
誓約第 1 号に
ネットワークづくり。
・日本版
「首長誓約」の Web 制作
（リニューアル）
、
案内リーフレット作成。
・EU「市長誓約」との連携、気候変動枠組条約第 21 回締約国会議
（COP21）サイドイベントへの参加。

今後の課題
①さらなる首長誓約の普及。②支援ツールを Web 上に公開できる
よう、公開する上での使用条件やロジックを検討する。③フィー
ジビリティスタディ実施のための資金獲得。④全国に展開するた
めの組織づくりなど。
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温室効果ガスの大幅削減、再生可能エネルギーなどへの転換、
気候変動・自然災害への対応。また、「地域」における人口減少へ
の対応、経済・雇用の再生。

（特非） マンションオーナーズコミュニティー

CO2 削減を目指す節電・省電力啓蒙活動
課

協力企業数

10 企業

マンション件数

5件

活動の全体目標
に対する達成度

60%

題

マンション住民に対して、節電・省電力を行い、マンション全体で
CO2 削減が結果的に行えることを啓蒙する活動です。

活動内容
最終目標は、モデルマンション
構築への住民合意形成です。
そのために必要な知識情報をす
べて住民へ教授いたします。モデ
ルマンション構築へ向けての具体
的なシステム構成を判りやすく情
報提供する活動です。

環境団体向けセミナー講師

◆成果と工夫したポイント
3 項目からなり、
「節電は CO 2 削
減に貢献する」を啓蒙（理解度は高
い 60%）
。結果、電気料金の削減にも繋がり
（理解度 80%）
、マンション構造の説明で得
られる断熱構造と節電・省電力を説明（理解
度 40%）
。

団体交流会の風景（団体理事の同席）

●成果

説明資料を充実させ、総合してアウトカム
が理解できる仕組みを、資料作成で工夫した。

●工夫

今後の課題
・
「節電効果の高さ」をシステム化して「見える化」する。
・モデルマンション構築への合意形成の期間を短縮する。

（特非） 環境エネルギー政策研究所

ポスト 3.11 の持続可能なエネルギーシフトへの多面的
アプローチ 〜地域自立・市民主体の環境保全型エネ
ルギーシステムへの変革へ〜
課

イベントの
延べ参加者数

1,600 人

成果物ダウン
ロード数

ダウンロード

活動の全体目標
に対する達成度

1,300

90%

題

3.11 以降、気候変動 ･ 原子力 ･エネルギー政策は混乱を続けており、国にも地方にも、
具体的な政策転換と実践のための道のりが見えていない。

標

（1）国および地方自治体における環境エネルギー政策の進化。
（2）再生可能エネルギーを実効的な制度として導入することに焦点を当てた、実践的・
創造的な活動を行う。
5 月 23 日シンポジウム参加者と

◆成果と工夫したポイント
●成果

自然エネルギー白書、自然エネル
ギー世界白書、再生可能エネルギーと
社会的合意形成のコンセンサス文書に
よる知見共有、福島での再エネ普及を
支援する
「ふくしま再生可能エネルギー
基金」の立ち上げなどにつながった。
●工夫

全ての活動で、国内外の専門家や
実践者、企業、地 域社会、行政と
の協働を行い、社会的影響力を増大
させた。

活動内容
（1）実現化への多面的支援とキャパシティ・ビルディング：
地域自立型・市民主体型の再エネ
（以下、
コミュニティ
パワー）普及のため、各地域での基盤づくり、人材
育成や知識形成、社会イノベーションを行う。
（2）ネットワーキングとイノベーション：国内外の機関や人
との交流や相互啓発を通して、変革の気運を加速す
る。また再エネと社会的合意形成などの研究を行う。
（3）上記のための支援的な活動。

9 月 11 日シンポジウムの様子

達成できなかったこと
自然エネルギー未来白書の作成が遅れた。その理由として、再生可能エネルギーを取り
巻く政策動向が大きく変動し、その対応に追われていたため。

今後の展望
今後も多くの主体との協働により、各地でのコミュニティパワーの増加とエネル
ギー政策の革新を進める。
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目

任意団体

環境首都創造 NGO 全国ネットワーク

地域から日本を変える〜協働で進める地域
主体の創エネ、低エネまちづくり〜
課

イベントの延べ
参加者数
活動掲載ホームペー
ジのページビュー数
活動の全体目標
に対する達成度

368 人
23,764 ビュー
70%

題

地球温暖化防止を地域からすすめる際、各主体がセクターを超えて、
共通課題の解決に取り組む仕組みがなく、効果的な取組みがうまく波
及・定着しない状況がある。

活動内容

環境首都創造フォーラム 2015 in 北栄

◆成果と工夫したポイント
●成果

自治体のエネルギー政策を総合的
に推進するためのデータベースを構
築し、今後の活用・普及への基盤を整備する
ことができた。

●工夫

メンバーの高い専門性、豊かな活動経験、
広いネットワークを、モジュールの執筆に活か
すことができた。

一般社団法人

・国内外の先進事例のポイントを抽
出し、エネルギー政策を基盤にし
た総合的な環 境 政策の立案、実
施をサポートするためのデータベー
ス（政策・活動パッケージ）の内
容充実をすすめた。
・
「環境首都創造フォーラム 2015 in
COP21 へのメッセージを提言として
まとめ環境省を訪問
北栄」を開催し、
12 人の首長、副首
長を含む 28 自治体が参加した。COP21を前に社会提言を発表した。
・国内 2 か所で、自治体首長によるサミットを開催した（中部・九州
ブロック）。

今後の課題
ネットワークの拡大と事務局機能の充実が課題である。今後 3
年間で構築した活動成果、ネットワークを活かし、地域からの気
候変動防止のための総合政策立案支援に取り組む。

地球温暖化防止全国ネット

市民の気候変動を意識した行動変容を促すための効果
的な対象の選定とエンパワーメント・プログラムの開発
課

イベント参加者
の満足度

90%

活動に対する問
合せ件数

85 件

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

家庭からの CO2 排出量は、1990 年に比べて 2013 年度比で約 1.5 倍増加しており、家
庭部門からの CO2 排出削減が大きな課題である。

標

生活者が関心のある分野の専門家と連携して、その分野を通じて気候変動につい
て伝え、「我がこと化」することが有効と考え、各専門分野の指導者層への働きかけ
を推進、多くの生活者が気候変動を意識した行動を実践。
7月

食育インストラクターリーダー研修会

◆成果と工夫したポイント
●成果

イベント参加者のべ人数が 1,000
名弱と、活動を広げることができた。
（リーダー研修会参加者 33 名が各地
で実施したプログラムへの参加者 800
名、家庭科教諭研修 60 名、最終事
業報告会兼シンポジウム 60 名）
。
●工夫

指導者層へのこまめな情 報提 供
と、プログラム実施時のフォローを
行った。

活動内容
A）連携の強化：昨年度連携した日本食育インストラク
ター協会及び日本家庭園芸普及協会と協働して、全国
各地でプログラムを活用する団体を発掘し、それらの団
体との連携を強化。B）関連団体等への情報提供：全
国の地域地球温暖化防止活動センターへプログラムに
関して、また、家庭科担当教諭を対象として情報提供。
最終的に 3 年間の成果共有のため、
飲食、
ガーデニング、
気候変動の関係者を対象に報告会開催。

達成できなかったこと

3 月 シンポジウム トークセッション

各地方でのプログラム展開にあたり、気候変動問題も、各地で特色を反映したプログラ
ムを作成したかったが、個別の開発までは至らず、各地で個人の展開に委ねることになった。

今後の展望
自身の関心分野と地球温暖化の関係を理解いただくため、多分野の取組みに関心・
繋がりを持ち、啓発活動を広げたい。
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目

（特非） 地球環境市民会議（CASA）

日本における 2030 年の二酸化炭素排出
削減可能性の検討
課

イベントの延べ
参加者数

149 人

イベント参加者
の満足度

70%

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

本活動で解決したい課題は、日本の 2030 年の CO2 排出量を大幅に削減可能であ
ることを明らかにし、その研究成果を国内外で広めることである。

目

標

「CASA2030 モデル」というシミュレーションモデルを独自に開発し、2030 年
の CO2 排出量を 50% 削減できることを示して市民版の政策提言を行い、政策論議
に影響を与えることである。
地球環境大学にて 2030 モデルを講演

◆成果と工夫したポイント
●成果

報告書「原発ゼロで CO2 排出 40%
削減は十分可能〜「CASA2030 モデ
ル」の試算結果〜」
（2014 年 11月）
やポジションペーパー「2℃目標に見
合った合意を！」
（2015 年 11 月）を
公表した。
●工夫

報告書やペーパーは日本語版と英
語版を作成し、入手しやすいように
CASA ホームページに掲載した。

活動内容
2030 年の二酸化炭素排出量は、1990 年比で 50% 削減す
ることが十分可能である。それは原発に頼らず、省エネ対策
と再生可能エネルギーの普及によって可能であり、これらの
対策が、マクロ経済に悪影響をほとんど与えないことを明ら
かにした。また、日本語と英語の報告書をとりまとめた。さ
らに、これらの研究成果を研究会や講演会などでわかりやす
く提示し、市民から有益な質疑応答を行った。

COP21 での CASA の
展示ブースの様子

達成できなかったこと
「CASA2030 モデル」で示された CO 2 排出削減可能性と政策提言を出版する予定で
あったが、執筆者の多忙や国内外の情勢変化に対応させるために遅れている。

今後の展望
政策提言をまとめた本を出版し、講演会等で市民の関心を拡げ、温暖化防止社会
の実現に向けて活動を進める。

（特非） 北海道グリーンファンド

市民エネルギー情報センター機能構築にむ
けた北海道型低炭素ライフ普及活動
課

イベントの
延べ参加者数

2,869 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

10 回

活動の全体目標
に対する達成度

90%

題

低炭素社会の実現に取り組むための市民への省エネ情報は、北海道の実態に合致していな
いケースが多いため、北海道での低炭素ライフスタイルが普及定着しにくい要因となっている。

標

北海道の家庭の暮らしの実態に即した、市民が必要としている省エネ情報やその発
信方法を調査、蓄積し、北海道型市民エネルギー情報センター開設を目指す。

セミナーパネルディスカッションの様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

行政や環境関連施設との 1 年間を
通した連携ができ、低炭素社会構築に
向けた協働体制ができつつある。また、
事業を通して、当法人への認知が高ま
り、年度内の講師依頼が 7 件、次年
度も既に 8 件あり、活動が広がった。

●工夫

住宅等の専門分野の情報は、専門
家、行政と連携。日常での省エネ情報
は判りやすいコンテンツを作成し実施
した。

活動内容
移動エネルギー情報センター（旅するエネセン）を活用した、
市民へ向けた情報提供に取り組み、得られた市民ニーズや知
見を他地域・団体に提供するため、①テーマを絞った省エネ
エコメッセを 3 回開催。②電力自由化に関する学習会 4 回開
催。③旅するエネセンに新たなコンテンツを追加し、札幌市
内、道内イベントにおいて移動エネルギー情報センター実施。
④各分野における専門家を招いたシンポジウムを 2 回開催⑤
WEB サイトでの情報発信。

自由化に関する理解度への
回答の様子

達成できなかったこと
個々の事業に重点を置きすぎたため、具体的な北海道型市民エネルギー情報センターに
必要な機能については時間不足で、充分に整理して提示するところまでには至らなかった。

今後の展望
本活動で培った様々な主体との連携を深め、幅広い省エネ、創エネ、制度等、最
新情報の提供にもつなげたい。
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目

一般社団法人

ふくしま市民発電

エコシティ相馬を担う人材育成事業
課

イベント参加者
の満足度

73%

省エネ指導の結果、減少し
た水道光熱費（1 中学校）

8.3%

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

震災から時がたち、被災地でもエネルギーについての関心が薄れつ
つある中で、若年層には改めて再生可能エネルギー、省エネの意義を
伝え、浸透させることが重要である。

活動内容

小学生向け電気に関するエコ教室

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

エコ教室は参加者が増え、地域に
定着した。また、省エネ診断士の派
遣は水道光熱費の大幅ダウンを実現し、他施
設への派遣につながった。また、中学校が取
り組んだ省エネ活動でも、家 2 軒分の水道
光熱費の節約となった。
エコ教室は夏休み開始直後に実施する、
1日
のプログラムにする等の開催日の工夫、内容
修正を行った。

任意団体

1. 小学生向けの電気に関するエコ
教室：小学 3 年〜 6 年の 26 人
が参加
2. 再生可能エネルギーについての
先進事例調査：6 か所の先進地
を視察した。すべて公開で、会
員、希望者とともに見学した。
中学生向け省エネ教室
3. 省エネ活動 : 市内施設に省エネ診
断士を派遣するとともに、中学生向けの省エネ教室を実施した。省
エネ診断を受けた施設では、格段に水道光熱費が下がり、他施設へ
の診断につながった。また、2 つの中学校で省エネ教室を開催した。

今後の課題
省エネ教室は、中学生のやる気を引き出すのが難しかったが、
今後は学校行事として取り組むことで解決したい。3 年目のプロ
グラムには、企画から学校側の意見を取り入れ、より充実させて
いきたい。

Climate Action Network Japan（CAN-Japan）

気候変動国際交渉における環境 NGO の国
内外の連携強化
課

助成活動がメディア
に掲載された回数

99 回

国会・審議会等で
の登場・引用数

6回

活動の全体目標
に対する達成度

66%

題

活動内容

COP21 パリ協定の採択が実現

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫
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世界及び日本において、気候変動
対策強化の政策提言や情報発信を
行い、COP21 でのパリ協定の合意に貢献し
た。CAN-Japan としての協働体制が構築さ
れるとともに、メンバー団体が 14 団体に増
えた。
最新の国連気候変動交渉・政策の動向を
フォローするとともに、
世界の NGO ネットワー
クと連携した。

今 年 度 は、 国 連 気 候 変 動 枠 組
条約のもとで開催される国連気
候 変 動 交 渉 会 議 に 参 加 し、CAN
International（CAN-I）と連携しな
がら、気候変動交渉・政策に関す
る調査、提言を行った。また、気
候変動交渉・政策について、情報 満席の COP21 パリ会議報告会（東京）
発信・啓発を行うためのイベント
を企画・運営するなど情報発信に努めるとともに、CAN-Japan メ
ンバー団体の募集を行った。

今後の課題
・パリ協定のメッセージを日本国内で広げ、定着させること。
・パリ協定の実施に向けて、日本の気候変動政策を強化すること。
・日本国内の気候変動 NGO のネットワークを拡大して、影響力を
高めること。
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気温上昇 2℃未満 のための国際合意の実現と日本の気候政策強
化。気候変動交渉・政策の提言を行う国内 NGO の協働と、国際的な
NGO ネットワークとの連携強化。
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任意団体

うどんまるごと循環コンソーシアム

うどんまるごと循環プロジェクト

助成活動がメディア
に掲載された回数

20 回以上

うどん等（食品廃棄
物を含む）回収量

200 トン

活動の全体目標
に対する達成度

課

（2015 年）

70%

題

香川といえば、さぬきうどん。食べ残し等で廃棄されるうどんは現在、ほとんどが焼却処分
だが、焼却ではない方法（バイオガス化、発電、堆肥化）でエネルギーを循環させたい。

目

標

廃棄うどんをより多く受け入れ、バイオガス化する量を増やす。また、その残渣
を肥料化して農地に還元し、育てた小麦をうどんにする。それらの循環を環境教育
や取材で広く知っていただき、環境問題に対する意識向上も狙う。
小麦収穫体験

◆成果と工夫したポイント
●成果

食品廃棄物の受入れは、提供者
が増加。肥料が使用される場所も増
えた。また、肥料商品化のための情
報収集ができた。小 学 校 4 校、中
学校 1 校で授業を行い、エコツアー
には計約 150 名が参加。報道件数
は 20 件以上。
●工夫

様々な機会をチャンスと捉え、幼
児から大人まで、幅広い層への働き
かけを行った。

活動内容
うどん残渣等の食品廃棄物の受入れ量を増やすため、広く
周知を行った。液体肥料を固形化し、ご使用いただく農家を
増やす取組みを行った。肥料を撒いた畑で小麦の栽培を行い、
うどんを作るという循環の過程を、小中学校での環境教育、
エコツアー等で紹介し、理解を深めた。また、先行・類似プ
ロジェクトの視察を行い、肥料の商品化についての情報収集
を行った。報道機関への情報提供を頻繁に行い、取材を通し
て広く活動の周知を行った。

うどんエコツアーで
バイオマスプラント見学

達成できなかったこと
提供者は増えたが廃棄物受入量は減少。安定した廃棄物提供者が不在。肥料は一般利
用が多く、農家まで広がっていない。マーケティング不足で肥料商品化が具体化していない。

今後の展望
全体の活動に加え、香川県と食品廃棄物全体の減少を目指し、5 年計画でプロジェ
クトを進行させていく予定。

（特非） エコライフはままつ

もったいない食器市及びリユース食器貸出
制度の創出
課

イベントの
延べ参加者数

944 人

イベント参加者
の満足度

92%

活動の全体目標
に対する達成度

70%

題

①リユースの意義を市民が身近に体験することで、循環の輪が市民の生活の一部となり全
市民に及ぶこと。②循環型社会の一翼を担える仕組みづくりをすること。

目

標

①「リユース食器貸出制度」の、浜松市との協働化の見通しを得ること。
②「もったいない食器市」
が、
浜松市の施策として実施され、
「リユース食器貸出制度」
についての協議会が設置される。
食器市スタッフとアンケート実施

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

①「リユース食器貸出制度」の、浜松市との協働化の見通し
を得るために、実務者協議を開催した（全 6 回）
。②「貸出食
器の利用」及び「リユース食器常設設置」に関するアンケー
トを実施した（全 2 会場）
。③貸出食器制度を行政施設、各自
治会等にヒアリングを実施した（全 12 回）。④貸出制度創出
のためのモデル事業として 3 団体に貸し出しを実施した。⑤
リユース食器貸出のための準備を行った（500 個）
。

市民イベントへの
貸出の様子

達成できなかったこと
・貸出食器の保管場所、洗浄等の財源確保を補助金で出来なかった。

貸出食器制度を行政 施設、各自 ・行政の施策としての協議会設置は、具体的事例の不足により出来なかった。
治 会等にヒアリングを行った結果、
今後の展望
自らがイベント参加を行う手法に変
市内で行われるイベント開催時には、一部であっても「リユース食器」の利用を
更した。
促進させる。
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もったいない食器市で残った食器
の常設展示（4 月より）が、浜松市西
部清掃工場内で行えるようになった。
また、市民イベント開催時に、湯
呑 270 個を貸出し、甘酒配布に使
用。ごみ減量を啓発出来た。

活動内容

任意団体

大阪ごみ減量推進会議

廃棄物減量等推進員を中心とする、協働に
よるごみ減量のリーダー養成
課

イベントの
延べ参加者数

255 人

イベント参加者
の満足度

89%

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

廃棄物減量等推進員制度は、全国の半分近くの自治体で導入されているが、活動がごみ
ステーションの管理などに限定されているところが多く、推進員の主体的な活動が少ない。

目

標

大阪府内の市町村で活動する廃棄物減量等推進員を中心に、50 人のごみ減量市民
リーダーを養成する。また、ごみ減量市民リーダー養成関連団体の合同会議を開催
して、連携の可能性を探る。
連続セミナーの様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

大阪市のほか大阪府内の 6 自治
体の廃棄物減量等推進員や、その
運用を担う職員、市民団体、事業者
などが学び合い、意見交換でき、多
様な知識やさまざまな立場の考え方
を知ることができた。
●工夫

セミナーでは講 義の 後、専門の
ファシリテーターの進行によるワー
クショップで講演の内容を深めた。

任意団体

活動内容
2015 年 10 月 27 日に「ごみとは何か」
、11 月 11 日に「地
球環境とごみ」、11 月 30 日に「経済活動とごみ」、12 月 15
日に「ゼロ・ウェイスト社会の可能性」、2016 年 1 月 13 日
に「ファシリテーション入門」のテーマで、計 5 回のごみ減
量市民リーダー養成連続セミナーを開催し、毎回約 50 人が参
加した。また、2016 年 2 月 5 日に、ごみ減量市民リーダー
関連団体合同会議を開催し、15 名が意見交換を行った。

連続セミナーの
チラシと報告書

達成できなかったこと
大阪府内すべての自治体から参加いただくことはできなかった。その原因としては、広
報の時間が足りなかったこと、ごみ問題に対する自治体間の意識の違いなどがあげられる。

今後の展望
今回のセミナーは基礎編と位置づけたので、今後「応用編」
「実践編」のセミナー
を企画していきたい。

水 Do!ネットワーク

使い捨て飲料容器の削減および水の域産域
消の推進に向けた各主体の連携構築
課

イベントの
延べ参加者数

350 人

イベント参加者
の満足度

95%

活動の全体目標
に対する達成度

85%

題

ペットボトルなどの使い捨て容器に入った飲料の消費の増加は、資源消費量、CO 2
排出量等の環境負荷の増加につながっており、水道水や地域の水資源への関心は低い。

目

標

地域や大学等において、使い捨て容器に入った飲料利用から、水道水利用へシフ
トする行動を広げるために、自治体、水道局、大学、市民団体等の各主体の連携の
基盤を構築する。
エコプロダクツ 2015 で来場者に説明

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

魅力的な事例を収集し、ポジティ
ブな社会提案を行うことで、人々の
行動変化と参加の増加を促した。

使い捨て容器に入った飲料の利用を減らし、水道水の飲用
を推進している自治体や、大学の先進事例（生駒市、京都市、
熊本市、東京都、昭島市、武蔵野市）について、現地調査を
行った。普及啓発用のリーフレットを制作し、エコプロダク
ツ 2015 で配布を開始、
ウェブサイトを利用しやすく改訂した。
2 月に「水 Do ！フォーラム 2016」を開催し、各地の取組み
の経験を共有し、 脱使い捨て と水の域産域消を推進させる 「水 Do! フォーラム 2016」
のパネル討論
鍵を議論した。

達成できなかったこと
大学については取組み事例が少なく、継続性も課題であるため、ネットワーク形
成よりも、情報共有の基盤づくりに活動内容を修正した。

今後の展望
東京オリンピックが開催される 2020 年に、使い捨て容器に頼らない社会が実現
することをめざし活動する。
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・6 地域の先進事例の調査から、効
果的な取組みの鍵を抽出した。
・イベント出展・開催で、約 350 人
に行動変化、活動への参加を呼び
かけた。
・ 脱使い捨て と水の域産域消を広
げるための連携の基盤を構築した。

活動内容

（特非） 生活環境ネット C&C

リサイクルプラザ活性化ネットワーク
課

ヒアリング調査
（目標：10 施設）

12 施設

情報誌の送付
（目標：272 か所）

443 部

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

国庫補助対象となってから 20 数年が経過し、利用者の固定化、活動のマンネリ化がみ
られる、リサイクルプラザの活動の活性化を図るために、全国の活動情報の共有化を図る。

目

標

アンケート調査やヒアリング調査を通して、全国のリサイクルプラザの実態を明
らかにするとともに、モデル地域における具体的な改善方向を検討することとし、
それをもって全国のリサイクルプラザの活動が活発になる。
アンケート調査内容検討委員会の開催

◆成果と工夫したポイント
●成果

・全国のリサイクルプラザの実態が明
らかになる。
・モデル地域における課題と改善方向
が明らかになり、2 種類以上の新規
講座の立ち上げを行うことができる。
・全国のリサイクルプラザの活動が活
発になる。
●工夫

ヒアリング施設の選定にあたって
は、地域を分けるとともに、
「直営」
「委託」のバランスに留意した。

活動内容
①文献調査、アンケート調査（281 施設）
、ヒアリング調査（12
施設）を実施して、実態を把握する。
②モデル地域において、全国データーやアンケート調査、ヒアリ
ング調査と比較検討することにより課題を抽出し、具体的な
改善策を検討する。
③以上の結果から、リサイクルプラザの現状と今後の在り方を示
した情報誌（リサイクルプラザの今とこれから）を作成し、全
国のリサイクルプラザや都道府県の担当者などに提供する。

蕨戸田衛生センターの
斬新な試みを取材

達成できなかったこと
自治体廃棄物部門内部の連携体制
（ハード部門とソフト部門）が必ずしも円滑でなかっ
たこともあり、リサイクルプラザの飛躍的な活性化を誘導することができていない。

今後の展望
廃棄物処理計画の中に活動方針を記述したり、運営マニュアルを策定することに
よって活性化を実現したい。

（特非） もったいないつがるの会

おかえり野菜ｉｎつがるプロジェクト
課

イベントの
延べ参加者数

1,600 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

1回

活動の全体目標
に対する達成度

40%

題

一般家庭の生ごみを段ボールコンポストで堆肥化し、ゴミ焼却量を減らし、有機野菜にリサイ
クルできることを市民に実践することで堆肥と有機野菜を交換し、広範な市民へ周知すること。

目

標

実践する市民が県内 8 市 550 名参加、市民手作りの堆肥 400kg 回収し、有機野
菜 400 袋と交換する

イオンタウン樋ノ口 11 月

◆成果と工夫したポイント
●成果

活動内容
段ボールコンポスト普及会を、7 市で春秋 2 回、弘前市で
8 回開催した。7 市では公民館等市営会場、弘前市では大型量
販店を会場として開催した。

●工夫

保育園での「もったいない食育学
習」で実施している講座内容を一般
市民へ実施した。

イオンタウン樋ノ口 7 月

達成できなかったこと
弘前市では大型量販店の協力で超過達成したが、
7 市は市営施設を会場としたため、
集客に失敗した。

今後の展望
県内 10 市で行政と量販店の協力を得て普及活動を行い、県民の過半数に生ごみ堆
肥化の有益性を認識させる。

46
63

循環型社会形成

循環型社会形成

実 践に参加した県民 400 名（弘
前市 300 名、7 市 100 名）
。改修
した堆 肥 60kg。交換した野菜 30
袋。

一般社団法人

インドネシア教育振興会

インドネシア・南タンゲラン市における
住民参加型の環境改善推進事業
課

イベントの延べ
参加者数

600 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

4回

活動の全体目標
に対する達成度

55%

題

市民の多くは、ゴミを外や川などに投棄することで「処理」してい
る。地域の取組みは、ほとんど行われておらず、一般市民に状況理解
と意識の改善が必要である。

活動内容

環境リーダーが講師を務める子どもグリーンキャンプ

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

循環 型社 会 形成推 進の組 織 化
リーダー育成事業への応 募 者が多
く、10 名募集のところ、30 名を本年度のリー
ダーとして育成した。自分のできることを広げ
たい・貢献したいなどの思いを育んだことは、
大きな成果である。
現地では、良くも悪くも政府の影響力が大
きい。そこで地方政府との協働を多くし、小
さな成果を出す。

任意団体

・方策の乏しい市民や行政に、弊会
がイニシアチブを取り、協働で環
境マルチステークホルダー委員会：
MSC を結成した。
・南タンゲラン市内の市場・河川・
湖沼の実態調査。
・MSC 会議と勉強会の実施。
活動が新聞記事になりました
・地域環境リーダー育成の実施。
・市民向け環境イベントの実施並びに、環境リーダーが講師を務める
子どもグリーンキャンプの実施。
・環境デーの設定と実施。

今後の課題
・循環型社会形成推進リーダーの育成と拡大
・環境マルチステークホルダー委員への教育を含めた組織力強化
・環境イベント並びにグリーンキャンプを充実・開催
・ハザードマップの設置並びに住民教育

日本・インドネシア水環境・衛生改善推進協議会

インドネシア国・西ジャワ州バンドン市の低所得者層コ
ミュニティにおける汚水・汚泥の適正処理とリサイクル
推進に向けたサスティナブル・ナレッジハブ活動
課

イベントの
延べ参加者数

260 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

10 回

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

バンドン市の河川汚染の原因となっている生ごみや、簡易浄化槽から排出される
汚水・汚泥の管理を、低所得者層コミュニティをモデル地区として改善すること。

目

標

分散型メタン発酵処理施設の導入のための基本調査を行ったうえで、同施設の運
転管理に必要な「有機性廃棄物の分別排出方法」や「消化液肥の利用方法」の教育
を関係者に行うこと。
第 1 回 WS 参加者と全体撮影（バンドン市）

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

廃棄物分別や液肥利用に関わる
市の関係部局や住民団体、農民団
体の意見を面談やアンケートで事前
に把握。
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千葉バイオガスセンターの
見学を終えて

達成できなかったこと
対象地区の簡易浄化槽の管理状況が悪いことからメタン発酵処理施設の処理対象外に
した。これについては、浄化槽の実態調査を本調査前に充分行っていなかったためと考える。

今後の展望
施設整備による環境改善に加え、廃棄物の分別排出や液肥利用の普及による市民
の環境意識向上が期待できる。
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バンドン市の関係者に向けた液肥
の使 用に関する利用方法と、地 域
住民のための食品廃棄物の分別排
出の手引き書として、それぞれの冊
子を作成。

活動内容
①市内河川の汚染源の実態把握 ②市の自然・経済・社会の
条件に適した汚染源管理方法（メタン発酵処理）を提案 ③
メタン発酵処理施設の運転に必要な「廃棄物分別排出」及び「副
産物である消化液肥の使用普及」の方法を検討し、結果を冊
子としてまとめ関係者に配布 ④メタン発酵処理のパイロッ
ト施設の整備に向けた基本調査（設置場所、収集区域等）を
行い、既存の財政支援制度活用を前提とした施設整備計画を
作成

（特非） 太陽光発電所ネットワーク

太陽光発電リユース市場形成による循環型
エネルギー社会の構築
課

イベントの
延べ参加者数

80 人

太陽光発電シス
テムの回収

1 システム

活動の全体目標
に対する達成度

70%

題

住宅用太陽光発電システムの適正処分に関する法的整備が著しく遅れている。リサイク
ル・リユースの仕組みづくり、ユーザーに対する廃棄時の必要情報の提供が急務である。

目

標

住宅用太陽光発電システムのリサイクル・リユースに資する仕組みづくりに寄与
する現状調査を実施するとともに、設置ユーザーに対して廃棄時の相談窓口を開設
し、パネル回収に繋げるとともに、必要な情報提供を行う。
リユースパネル設置ワークの様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

・活動報告会には、市民の方々が多
く参加し、太陽光発電のリユース
取組みが始まったことを広く周知す
るとともに、共同して活動していけ
るメンバーを獲得できた。
・事業者との活動連携の糸口がみえ
た。
●工夫

報告会はメールだけでなくハガキ
でも広報し、多くの参加者を募った。

任意団体

活動内容
・太陽光発電システムの寿命及び、廃棄について設置ユーザー
に対し、アンケート調査を実施した。
・太陽光発電システムのリサイクル・リユースに関する文献調
査及び、メーカ・メーカ団体・設置事業者に対しリユースの
取組み実態についてヒアリングを実施した。
・パネル廃棄に関する相談窓口を開設し、回収・再利用などに
関する仕組みの基礎調査・基盤づくりを行うとともに報告会
を開催し、取組みを広く周知した。

活動報告会の様子

達成できなかったこと
国やメーカに対して、リユース・リサイクル促進の法的整備を進めるための働きかけを
予定していたが、期間内には難しかった。人手不足もあり今年は調査活動に専念したため。

今後の展望
リサイクル・リユース実績のある市民団体・事業者と連携し、市民主体のパネル
リユースの仕組みを構築する。

次世代のためにがんばろ会

八代地域における循環型社会へ向けた
ごみ減量・生ごみ堆肥化推進活動
課

市民の燃えるご
み 1 人 50g 減量

24g 減量

隊員の生ごみ減
量 100t

113.5t

活動の全体目標
に対する達成度

90%

題

「一人 1 日のごみの量を 50g 削減」を目標としている自治体だが、
約 3 年間で 26% 削減しているもののマンネリ化しているので、引き
続きごみ減量と啓発をし、市に提言して行く。

活動内容

園児と生ごみ堆肥化作業

◆成果と工夫したポイント

●工夫

生ごみ処理箱「もったいなか箱」
利用者の市助成金が可能になり、ま
た、
広報誌や市のチラシにも
「もったいなか箱」
を掲載紹介してくれる体制が出来た。この基
金で実働を重ねてきた結果が、実を結んだと
思う。
生ごみ処理箱利用者 84 軒の訪問メンテナ
ンスと、利用者の生ごみ減量のデーターを、
市に提言した。

今後の課題
生ごみ処理箱「もったいなか箱」の材料費が高く、助成金で賄っ
てきた部分があり、3 年間の実績で、八代市役所の助成対象品に
はなったが、沢山の依頼者のために、助成金額を増やしていただ
けるように提言し続けて行く。
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●成果

・無償で年 3 回収穫学習・実技指導
したり、学習会・メンテナンスを
年間 45 ヶ所で開催し、広報媒体
DVD を作成して学習会で利用し
た。
・行政機関などで生ごみ処理箱を展
示紹介したことで、申し込みが増
生ごみ減量吉田俊道先生講演会
加した。
・利用者のごみ減量数値を市に提言し、市議会議決をもって、生ごみ
処理箱利用者への助成金が採択された。

任意団体

中部壜商連合会

東海地域のびんリユース構築に向けたシステ
ム再生・構築に向けた、検討と実践について
課

イベントの延べ
参加者数

2,250 人

イベント参加者
の満足度

80%

活動の全体目標
に対する達成度

60%

題

びんリユースは、びん製造事業者、中身充填事業者、卸、飲食店、
一般市民、廃棄物処理を担う自治体の協力なしには実現が難しく、従
来の取組みでは後退の一途を辿らざるを得ない。

活動内容
1．東海地域びんリユース推進協議会（随時）
および総会（1 回）の開催
2．地産地消をテーマとしたリユース
（再使用）
のビジネスモデルの確立
3．2 の効果の検証と、とりまとめ（報告書）
4．東海地域における、日本酒に関わるステー
クホルダーとのネットワーク構築

東海地域びんリユース推進協議会

◆成果と工夫したポイント
●成果

びんリユースの実証実験に際し、
酒造 3 社及び、外食事業者 2 店舖
の協力を得られた。とりわけ、ネットワーク作
りにおいては、学生をはじめ若い世代の参画
が可能となった。

●工夫

若者世代の参画を実現するため、この地域
で産官学とのネットワークを持つ主体との連
携を重視し活動した。

なやばし夜イチ

今後の課題
持続可能なビジネスモデルにするには、協力していただける料
飲店を増やし、点と点を線で繋ぎ、効率の良い回収ルートを構築
する必要がある。今後の課題は、料飲店に対して推奨できるリユー
スびんの商品を増やすことである。

（特非） コンシューマーズ京都（京都消団連）

水銀条約にともなう国内対策の提案と
その実現のために
課

イベントの
延べ参加者数

308 人

回収実験で回収
した水銀体温計

74 本

活動の全体目標
に対する達成度

90%

題

水銀条約の採択にともなう国内対策整備にあたり、必要な情報共有と提言活動を行い、蛍
光管など水銀使用製品の適正処理のための国内対策とルールが整備されることをめざした。

目

標

水銀条約にともなう国内対策への意見反映と普及啓発をすすめるとともに、自治
体、事業者とのパートナーシップ型の活動をすすめることにより、京都市域をはじ
め各地の自治体の水銀廃棄物対策の確立をめざしてきた。
水銀体温計の回収実験

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

水銀 条約という少し縁 遠い問題
を、蛍光管、水銀体温計など身 近
な水銀使用製品の問題から取り上げ
た。
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回収実験であつまった
水銀体温計

達成できなかったこと
水銀条約に伴う国内対策の中で、水銀使用製品の適正処理に関する「拡大生産者責任」
の明確化については、私たちの力だけでは実現できなかった。残された最大の課題である。

今後の展望
水銀条約にともなう国内対策の推進のために、自治体、事業者とのパートナーシッ
プ型の取組みを展開する。
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国内対策の普及啓発については、
パンフレットが効果的なものであっ
た。水銀体温計・水銀血圧計の回収
実験は効果をあげ、京都市のシステム
づくりに貢献した。この活動は、
現在、
各地のモデル事業につながっている。

活動内容
国内対策への意見反映のために、京都府内自治体からの意
見書提出、
国会への要請を行った。関連法の審議を行う衆議院・
参議院の関連委員会への要請を行う中で、参議院環境委員会
では「参考人」として意見表明をする機会が与えられた。国
内対策の普及啓発のために、シンポジウムやセミナーの開催、
啓発物の作成を行った。国内対策の要になる水銀使用製品の
回収実験をふくめ、自治体、事業者とのパートナーシップ型
の活動をすすめた。

（特非） 持続可能な社会をつくる元気ネット

「連携で共創する地域循環圏めざして〜個別リサイク
ル法見直しに向けたマルチステークホルダー会議」の
開催
課

マルチステーク
ホルダー会議

3回

全国 500 人へのアン
ケート調査回収量

466 人

活動の全体目標
に対する達成度

100%

題

平成 25 年度からの各リサイクル法見直しに向け、EU 各国の実施状況と消費行動を調
査。NGO・事業者・自治体等、マルチステークホルダーで熟議し、連携して解決をめざす。

目

標

熟議の場としてのマルチステークホルダー会議実施と、見直しに向けた提案。環
境配慮に関する消費行動アンケートと普及啓発。2020 年の大規模イベントにおける
環境配慮と、それを契機とした持続可能な循環型社会構築。
最新情報の共有と率直な意見交換の場

◆成果と工夫したポイント
●成果

都内では、企業・スーパーマーケッ
トの連携の環が、ペットボトルの店頭
回収の位置づけの明確化という成果
に。8 月の学習会では、
「イベントご
みゼロ」を目標に掲げたロンドン五輪
の取組みを国内の関係者と共有。
●工夫

3 年間の取組み成果を広く社会に
発信するため、今後、具体的な活動
につなげる参考資料として冊子を作
成。

活動内容
〇マルチステークホルダー会議を 25 年度 3 回、26 年度 4 回、
27 年度 3 回実施。
〇個別リサイクル制度の実施状況を、EU 視察調査及び 2012
ロンドン五輪大会の環境配慮調査を実施し、マルチステー
クホルダー会議で報告。見直し議論の参考にした。
〇環境配慮商品と消費行動の全国アンケート調査と分析。
〇 NGO/NPO、事業者、一般向けに、2020 年とその先の持
続可能性学習会の開催と情報発信。

8 月の学習会：満席の会場
で熱心な質疑応答

達成できなかったこと
特になし。むしろ想定以上の成果として、各リサイクル法の見直し審議に活かすだけで
なく、信頼関係が連携による相乗効果を生み、現実の社会システム改善案等につながった。

今後の展望
3 年間の成果、信頼の環を活かし、2020 東京五輪や、それを契機にした持続可能
な社会構築に取り組む。

（特非） スペースふう

環境と未来世代に優しい「エコイベント認
証制度」開発のための調査研究事業
課

助成活動がメディア
に掲載された回数

7回

ガイドライン市民案の
パンフレット配布部数

2,500 部

活動の全体目標
に対する達成度

90%

題

山梨県ではこれまで県が定めたイベント開催時の環境配慮に関する要綱が存在してい
たが、県内の多くのイベントでは環境対策が十分に行われていない現状があった。

目

標

エコイベント（＝環境に配慮したイベント）の実施を山梨県内で推進するため、
「山
梨エコイベントガイドライン」の市民案と、環境に配慮したイベントを ｢山梨エコ
イベント｣ として登録する仕組みを作る。
エコイベントガイドラインのパンフレット

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

山梨県内の有識者による委員会を
立ち上げ、環境や調査研究に関する
アドバイスを受けながら事業を実施
した。

・山梨県内の 10 イベント（全 16 回）で、アンケートやヒヤ
リング調査を実施した。
・「山梨エコイベントガイドライン｣ 市民案のパンフレットを
作成し、県内の自治体やイベント関係者に配布した。最終的
に、市民案として山梨県に提出した。
・「山梨エコイベント」登録を試行し、7 イベントを登録した。
・太陽光発電や地産地消など、県内のいくつかのイベントに新
たな環境対策の取組みを提案し、効果を検証した。

エコイベント登録された
イベント会場の様子

達成できなかったこと
エコイベント登録の試行期間が短かったため、登録の仕組み自体があまり周知できず、
登録イベントの認知度やイメージアップにつながる広報面でのサポートも弱かった。

今後の展望
山梨県としてのエコイベントガイドライン及び登録制度作りを引き続きフォー
ローアップしていきたい。
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「山梨エコイベントガイドライン」市
民案を基準に、7 イベントが「山梨エ
コイベント 2015」として登録された。
登録イベントの環境対策の取組み
は、地元の新聞 3 回、テレビニュー
ス 1 回で取り上げられた。

活動内容

（特非） 中部リサイクル運動市民の会

チャリティーショップ運営団体の
ネットワーク形成事業
課

イベントの
延べ参加者数

329 人

イベント参加者
の満足度

80%

活動の全体目標
に対する達成度

100%

題

リユースの寄付品を販売し、非営利活動の資金等とする「チャリティーショップ」は、
欧米では循環型市民社会形成に役立っているが、日本でまだ認知度が低く広がっていない。

目

標

日本におけるチャリティーショップの概念を広く情報発信して認知度を高めると
ともに、チャリティーショップ運営団体がより円滑に活動を発展させるため、運営力・
発信力等をともに強化できるネットワークを形成する。
第 1 回チャリティーショップ全国フォーラム

◆成果と工夫したポイント
●成果

①会議の開催 7 回 ②見学会等の
開 催 2 回 ③ 冊 子 の 作 成 5,000
部、環 境 NPO 等 2,000 団体に送
付 ④リーフレットの作成 10,000
部 ⑤フォーラムの開催 3 回
●工夫

各 団 体が 国内に点在しているた
め、一年目にメーリングリストを開設
して情報を共有した。

活動内容
1. チャリティーショップ調査の実施と共通冊子の作成・配布。
2. フォーラムの開催（1 回 / 年、計 3 回開催）。
3. チャリティーショップの現場を見学する共同研修の開催。
4. 英国チャリティーショップ大会の視察。
5. ネットワーク設立準備会議の開催。
6. ネットワークの設立。
7. 共通の広報物とウェブサイト作成。

チャリティーショップの
広報用冊子

達成できなかったこと
なし

今後の展望
ネットワークで①チャリティーショップの PR、②情報の共有、③共同研修の実施、
④共同事業の模索等を行っていく。

（特非） 日本ファイバーリサイクル推進協会

衣類・繊維 3R 活性化のための
リクチュール 活動の実践
課

イベントの
延べ参加者数

10,500 人

イベント参加者
の満足度

70%

活動の全体目標
に対する達成度

70%

題

衣料・繊維製品ゴミの再生利用を促進することによって、循環型社会体制を形成
することを目指す。

目

標

「回収した廃棄繊維製品の再利用先を創り出す」という、
（故）繊維流通プラットホー
ムづくり活動を実践することによって、衣料・繊維製品の 3R を活発化させ、衣料分
野での循環型社会体制を作り上げることを目指す。
使用済み繊維の再生加工技術を学ぶ

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

リクチュール という新概 念の
社会への浸透を図るため、産業・企
業等の理解が得られることを心がけ
た。
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リクチュール塾展 を開催

達成できなかったこと
一般家庭・地域社会との連携を強化して、
「古着活用の
を創出したい。

地産地消

活動の高まり」

今後の展望
リクチュール

という新概念の社会への浸透を、全国レベルで図っていきたい。

68

循環型社会形成

循環型社会形成

ファッション産業界・流通・市場に、
リクチュール という概念でビジネ
スを創発する機運が高まって、古着
を素材とする リクチュール・ファッ
ション で制作活動を行う若手クリ
エイターも輩出した。

活動内容
衣料・繊維製品ゴミの再生利用を促進するために、「回収し
た廃棄繊維製品を解体して、新品のファッション衣料を制作
するための材料として整理加工し、そうした再生素材を駆使
してファッション製品を制作する」 リクチュール という新
しい概念を、社会・産業に向けて普及させるための 啓発教育
技術開発
産業インフラ整備
実践支援 等の活動を、多
面的に展開した。
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国際湖沼環境委員会

アフリカにおける統合的湖沼流域管理
（ILBM）の推進
課

イベントの
延べ参加者数

35 人

生態系サービス価値共有アセ
スメント
（ESSVA）調査地点数

活動の全体目標
に対する達成度

250 地点
90%

題

アフリカの湖沼は水質汚濁等多岐に係る課題を抱えており、その背景として利害関係者
が湖沼流域の管理に関与しておらず、ガバナンスが適切に機能していない点があげられる。

目

標

・生態系サービス価値共有アセスメント（ESSVA）調査の手法を開発し、実施する。
・東アフリカにおける ILBM 推進の拠点となるよう、ケニアで ILBM を定着させる。
・西アフリカへの拡がりを促進する。
住民の意識評価調査票（ESSVA 調査票）紙

◆成果と工夫したポイント
●成果

・ケニアを中心に ILBM の普及活動
が進み、ILBM プラットフォームプ
ロセスが定着しつつある。
・ILBM を住民参加で展開していくた
めの ESSVA の手法を開 発、3 湖
沼で実施し、結果を共有した。
●工夫

過 去 20 年 以 上 実 施 してい る
ILBM 研修など、当財団のこれまで
のアフリカにおける活動と連携させ
た。

任意団体

活動内容
・ESSVA 調査項目の決定やその実施に向け、ケニアより専門家
5 名を招聘し、6 日間に渡るワークショップを日本で開催した。
・ケニアの 3 湖沼で ESSVA 調査を実施し、湖沼を含む流域に
おける生態系サービスが、生活に及ぼす影響を住民が評価し、
その結果を解析した。
・実 施した ESSVA 調 査 の 結 果を受け、ケニアにおいて専 門
家 30 名が出席したワークショップを開 催した。その結果は
UNEP 等の国際機関とも共有した。

ケニア専門家との
ワークショップ（8 月）

達成できなかったこと
ILBM のケニア全体、さらには東アフリカ、西アフリカ等への普及が今後の課題で
あり、普及のためには、長期的な視点での取組みが求められる。

今後の展望
ILBM のケニア主要湖沼への普及と、ケニア以外のアフリカ地域への普及のための
活動を行っていく。

Pesticide Action Network Asia & the Paciﬁc

マレーシアのカメロン高地における非常に有害
な農薬使用を減らすためのコミュニティー活動
課

助成活動がメディア
に掲載された回数

18 回

農民ワークショップ
講座への参加農家数 5（＋若者 1）農家
活動の全体目標
に対する達成度

100%

題

国内有数の農業生産地であるカメロン高地の水系や環境は、
有害農薬に汚染されている。
その事実を調査し、農家に農薬の危険性などの情報を広め、有機農業への転換を進める。

目

標

農薬汚染が進んでいる水系の残留農薬分析、農家への農薬の危険性に関する情報
提供。農家だけでなく、地域行政、学校、科学者、マスコミを巻き込んで、この地
域の農薬削減に向けた幅広い意識啓蒙と行動。
研修参加後、コンポストを利用し土壌を肥沃に

◆成果と工夫したポイント
●成果

2,000 人の 農 家と消 費 者、100
人の政府関係者が、カメロン高地の
農薬汚染の状況やこの地 域の農薬
問題の情 報をえた。この地 域の行
政・関係者に知らせる 2 つのワーク
ショップを開催、1 農家が有機農業
に転換した。
●工夫

幅広い分野の人たちの農薬削減意
識向上のために、さまざまな角度か
ら彼らとの連帯を強める努力をした。

活動内容
初年度には、地域の河川の残留農薬分析を行った。それに
よって明らかになった汚染の事実をもとに、次年度には、農
民ワークショップの他に、政府役人、科学者、マスコミ、地
域の環境グループ、学生などを招待した農薬汚染と有害農薬
の人体影響に関する知識、脱農薬への手法などに関するワー
クショップの開催と、知識普及のための DVD 作成、上映、有
機農家の見学と学習会を開催、農薬から子供を守るためのキャ
ンペーンも行った。

伝統的農地（Velu さん）
研修前

達成できなかったこと
意識啓蒙はできたが、地域の農薬政策の変更まではできなかった。また、有機農業に転
換する農家の数をさらに増加させることはできなかった。一歩ずつ進むので時間がかかる。

今後の展望
より多くの農家が研修を受けて、農薬削減に向けて農業の仕方を改善し、有機農
産物の販路拡大をする。
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公益財団法人

宍道湖・中海汽水湖研究所

汽水湖にふさわしい湖沼保全策の検証及びヤマトシジミ
資源回復のための活動―宍道湖をモデルとした提案―
課

イベントの延べ参
加者数

300 人

イベント参加者
の満足度

70%

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

宍道湖のヤマトシジミの資源回復の方策を探るなか、豊かな生
物相の存在、漁業、良好な景観や水質の両立が求められると認識
した。汽水湖特有の保全管理策の提案を目指す。

活動内容

湖底に「ケイ酸」を供給する技術開発の実験

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

「湖沼保全施策」といった専門的
なテーマを、シジミ資源量の推移と
照らし合わせ、一般の人が身 近な問題と捉
えられるよう工夫した。シンポジウムには約
300 人が参加し、そこで今後まとめる提案の
方向性を示した。
活動②の湖の保全施策の検証については、
調査結果をグラフに反映させ、シンポジウム
用資料集に掲載した。

活動テーマの柱となるのは次の二
つの活動である。
①宍道湖の底質改善のための調査
活動：1）青 潮対策としての「硫
化鉄化法」の確立と普及活動。2）
「ケイ酸」に注目したケイ酸供給の
実験場で湖の環境を再現するための
技術検討。
測定器
② 宍 道 湖が 湖 沼 法 の 指 定 湖 沼と
なった以降の施策が、湖や流入河川に与えた影響の検証：ヤマトシ
ジミ資源量調査や他水域における施策についての資料収集・分析。
最終年度には上記調査活動をもとに、宍道湖をモデルとした提案
をまとめる。

今後の課題
底質改善に関する活動：公開実験の実現。地域の潜在資源を活用し、
低コストで有効な底質の改善が見込まれる技術の開発を、広く周知していき
たい。本活動の成果をもとに、将来的にはシジミ漁場で実証実験を目指す。

（特非） 東京労働安全衛生センター

2 つの大震災から学び来るべき都市型地震
に備えるアスベスト対策の提言と普及活動
課

イベントの
延べ参加者数

236 人

イベント参加者
の満足度

92%

活動の全体目標
に対する達成度

65%

題

残されているアスベストについて、震災に備える対策と解体時
の対策を住民、建物所有者、事業者、作業者、自治体がともに進
めることによって、リスクを最少にすること。

活動内容

武蔵大学の学生たちと調査前の打合せの様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

2 年間で 631ヶ所の解体現場調査
を訪問し、解体中の現場 195 ヶ所の
うち 40 件（20.5%）で、アスベスト含有建材
の取り扱いに破砕などの問題がみられ、指摘
によって飛散防止策がとられた。
パンフレット、建材サンプルなどの分かりやす
いツールを活用して、見て、さわり、やってみる
体験型で示す。

1）
都市型震災に備えて：①建物の
アスベスト含有建材使用状況調
査、 ② ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 の
計画的除去、③地域防災計画に
アスベスト対策を取り入れるこ
と、④防じんマスクの備蓄とマ
解体現場終了後現場で発見された
スクフィット研修実施。
スレート板
2）
通常時のアスベスト対策として：
①改正大気汚染防止法の徹底と地方自治体の条例の制定促進、
②リスクコミュニケーションの促進、③事業者と労働者へのアス
ベスト飛散、ばく露防止対策の教育研修活動の強化に取り組む。

今後の課題
来年度は、これまでの活動を踏まえ、各地での住民参加による
ワークショップ、キャンペーンを実施しながら、国、地方自治体
などにアスベスト対策の強化を要請する。企画の宣伝と自治体等
への働きかけを強化する。
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公益財団法人

PRTR データを活用した 2020 年目標達成に
向けた化学物質管理のあり方の普及啓発活動
課

イベントの
延べ参加者数

400 人

活動に対する
問合せ件数

50 件

活動の全体目標
に対する達成度

90%

題

有害物質排出削減のための事業者の自主的取組みを評価し、家庭内
に退蔵されている有害物質の現状把握と対策を考える。化学物質管理
に関する 2020 年目標の達成に寄与する。

活動内容

ICCM4 の会場と T ウオッチの名札

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

事業者アンケートは約 65 社から
回答があった。家庭の中のアンケー
ト調査は、50% の回収率で約 1,200 人から
回答があった。2020 年目標実現に向けたガ
イドブックは 300 部作成し、関係者に配布し
た。
家庭内に退蔵された有害物質に関するアン
ケートは、せっけん運動全国ネットワーク加
盟生協の協力を得た。

PRTR 届出排出量の経年変化を検証し、
事業者の自主的取組みを評価するための
アンケートを実施した。家庭内に退蔵され
た有害化学物質を含む製品の現状を把握
するアンケート調査を実施した。ジュネー
ブで開かれた第 4 回国際化学物質管理会
議 ICCM4 に参加して、化学物質管理に
関する最新の国際動向を把握し、2020 年
目標実現に向けたガイドブックを作製した。
2020 年目標実現に向けた地域セミナーを
3 か所で開催した。

今後の課題
事業者の自主的取組みに関するアンケート結果をもとに事業者
にヒアリングを行い、詳細な評価を実施し、結果を公表する。模
範的な事業者をリスト化する作業を行いたい。

（特非） ASIA Environmental Alliance

岩手大学の学生によるインドネシア・バリ島国立ガ
ネーシャ教育大学における節電・省エネ啓発のコー
ディネート活動
課

ICCM4 参加報告会資料表紙

一緒に活動に取
り組む学生

15 名増

省エネ活動を行っ
た学生の割合

40%

活動の全体目標
に対する達成度

88%

題

インドネシア・バリ島における節電・省エネ活動による電力消費量の削減の観点
から、停電の多発に対処しようとする第一歩を見出すこと。

目

標

バリ島にあるインドネシア国立ガネーシャ教育大学シガラジャキャンパスの学生
and Transfer Register 化学物質排出移動量届出制度）
■ PRTR（Pollutant Releaseが、節電・省エネ意識を高め、節電・省エネ方法を理解し、自主的かつ継続的な節電・
省エネ活動を行えるようになること。

人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれのある化学物質について、環境中への排
活動内容

ガネーシャ教育大学での打ち合わせ
出量及び廃棄物に含まれての事業所の外に移動する量を事業者が自ら把握し、国に報告を
2015 年 9 月と 2016 年 2、3 月に、岩手大学の学生がガネー

◆成果と工夫したポイント

シャ教育大学シガラジャキャンパスでの節電・省エネに加え、

行い、国は事業者からの報告などに基づき、対象化学物質の環境への排出量等を把握、集
廃棄物分別啓発活動を実施。具体的には、教室の節電・省エ
●成果
ガネーシャ教育大学で学生団体
計し、公表する仕組み。

「nigokasei」を結成。計 15 名が岩手
大学の学生と一緒に 2 回の環境活
動に取り組んだ。同大学シガラジャ
キャンパスで節電・省エネ・廃棄物分
別・削減活動を続ける基盤ができた。
●工夫

ガネーシャ教育大学の学生・教員
との打ち合わせを踏まえた、岩手大
学の学生による自発的な活動を尊重
したこと。

ネ調査とペットボトル廃棄物分別率調査、ポスター・ステッ
カーの作成と貼付、セミナーで日本の省エネ・廃棄物分別活動、
スウェーデンの環境教育などの紹介、ワークショップで参加
出典：地球環境基金 HP 「環境キーワード一覧」
バリ島の環境改善に関する
者によるバリ島の環境問題の解決策の検討と発表などを行っ
発表の様子
た。

達成できなかったこと
ガネーシャ教育大学シガラジャキャンパスにおける 2015 年の電力消費量を前年
（2014 年）
比で 3% 削減。同キャンパスの電力消費量データの入手が難しかったため。

今後の展望
ガネーシャ教育大学シガラジャキャンパスでの環境活動の継続に加え、地域内の
小学校などでの環境教育を検討。
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（特非） 有害化学物質削減ネットワーク

総合環境教育
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ケートは、せっけん運動全国ネットワーク加
盟生協の協力を得た。

範的な事業者をリスト化する作業を行いたい。

（特非） ASIA Environmental Alliance

岩手大学の学生によるインドネシア・バリ島国立ガ
ネーシャ教育大学における節電・省エネ啓発のコー
ディネート活動
課

一緒に活動に取
り組む学生

15 名増

省エネ活動を行っ
た学生の割合

40%

活動の全体目標
に対する達成度

88%

題

インドネシア・バリ島における節電・省エネ活動による電力消費量の削減の観点
から、停電の多発に対処しようとする第一歩を見出すこと。

目

標

ガネーシャ教育大学での打ち合わせ

◆成果と工夫したポイント
●成果

ガネーシャ教育大学で学生団体
「nigokasei」を結成。計 15 名が岩手
大学の学生と一緒に 2 回の環境活
動に取り組んだ。同大学シガラジャ
キャンパスで節電・省エネ・廃棄物分
別・削減活動を続ける基盤ができた。
●工夫

ガネーシャ教育大学の学生・教員
との打ち合わせを踏まえた、岩手大
学の学生による自発的な活動を尊重
したこと。

活動内容
2015 年 9 月と 2016 年 2、3 月に、岩手大学の学生がガネー
シャ教育大学シガラジャキャンパスでの節電・省エネに加え、
廃棄物分別啓発活動を実施。具体的には、教室の節電・省エ
ネ調査とペットボトル廃棄物分別率調査、ポスター・ステッ
カーの作成と貼付、セミナーで日本の省エネ・廃棄物分別活動、
スウェーデンの環境教育などの紹介、ワークショップで参加
者によるバリ島の環境問題の解決策の検討と発表などを行っ
た。

バリ島の環境改善に関する
発表の様子

達成できなかったこと
ガネーシャ教育大学シガラジャキャンパスにおける 2015 年の電力消費量を前年
（2014 年）
比で 3% 削減。同キャンパスの電力消費量データの入手が難しかったため。

今後の展望
ガネーシャ教育大学シガラジャキャンパスでの環境活動の継続に加え、地域内の
小学校などでの環境教育を検討。

（特非） 富士山測候所を活用する会

富士山頂における環境保全活動および大気環
境観測研究を通した次世代人材育成プログラム
課

イベント参加者
の満足度

90%

助成活動がメディア
に掲載された回数

2回

活動の全体目標
に対する達成度
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100 %

題

将来、環境保全関連の業務に従事する大学生のため、当団体が保有する人的ネットワー
クと富士山頂の恵まれた環境を活用し、学生に高度な環境保全教育の機会を提供する。

目

標

富士山測候所の利用者 4 割の大学生らの相互関係を活発にし、学問的レベルの向
上のみならず、富士山頂の大気環境維持に関する意識の向上及び環境保全の実地訓
練をさせる機会を与える。
Fuji-Sat Challenge チームの登山（8 月 1 日）

◆成果と工夫したポイント
●成果

学生公募により、入門助成の範囲
では試験的なケースとして 1 件のみ
採択した。このプロジェクト参加者
に対して、プロの登山家及び環境省
トイレ管理者による富士山頂環境保
全活動実習を実施した。
●工夫

測 候 所 利 用者の大 学 生に対し、
プロの登山家及び環境省トイレ管理
者による富士山頂環境保全 活動を
実施した。

活動内容
＊研究者を取りまとめる仕組みを作り、「仮想環境教育機関」
としての機能をもたせるようにする。
＊学生の自主性を高めるべく、学生対象の公募研究を行う。
＊参加学生の実習として、測候所運用期間中の山頂の保全活
動も行う。
小金井市科学の祭典でアウ
トリーチ活動（10 月 4 日）

達成できなかったこと
申請書における達成目標ではないが、公募研究の応募が 1 件であり、数件に到達
しなかった。これは広報期間が短かったためと思われる。

今後の展望
当団体でしか成し得ない環境保全教育であることがわかったため、次年度も自主
資金で継続したい。

（特非） みんなでつくる自然史博物館・香川
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地域に根付いた次世代研究者育成事業

イベントの
延べ参加者数
イベント参加者

169 人
91.27%

総合環境教育

総合環境教育

バリ島にあるインドネシア国立ガネーシャ教育大学シガラジャキャンパスの学生
が、節電・省エネ意識を高め、節電・省エネ方法を理解し、自主的かつ継続的な節電・
省エネ活動を行えるようになること。

者による富士山頂環境保全 活動を
実施した。

当団体でしか成し得ない環境保全教育であることがわかったため、次年度も自主
資金で継続したい。

（特非） みんなでつくる自然史博物館・香川

地域に根付いた次世代研究者育成事業
課

イベントの
延べ参加者数

169 人

イベント参加者
の満足度

91.27%

活動の全体目標
に対する達成度

90%

題

平成 27 年度香川県レッドデータブック改定等調査業務を進めているが、調査員の
高齢化に伴い現地調査に支障が出始めているため、後継者を育てたい。

目

標

平成 27 年 7 月 18 日里山の生きもの観察会

◆成果と工夫したポイント
●成果

全体的な感想は、①楽しい：96%、
②ふつう：4%、③楽しくない：0% と
いう評 価をいただき、今後 の参 加
希望に関しては、①参加したい：約
96%、②わからない：約 4%、③参
加したくない：0% となった。
●工夫

参加者のリピート率を高め、次世
代研究者の育成の確立を高めるため
に、スタンプカードを作成・配布した。
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（特非）

活動内容
・香川県に共催事業としていただき、県下の小学校に観察会のチ
ラシを郵送いただくなどの広報活動も分担・実施いただいた。
・香川大学にも協力をいただき、双眼実体顕微鏡やルーペなど
の観察道具を貸し出しいただいた。
・当団体の会員に声かけをし、ボランティア補助スタッフを募
集し、手伝っていただいた。
平成 27 年 8 月 1 日
川の生きもの観察会

達成できなかったこと
事務的な作業時間が確保できなかったため、参加者のその後の動向（自由研究の
進展具合や、自主的なフィールドワークの有無）を調べたかったが、できなかった。

今後の展望
参加者の大半が小学校低学年であったため、小学校高学年や中学生にも参加いた
だける工夫を模索したい。

日本ハビタット協会

ラオス国における現地主体の環境保全活動
の運営管理体制の構築
課

ワークショップ
の延べ参加者数

3,251 人

植林面積

48.86ha

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

経済発展と都市集中化の過程で、森林面積が約 40% に減少し水
源涵養機能などが減退しており、現地主体の環境保全に取り組む
運営管理体制の構築が求められている。

活動内容

環境意識を高めるワークショップ

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

各村や学校において自主的な活動
が推進されている。小中学校 12 校
において、種からの苗木育成と植林による環
境保全活動が推進されている。5 つの村にお
いて、苗木の増殖活動が行われ、3ha の自
主的な植林が行われた。
地域の状況に合わせた適切な方法を選ぶと
ともに、地域ネットワークを十分活かしなが
ら事業を進めた。

学校でのワークショップの開催
による地域全体の環境意識の向上
を促しながら、植林や種からの苗
木育成、株の増殖活動といった実
践を取り入れることで、地域主体
で環境保全が行われる土台づくり
を進めた。ラオス給水公社、農業
村人による果樹の増殖活動
局、教育局等の地域ネットワーク
を活かしながら事業を進め、各活動地域の運営体制の構築と強化
を促した。

今後の課題
大きな問題はなく、順調に進んでいるため、今年度作り上げた
ものをより強固なものにしていけば、成果目標の達成はもちろん、
上位目標の達成にも近付けると考える。

（特非） Little Bees International

コロゴッチョスラムのコミュニティスクールを中心

植樹数
廃棄物を利用した
リサイクル製品

1,500 本

76

600 個

総合環境教育

総合環境教育

・生き物に触ることのできる子ども、興味・関心を持てる子ども、生き物を観察する子ども
を増やす。
・地域住民や子どもたちに対して、自然保護活動の重要性と意義を学ぶ観察会を実施する。

ともに、地域ネットワークを十分活かしなが
ら事業を進めた。

上位目標の達成にも近付けると考える。

（特非） Little Bees International

コロゴッチョスラムのコミュニティスクールを中心
とした循環型社会形成のための総合環境教育活動（ケ
ニア共和国）
課

植樹数
廃棄物を利用した
リサイクル製品
活動の全体目標
に対する達成度

1,500 本
600 個
80%

題

コロゴッチョ・スラムにおいて、子どもたちの呼吸器系の疾患
原因と貧困に直結する、コミュニティの生活環境の悪化の原因に
なっている、環境汚染（廃棄物汚染）を緩和させる。

ナイロビ川沿いの植樹活動

◆成果と工夫したポイント
植樹活動で植えた木の数 1,500 本
（スポットは 20 か所）
。環境セミナー
の延べ参加者 1,200 名。育成した地域の環
境リーダー 40 名。ゴミ拾い運動で集めたご
みの量 250kg。製造したリサイクル製品は
600 個。

●成果

●工夫

環境教育のため環境系の他団体に教員を
研修派遣。太陽光メーカーにも協力を依頼し、
実践的な内容を心がけた。

スラムのコミュニティスクール
におけるユースを対象とした環境
教育。団体のアマニ教育センター
の教室で、毎週水曜日の午後 3 時
から 1 時間ほど実施。毎回 50 名
近くの生徒が参加。日本の ESD
の事例も紹介しながら、温暖化問
コミュニティスクールでの環境教育
題等世界における環境課題や、そ
の解決に向けた活動や枠組みも説明。環境が将来世代、そして、
自分たちの社会にとってどれだけ大切なことなのか、草の根での
環境保全活動につなげていくための授業を展開した。

今後の課題
現在の質を維持したままでの地域の環境リーダーの拡大と人材
の発掘。植樹活動の参加者のすそ野の拡大。2 年目を迎える環境
授業のユース世代の行動につながる、環境意識の活性化を目指し
たカリキュラムの見直し。

（特非） イカオ・アコ

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
課

イベント参加者
の満足度
活動掲載ホームペー
ジのページビュー数
活動の全体目標
に対する達成度

90%
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3,600 ビュー
80%

題

対象地域は、サトウキビ畑で働く小作人たちの村で、住民は貧困に
よる低学歴と、それによる農業についての知識の不足、低賃金労働と
いう悪循環に陥っている。

活動内容

市内の優良農家によるファームツアー

◆成果と工夫したポイント
●成果 ・途中で退学する高 校 生が 0 名で

あった（例年数名ずつが脱落）
。
・優良農家や農業大学、オーガニックフェス
を見学し、農業に関する視野が広がった。
・昨年度より多くの農産物が生産でき、一部
は販売につながった。

●工夫

2 校で 4 年生約 80 名が ESD 特別授業を
受講した（計 30 回）
。

任意団体
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質の高い教育を行うため、教員
26 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。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育した
教員向けワークショップの様子
（アウトプット：有機肥料 1 トン、
コーンコクション（有機液体肥料）100 リットル、チンゲンサイ
20㎏、レタス 3kg、オクラ 100 本、ピーナッツ 50kg、とうもろ
こし 20kg）
。

今後の課題
農業を中心に高校生に ESD を教えてきたが、将来の仕事には農
業以外を希望する生徒が多かった。第 3 年次は農業を専門に学び、
農業の職に就きたい若者が集まる大学の農業課を対象として活動
を続けたい。

応用地質研究会ヒ素汚染研究グループ

バングラデシュの水供給困難地域における給水施設の

イベントの
延べ参加者数
対象 12 ユニオン中の停
止中給水施設再稼働率

570 人
7%

総合環境教育

総合環境教育

活動内容

を続けたい。

任意団体

応用地質研究会ヒ素汚染研究グループ

バングラデシュの水供給困難地域における給水施設の
持続的利用のための啓発活動及び維持管理技術支援
課

イベントの
延べ参加者数
対象 12 ユニオン中の停
止中給水施設再稼働率
活動の全体目標
に対する達成度

570 人
7%
60%

題

バングラデシュの地下水ヒ素汚染地域・地下水塩水化地域で、
コミュニティーによる運営が行われている給水施設の、持続的利
用を進める。

ゴガ村での維持管理トレーニング実施状況

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

地下水ヒ素汚染地域 12 ユニオン
中 11 ユニオン 17 か所で啓発活動を
行った結果、7 ユニオン 8 か所で利用者組合
が立ち上がり、停止中給水施設の修繕・維
持管理トレーニング、ワークショップに至った。
地方行政（ユニオン）
、政府の水供給担当
部署（DPHE）と連携を図った。

活動 1：既存給水施設の実態調査
地下水塩水化地域について現地
調査を行った。
活動 2：地下水ヒ素汚染地域で昨
年度選 定した 11 ユニオン 17 か
所に対して、停止中給 水施設の
再 稼 働 促 進キャンペーン、住民
ゴガ村の維持管理組合委員
組織化支援を行った。
マニュアルを贈呈した
活動 3：活動 2 の結果、8 か所で利
用者組合が立ち上がり、停止中給水施設の修繕、維持管理トレーニ
ング、モニタリング、安全な水供給のためのワークショップを行った。

今後の課題
再稼働した給水施設の維持管理が住民によって主体的に適切に
行われるかどうか、行政がこれを支援できるか。地下水塩水化地
域でも同様に停止中給水施設再稼働を進める。
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（特非） nature center risen

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
課

環境教育教官研修・モデ
ル授業の延べ受講人数

94 人

環境教育教官研修・モデ
ル授業受講者の理解度

100%

活動の全体目標
に対する達成度

66%

題

カンボジアでは経済発展に伴う大気汚染などの環境破壊が始
まっている。ポル ･ ポト大虐殺で知識者層を喪失した同国では、
環境保護のため環境教育指導者の養成が急務である。

活動内容

今年度の実践的環境教育のスタート

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

理科 教官 7 名と履修 生 94 名に
対する研修・モデル授業により、環
境教育の概要と意義が理解され（アンケート
の理解度は 100%）
、履修生によるゴミの片
付けで、理科実験棟の衛生環境が改善する
等の成果が表れている。
作成中の「実践的環境教育指導書（クメー
ル語）
」を研修・モデル授業で実際に使用し、
実効性を高めた。

（特非） メコン・ウォッチ

① 中学 教 員養 成 所（RTTC）の理
科教官対象に対し、年 2 回、各 1
か月程度の実践的環境教育の研修
を 実 施。 ② 同 期 間 に、RTTC 理
科 履 修 生 対 象のモデル 授 業を実
施。③「実践的環境教育指導書
（ク
メール語）
」の原案を作成、全国の
RTTC 理科教官による実践的
RTTC、小学校教員養成所、カン
環境教育指導
ボジア教育省等から広く意見聴取。
④実践的環境教育に必要な教育器材を整備（標本設置用棚一つを増
設、標本類などを充実）
。

今後の課題
・教官が「実践的環境教育指導書（クメール語）」を使って環境教
育を行えるよう指導する。
・履修生が卒業後に教員として環境教育を行えるよう指導する。
・
「実践的環境教育指導書（クメール語）
」の完成と配布。

メコン流域 3 カ国における
「人びとの物語」

環境教育教材の配
布割合（70% 目標）

69%

環境ワークショップに参加
した児童数（目標 130 人）

270 人

78

総合環境教育

総合環境教育

活動内容

ル語）
」を研修・モデル授業で実際に使用し、
実効性を高めた。

・履修生が卒業後に教員として環境教育を行えるよう指導する。
・
「実践的環境教育指導書（クメール語）
」の完成と配布。

（特非） メコン・ウォッチ

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
課

環境教育教材の配
布割合（70% 目標）

69%

環境ワークショップに参加
した児童数（目標 130 人）

270 人

活動の全体目標
に対する達成度

70%

題

自然資源に根ざした生活が営まれてきたメコン河流域では、自然にまつわる民話等が伝
えられてきたが、近年、在来の自然資源利用と伝統的な口承文学の世界が失われつつある。

目

標

ラオスの小学校での環境ワークショップ

◆成果と工夫したポイント
●成果

環 境 教育のための小冊子をタイ
語・ラオス語・クメール語で計 900
部 発 行 し、69% に あ た る 621 冊
を配布した。タイとラオスで、延べ
270 人の児童が参加する環境教育
ワークショップを開催した。
●工夫

ドラフト版を用いたワークショップ
を経て、実践を踏まえた改善点を反
映させた環境教育教材を発行した。

活動内容
ラオス北部・南部、カンボジア東北部、タイ東部・北部・
東北部で調査を行い、自然にまつわる伝説・昔話等を文字・
音声・映像で記録し、ブックレット・インターネット・シン
ポジウムを通じて発信した。また、物語を使った環境教育の
ための小冊子を制作し、タイとラオスで小中学生を対象とし
た環境ワークショップを開催した。小冊子を各国の環境・教
育関係の団体に配布するとともに、国際ワークショップを通
じて経験交流を行った。

物語を活用した環境教育の
ための小冊子

達成できなかったこと
担当スタッフの体調不良と現地コーディネーターの関わりが薄れたことで、カン
ボジアでの環境ワークショップが実施できなかった。

今後の展望
ウェブサイトを通じた情報発信と、環境教育のための小冊子の配布を継続し、活
動の効果の維持・波及を狙う。

（特非） ゆいツール開発工房（ラボ）

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〜国立公
園スタッフの意識啓発と住民支援プログラム等〜
課

クラフトづくり
講習会参加者

25 人

農業グループに提供し
た果物の苗木の本数

50 本

活動の全体目標
に対する達成度

60%
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題

森林破壊がすすむスマトラ島リアウ州のブキッ・ティガプル国立公園（TNBT）は、
公園内に暮らす先住民・地域住民らの活動によって、近年森が切り開かれつつある。

目

標

ブキッ・ティガプル国立公園（TNBT）内の先住民等が、森を守ることで利益を得
られる方法を探り、現地 NGO や住民らとともに活動を実施することで、住民の生活
向上を目指す。
クラフトづくり講習会の様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

レマン村の農 業グループのメン
バーは、はちみつグアバ（ジャンブゥ・
マドゥ）を植え付け・管理を行ってい
る（47 本が生育中）
。
レマン村周辺の女性たちがクラフ
トを作れるようになり、ごみ銀行か
ら注文を受けた。
●工夫

住民たちの理解に合わせて、セミ
ナーと講習会を段階的に 2 回実施した
（いっぺんに多くの情報を与えない）
。

GREEN

79

活動内容
● TNBT 周辺のレマン村の農業グループを支援する目的で、
果物の苗木を提供しセミナーを 2 回実施した。●レマン村な
どの女性グループを支援する目的で、プラスチックごみを再
利用したクラフトづくり講習会を 2 回実施した。● 4 月と 10
月に、東京でイベントに出展し、ゆいツールの活動をアピー
ルした。●レマン村にて、有機野菜作りを実験した。●リア
ウ州のいくつかの NGO と交流するために、スタディツアーを
行った。

果物の苗木の管理方法の
レクチャー

達成できなかったこと
予定していた西バリ国立公園スタッフと TNBT スタッフのシェアリング活動は、9
月にスマトラ島で発生した森林火災による煙害のために中止とした。

今後の展望
住民らが自らの取組みにより成果を得ることができ、国立公園の森林にダメージ
を与える行為を減らす。

イベントの
延べ参加者数
2016 年 1 月に収 集さ

400 人

総合環境教育

総合環境教育

（1）伝説・民話等の「人びとの物語」にみる地域の自然資源利用の知恵を再評価し、
（2）そうした物語を活用した環境教育教材を開発し、
（3）メコン地域の自然資源管
理を考察する上での新たな視点を提供すること。

ナーと講習会を段階的に 2 回実施した
（いっぺんに多くの情報を与えない）
。

住民らが自らの取組みにより成果を得ることができ、国立公園の森林にダメージ
を与える行為を減らす。

GREEN

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
課

イベントの
延べ参加者数

400 人

2016 年 1 月に収 集さ
れた生徒による改善数

620 件

活動の全体目標
に対する達成度

65%

題

ベトナムメコンデルタの青少年環境保護活動普及のため、中学・高校の教
職員を参加型環境教育トレーナーに養成して、青少年に WINDY（参加型学習
による中高生向け環境保護教育）環境保護活動を進め、その成果を収集する。

カント市の中学・高校 6 校の教員
75 名を対 象に、2 日間の WINDY
環境教育トレーナー研修を行い、教
職員が各学校で生徒 20 名に対して、
1 日間の WINDY 環 境 教育を実施
した。また、教職員の教授法にも
取り入れた。この結果、2016 年 1
古紙から再生紙を作製した
月時点で、中高生による 620 件の
高校生の改善
環 境保護改善 事例が収 集された。
これらの事例のうちには、両親や兄弟姉妹が協力して取り組まれたも
のもあった。1 月に 157 名が参加し成果発表会が行われた。

中学教員による WINDY ワークショップ

◆成果と工夫したポイント
●成果 WINDY 環境教育実施校：6 校

WINDY 環境教育トレーナー数：
教職員 60 名
WINDY 参加生徒数：138 名
生徒による改善計画数：691 件
生徒による環境保護改善件数：620 件

●工夫

今後の課題

トレーナーマニュアルを作り、教 職 員が
WINDY 環境教育の特徴である低コスト改善
等をグループ学習した。

WINDY 環境教育のブックレット（改訂版）を作成し、メコンデ
ルタで行われている伝統的な環境保護良好事例を含め、青少年に
ファシリテート出来るようにする。カント市中心部の学校でトレー
ニングを実施する。
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フィリピン・ルソン島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
課

イベントの
延べ参加者数

649 人

イベント参加者
の満足度

90%

活動の全体目標
に対する達成度

90%

題

マウンテン州は焼畑の拡張による森林破壊、地盤沈下、水不足などさまざまな環
境問題が近年浮上してきているが、住民の環境保全に対する意識は低い。

目

標

事業地の保育園からハイスクールまで、すべての学校や教育施設で環境教育が実
施され、生徒はもちろん、地域住民の環境保全に対する関心が高まる。

音楽を活用したワークショップの様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

参加したハイスクールの 88%、小
学 校 の 95%、 保 育 園・幼 稚 園 の
100% が、ワークショップで学んだ
手法で環境教育を実践した。振り返
りフォーラムでは 100% の参加校が、
今後も継続していきたいと回答した。
●工夫

経験豊富な講師を選出。自治体、
教 育委員会の協力を取り付け、教
員が学校で実践しやすい環境を作っ
た。

活動内容
地方自治体、教育委員会、州の教育省から協力を取り付け、
保育園からハイスクールまでの教員を対象に、地域の環境問
題の現状を知り、環境保全の知識を高めるための環境教育の
手法を指導した。ビジュアルアートや演劇、音楽などを使っ
た体験型のプログラムとし、日比の専門家を講師に招いた。
ワークショップに参加した教員は、各学校や教育施設でその
手法を実践し、最後にその成果を子どもたちが発表する環境
イベントを開催した。

環境イベントでの
子どもたちの作品の展示

達成できなかったこと
広範囲に広げてのワークショップの実施。山岳地方で交通手段が限られ、さまざ
まな村での実施は移動にコストと時間がかかりすぎることから見合わせた。

今後の展望
アートを使った体験型環境教育の手法が、3 年間の事業地では継続されていく。ま
た、近隣地域にも伝搬していく。

（特非） 赤目の里山を育てる会

イベントの
延べ参加者数
イベント参加者

100 人
80

総合環境教育

総合環境教育

活動内容

員が学校で実践しやすい環境を作っ
た。

アートを使った体験型環境教育の手法が、3 年間の事業地では継続されていく。ま
た、近隣地域にも伝搬していく。

（特非） 赤目の里山を育てる会

名張地域における「まちづくり協議会」
（以下
まち協）との里山保全人材育成講座の開講
課

イベントの
延べ参加者数

100 人

イベント参加者
の満足度

90%

活動の全体目標
に対する達成度

85%

題

名張地域において、里山の保全を目的として、地域の景観を守
り生物の多様性を図るために、「まちづくり協議会」と一緒になっ
て、里山保全の人材育成講座を開講する。

錦生地区住民と青年ボランティア

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

三地域で 100 名以上が里山の大
切さ・重要性を認識した。また、50
名近い人たちが実地研修に参加。実地研修
で整備した里山は 3ha。里山シンポジウムに
は 60 名の方々が参加して、これからの地域
を検討した。
「まち協」の役員の方々に早い時期から声
をかけて、半年くらいかけて協力を取りつけ
た。事業内容を良く把握した。

任意団体

名張市内 15 地区の中から 3 地
区（錦生地区・赤目地区・名張地
区）が手をあげて、里山人材育成
講座を開講した。地域内の有識者
による「座学」には、延べ 100 名
の参加があった。また、放置され
た里山での保全の実地研修も行っ
赤目公民館での里山講座
た。保全地域は 5 か所で、その場
所の環境アセスメントも実施し、保全に取り組んだ。平成 28 年 2
月には三地区合同の里山シンポジウムを開催し、60 名以上の参加
があった。関わった人たちから良好な感想が寄せられている。

今後の課題
名張市の「まち協」の 2/3 で講座を開催していく。人材育成と
里山保全を同時に進めていきたい。

いばらき自然エネルギーネットワーク

茨城の再生可能エネルギー開発を主導する
人材育成プログラムの構築
課

イベントの
延べ参加者数

230 人

イベント参加者
の満足度

75%

活動の全体目標
に対する達成度

30%
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題

茨城県では、県外資本による無秩序な再エネ事業が少なくない。
このため、持続的な地域環境・社会の維持に配慮した、地域主導
の再エネ開発を推進できる人材育成が急務である。

活動内容

現地研修の様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

自然エネルギー入門講座を試行的
に開催し 17 名が参加した。全 8 回
の養成プログラムを実施し、修了者を 12 名
輩出した。フォローアップとして修了者が企画
開催したセミナーに 60 人以上の県民が参加
した。
大学、研究・国の機関、県、市、NPO な
ど活動に関係する団体、組織とできるだけ連
携するように努めた。

（特非） ECOPLUS
81

いばらき自然エネルギーネッ
ト ワ ー ク（REN-i） が 中 核 と な
り、茨城県および茨城大学と連携
して、茨城県内の再生可能エネル
ギーの利用・開発に対する関心 ･
興味を、底辺から触発するために
入門講座を、
さらに専門的人材（再
講義の様子
生可能エネルギー開発コーディ
ネータ）養成と専門人材のフォローアップに関するプログラムを
開発し、県内の地域主導型再エネ開発の推進・支援・普及に貢献
できる人材を育成する。

今後の課題
フォローアップの充実が求められている。また、人材、資金等
において事務局機能が脆弱で、
体制整備・強化が課題といえる。フォ
ローアップに対するニーズの把握と体制整備に向けた関係機関と
の協議を進めたい。

イベントの
延べ参加者数
フェイスブック上の

166 人

総合環境教育

総合環境教育

活動内容

ど活動に関係する団体、組織とできるだけ連
携するように努めた。

ローアップに対するニーズの把握と体制整備に向けた関係機関と
の協議を進めたい。

（特非） ECOPLUS

持続可能な社会の形成に向けた、内外の多様
な主体をつなぐ「場の教育」ネットワークの構築
課

イベントの
延べ参加者数

166 人

フェイスブック上の
グループ参加人数

140 人

活動の全体目標
に対する達成度

30%

題

「地域」や「場」という言葉が、環境・野外教育や、観光、企業
の社会貢献、地域おこしの視点からも多く語られているが、領域
を越えた連携や共有はほとんどされていない。

1 日目大隈講堂小講堂での基調講演

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

国際シンポジウムには、北海道や
中国 地 方、八丈島などから実数で
100 人近い参加者があった。海外ゲストの講
演だけでなく、分科会や交流会、昼食会議な
どを通じて参加者相互のネットワーク化を図
ることができた。
シンポジウム本番のみならず、報告書の日
英 2 カ国語での作成にエネルギーを注ぎ、海
外との今後のネットワーク拡大を目指した。
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（特非）

先端的な研究者や実践者からな
る委員会を組織し、場の教育に関
する事例を持ち寄って議論を深め
た。世界的視野を持って場の教育
を議論する国際シンポジウムを開
催し、国内の関係者と議論を深め、
ネットワーク作りを進めた。日英
2 日目の国際会議場でのパネル討論
2 カ国語で講演内容などを収録し
た報告書を作成、国内外約 500 カ所に配付した。要旨を示す普及
版のパンフレットも作成配付した。フェイスブック上でのグルー
プを作成し、情報共有を行った。

今後の課題
ネットワークの規模の拡大と議論の深化。場の教育を拡大充実
させるための具体的な「場」づくり。

開発教育協会

既存の教育・研修に ESD を導入するため
の人材育成事業
課

イベントの
延べ参加者数

70 人

イベント参加者
の満足度

80%

活動の全体目標
に対する達成度

25%

題

ESD の実践が、いまだ一部関心層によるものに留まっている現
状を受け、既存の様々な分野の教育・研修に ESD を取り入れるこ
とで、ESD のさらなる普及を図る。

活動内容

ESD ステイクホルダーミーティングの様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

人材育成研修プログラムを作成す
るとともに、本事業に参加する「パー
トナー団体」を全国 4 地域から 4 団体決定
した。

●工夫

コーディネーターチームの知見やネットワー
クを活用しながら、合宿等を交えて議論を重
ねた。

公益社団法人

環境生活文化機構

本 事 業 1 年 目 と し て、ESD を
既存の教育・研修に取り入れるた
めの人材育成研修プログラム及び
教材を作成した。それらの作成に
あたり、国内外の ESD の状況を
調査するとともに、研究者・実践
者によるコーディネーターチーム
成果物「報告書および研修用教材
（ツールブック）
」
を編成し、議論を重ねた。また、
既存の教育・研修に ESD を取り入れる意義を、広く ESD 関係者
と共有するとともに、本事業への参加団体を募ることを目的とし
てセミナー・ワークショップを開催した。

今後の課題
・人材育成研修を実施し、その教育・学習面及び地域の持続可能
性の側面における成果を、具体的に把握すること。
・本事業の成果を外部に共有できる形にまとめ、広く発信すること。

里山を通じた循環型地域づくりのための

イベントの
延べ参加者数
イベント参加者

105 人

82

92%

総合環境教育

総合環境教育

活動内容

・本事業の成果を外部に共有できる形にまとめ、広く発信すること。

公益社団法人

環境生活文化機構

里山を通じた循環型地域づくりのための
次世代（ユース）育成・交流促進事業
課

イベントの
延べ参加者数

105 人

イベント参加者
の満足度

92%

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

循環型地域づくりに取り組む中、子どもたち自身が意識を向上
させ、問題解決力を身につけられるように、将来地域を担う次世
代の育成の重要性・必要性を強く認識した。

たき火の火おこしの様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

参加したユースは、たき火体験や
野外調理などの活動から、自然の中
での人の営みを学び、自然体験などから生き
物や植物の知識を学び、自然の魅力、生物
の多様性を感じる中で、活動地への愛着を育
みつつある。
参加者が低年齢層だったため、身近な体験
とつながりやすいよう、食を 1 つのテーマに
地元食材を活用した。

公益財団法人

東京都八王子市高尾地域の里山
「高尾 100 年の森」にて、小学生
等の低年齢ユースを対象に、たき
火体験、自然体験などの循環型地
域づくりのための里山体験プログ
ラムを実施した。さらに、他地域
（福島県郡山市）からユースを招
森の中での生き物探しの様子
き、東京のユースとの里山プログ
ラムを通じた地域間の交流会を実施したほか、牧場主、猟師など
中高年者との協働体験を通じた世代間の交流会を実施した。

今後の課題
本活動成果を一次的なものにしないために、参加者が継続して
対象地域へかかわることのできる仕組みや情報発信が求められる。

公害地域再生センター

公害教育の ESD 化
材として〜

〜大気汚染公害を題
課

イベントの
延べ参加者数

740 人

大学での試作教
材実践

399 人

活動の全体目標
に対する達成度

40%

62

題

これまでの公害教育は、被害地域の問題として展開されること
が多く、また被害状況など起きた事実を「正しく」伝える知識偏
重型の教育で、ESD とは、ほど遠く広がりに欠ける。

活動内容

社会課題に向き合う姿勢を公害経験から学ぶ

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

試作教材は、のべ 510 人を対象
に実践。次年度に全国集会での発
表や教員研修の依頼を受けている。西淀川
公害の現 地に福島原発事故 被災者を招き、
参加型プログラムで学びあうことで、未来に
向けてエンパワメントされた。
社会課題に関心の高い層の集まる教育集
会等で教材を紹介し、潜在的な公害教育の
ニーズを掘り起こした。

（特非） さっぽろ自由学校「遊」
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公害の経験を、
「今」の視点から
ESD として展開する。そのために
人権教育・開発教育・市民性教育
などの分野の視点を取り入れて、参
加型アクティビティ及びプログラム
を開発・試作した。さらに、それぞ
れの分野の研究会や教育現場で実
公害から学び未来を変えていく
践し、フィードバックを受け改訂を
重要性を実感
重ねた。また福島原発事故を受け、
新たに高まっている「公害から学ぶ」ニーズを把握し、プログラムを
試行。福島の大学生とともに「公害から学ぶ」意義を検討した。

今後の課題
プログラムの完成と普及。公害の被害を「正しく」伝えること
を重視する当事者に ESD の意義を伝え、語り部頼りの公害教育か
らの脱却を促す。喫緊の課題として、公害に直面している海外や
福島の人びとの要望に応える。

イベントの
延べ参加者数
イベント参加者

800 人

総合環境教育

総合環境教育

活動内容

会等で教材を紹介し、潜在的な公害教育の
ニーズを掘り起こした。

らの脱却を促す。喫緊の課題として、公害に直面している海外や
福島の人びとの要望に応える。

（特非） さっぽろ自由学校「遊」

北海道道央圏における ESD ローカル・
アジェンダの策定と地域拠点形成
課

イベントの
延べ参加者数

800 人

イベント参加者
の満足度

90%

活動の全体目標
に対する達成度

30%

題

① ESD への積極的な取組みが、自治体レベルではほとんどみられず
広がりに乏しい。② ESD の捉え方が既存の活動の延長にとどまり、
開発や教育の変革につながっていない。

SDGs に関するセミナー（2015 年 12 月 13 日）

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

RCE 北 海 道 道 央 圏 が 2015 年
12 月に認定、2016 年 3 月に協議
会設立。その協働・連携プロジェクトとして、
SDGs セミナー及び北海道の地 域目標づく
りのワークショップを開催（参加者延べ 100
名）。
協働・連 携の枠組みに積 極 的に関与し、
多様な層にアプローチしていくこと。
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（特非）

セクターや分野を超えた ESD
の地域拠点（RCE 道央圏）の設立・
運営に参画し、北海道（道央圏）
における ESD のプラットフォー
ムを形成する。同時に、市民が自
ら多様な分野の社会課題や、その
解決に向けた取組みを学びあいな ワークショップで出された地域目標案
がら、世界目標である SDGs（持
（2016 年 2 月 27 日）
続可能な開発目標）を下敷きに、
地域における「持続可能な開発目標」をボトムアップで策定し、
広く共有していくとともに自治体政策に反映させていく。

今後の課題
ワークショップで出された地域目標案を整理して原案をまとめ
あげ、有効な形で公開していくとともに、ブラッシュアップして
いく。その動きを RCE 道央圏と連携させ、社会課題やその解決に
向けた実践の共有につなげる。

ACE

インドのコットン栽培における環境・人権課題お
よび環境に配慮した活動に関する普及啓発活動
課

イベントの
延べ参加者数

2,344 人

目標：教材の販
売件数 30 件

177 件

活動の全体目標
に対する達成度

30%

題

インドのコットン栽培では、農薬や肥料の過剰投入、遺伝子組
換品種などが原因で、土壌の質の低下や生産者の健康・人権侵害
が起きている。先進国の消費・企業活動がその一因となっている。

活動内容

イベントの様子

◆成果と工夫したポイント
●成果 ・アンケートに回答したイベント参加

者の 98% が、課題についての理解、
消費行動への意識が向上したと回答した。
・36 人のファシリテーターが養成され、その
うち 8% から情報発信、啓発活動の実施報
告を受けた。

●工夫

社会的関心が高まっている消費者教育やエ
シカルという観点から、啓発を進められるよ
うに、広報活動を行った。

日本での消費行動や企業行動に
変 革 を 起 こ し、 オ ー ガ ニ ッ ク や
フェアトレードコットン等の環境
や人権に配慮した持続可能な消費
やビジネスが浸透するよう、環境
教育活動や倫理的な消費の啓発、
普及活動を行う。具体的にはコッ
真剣に話し合いを行う
ワークショップ参加者
トンの生産地で起きている環境・
人権課題を伝え、問題解決のための行動を呼びかける教材を使っ
たワークショップの実施、教材の普及活動をするほか、イベント
や現地ツアーを実施し、啓発活動の担い手を育成する。

今後の課題
・イベント参加者数等の実施目標を成果目標につなげられるよう、
実際に行動を促す仕組みづくり等を行う。
・コットン生産地に影響を及ぼす企業の行動に変革が起きるよう、
企業関係者向けの啓発活動にも力を入れる。

（特非） 持続可能な開発のための教育推進会議

イベントの
延べ参加者数
評価原稿を執筆し

100 人
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総合環境教育

総合環境教育

活動内容

シカルという観点から、啓発を進められるよ
うに、広報活動を行った。

・コットン生産地に影響を及ぼす企業の行動に変革が起きるよう、
企業関係者向けの啓発活動にも力を入れる。

（特非） 持続可能な開発のための教育推進会議

ESD の 10 年：市民による ESD 推進の
評価事業
課

イベントの
延べ参加者数

100 人

評価原稿を執筆し
て頂いた関係者

61 人

活動の全体目標
に対する達成度

70%

題

ESD の 10 年以降、ESD 推進施策に市民社会の声を反映させる仕組づくりが喫緊の
課題であり、10 年の評価を踏まえ、そのあり方を検討・再構築することが必要である。

目

標

ESD 世界会議からセカンドステージへワークショップ

◆成果と工夫したポイント
●成果

ESD-J が発足して 12 年間に展開
してきた活動とその成果を、50 名を
超える人々に文章化していただき、取
りまとめた。また、座談会では市民
社会形成の視点からこれらを評価し、
今後に向けた展望を探った。
●工夫

原稿は NPO、行政、企業、政治
家等、多様なステークホルダーに執
筆依頼。座談会で市民社会の視点
を強化。

一般社団法人

活動内容
ESD-J の 12 年間をふりかえり、とりまとめ、評価し、発
信するために、以下の活動を行った。
・
「ESD 世界会議からセカンドステージへ 公開ワークショップ」開催
・ESD-J の 12 年評価方法検討と資料整理、年表作成（検討会
議 2 回、企画ワーキンググループ 2 回）
・ESD-J 活 動 報 告 書（2003-2015）
「 市民 社 会 からの 挑 戦−
ESD 推進 12 年間の軌跡」発行
・ESD-J12 年の成果を取りまとめ、ウェブサイトで公開

ESD-J の 12 年間の
ネットワーク（樹形図）

達成できなかったこと
全体的にスケジュールが後ろ倒しになったため、その普及にかける時を持てなかっ
た。

今後の展望
報告書の増刷・頒布、ウェブサイトへの公開などにより、市民社会からの取組み
を周知したい。

大学コンソーシアム石川

北陸における循環型社会形成に向けた
ESD の推進
課

イベントの
延べ参加者数

64

約 600 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

3回

活動の全体目標
に対する達成度

40%

題

現在は紙や電気、水の節約やリサイクル等、極めて限定的に狭
い範囲で行われている、北陸の循環型社会形成に向けた取組みを、
より広範かつ活発なものにすること。

活動内容

ESD 富山シンポジウム生徒の発表

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

3 年事業の初年度終了時であるた
め、明確な成果は示しにくいが、モ
デル事業
（勝山北部中学校）のユネスコスクー
ル ESD 大賞（中学校賞）受賞や、富山シン
ポジウムへの 400 名超の参加などは成果で
あると考えられる。
北陸における様々な ESD 活動を調整する
ことによる、異なる活動間の相乗効果の確保。

（特非）
地域循環研究所
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①大学教育を対象とする、循環
型社会形成に向けた科目のカリ
キュラム開発と試行的な実施体制
の整備。②初等中等教育における
循環型社会形成に向けた、各種カ
リキュラムや課外活動に関するモ
デル事業の実施と、その報告書の
高岡市立成美小学校 ESD 研修会
作成、関連の研修の実施。③シン
ポジウムの開催、企業用パンフレットの作成等による、企業や地
域社会の循環型社会形成に向けた取組み（ごみの減量化・資源化
や顔の見えるリサイクル）推進に向けた普及啓発。

今後の課題
3 年事業の初年度としての活動はほぼ達成できたが、北陸の企
業による食品廃棄物の減量化、顔の見えるリサイクルループの推
進等の難しい挑戦に取り組んでいるので、引き続きこのペースで
活動を進めていきたい。

イベントの
延べ参加者数
イベント参加者

22 人

総合環境教育

総合環境教育

持続可能な開発のための教育推進会議（以下、ESD-J）の 12 年間の取組みを市民社
会の視点から整理し、評価し、2015 年以降の ESD 推進に有益な教訓としてまとめる
ことで、ESD のセカンドステージを支える仕組みづくりに貢献することを目標とする。

ことによる、異なる活動間の相乗効果の確保。

進等の難しい挑戦に取り組んでいるので、引き続きこのペースで
活動を進めていきたい。

（特非） 地域循環研究所

地域コミュニティにおける環境教育実施の
ための指導者養成活動
課

イベントの
延べ参加者数

22 人

イベント参加者
の満足度

100%

活動の全体目標
に対する達成度

20%

題

佐世保市既存の人材活用システムは、対象とプログラムを学校
教育に絞った限定的なものであり、地域住民や未就学児への対応
が困難であり、登録人材の地域格差も存在する。

地域コミュニティ単位での環境
教育の講座開催による、市民の環
境意識の向上を目的とした、環境
教育分野の人材養成講座の開催事
業を、助成活動期間を通して行っ
た。具体的には①佐世保市の「ご
み」
・
「水」
・
「エネルギー」に関す
ファシリテーション講座実施成果
る環境教育指導者養成講座と、②
講師として活動を行う際に必要となる、講座の組み立て方や伝え
方のスキルを学ぶ「ファシリテーション」講座を実施した。

佐世保市の電力講座実施の様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

今年度の活動により、17 名を既
存の人材活用システムへと登録した。
今年度は年度末の指導者登録となったため、
次年度以降に登録人材による地 域コミュニ
ティでの講座が開催される。
養成講座では、佐世保の詳細な情報がテー
マであるため、講師の選定において、佐世保
の実情に詳しい人選とした。

今後の課題
・佐世保市内の地区公民館、地区自治協議会との連携による人材
の確保と講座実施環境の整備を行う。
・講座テーマを一カ年限定のものとせず、フォローアップ講座を
継続開催する。

（特非） TOKUSHIMA 雪花菜工房
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学校連携型小学校高学年向け環境教育プログラムの
作成と災害時に活躍できる若手エコリーダーの養成
課

イベントの
延べ参加者数

140 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

2回

活動の全体目標
に対する達成度

40%

題

環境教育を行うことのできるリーダーは、まだ不足している状
況であり、また、環境教育の現場の実態として、学年進行に合わ
せた体系的な教育プログラムが作成されていない。

活動内容

小学生の商品開発

◆成果と工夫したポイント
●成果

環境教育プログラムは、昨年 12
月のパイロット版の作成を経て、完
成版ができあがっている。若手エコリーダーに
ついても、意識の高いリーダーが 10 人程度
いる。

●工夫

被災地域や連携先の小学校に対して、現
地を訪問してのニーズ調査を丁寧に行った。

（特非） トチギ環境未来基地

徳島環境カウンセラー協議会と
協力し、小学校 5 年生向けの環境
教育プログラムを作った。地域の
環境や特色、特産品、観光名所を
見つめ直し、自分たちの町を未来
へ残す素晴らしい町にするため、
地元ならではの商品開発を小学生
集合写真
とともに行った。また、人材の育
成に関しては、環境・野外活動・心のケア・炊き出しの専門家を
招聘し、災害時等の場合に、エコ等の視点を取り入れ、臨機応変
に行動できる人材の育成に努めてきた。

今後の課題
環境教育プログラムの作成と平行して、プログラムの普及活動
に注力していかなければいけない。人材育成で能力をつけた若手
エコリーダーに、活躍の場を提供しなければいけない。

若者ボランティア育成・マッチング制度による、活

イベントの
延べ参加者数
リーダートレーニン

1,618 人

86

総合環境教育

総合環境教育

活動内容

エコリーダーに、活躍の場を提供しなければいけない。

（特非） トチギ環境未来基地

若者ボランティア育成・マッチング制度による、活
動団体の「高齢化」
、
「後継者不足」問題を克服した
森林・里山保全活動強化事業
課

イベントの
延べ参加者数

1,618 人

リーダートレーニン
グに参加した若者

25 人

活動の全体目標
に対する達成度

40%

題

森づくりボランティア団体の多くはメンバーの高齢化、後継者
不足の課題を抱えている。世代交代を可能にする、若者リーダー
育成と、団体へのマッチング制度を構築し克服。

若者との森づくり活動の様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

リーダートレーニングに参加した
若者と、団体向け研修に参加した団
体のうち、3 団体に 3 人の若者をマッチング
することができ、協力して活動を始めることが
できるようになった。
若者森づくりボランティアの入り口を広げる
ための広報と、若者グループとの連携による
活動実施。

総合環境教育

総合環境教育

活動内容
1. 若者の森林・里山ボランティア
活動の機会を増やす取組みとし
て、若者との森づくり活動の年
間を通じた実施（すそ野を広げ
る）。
2. 若者森づくり活動リーダーを育
むための、トレーニングプログ
若者リーダートレーニングの様子
ラムの実施（担い手を増やす）
。
3. ベテラン団体向け、若者と上手に活動するための研修の実施。
4. 若者とベテラン団体のマッチングの機会づくり。

今後の課題
若者のマッチングを希望する団体の掘り起こしと、具体的な協
力関係の構築。若者とベテラン団体の活動が始まったあとのフォ
ローアップの仕組みづくり。

（特非） 名古屋 NGO センター

日本初の地域プロジェクト！84% の若者が
「海外スタディツアー」に 行きっ
ぱなし なんて MOTTAINAI（もったいない）！〜グローバルな視点を持っ
た若者が、環境問題に取り組むための育成システムづくり（東海モデル）〜
課

イベントの
延べ参加者数

146 人

イベント参加者
の満足度

87.5%

活動の全体目標
に対する達成度

50%

66

題

「行きっぱなし」となっている海外スタディツアー参加者が、地
域の環境 NGO とつながらず、活動が広がらない現状。

活動内容

スタディツアー交流会で体験を話合う参加者

◆成果と工夫したポイント
●成果 ・海外ボランティアに関心のある 59

名が、さらに一歩踏み出すきっかけ
を作ることができた。
・合同交流報告会の参加者 15 名が、継続し
て NGO で活動したいという、モチベーショ
ンを強く持つことができた。

●工夫

当初予定していた意見交換会ではなく、
フォ
ローアップ実践例を学ぶ勉強会とし、高い満
足を得られた。

公益社団法人

87

・スタディツアー参加者、実施団
体へのアンケート、ヒアリング
調査により、どんなフォローアッ
プがあれば、行きっぱなしが防
げるのかを把握した。
作成した WEB サイト
・スタディツアー参加者が、地域
の NGO で活動するきっかけ作りとして、
「スタディツアー合同
説明会」
、
「スタディツアー合同交流報告会」を開催した。
・「スタディツアー勉強会〜 2 つのコツを掴んでパワーアップ」を
開催し、地域 NGO が参加者へのフォローアップ方法等を学んだ。

今後の課題
企業（旅行会社）との連携を十分作ることができなかったため、
働きかけが必要。さらに、
参加者へのフォローアップの工夫を行う。

日本環境教育フォーラム

イベントの
延べ参加者数
イベント参加者

30 人

ローアップ実践例を学ぶ勉強会とし、高い満
足を得られた。

公益社団法人

日本環境教育フォーラム

非木材林産物を活用した製品の生産・販売
体制強化に向けた研究会の実施
課

イベントの
延べ参加者数

30 人

イベント参加者
の満足度

81%

活動の全体目標
に対する達成度

85%

題

NPO/NGO では、製品の開発に着手できたとしても、生産体制の確保が困難であっ
たり、販売先が見つからなかったりと、生産・販売を軌道に乗せられない状態であった。

目

標

セミナー開催の様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

研究会では、それぞれが抱える課
題や解決に向けたノウハウを集約し、
整理することができた。また、セミ
ナーでは研究会で集約したノウハウ
を、セミナー参加者 30 名に対して
共有することができた。
●工夫

環境 NPO/NGO 同士でつながる
のではなく、 他 分 野の NPO/NGO
や企業を巻き込み活動を行った。
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公益財団法人

活動内容
非木材林産物を活用した製品を取り扱う、NPO/NGO や企業関
係者をメンバーとした研究会を設置し、生産・販売に関する事例
紹介の他、事例紹介の内容を踏まえて、生産・販売体制強化に向
けた意見交換を行った。その他にも、研究会で集約されたノウハ
ウはセミナーを開催し、非木材林産物を活用した製品の生産・販
売に携わっている、または興味のある NPO/NGO や企業関係者に
対して共有した。
セミナーチラシ

達成できなかったこと
特になし。

今後の展望
研究会等を通して学んだ知識やネットワークを活かし、多くの成功事例を生みだ
したいと考えている。

日本環境協会

こどもエコクラブアクションプランの策定
課

こどもエコクラブ
アンケート回答数

477 クラブ

ヒアリング実施
者数

87 人

活動の全体目標
に対する達成度

85%

題

こどもエコクラブを、地域の環境学習や自然体験活動の支援を通じ、子どもたち
の「生きる力」を育み、地域の環境力を向上させる仕組みとして機能させる。

目

標

こどもエコクラブが、子どもの環境学習・環境活動のプラットフォームとなるこ
とをめざし、事業の現状と課題を明らかにするとともに、必要なアクションと実施
スケジュールをまとめたアクションプランを策定する。
アクションプラン・ミーティング

◆成果と工夫したポイント
●成果

こどもエコクラブのビジョン・ミッ
ションが、主要なステイクホルダー
の中で共有され、その実現・遂行に
向けた重点課題ごとのアクションプ
ラン素案が、参加型の話し合いを通
してまとめられた。
●工夫

限られた時間内に、なるべく多く
の参加者と意見交換・交流ができる
よう、一部ワールドカフェを取り入れ
た。

活動内容
・クラブの代表サポーター及び地方自治体を対象にアンケート
調査を実施し、活動状況や課題等を把握した。
・積極的に活動している代表サポーター、自治体担当者等にヒ
アリングを行い、こどもエコクラブならではの特長・メリッ
トや地域で、こどもエコクラブを広めていくために必要なこ
となどについて詳しく話を聞いた。
・「アクションプラン・ミーティング」を開催し、事業の重点
課題についてグループに分かれて話し合った。

ミーティング結果
（アクションプラン素案）

達成できなかったこと
参加者から出されたアイデア全てについて、詳細な検討を行うだけの時間がとれ
ず、重点課題別に取り組むべきアクションを網羅した計画まではつくれなかった。

今後の展望
作成された素案をもとに、担当者・予算・実施スケジュール等を入れたアクショ
ンプランを策定・実行する。

（特非） フリンジシアタープロジェクト

イベントの
延べ参加者数
誕生した環境コミュニケー

157 人
88

総合環境教育

総合環境教育

多くの NPO/NGO で非木材林産物を活用した製品の生産・販売体制が強化され、
その結果として、開発途上国における自然環境保全及び地域住民の生計が向上する。

作成された素案をもとに、担当者・予算・実施スケジュール等を入れたアクショ
ンプランを策定・実行する。

た。

（特非） フリンジシアタープロジェクト

「環境コミュニケーションティーチング」の社会
実装のための人材育成と効果測定プロジェクト
課

イベントの
延べ参加者数

157 人

誕生した環境コミュニケー
ションティーチャーの数

4人

活動の全体目標
に対する達成度

90%

題

演劇ワークショップの手法を用いた、環境教育「環境コミュニ
ケーションティーチング」の講師育成の体制を作り、プログラム
の効果を測定し、その効果を科学的に明らかにする。

活動内容

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

環 境 コミュニケーション ティー
チャーが 4 名誕生した。
また、ワークショップ参加の子どもと保護
者 144 名を対象に効果測定を行い、環境に
対する関心が親子ともにあがったという結果
が出た。
演劇経験の有無に捉われず、信頼のおける
現地コーディネーターとともに活動を行ったこ
と。

公益財団法人

今後の課題
別地域でも育成プログラムを行い、履修制度を作成していきた
い。また、環境に対する興味や体験が、ワークショップ一ヶ月後
どれだけ定着するかを、今後測っていきたいと考えている。

ボーイスカウト日本連盟

森から学ぶ ESD（持続可能な開発のため
の教育）の実践
課

イベントの
延べ参加者数

231 人

イベント参加者
の満足度

91%

活動の全体目標
に対する達成度

58%

68

題

地域の自然と触れる機会の減少傾向にある青少年のために、森
林を使った環境教育を提供すること。

活動内容

活動前の集合写真

◆成果と工夫したポイント
●成果

高萩市内の全小学校の 5 校で自
然体験活動事業を実施し、国立青
少年教育振興機構で開発した IKR（生きる力）
評定用紙により測定した結果、5 校のうち 4
校で、
「生きる力」の向上が見られた。

●工夫

自然体験活動事業では、子どもたちの興味
関心を引くため、幅のあるアクティビティを提
供した。

（特非） まえばし保育ネットワーク

新たな自然体験活動の場として
開発を始めた、茨城県高萩市のキャ
ンプフィールドを使用。市内全小学
校から参加者を得て、参加者が環
境への取組みを重要な課 題として
事業評価結果（IKR 評定）
認識し、自発的に環境保全・環境
生きる力の向上
美化に取り組む態度を身につけるこ
とを目的に、
「しぜんとあそぼデイキャンプ in 高萩スカウトフィールド」
を開催。林業体験、ネイチャートレイル、火起こしとおやつ作り、ク
ラフトなどの各種自然体験アクティビティを実施した。

今後の課題
ホームページで、「活動の意義と効果」を掲載することと、今後
も引き続き教育委員会と連携し、この活動を小学校の授業の一環
に位置づけ、継続性のある活動とすること。

幼児への木育指導員資格の創設と教材開発
89

イベントの
延べ参加者数

2,698 人

①実践活動
②森のほいくえん

① 1,670 人
② 750 人

総合環境教育

総合環境教育

香川ライブ研修

香川県と石川県にて、講師育成
プログラムをそれぞれ実施。参加
者は e ラーニングを受講しながら、
自然体験やワークショップ理論を
ラ イ ブ 研 修 で 学 ん だ 後、 実 際 に
OJT 研修として、香川大学教育学
部附属坂出小学校 4 年生 2 クラス、
石川 OJT 研修
及び公募で集まった金沢の子ども
たちと環境演劇ワークショップを行い、環境コミュニケーション
ティーチングの手法を体感してもらった。27 年度で 4 名の講師が
誕生した。

供した。

に位置づけ、継続性のある活動とすること。

（特非） まえばし保育ネットワーク

幼児への木育指導員資格の創設と教材開発
及び木育効果の検証
課

イベントの
延べ参加者数

2,698 人

①実践活動
②森のほいくえん

① 1,670 人
② 750 人

活動の全体目標
に対する達成度

35%

題

前橋市の赤城山の森を守っていくために、幼児期から木育など
の環境教育を実施して、木や森に親しみをもち、木を利用しなが
ら森を守る意識を育てたいと思います。

森で遊ぼう（赤城山で森のほいくえん）

◆成果と工夫したポイント
●成果 ・木育エキスパート養成講座：研修

7 回 実 施。 延 べ 参 加 者 228 名、
資格取得者 12 名。
・木育実践活動：1,670 名、森のほいくえん
参加者 750 名。 ・絵本 7 冊完成。
・木育の効果検証の準備を完了。
●工夫
保育士の方々が参加しやすいように、お昼
寝中の時間に研修を実施するなど、開催日時
を工夫しました。

・木育エキスパート講座：木育を保
育の中で実施できる人材を養成す
る講座を創設し、研修と実践の両
方を体験しながら、体系的に木育
を学べるようにしました。
・木育教材開発（絵本作成）：保育
園で利用しやすい木育の教材とし
手作り木琴で群馬交響楽団と
て、絵本を 7 冊作成しました。
演奏してみよう
・木 育の効果検 証：子どもの発 達
への効果を科学的に検証するため、研究機関と連携して、来年度、
具体的な研究を開始するための準備を行いました。

今後の課題
・事業・事務担当者が保育園の園長で専任でないため、事務手続
きが遅れがちでした。メンバーで仕事を分担し、円滑に進められ
るようにしたいと思います。
・保育士の方々が参加しやすい研修・活動を工夫します。

（特非） まちなびや
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環境保全型第一次産業を核にした子ども向け「環
境・キャリア授業」の開発とパッケージ化による普及
課

イベントの
延べ参加者数

506 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

4回

活動の全体目標
に対する達成度

30%

題

小中学校では、持続可能な自然環境利用の意義や、仕事の実態
について学習する機会は少ない。また、「キャリア教育」において
も、第一次産業が取り上げられることは少ない。

活動内容

林業家から環境のお話を聞く

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

参加体験型の出張授業実施前は、
森林や林業に関する興味・関心や知
識が低かったが、実施後は一気に高くなった。
林業の仕事への興味は 40% 程度が 82% と
倍増、林 業の仕事をしたいと考える児童も
16% から 45% と実に 3 倍近くになった。
学校で専門家が、学習内容に沿ったオリジ
ナルの出張授業を実施したこと。普段見られ
ないものを可視化できた。

（特非） 水俣フォーラム

静岡市内の 5 小学校で、環境認
証林を経営しながら都市と山村の
環境共生を進める林業家と「出張
林業教室」を協働実施した。また、
子ども向け情報紙「コドモンデ」
にて、焼畑農法や在来作物の保護
普及を通した、環境活動を展開す 目前で木を切るデモンストレーション
る井川焼畑倶楽部及び蕎麦屋（活
動の中心となる方が経営）と、流域内木材資源循環を実現するた
めの事業者組合「オクシズネット」を取り上げ、
各回 3 万部を印刷、
市内小中学校や関係機関・図書館等に無償配布した。

今後の課題
林業家の方々に協力いただける時期が限られてくるため、学校
に対して周年対応が難しい。

活動に対する
問合せ件数
水俣病関係の個人・

15 件90

総合環境教育

総合環境教育

活動内容

●工夫

学校で専門家が、学習内容に沿ったオリジ
ナルの出張授業を実施したこと。普段見られ
ないものを可視化できた。

に対して周年対応が難しい。

（特非） 水俣フォーラム

水俣病 60 年記念事業のうちの水俣病図書
目録と水俣展図録の作成
課

活動に対する
問合せ件数

15 件

水俣病関係の個人・
団体への協力依頼件数

52 件

活動の全体目標
に対する達成度

30%

題

深刻な犠牲を出し、長い歳月を費やしても終わりが見えず、多
くの記録を残した水俣病について、一般の人々が触れる機会を用
意する。

水俣病図書目録の基礎資料となる印刷物

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

調査や協力依頼を行う中で、本活
動が、学校教育・社会教育において、
水俣病が取り上げられる機会につながり、環
境意識の深化につながるという共感を得られ
た。
水俣や熊本などの水俣病関係者には、て
いねいな協力依頼を心がけ、一般市民への公
表は広くシンプルに行った。

13 万 7,427 人の入場者を得て
きた「水俣展」は、「水俣病 60 年
事業」の一つとして全面リニュー
アルするが、この作業と並行して、
全展示物を収載した図録を初めて
制作・発行する。この図録は、常
に要望が多い「1 冊で水俣病のす
水俣展図録についての会議
べてがわかる本」にもっとも近い
ものとなる。また、水俣病に関する資料のうち、最もニーズが高
い「図書」の総目録が存在していないことから、水俣病図書目録
を作成する。

今後の課題
・水俣展図録を 28 年度に作成する。展示物リストを含む A3 〜
A4 判、300 〜 1,000 頁、1 〜 5 分冊。
・水俣病図書目録は、29 年度に印刷・発行するための調査及び原
稿化を進める。

（特非） アジア太平洋資料センター（PARC）

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
課

イベント参加者
の満足度

97%

海外取材の記録
映像

980GB

活動の全体目標
に対する達成度

65%

70

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で採掘
されているが、その現場で起きている環境破壊について、日本の
消費者に十分に伝える必要がある。

活動内容

取材したコンゴ民主共和国の採掘現場

◆成果と工夫したポイント
●成果

映像で採掘現場の問題が伝わる
環境教育教材『スマホの真実―紛争
鉱物と環境破壊とのつながり』を制作。制作
途中からすでに出張講義など 15 ヶ所以上の
依頼を受ける。

●工夫

遠くの国で起きている環境破壊となるべく
身近なものの関係性を明らかにすることで関
心を持ってもらうこと。

91
任意団体

環境ネットワーク「虹」

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 1,000
名以上の学生に、問題が伝わること
スマホに欠かせない
を目指す。また、そのために現場を
レアメタル「タンタル」
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、各取材箇所にまつわる報
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
教材 DVD の制作が完了したので、それを有効活用し、充分な普
及啓発を行わなければ、これまでの成果の意義が失われてしまう。
充分に活動していくことが次年度の課題。

イベントの
延べ参加者数

999 人

総合環境教育

総合環境教育

活動内容

身近なものの関係性を明らかにすることで関
心を持ってもらうこと。

任意団体

及啓発を行わなければ、これまでの成果の意義が失われてしまう。
充分に活動していくことが次年度の課題。

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
らの体験型の環境教育普及事業
課

イベントの
延べ参加者数

999 人

イベント参加者
の満足度

90%

活動の全体目標
に対する達成度

66%

題

持続可能な社会づくり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の不足、リーダーの研修不足、実践事例が
集積されておらず、取組みが広がらないことが課題。

森のムッレ教室「水辺の生き物観察」

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

2 年でリーダー計 60 人育成。リー
ダーステップアップ講座に計 133 人
参 加。 森 のムッレ 教 室 等、 計 108 回 開 催
1,748 人参加。1 保育園が新規導入、2 幼稚
園で導入準備、4 県 9 市町村に取組みが広
がった。
行政や子育て支援関連団体等と連携した
広報を行い、保育園等に出向き、養成講座
開催等のお知らせをした。

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させるため、
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 32 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
森のクノッペン教室
座を開 催し、63 人の参加を得た。
「つぼみちゃんで挨拶」
③ 5、6 歳児対象、森のムッレ教室
等を計 58 回実施し、904 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
①持続可能な社会の担い手育成に向け、年 30 人リーダーを育
成。②リーダーステップアップ講座を実施して、スキルアップと
ネットワーク化を進める。ムッレ教室等を実施し、
各地域や幼稚園・
保育園に普及させる。国内事例集を作成配布する。
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（特非） 鮭守の会

森の恵み ― 山・川・海
ちの姿

をつなぐ
課

鮭た

助成活動がメディア
に掲載された回数

3回

活動に対する問
合せ件数

25 件

活動の全体目標
に対する達成度

70%

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が必要。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。

活動内容

益子町教育委員長へガイドブックを贈呈

環境資源を活用するために、他
の活動（農業、里山整備等）と協
議 し、 プ ロ グ ラ ム 内 容 の 充 実 を
図った。森の学校を整備し、鮭の
生態調査のパネル等を展示し、活
動拠点を作った。

◆成果と工夫したポイント
●成果

益子町・芳賀町のアンケート調査
実施と、ガイドブックの作成。
自然観測＋体験型ツアーを実施。森の工
房完成。

●工夫

アンケート調査を基にした自然 観 測を計
画、他団体と協業したプログラム内容に体験
型を入れることができた。

（特非） しゃぼん玉の会

鮭の母川回帰歓迎式典の様子

今後の課題
27 年度に取り組んだ、他団体との協働作業をより強化して、プ
ログラム内容を年間通して充実させること。

ワークショップ
への参加者数

92
303 人

総合環境教育

総合環境教育

活動内容

ログラム内容を年間通して充実させること。

（特非） しゃぼん玉の会

「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」事業
課

ワークショップ
への参加者数

303 人

ツアー参加者数

72 人

活動の全体目標
に対する達成度

75%

題

不登校・発達障害の児童・生徒は、自然体験学習の機会や社会
参加のきっかけをもつことが難しい。宮城県山元町山下中学校の
外灯に使う太陽光パネル作成・設置のためのノウハウがない。

平成 27 年 8 月山下中学校太陽光パネル作成

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

11 回実施した環境ツアーの中で
も、特に水俣ツアーは戦後 70 年に
あたるということで、長崎への訪問も合わせ
て実施した。戦後の日本の経済成長など、こ
れまでの歩みにも思いをはせ、平和を希求す
る旅となった。
環境ツアーで回るコースについての希望を
参加者から事前に聞き取り反映させたこと。

① 環境を学ぶ学習ワークショップを
平成 27 年 5 月〜翌年 3 月に計
27 回、不登校・発達障害の児童
生徒、教育関係者、大学生、市民、
計 303 名が参加した。内容とし
ては、自然観察オリエンテーリン
グ、フラワーアート作成、星空観察、
山下中学校の屋根に設置された
太陽光パネル
ハイキングなどを行った。
② 特に、太陽光パネルの作成では、星槎学園高等部大宮校 24 名、
宮城県山元町立山下中学校 22 名で、各 2 基ずつ作成して、山下中
学校の外灯の灯火電源として平成 28 年 1 月に設置した。

今後の課題
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
ついて話し合う機会を作っていく。

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

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
課
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イベントの延べ
参加者数

8,000 人

活動掲載ホームペー
ジのページビュー数

80 ビュー

活動の全体目標
に対する達成度

40%

題

生物多様性の意味を理解する国民の割合は低調であり、特に「生態
系サービス」についての取組みや理解は低く、自身の生活との繋がり
を認識していない状態を変える。

活動内容

日比谷公園にて紙芝居「一本の木の物語

サクラ」

◆成果と工夫したポイント
●成果

教材「一本の木の物語」を活用し
グリーンウェイブに参加登録を推進
する体制を全国 10 地域で確立した結果、生
物多様性について学ぶ機会を増やすことがで
きた。

●工夫

教材「一本の木の物語」を配布活用して、
全国各地とつながる工夫をしている。

（特非）
あきた菜の花ネットワーク
93

例えば、国内の、地域に根付いた
生物多様性の主流化の促進に向け
て、学校教育に導入できる生物多様
性に関する環境教育の導入教材のモ
デルとして、22 種類の樹木に関す
るプログラム「一本の木の物語」と
その指導者用ガイドブックを作成し
エコプロダクツ 2015
ている。ここでは、
身近な樹種をテー
クイズ 「利き葉っぱ」
マとし、これにかかわる生きもののつながりだけでなく、暮らしや文
化との関わりなど、親しみやすい絵や表現でまとめる工夫をしたもの
である。

今後の課題
活動の拠点が東京にありながら、活動の成果を全国的に広げて
いくために、地域の実情を把握し、地域に即した手法や連携をもっ
て、活動を展開していくようにしたい。

イベントの
延べ参加者数

550 人

総合環境教育

総合環境教育

活動内容

いくために、地域の実情を把握し、地域に即した手法や連携をもっ
て、活動を展開していくようにしたい。

（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
課

イベントの
延べ参加者数

550 人

環境学習会
年 2 回以上

6回

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

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の取組みが進められ
ている一方で、中心にあるべき市民の間では認知されているとは言い難い現状がある。

目

標

環境学習プログラムプレ講義

◆成果と工夫したポイント
●成果

最 終 的な環 境学習プログラムを
完 成させ、2 月に出前 講 義を行っ
た。秋田県内の小学校 5 校を予定
し、全体数約 300 名に対して講義
を行った（1 校は中止）
。
●工夫

4 年生、5 年生向けで講義の度に
改良・工夫をし、講義を行うごとに
わかりやすくなっていった。

活動内容
「資源循環・再生利用」の重要性を伝えるメニューとして、
「生
ごみ・家畜排泄物の堆肥化」や「菜の花資源循環」に焦点を当て、
取組みの意義を伝えるための内容を大学生が考案し、環境イ
ベントにおいて出展・披露した。
環境学習プログラムの構築と普及活動を組み合わせながら
進め、環境イベントや出前講義の機会に実践・講義を行った。
その過程を通じて生じた問題点を洗い出し、解消に努めなが
ら、プログラムを完成させた。

環境学習プログラム
実践出前講義

達成できなかったこと
年度末ということもあり、完成した環境学習プログラムを各市町村に小学生用教
材として提供できなかった。

今後の展望
小学校側の強い希望もあり、
出前講義（環境学習会）を継続していくことになった。

（特非） アサザ基金
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NPO・学校・地域協働型環境教育実践モ
デルの開発と普及
課

イベントの
延べ参加者数

10,779 人

イベント参加者
の満足度

95%

活動の全体目標
に対する達成度

95%

題

現在の環境学習は地域性、子どもの提案能力や多様な主体の協働の視点が欠如してい
る。そこで地域の課題と地域資源を生かしながら解決していく子どもの育成が急務である。

目

標

自然環境の悪化や少子高齢化等の課題を地域資源を生かしながら解決し、生き物
とともに生きる社会づくりや、地域づくりに参加する子どもを育成するプログラム
を開発し、この学習の持続発展を目指し事例集を作成する。
自分達で作ったお茶を広めるためには？

◆成果と工夫したポイント
●成果

環境教育の実践数は、
平成 25 年度
154 回 10,413 人、平成 26 年度 153
回 11,188 人、 平 成 27 年 度 166 回
10,779 人と目標値を超えた。アンケー
トでも 95% の児童が楽しかったと答
え、指導者のプログラム評価も好評
だった。
●工夫

補助指導者や作成した事例集を活
用、
実践校や地域支援者、
行政との情
報交換や協働体制の構築に役立てた。

活動内容
NPO・学校・地域協働型環境教育を八郎湖流域、南三陸、
霞ケ浦流域、東京都、長野県、三重県、北九州市、沖縄県の
小中高・大学・児童保育・社会教育で実践した。実践モデル
の開発では、
「アサザプロジェクト出前授業の環境学習事例集」
「地域環境学習事例集」「アサザプロジェクト学習展開事例集
地域が発する問いと向き合う学習」を作成し協働体制の構築
と普及に役立てた。アンケートや聞取調査でプログラム評価
を行った。

お茶摘みツアーを企画し
記者発表しました

達成できなかったこと
当該学校の年間計画や行事等で調整調節ができなかったり、担当者の異動のため、3
年間継続して実施できなかった学校や、テーマを通した活動が難しかった学校があった。

今後の展望
実践校の活動の継続、3 年間の知見を生かしたプログラム開発を行い、プログラ
ムの継続・拡大化を図る。

（特非） いわて芸術文化技術共育研究所

イベントの
延べ参加者数

177 人
94

総合環境教育

総合環境教育

地域の小学生と若い世代（大学生）が、自分たちの身近な地域から地球環境のこ
とを考え、自分たちの住む地域の環境関連の取組みを知り、日々の行動を変えるきっ
かけとなる環境学習プログラムの作成を行い、実践する。

用、
実践校や地域支援者、
行政との情
報交換や協働体制の構築に役立てた。

実践校の活動の継続、3 年間の知見を生かしたプログラム開発を行い、プログラ
ムの継続・拡大化を図る。

（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
課

イベントの
延べ参加者数

177 人

地域での環境教育・体
験活動件数の増加率

250%

活動の全体目標
に対する達成度

70%

題

当地域では、東日本大震災の復興が進む中、行政区がまたがるなど
の要因から、自然資源の価値を複合的な環境保全啓発に結びつけた地
域活性化が困難な状況が続いていた。

猫山体験ツアーにて自然観察

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

地域活動団体において、当団体か
らのノウハウを得て独自の取組みを
試行する動きが広がり、その支援を強化した。
支援協力・対応回数 51 回。関連する体験会
参加延べ人数 87 人。
各ツール開発に携わったクリエーターへの
協力要請により、インターネットを通しての普
及効果が高まった。

■主要調査 17 回実施。調査報告
書制作配布 300 部■「銀河の森と
河物語」900 部制作（481 部配布
済）
。CD・パンフレット各 1,000
部制作・600 部配布済。
「小さな森
と河物語」600 部制作・300 部配
布。ポスター 1,000 部制作・600
調査報告書、プログラム・
普及啓発ツール
部配布。
チラシ 3,000 部制作・2,400
部配布。■ WEB コンテンツ開発・87,252PV・問合せ件数 481。
■ネットワーク数 18 団体及び個人数 28 人
（平成 27 年度増加数）。

今後の課題
地域内の普及啓発にとどまらず、広く県外にも積極的に啓発し、
波及効果を高める必要があることから、効果的な普及啓発ツール
とその啓発・連携方法、そしてインターネットの情報提供・サポー
ト機能を充実させる。

（特非） ezorock

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
課

イベントの
延べ参加者数

464 人 74

環境ボランティアプ
ログラム実施回数

62 回

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

ESD が推進される中、学習者が実践的な取組みを通じて学ぶ機会が不足する一方、
取組みの現場においては、青年層のパワーやアイディアを必要としている現状がある。

目

標

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、
「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。
森での自然体験活動

◆成果と工夫したポイント
●成果

延べ 464 名の参加者を得た。環
境団体への認知度が広がり、受け入
れ地域が 5 地域拡充された。説明
会参加者から 13 名が参加した。
●工夫

インターネット上、アナログ媒体
の郵送、直接的な広報活動を重ねて
行った。

活動内容
・14 地域にて、62 回 112 日間の「環境ボランティアプログ
ラム」を実施。のべ 464 人が参加。
・札幌近郊でボランティア説明会を 4 回実施、合計約 60 名が
参加。
・活動報告フォーラムを実施、約 30 名が参加。
・ボランティアコーディネーターを 10 名育成。
里山づくり

達成できなかったこと
受け入れ団体との個別のやりとりが増え、協議会の開催に至らなかった。

今後の展望
学問的な知識・技能を社会的活動に生かす教育手法サービスラーニングを活用し
ESD ユース人材育成を推進。

一般社団法人
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葛西臨海・環境教育フォーラム

葛西臨海たんけん隊特別プログラム

イベントの
延べ参加者数
イベント参加者

1,711 人
98%

総合環境教育

総合環境教育

活動内容

学問的な知識・技能を社会的活動に生かす教育手法サービスラーニングを活用し
ESD ユース人材育成を推進。

一般社団法人

葛西臨海・環境教育フォーラム

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」
課

イベントの
延べ参加者数

1,711 人

イベント参加者
の満足度

98%

活動の全体目標
に対する達成度

90%

題

障害を持つ方にアウトドア型プログラムへの参加を促すことで、社会参加への一助となる
と同時に、健常者にも参加していただくことで、双方の接点となる機会となるようにしたい。

目

標

プログラムには原則として手話通訳が同行

◆成果と工夫したポイント
●成果

・参加者満足度 98%
・全 9 回 5 施 設 参 加 者 1,711
名 うち障がい者 72 名（4.2%）

※ツアー型に限ると 16%
（25 名／ 159 名）

・新規 2 施設での実施（花菜ガーデ
ン・桂川ウェルネスパーク）
●工夫

盲学校教員との連携を図り、立案
と同時に実施にあたって、インター
ンへの 介 添 指 導を担っていただい
た。
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（特非）

活動内容
障がいの有無を問わずに参加いただけるプログラムを全 9 日、
5 施設で実施。また、様々な分野の専門家
（博物館展示・環境教育・
障がい者教育等）から成る評価委員会を設置し、事前事後にプ
ログラムを評価していただいた。さらに、実施施設の拡大をめざ
して以下を実施。
・
『博物館研究』
（公益財団法人日本博物館協会）に寄稿。
・大学の学芸員養成過程での講義を提供（東海大学課程資格教
育センター「博物館実習 1」を担当）
。

視覚や聴覚以外の感覚を
重視したプログラム

達成できなかったこと
障がい者インターンの参加が、のべ 3 日間にとどまった。当初期待していた筑波
技術大学の学生の参加が、思うように進まなかったことによる。

今後の展望
ハード中心の社会資本の整備に並行して、集客施設のソフト改善への一助となる
べく活動を継続させたい。
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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
課

イベントの
延べ参加者数

500 人

イベント参加者
の満足度

100%

活動の全体目標
に対する達成度

100%

題

四日市市の環境教育について、持続可能な社会に向けた視点の導入や NPO と学校と
の協働が遅れており、政策提言の取組みも遅れている実態があった。

目

標

環境教育の改善と活性化を図るため、持続性の視点を入れた教育教材を整備して
教員の意識向上を図り、また四日市市環境基本計画への提案、進捗状況の監視等を
通じて、市民の政策提言力と環境力の向上を目指す。
四日市市の環境教育のワークショップの様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

四日市市で、環境教育カレンダー
（小学校版、中学校版）を作成し市
内全校に配布した。また、環 境 基
本計画への提案や市民の「環境力」
向上のための提案（エコパートナー
制度の実施・運営方策の提案）を
作成した。
●工夫

教育委員会や学校と協働したこと
で、環境教育が他の教科とも関連付
けられ総合的に推進できるようにした。

活動内容
● NPO、行政、教職員等による合同研修会（1 回）やワーク
ショップ（6 回）の開催により、持続可能な社会に向けた環
境教育を体系的に進めていく重要性への理解を深めた。①
小学校版・中学校版体系図を作成した。②体系図に基づく
モデル授業を市内中学校で行った。
●協働や市民による政策提言の大切さを学び、その能力の向
上を図った。①環境教育行動計画への提案と進捗状況の監
視をした。②市民の環境力向上のために提案した。

環境教育の体系的な
カリキュラム案を作成

達成できなかったこと
地方で政策提言できる NPO や人材の育成が十分にはできなかった。その原因とし
ては、行政との関係や協働の意味合いが地域によって異なることも考えられる。

今後の展望
四日市市では組織も立ち上がり、リーダー的人材も出てきたことから、継続して
発展できるようフォローしたい。

（特非） 気象キャスターネットワーク

ビデオ作品数
講座に参加した

11 作品
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総合環境教育

総合環境教育

・実施施設の拡大 ・集客数 500 名、うち障がい者 75 名（15%）
・障がい者インターンの常時参加と人数の拡大
・参加者アンケート調査での「満足度」について、5 段階中、上位 2 択が 90% 以上

で、環境教育が他の教科とも関連付
けられ総合的に推進できるようにした。

四日市市では組織も立ち上がり、リーダー的人材も出てきたことから、継続して
発展できるようフォローしたい。

（特非） 気象キャスターネットワーク

「子ども環境ビデオレポート」教育プログ
ラム開発・普及
課

ビデオ作品数

11 作品

講座に参加した
子どもの数

65 人

活動の全体目標
に対する達成度

70%

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、体験、体感を重
視する参加型アプローチが求められているが、このような学習の機会が不足している。

目

標

子ども環境ビデオレポート製作風景

◆成果と工夫したポイント
●成果

3 年間で①「子ども環境ビデオレ
ポート」実践講座 26 回実施。②「子
ども環境ビデオレポート実践マニュア
ル」
作成。③
「子ども環境ビデオレポー
ト」ホームページ公開。④「子ども環
境ビデオレポート」ビデオコンテスト
3 年間で 2 回実施。
●工夫

「子ども環境ビデオレポート」の参加
団体を得るため当会から各団体に実
践講座の実施を積極的に働きかけた。

活動内容
・「子ども環境ビデオレポート」の教育プログラムの実践マニュ
アルを作成し、講座を 3 年間計 26 回実施した。
・
「子ども環境ビデオレポート」の専用ホームページを開設し、
子ども達が作成したビデオレポート作品を掲載した。
・「子ども環境ビデオレポート」のビデオコンテストを 2 回実
施した。
子ども環境ビデオレポート
製作風景

達成できなかったこと
・「子ども環境ビデオレポート」の認知度を十分に上げることができなかった。
・活動継続の体制作りまで至らなかった。

今後の展望
「子ども環境ビデオレポート」の活動継続のための他団体との連携を図る。

（特非） グリーンウッド自然体験教育センター

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
課

イベントの
延べ参加者数

380 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

1回

活動の全体目標
に対する達成度

85%
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題

泰阜村は過疎地域であり、耕作放棄地の増大、森林の荒廃といった環境問題もある。同
様の課題を抱える地域が多数あるが、多くの若者にとってこの問題を実感することがない。

目

標

地域でのボランティア活動を通じて、中山間地域の現実的問題に触れ、当該問題
の知識や関心、さらに、行動のための知識やスキルを身につけ、農山村で自然と共
生する地域づくりの担い手の養成を行う。
ボランティア研修会の様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

1,700 人の小さな村に 3 年 間で
青年 1,120 名が訪れ、地 域の暮ら
しを通じて課題や生き方を学んだこ
と。イベントに参加した若者の中に
は、数名であるが、別の地域に移住
して活動することを選んだものもい
た。
●工夫

参加しやすいボランティア活動か
ら、合宿型まで幅広い層を取り込め
る内容にした。

一般社団法人

97

活動内容
・ボランティア未経験の若者の基礎研修を行い、当団体主催のボ
ランティアを通じた学習（サービスラーニング）の実施。
・大学と連携して宿泊型のコミュニティにかかわるサービスラー
ニングを実施し、モデルプログラムを発展させる。
・環境実践を行っている若者の専門性向上のために、先進地を訪
れ若手人材が交流する研修を実施。
・一連の事業を通じた教育効果を明らかにする調査・研究を行い、
成果を広く公開する。

3 年目の報告書

達成できなかったこと
事業の成果を検証するため、アンケートをとってきたが、3 年間の積み重ねとし
てどのような成果を目指すかのアイデアが足りなかったため、活かしきれなかった。

今後の展望
今後も同様の活動を広げていくとともに、大学との連携を深め、継続的に訪れる
青年を増やしていきたい。

CEPA ジャパン

国際会議への
参加回数
収集した 5 アク

3回

総合環境教育

総合環境教育

子ども達自ら調査し、考え、発表する実践型・参加型の環境教育として、子ども
達が身近な自然環境や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」を開発、普及させる。

ら、合宿型まで幅広い層を取り込め
る内容にした。

一般社団法人

今後も同様の活動を広げていくとともに、大学との連携を深め、継続的に訪れる
青年を増やしていきたい。

CEPA ジャパン

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
課

国際会議への
参加回数

3回

収集した 5 アク
ション事例数

58 件

活動の全体目標
に対する達成度

85%

題

生物多様性条約愛知ターゲットの達成が、このままでは困難であるとされたことを受け、
生物多様性の主流化に向け CEPA（広報・教育・普及啓発）活動を加速する必要がある。

目

標

生物多様性アクション大賞を通じ事例収集

◆成果と工夫したポイント
●成果

① 国 際 会 議 に 3 回、 国 内 会 議
に 2 回参加し、5 つのアクションの
普及を図った。② 5 アクション事例
58 件を収集し、
「いきものぐらし」
ウェ
ブサイトに掲載した。③地域ワーク
ショップ・自然観察会を各 3 回開催
した。
●工夫

他団体と協働して「生物多様性アク
ション大賞」を活用することで、効果
的に 5 アクション事例を収集できた。
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任意団体

活動内容
・5 つのアクションの素材を充実させるため、国際会議参加・自然
観察会開催・事例収集を行った。
・COP に留まらない多様な主体との連携の幅を広げ、主流化の推
進を下支えするため、地域ワークショップ実施・グリーン復興推進・
生物多様性ナレッジスクエア運営・ネットワークの強化・里山・里
海事例収集・サンゴ礁保全・B センスさんぽ企画に取り組んだ。
・パンフレットを作成し、
「いきものぐらし」ウェブサイトを更新した。

5 アクション事例紹介
「いきものぐらし」

達成できなかったこと
国際会議での提言及びセミナーについては、担当できる者が限られており、リソー
ス不足で実現できなかった。

今後の展望
MY 行動宣言を踏まえ、日本固有の生物多様性保全の取組みを活かした普及啓発
ツールを開発・展開する。

全国環境絵日記実行委員会

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
課

環境絵日記の
応募数

30,655 人

環境絵日記に参加
した地域の満足度
活動の全体目標
に対する達成度

100%
90%

題

子どもたちが作品に込めたメッセージを活用する手法が十分に行えておらず、子ど
もの環境への想いを社会に発信するとともに、全国的なネットワークを構築すること。

目

標

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、
①環境に対する知力・行動力を育む。②行政等と連携し環境プラットフォームを構
築する。③子どもたちの想いを発信・具現化する。
実施地域担当者による意見交換会

◆成果と工夫したポイント
●成果

子どもたちが描いた環境絵日記に
おいて、各地域から寄せられた 3 年
間の 総 応 募 数は、延べ 79,813 作
品となり、すべての作品をウェブサイ
ト上に掲載するとともに、各地域に
おいても展示会等を行った。
●工夫

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想い
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。

環境絵日記描き方講座

達成できなかったこと
当委員会にて全国各地域の子どもたちの作品をもとに協賛を得ることは、著作権等の問

環境絵日記の全国展開において、 題もあり難しいことが判明。よって各地域にて自主運営化が図れるよう活動方針を変更した。
各地域が取り組みやすいよう募集等
今後の展望
のノウハウや応募用紙の提供を行っ ・各実施地域にて、環境絵日記を独自に実施。
たこと。
・予算が未計上の地域においては、自治体において予算化を図る。

（特非） アーキペラゴ

イベントの
延べ参加者数
イベント参加者

50 人98

総合環境教育

総合環境教育

グリーン復興・里山・里海など、多様なテーマに取り組む団体と連携し、生物多
様性条約愛知ターゲット達成に向けた、生物多様性の普及啓発の国民運動ツールで
ある「MY 行動宣言 5 つのアクション」を普及する。

各地域が取り組みやすいよう募集等
のノウハウや応募用紙の提供を行っ
たこと。

今後の展望
・各実施地域にて、環境絵日記を独自に実施。
・予算が未計上の地域においては、自治体において予算化を図る。

（特非） アーキペラゴ

清掃活動を取り入れたエコツーリズムの
開発及び事務局の発足
課

イベントの
延べ参加者数

50 人

イベント参加者
の満足度

90%

活動の全体目標
に対する達成度

95%

題

瀬戸内海の海ごみ問題を解決していくガイド技術を持ったリーダーの育成と、海ごみ
問題について考えるきっかけづくりのためのエコツアーを開発し、啓もう活動を行う。

目

標

活動内容

どんなごみがいくつあるか調査中

香川の島嶼部を周遊し、漂着ごみが集中している箇所を特
定するとともに、楽しく参加できるアクティビティを計画。
環境問題に関する学びと、安全で楽しいアクティビティを両
立できる場所を時間をかけてリサーチ・調査し、二つのエコ
ツアーメニューを開発。ツアーサイト HP を立ち上げるとと
もに、Facebook では、環境問題に興味のあるメンバーを集め
て情報共有をした。

◆成果と工夫したポイント
●成果

環境活動とアクティビティを取り入
れたツアーメニューを二つ開発し、そ
れぞれ 2 回ずつ実施。環境問題に
興味のあるメンバーと一般の方、合
計 20 名にツアーに参加していただ
いた。
●工夫

より多くの方に興味を持っていた
だくため、
『楽しい活動である』こと
をメインで PR した。

きれいになった海岸で
ポーズ！

達成できなかったこと
処理方法・場所の制限により、漂着ごみの回収量を 1 回のツアーにつき 45L のご
み袋 1 〜 2 袋に制限されてしまった。

今後の展望
引き続き、エコツアーの開発・実施と人材育成を継続していきたい。

（特非） 浅間・吾妻エコツーリズム協会

野反湖プロジェクト

水辺環境保全活動
課

イベントの延べ
参加者数

58 人
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清掃活動 5 回

放置されたままの治
山工事廃材の回収

47 本

活動の全体目標
に対する達成度

50%

題

野反湖の水辺には大小様々なゴミが見られることから、これらを回収し、野反湖
全体のゴミの収集状況を視覚化することを今年度の課題にした。

目

標

今年度は、ゴミ拾いを通して野反湖に関わる人たちとのネットワークを形成して
いきたかった。次年度には、ビジターセンターを利用して、環境教育的な意味合い
を込めたゴミ拾いを展開するつもりでいた。
第一回目（6 月 30 日）LOVE

BLUE

◆成果と工夫したポイント
●成果

野反 湖を周 回して集めたゴミで
マッピングすることができた。放置
されていた治山工事廃材 47 本（およ
そ 1トン）を回収できた。地元小学
校で招聘した講師による出前授業
「野
反湖に棲むいきもの」を行えた。
●工夫

カヤックの使用で、重さ 20kg を
超える治山工事廃材を一気に大量に
曳航できて、作業の効率化が図れた。

活動内容
野反湖の許可権限者とカヤックを使用する展開で検討に
入ったが、話が進展しないばかりか、協議会等とカヤック使
用に関して折合いがつかず、結果としてカヤックを自粛せざ
るを得ない状況となり、8 月以降は作業効率が大幅に低下し
た上に、ネットワーク形成はおろか疎外感まで抱くような状
況になってしまった。
第三回目（9 月 24 日）の
ゴミの一部

達成できなかったこと
許可権限者との交渉ができず、地域内で協力が得られなくなった。地域性、排他
性を考慮して行政に期待したが、そこが最大の問題であった。

今後の展望
3 年計画で始めた初年度から、地元行政の協力が得られなくなったので、助成活
動を終了する。
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（特非）
いびがわミズみずエコステーション

イベントの
延べ参加者数

3,030 人

総合環境教育

総合環境教育

環境活動を取り入れたエコツアーの開発・実施と、Facebook などの SNS を活用
した情報共有場所の設立。

曳航できて、作業の効率化が図れた。

3 年計画で始めた初年度から、地元行政の協力が得られなくなったので、助成活
動を終了する。

（特非） いびがわミズみずエコステーション

西濃地域における揖斐川流域クリーン大作
戦・揖斐郡地域におけるいび地域環境塾
課

イベントの
延べ参加者数

3,030 人

収集したごみの
量・軽トラ

28 台分

活動の全体目標
に対する達成度

100%

題

揖斐川流域クリーン大作戦は、
5 町での開催を拡大し、
看板が老朽化したのでリニュー
アルしたい。いび地域環境塾は、休眠状態からの脱却を図る。臨時職員を配置する。

目

標

いび地域環境塾・ハロウィンかぼちゃ苗植え

◆成果と工夫したポイント
●成果

揖斐川流域クリーン大作戦は、5 町
から1 市
（旧 2 町）
5 町に拡大し、
2,000
人から 2,500 人に増加した。いび地
域環境塾は、子ども延べ 283 人、親
子延べ 530 人の参加を得て実施する
ことができた。
●工夫

いびがわミズみずエコステーショ
ンが、いび NPO 法人連絡協議会・
西濃環境 NPO ネットワークと協働
した。
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任意団体

活動内容
揖斐川流域クリーン大作戦は、5 月 31 日（日）に開催し、
昨年度の 5 町から本年度は 1 市（旧 2 町）5 町となり、参加
者も 2,000 人から 2,500 人に増えた。揖斐川町では、
7 ブロッ
クで開催しているが、今回看板を製作したことにより、スムー
ズな会場誘導ができた。いび地域環境塾は、18 回の講座を開
催し、102 人の子どもの参加があり、延べ 283 人、親子延べ
530 人の参加で実施することができた。

揖斐川流域クリーン
大作戦・水質検査

達成できなかったこと
いび地域環境塾では、27 年夏の異常気象により、ハロウィンかぼちゃが思うよう
に成長せず、子どもたちをがっかりさせてしまった。

今後の展望
揖斐川流域クリーン大作戦はさらに活動地域を拡大し、いび地域環境塾はより多
くの親子に参加していただきたい。

海守さぬき会

故郷の海レスキュー隊計画 2015
課

イベントの
延べ参加者数

66 人

イベント参加者
の満足度

100%

活動の全体目標
に対する達成度

100%

題

海底ごみは、底曳網漁を生業とする漁師のボランティア貢献活動に依存しなければな
らないということと、漁師が回収し持ち帰ったごみは産業廃棄物扱いになるということ。

目

標

海ごみ発生・排出抑制のための啓蒙・啓発活動により①生き物が棲みやすくなる、
②船の故障や事故が減少する、③漁業者の生産性向上が図れる、④海の景観が良く
なる等、海の環境と社会活動の改善を図る。
底曳網漁見学

◆成果と工夫したポイント
●成果

海に関心をもってもらい、海ごみ
の実態を知ってもらえた。 知ったこ
とを家族や友達に伝えてもらうこと
ができた。
（中学生 45 人⇒家 族約
100 人⇒友達（6 人）約 300 人）
●工夫

子どもたちの安全性を考慮し、漁
港の岸壁からと底曳網の開放から、
海底ごみの実態を学習してもらった。

活動内容
①高松市沖の備讃瀬戸海域で、底曳網漁を 51 名の中学生に
視察・見学してもらい、海底ごみの実態を学習してもらうこ
とができた。②男木島大井海水浴場での漂着ごみ一斉清掃と
国際基準の ICC 調査を体験していただき、20 袋 /40ℓ袋・0.8
㎥の漂着ごみを回収することができた。③海ごみ問題に精通
した（公財）水島地域環境再生財団の磯部先生と塩飽先生を
講師として招聘し、海ごみ問題の総合的座学学習会を開催す
ることができた。

海水浴場漂着ごみ
一斉清掃終了

達成できなかったこと
タイムスケジュールの関係で、当初予定していた河川敷での一斉清掃をプログラ
ムに組み入れることができなかった。

今後の展望
山（森）や川の環境が、海の環境にどのように影響しているかの学習プログラム
を組込んだ学習会を企画したい。

一般社団法人

JEAN

活動掲載ホームペー
ジのページビュー数
多摩川沿岸の調

1,128 ビュー
100

総合環境教育

総合環境教育

揖斐川流域クリーン大作戦は、1 市（旧 2 町）5 町での開催となった。看板が老朽化し
たのでリニューアルした。いび地域環境塾は、1 年を通じて活動展開ができた。臨時職員
を配置し、事業の遂行ができた。

山（森）や川の環境が、海の環境にどのように影響しているかの学習プログラム
を組込んだ学習会を企画したい。

一般社団法人

JEAN

海ごみを題材にした大人のための総合的な
環境教育
課

活動掲載ホームペー
ジのページビュー数

1,128 ビュー

多摩川沿岸の調
査地点数

13 地点

活動の全体目標
に対する達成度

75%

題

海ごみの多くを占めるプラスチックごみの発生抑制に向けて、普及啓発、環境教育な
どの活動促進は不可欠であり、そのための資料、プログラム等の検討、作成を目指す。

目

標

研修会の目的、注意点などを説明

◆成果と工夫したポイント
●成果

講座の参加者数は目標に満たな
かったが、そのため、参加者間の情
報共有はアイデアを含み相当量図ら
れ、参加者がそれぞれの地域活動に
フィードバックできる多くの情報を持
ち帰った。
●工夫

特にマイクロプラスチックの問題、
課 題について講座、検 討会等での
参加者間の情報共有を促し、配慮し
た。

任意団体

活動内容
○多摩川ごみ調査の実施：多摩川沿岸及び河口周辺における
漂着ごみ状況調査を全 16 地点で実施。
○「大人のための海ごみ講座〜海ごみプラごみ研修会〜」の
開催：各地の活動者を対象に、問題解決に向けて現場で使
いやすい資料等を検討する講演、ワークショップを実施
○「海洋ごみ問題の普及啓発のための検討会」の開催：さら
に普及啓発を進めるため検討を進め、写真パネルの作成に
向けて検討。
＊検討の結果、A3 写真パネルを作成。

都が毎日運行している
清掃船を見学

達成できなかったこと
当初想定していた研修会の参加者数を満たすことができなかった。告知の期間を十
分に確保できなかったことが原因であり、事前準備の重要性を確認することとなった。

今後の展望
作成した A3 写真パネルの積極的、継続的な貸与、活用によって、各地での普及啓
発に寄与していきたい。

誇れるふるさとネットワーク

与論島における 365 日の海岸清掃活動と
大学生との協働による海域調査
課
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イベントの
延べ参加者数

3,623 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

3回

活動の全体目標
に対する達成度

70%

題

与論島内に 60 ヶ所あるどの海岸においても、中国や東南アジア諸国から流れる大量
のゴミが波打ち際に並び、景観の阻害はもちろん、生態系や漁業に悪影響を与えている。

目

標

・地域住民だけでなく、観光客も含めた海岸清掃の普及
・与論町環境課とのゴミ回収・運搬・処理に関わる協働体制の確立
・海岸漂着ゴミに対する取組みに関して視察が訪れる。または他地域での事例報告を行う。
毎日の海岸清掃活動

◆成果と工夫したポイント
●成果

海 岸 清 掃「 美ら島プ ロジェクト
365」には年間で延べ 3,623 人
（内、
588 人は観 光客）が参 加し、3 月
24 日に行った活 動 報 告 会には 26
人が出席した。
●工夫

SNS（Facebook、インスタグラム）
を活用し、清掃後の報告と翌日の活
動参加募集を毎日行った。

活動内容
・与論島内 60 ヶ所の海浜などでのごみ拾いを 4 月 1 日から毎
朝 1 時間程度行った。また、年度末 3 月 24 日にはその活動
報告会を開催し、今後のアイディアを出し合うワークショッ
プを実施した。
・海水濃度調査については、東京農工大学生との協働により、
島内 10 ヶ所での水質調査を行った。
・漂着ゴミの流出元の調査では、対象となる飲料ペットボトルを年
間で 3,323 本回収し、与論島の漂着ごみの現状を明らかにした。

与論町役場・環境課との
協働による活動報告会

達成できなかったこと
活動報告会は与論町役場・環境課の協力を得たこともあり、平日の日中に設定した。ま
た、年度末は、多くの人にとって多忙な時期となったため、参加者は 26 名のみに留まった。

今後の展望
今後の清掃活動は、時間と場所を指定するイベント型ではなく、当事者の自主性
による習慣型を目指したい。

一般社団法人
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ClearWaterProject

活動掲載ホームペー
ジのページビュー数
登録団体数

約 70,000
ビュー

総合環境教育

総合環境教育

○研修会参加者数の目標：クリーンアップ活動等の経験者等を対象に 30 名程度を想定する。
○周知促進のための工夫：マイクロプラスチックの環境への影響等の情報共有を図り、普及
啓発に向けての資料作成を目指す。

総合環境
保全活動
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今後の清掃活動は、時間と場所を指定するイベント型ではなく、当事者の自主性
による習慣型を目指したい。

一般社団法人

ClearWaterProject

流域環境改善活動団体のファンドレイザー
育成事業
課

活動掲載ホームペー
ジのページビュー数
登録団体数
（準備中含む）

約 70,000
ビュー

17 団体

活動の全体目標
に対する達成度

50%

題

流域環境活動団体の、資金・人的リソース不足、IT 等を活用したコミュニケーショ
ン技術不足、対外的広報活動不足。持続困難な団体運営と組織体制。

目

標

カワサポを通じて、流域環境改善に取り組む団体が、自律的に継続していくために、
多様なファンドレイジング方法や、それと表裏をなす広報活動の手法を身に付ける。
持続可能な団体作りの重要性を認識する。
カワサポトップページ

全国の詳細な流域マップ

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

流域を考えるクラウドファンディン
グとして差別化するため、全国の詳
細な流域マップをトップページに搭
載。
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任意団体

登録団体交流勉強会の模様

達成できなかったこと
より多くの団体登録を目指したが、目標に達しなかった。新たなことへの抵抗感や、利
用開始の事務手続きの煩雑さ、運用における人的リソース不足などが要因と考えられる。

今後の展望
より多くの団体に登録していただき、プロジェクト達成や団体継続支援などのメ
リットを提供していきたい。

グリーン購入ネットワーク

フィリピンの中小企業を対象にした
グリーン購入キャパシティビルディング
課

イベントの
延べ参加者数

110 人

活動に対する
問合せ件数

4件

活動の全体目標
に対する達成度

70%

題

全企業に配置が義務付けられ、企業の環境管理に直接携わる環境規制担当者
（PCOs）の研修内容に、
持続可能な消費と生産
（SCP）
に関する項目が含まれていない。

目

標

・PCOs の SCP に関する知識・スキルが向上するとともに、研修の成果を企業の環
境管理や環境方針に反映する基盤づくりが進む。
・フィリピン国内で研修モジュールの活用が検討される。
第 2 回ワークショップの様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

アンケートの結果、参加者は講義
内容、講師陣、研修の実用性につい
て満足していることが分かった。また、
PCO 認定のための研修プログラムに
SCP を加えることになり、新たなモ
ジュールの作成が進んでいる。
●工夫

企画段階から関係機関を巻き込ん
だことと、2 回目のワークショップの
参加者を潜在的指導者に限定したこ
と。

活動内容
・8 月に活動実施団体と関係機関によるインセプションワーク
ショップを開催し、活動目的と各機関の役割を確認した。
・9 月に第 1 回キャパシティビルディングワークショップを実施
し、SCP の概念や手段、環境ラベル、グリーン購入、ライフサ
イクル分析について学んだ。2 日目は SCP を実践しているタイ
ル工場を見学した。
・3 月の第 2 回ワークショップは普及効果を上げるため、潜在的
指導者に対象者を絞って実施した。

達成できなかったこと
参加者の多くは SCP について学んだことを活かし、各々の組織で研修モジュールを
活用したいと考えているが、活動期間が短く個別指導やフォローアップができなかった。

今後の展望
これまでのような資金面での支援ではなく、専門家の派遣や日本の知見の情報提
供を通じて支援を継続したい。

任意団体 LEAD-Japan Asia Paciﬁc Initiative
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現地ステークホルダーに
よる最終報告書の表紙

沿岸環境モニタリングと住民主体型ガバナンスモデ

カリキュラム・モジュー
ル開発（日・英両語）
海外コンタクト

10 科目

総合環境保全活動

総合環境保全活動

カワサポの登録団体数：17 団体
（公開準備中含む）
、地域パートナー
数：2 団体、ユーザビリティ向上の
ためのシステム改良とコンテンツの
追加。地域パートナーページ作成。
全国流域マップの搭載。

活動内容
弊社団の開発した WEB サービス「カワサポ」を問題解決の
ためのツールとし、各団体に登録活用を促すため、団体へ直
接訪問を実施。また、コンテストなど様々な機会を通した PR
活動を実施。また、サービスのさらなる充実を目指して、ユー
ザビリティ向上のためのシステム改良、新コンテンツの開発、
地域パートナーページの作成。登録団体を集めた、ファンド
レイジング能力と団体運営能力向上を目的とした交流勉強会
を一泊二日で実施。

参加者を潜在的指導者に限定したこ
と。

これまでのような資金面での支援ではなく、専門家の派遣や日本の知見の情報提
供を通じて支援を継続したい。

任意団体 LEAD-Japan Asia Paciﬁc Initiative

沿岸環境モニタリングと住民主体型ガバナンスモデ
ルの開発、ならびに大学連携ネットワークによる普
及―日本、タイ、フィリピン―
課

カリキュラム・モジュー
ル開発（日・英両語）

10 科目

海外コンタクト

2 ケ国

活動の全体目標
に対する達成度

60%

題

NGO として、1992 年の国連環境開発会議での「持続可能な開
発」の合意、2012 年の「リオ＋ 20」での「持続可能な開発目標
SDGs」の合意の普及を担う。

活動内容

沿岸環境調査の様子（沖縄・大浦湾）

◆成果と工夫したポイント

●工夫

国 際レベル・国レベル・地 域レ
ベルをタテに貫く協力関係を構築す
る。アジア太平洋における「沿岸環境保全」
に向けた知見を得るため、沖縄島に共通の
フィールドを設定し、タイ、フィリピンの大学・
NGO と協力する。
ウェブサイト www.esd-asiapaciﬁc.com
上にアーカイブ並びに最近の成果を掲載。

今後の課題
地球環境と生態系（特に沿岸域）を理解するための国際プログ
ラムを開発し、実施する（インフォーマル教育）
。
大学・中高・小学校レベルの地域教育プログラムに組み込む。
これらを実施するボランティア参加者およびサポーターを募る。

（特非） モンゴル環境情報センター

モンゴル国フブスゴル地域における
環境教育を伴うエコツーリズムの確立
課

イベントの
延べ参加者数

530 人

イベント参加者
の満足度

80%

活動の全体目標
に対する達成度

70%

82

題

当該地域のエコツーリズムの確立は、自然環境と文化遺産を持
続的に保護することによって、観光産業が育成され、地域経済の
発展に寄与することにある。

活動内容

観光学科の大学生たちが中学生にグループ学習中

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

ツアーガイドブックを 1,000 冊作
成。モンゴル国立教育大学生 35 名
にツーリズムに関する講義 10 時間。中学生・
教員を対象に当該地域の環境・文化研修会
3 回開催。ツアーガイドの養成研 修会 2 回
開催
地元住民との信頼関係の構築。

エコツーリズム協議会が現地に
て 4 回開催され、ツアーガイドの
養成のための組織作りを行った。
また、ガイドブックが完成し、27
年 10 月 に は 日 本 語 版 も で き 上
がった。ガイドブックをテキスト
として、モンゴル国立教育大学観
トナカイに乗ってツァータン
光学科の学生に 10 時間の講義を
族調査に向かう
行い、受講学生 30 名は当該地区
に観光実習として赴き、中学生 200 名（エコクラブ会員）
、教員
60 名を対象に観光実習として、当該地域の環境・文化を教えた。

今後の課題
＊エコツーリズム協議会を観光行政の中心として起動させる。
＊ツアー運転手のガイド育成システムの確立。
＊地元中学生 30 人をツアーガイドとして認定育成。
＊ツァータン部族のルーツの突き止め。

（特非） ｢環境・持続社会｣ 研究センター（JACSES）

イベントの
延べ参加者数
イベント参加者

113 人
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総合環境保全活動

総合環境保全活動

●成果

LEAD-Japan API は、大学間の
非公式な協力関係を基礎として
NGO 活動を行っている。中心テー
マ は ア ジ ア・ 太 平 洋 に お け る 環
境の持続可能性の向上である。特
に、サンゴ礁など地球環境の健全
性を示す指標となる生態系の保全
地球環境を守ろう（フィージー）
に重点をおいている。具体的には、
フィールドワーク、教材開発、教育（フォーマル、インフォーマル）
を行っている。海外を含め、関連する NGO、国際機関と協力して
いる。

＊地元中学生 30 人をツアーガイドとして認定育成。
＊ツァータン部族のルーツの突き止め。

（特非） ｢環境・持続社会｣ 研究センター（JACSES）

開発途上地域での環境保全対策推進のための効果的
かつ信頼性の高い日本の環境資金 / 技術協力及び国
際制度推進に向けた調査研究・提言・啓発
課

イベントの
延べ参加者数

113 人

イベント参加者
の満足度

100%

活動の全体目標
に対する達成度

35%

題

途上国の気候変動対策推進が急務であり、先進的な環境技術普
及・資金が必要とされている。そのために、日本の環境資金 / 技
術支援政策や国際制度の効果的推進が必要である。

活動内容

11 月 18 日 COP21 直前セミナーの様子

◆成果と工夫したポイント
●成果 ・環境資金 / 技術協力政策・国際制

今後の課題
・日本政府・国際機関等に、環境資金 / 技術支援政策・国際制度
強化に関する提言をタイミングよく実施。
・日本国内の関係者とのさらなる協働強化とともに、海外関係者
とのネットワーク構築・情報発信を強化。
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（特非） 環境市民

環境を主とした「持続可能な消費」行動を具現化するため
の全国ネットワークによる啓発、調査、企業との交流活動、
ウェブサイトとアプリを用いた消費者への情報提供活動
課

イベントの
延べ参加者数
グリーンコンシューマー
全国一斉店舗調査
活動の全体目標
に対する達成度

100 人以上
122 店舗
30%

題

SDGs の目標の一つでもある「持続可能な消費」を日本で実現
するため、消費者自らが主体となり、調査や情報提供を行うと同
時に企業や自治体、政府への働きかけを行なう。

活動内容

グリーンコンシューマーリーダー養成講座の様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

「消費から持続可能な社会をつく
る市民ネットワーク」創設により、市
民が主体的に持続可能な消費に取り組む基
盤を日本につくれた。講座やスーパー調査の
実施により、200 人以上の人に関心を高めて
もらうことができた。
「消費から持続可能な社会をつくる市民ネッ
トワーク」の人脈や専門的情報を活動展開に
活かした。

（特非）
環境ネットワーク埼玉
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1）環境や人権、動物の福祉、消
費などの問題解決に取り組む
NGO からなる「消費から持続可
能な社会をつくる市民ネットワー
ク」の創設、活動の展開。2）持
続可能な消費についての認識、理
解を深め、活動を行う人を養成す エシカル・コンシューマーズ・オース
る講座を各地で開催。3）企業の トラリア ゴードン・ルノフ氏講演会
持続可能性に関する調査、格付け、及び企業とのコミュニケーショ
ンをはかる。4）
持続可能性に配慮した商品選びに関する情報をウェ
ブサイト（アプリ的に使用可能）にて提供。

今後の課題
企業の格付けや持続可能性に配慮した商品選びの情報を、効果
的に発信していくことによって、市民が主体となって、持続可能
な消費の実現に貢献できる社会的な仕組みをつくっていくこと。

イベントの
延べ参加者数
イベント参加者

240 人

総合環境保全活動

総合環境保全活動

度強化に尽力する関係者（20 人以
上）とネットワークを構築・連携が強化。
・イベント参加者（100 人以上）と意見交換、
日本の政策・国際制度への市民の理解向上
に寄与。
●工夫
アンケート／チラシ／ウェブサイト／メルマ
ガ等、ターゲットや発信手法によって内容や
表現を変更した。

■活動 1
①プロジェクト委員会や個別会
合にて、企画立案・意見交換を
実施。②国内外の最新動向を調
査研究。③ 技術メカニズムに関
する研究ワークショップ開催。
■活動 2
イベントブース出展の様子
① 技術 / 資金等に関する提言発
信。
②メールマガジン/ウェブサイトにて最新動向、
活動報告等を発信。
③政策 / 制度概要・課題、パリ協定、提言を含む調査提言レポート
発行。④気候変動交渉や途上国支援のあり方に関するセミナー開催。

トワーク」の人脈や専門的情報を活動展開に
活かした。

な消費の実現に貢献できる社会的な仕組みをつくっていくこと。

（特非） 環境ネットワーク埼玉

都市と森をつなぐ森林保全のための
基礎整備事業
課

イベントの
延べ参加者数

240 人

イベント参加者
の満足度

90%

活動の全体目標
に対する達成度

30%

題

秩父市吉田地区をプロジェクトサイトとし、本事業を通して森
林や農地等の自然資源を活用して、都市部の住民や企業等との交
流を活性化し地域振興につなげること。

活動内容

プロジェクトサイトにおいて森の確認と今後の方針検討

◆成果と工夫したポイント

●工夫

プロジェクトサイトでの地元住民
を交えた現場視察、各種の試行的
なイベント等の実施を通じて、これまで受け
身だった地域の人々の意識変化が徐々に見ら
れ、本取組みに主体的に参加・協力する機
運が生まれ始めている。
森の環 境 教育プログラム作成にあたって
は、地域住民を巻き込み、地域の課題につ
いて ESD の視点を入れた。

今後の課題
・大学生等の若者や地元住民が、スタッフや講師等として主体的
な参加が得られるよう、環境教育プログラムの改善が必要。
・企業の CSR として活用する場合、受け入れ態勢の整備と参加し
やすい仕組み作りが必要。

（特非） 環境の杜こうち

高知県における「暮らしの中の自然モノサ
シ市民調査」の仕組みつくり
課

活動掲載ホームペー
ジのページビュー数
モノサシキー
ワード
活動の全体目標
に対する達成度
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539 ビュー

3,200 ワード
90%

題

高知県において、暮らしの中で「自然の豊かさ」を実感すると
ともに、脆弱性を意識できるようになることを目的に、『自然の豊
かさ』を実感するためのモノサシの手法開発をめざす。

活動内容

大月町での地域ワークショップ

◆成果と工夫したポイント
●成果

「自然の豊かさ」を実感するため
の、モノサシの元になるキーワード
が 3,200 ワードほど集まった。また、地域で
のワークショップを 3 回行うことができた。

●工夫

モノサシを考える上で、四季という区切りを
発案し、回答者や参加者からキーワードを引
き出しやすくした。

一般社団法人

季節や暮らしとの接点から、
「地
域の豊かさ」
「自然の豊かさ」を
見なおしてみる機会として、3 か
所 で 地 域 の 住 民 と、 そ こ に 接 点
のある県内在住の皆様とワーク
ショップを行った。また、「自然
モノサシ」の候補となるモノゴ
えこラボの文化祭イベント参加
ト（キーワード）を抽出するため、
県内各地のイベントなどへの参加や SNS を通して、一般県民から
「四季の移り変わりを感じるコトやモノ」のキーワードを収集した。
現在 3,200 個近いキーワードが集まった。

今後の課題
県内が広くまた地域性があるため、できるだけ広い範囲での活
動を心がけていきたい。また、モノサシを考える上でデータの収
集が必須なので、数を増やし、質を高める工夫を行いたい。

コンサベーション・インターナショナル・ジャパン

イベントの
延べ参加者数
イベント参加者

75 人
106

総合環境保全活動

総合環境保全活動

●成果

活動 1．環境教育プロジェクト検討会を
設置しプログラムの検討を行った。
活動 2．さいたま市の親子対象に作成
した森の環境教育プログラムを試行
した。
活動 3．さいたま市内の企業・市民向
けのセミナーを開催し、次年度以降
森の Good Job 体験学習会の様子
の参加者の拡大につなげた。
活動 4．広く情報発信を行うため、
当団体の HP上に専用ページを作成した。
活動 5．さいたま市内の企業をリストアップし、CSR 活動に関する意識調
査を行った。

集が必須なので、数を増やし、質を高める工夫を行いたい。

一般社団法人

コンサベーション・インターナショナル・ジャパン

自然資本管理の主流化による持続可能な社会
の構築を目指す民間セクターへのアプローチ
課

イベントの
延べ参加者数

75 人

イベント参加者
の満足度

78%

活動の全体目標
に対する達成度

50%

題

生態系サービスを生み出す健全な自然環境は持続可能な社会の
基盤であるが、今の経済の仕組みではその劣化が必ずしもコスト
とならないため、その重要性が過小評価されている。

活動内容

コンサベーション・インターナショナルスタッフ、世界自然資本フォーラムにて

◆成果と工夫したポイント

今後の課題

・7 月に発表される自然資本プロトコルの正式版を翻訳。
・同プロトコル普及のための取組み（シンポジウムなど）を展開。
・ビジネス、行政への働きかけ。
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（特非） ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議

アジアの化学物質管理に関する国際市民セミナー
の開催と化学物質管理に関する政策提言活動
課

イベントの
延べ参加者数

262 人

イベント参加者
の満足度

100%

活動の全体目標
に対する達成度

95%

題

化学物質による人の健康被害と、環境への悪影響を最小化するという 2020 年目
標達成のために、
アジア地域の環境 NGO と連携して課題を明らかにする必要がある。

目

標

アジア地域の NGO を招いて国際セミナーを開催し、共通課題を見つけ、また、日
本の課題を明らかにすることで、2020 年目標を達成するために必要な施策について
政策提言を作る。
11 月 22 日のアジアの化学物質管理国際セミナー

◆成果と工夫したポイント
●成果

国際セミナーで 95 人、前後の学
習会を合わせのべ 262 人の参加者
を得た。アジアの NGO との議論や、
関係省庁へのヒアリングにより、日
本の課題である消費者の直接ばく露
対策を政策提言としてまとめた。
●工夫

国際セミナーで、日本から大阪府
の化学物質事故 対策についての報
告をいただいたため、相互理解が進
んだ。

（特非） 泉京・垂井
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活動内容
1）11 月 22、23 日にアジア地域の化学物質管理に関する国
際セミナーを開催した。
2）7 月 26 日、3 月 12 日に化学物質に関する学習会を開催。
10 月 20、27 日、12 月 8、15 日に、関係省庁の化学物質
管理の施行状況についてヒアリングを実施した。
3）ニュースレターで最新情報を提供。
「ヨハネスブルクサミッ
ト（WSSD）2020 年目標達成のための日本の化学物質管
理制度に関する提言」を作成した。

日本の化学物質管理制度に
関する政策提言書

達成できなかったこと
政策提言は、一般向けに分かりやすいイラストを入れたリーフレットにしたかったが、関
連する政府の検討会が 3 月まで続き、
傍聴やヒアリングの必要があり、
提言書だけになった。

今後の展望
日本の課題が、消費者の直接ばく露による有害影響への取組みが不足している点
であることが明らかになったので、その点に重点をおいた取組みをしていきたい。

イベントの
延べ参加者数
イベント参加者

224 人

総合環境保全活動

総合環境保全活動

現在、プロトコルを試行している
日本企業はないが、シンポジウムの
後、7 月に正式版が出るのに合わせて、試し
てみたいという声が聞かれ、自然資本が、企
業の経営判断に含まれる方向への変化の兆し
が見られるようになった。
●工夫
プロトコルの開発に関わるメンバーから組
織的な協力を得ること
（自然資本コアリション、
WBCSD）
。
●成果

ビジネスの自然への影響と依存
度を評価する、標準化されたアプ
ロ ー チ で あ る「 自 然 資 本 プ ロ ト
コル」に関するシンポジウムを、
2016 年 2 月 15 日、 国 連 大 学 エ
リザベス・ローズ会議場にて開催
（参加 75 名）。海外から招聘した 自然資本プロトコル国際シンポジウム
本プロトコル作成の中心人物 3 名
と国内の論客 2 名が参加。プロトコルを紹介し、持続可能な世界
に向けて期待される役割について議論。
共催：自然資本コアリション／後援：環境省／協力：WBCSD
（持続可能な開発のための世界経済人会議）

告をいただいたため、相互理解が進
んだ。

日本の課題が、消費者の直接ばく露による有害影響への取組みが不足している点
であることが明らかになったので、その点に重点をおいた取組みをしていきたい。

（特非） 泉京・垂井

あどぼ（アドボカシー）の学校〜環境政策
提言力向上から環境政策実現力へ〜
課

イベントの
延べ参加者数

224 人

イベント参加者
の満足度

87.5%

活動の全体目標
に対する達成度

40%

題

住民・NGO・NPO の間でも、環境政策などの公共政策立案の
主体は自分たち自身であるという自覚に乏しく、そのことが環境
政策への理解や支持を十分に得られないこと。

活動内容

垂井町で空き家対策の政策提言を考える様子

◆成果と工夫したポイント
●成果 ・次年度、あどぼの学校を兵庫、熊

●工夫 ・振り返り会を設け講座のブラッシュアップを

図ったこと。
・中間、最終アンケートをとったこと。

た」
「る」
「い」各グループによる
発表後の様子

今後の課題
各地域で、あどぼの学校を開設したいという話があった場合を
想定した体制の確立。

（特非） A SEED JAPAN

普及啓発・人材育成・国内外ネットワーク構築を通
した、若者による持続可能な社会構築に向けた金融
システムづくり
課

イベントの
延べ参加者数

86

1,700 人

Facebook ペー
ジいいね！数

4,000

活動の全体目標
に対する達成度

90%

いいね！

題

環境問題解決のために民間資金が投融資される仕組み、環境・
人権問題関連事業への投融資の規制が不十分。及びそれを解決す
るためのネットワーク構築・人材育成が不十分。

活動内容

グローバルフェスタ 2015 の出展風景

多くの人が足を止めた

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

① り そ な HD が CSR レ ポ ート
2015 で人権や環境配慮について新
たに明記した。② 12 月、三井住友信託銀行
が赤道原則に署名し、スコアが向上した。③
銀行から寄せられた質問内容から、昨年度と
の点数比較を気にしていることがわかった。
他団体との協力を通して、預金者への普及
啓発効果を最大化。メディア掲載回数を増や
すための発信を行った。

任意団体

NPO 地域づくり工房

1）F a i r F i n a n c e G u i d e（ 以
下 FFG） 日 本 版 ウェブ サ イト
（URL:http://fairﬁnance.jp）の運
営・改善・普及のためのセミナー・
シンポジウム開催
2）地 域課題 解決のための、先進
的な地域金融の取組み事例共有
3）上記の活動を通じて、環境金融
及び持続可能な社会経済づくり
に精通する人材を育成する。

11 月 6 日開催の国際セミナーの様子

今後の課題
メッセージ数、アクセス数を伸ばし、金融機関への良いプレッ
シャーを増やしたい。本年度は石炭火力発電であったが、来年度
のタイミングとして食（遺伝子組換、農業等）をテーマとするこ
とも検討中である。

イベントの
延べ参加者数
イベント参加者

465 人
108

総合環境保全活動

総合環境保全活動

本の 2 地域で開設したいというニー
ズが出てきたこと。
・同志社大学プロジェクト科目に採択され、
講座希望者が 13 名いたこと。

・関西圏の各団体と協働による「あ
どぼの学校」実施による担い手
育成事業の実施。
・同志社大学ソーシャル・ウェル
ネスセンターの協力、共催によ
る「あどぼの学校」シンポジウ
ムの実施。
・同志社大学でのプロジェクト科
目採択に向けた「あどぼの学校」
普及活動。

啓発効果を最大化。メディア掲載回数を増や
すための発信を行った。

任意団体

のタイミングとして食（遺伝子組換、農業等）をテーマとするこ
とも検討中である。

NPO 地域づくり工房

イベントの
延べ参加者数

自主簡易アセスの普及に向けた
支援ツールの開発
課

465 人

イベント参加者
の満足度

70%

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

中小規模の事業における自主簡易アセスの取組みを広げることで、
環境コミュニケーションに基づく環境面で質の高い地域づくりを進める
仕組みをつくりたい。

活動内容

セミナー「太陽光発電の自主簡易アセス」

◆成果と工夫したポイント

●工夫

①簡易診断ソフトの 2 点 追 加や
テキストの出版等で支援ツールを拡
充。②学会発表やセミナー開催等で幅広く活
動を発信。
③環境 NGOアンケート調査やワー
クショップ（4 回のべ 25 名参加）等により
来年度課題を抽出。
アンケート調査、セミナー、学会等での発
表、関係団体との連携等により、発信・交流
の機会を開拓した。

今後の課題
自主簡易アセスの担い手の育成とさらなる事例開発（分野、事
後調査段階や環境社会配慮など）を進める。
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（特非） えひめグローバルネットワーク

アジア・アフリカとつながる四国 SDGs
ネットワーク（SSN）構築プロジェクト
課

イベントの
延べ参加者数

168 人

勉強会の
開催回数

6回

活動の全体目標
に対する達成度

50%

題

先進国と途上国の格差、また、途上国の開発による国内の格差
が広がる中、四国においても人口の問題と相まって、都市部と中
山間地域の格差は引き続き拡大し続けている。

活動内容

東雲インターナショナル防災イベント

◆成果と工夫したポイント
●成果

勉強会などのイベント開催により、
高校生、大学生を中心としたユース
世代とのネットワーク構築が進んだ。

●工夫

SDGs の 17 項目のうち、テーマの的を絞っ
て取り組んだことで、具体的な学びの場、実
践の場を創出した。

任意団体

109

大阪海さくら

持続可能な社会づくりのため
に SDGs がどのような役割を果た
すことができるか、今後どのよう
な実践的な取組みが必要となるの
か、参加者同士で共有し、理解す
るために勉強会などのイベントを
四国各県で開催する。同時に、ア SDGs を学ぶための教材開発（試作）
ジア（ネパール）、アフリカ（モ
ザンビーク）での現地情報の収集と、連携構築に向けたヒアリン
グ等を通して、多様な主体との連携による四国 SDGs ネットワー
ク（SSN）構築に向けて取り組む。

今後の課題
発信力が弱く、勉強会や意見交換会の定例化を図ることができ
なかったことが課題。次年度は今年度に引き続き、17 項目のうち、
ある程度的を絞ったテーマで、定期的に勉強会・情報共有できる
仕組みづくりを進める。

集めたごみの
袋量
アマモの里親

386 袋

総合環境保全活動

総合環境保全活動

●成果

本会の実践に基づく「自主簡
易アセス支援サイト」を開設し、
実践に役立つツール（無償の簡
易環境診断ソフト、事例紹介等）
を公開するとともに、これを利
用したセミナー等を開催してい
る。また、
実践事例の開発
（4 件）
ワークショップ
を進めたり、関係機関や団体の
「自主簡易アセスを広めよう！」
協力によるワークショップを開
催したりすることで、開発システムやテキスト等の妥当性を検証
し、さらなる開発につなげている。

ある程度的を絞ったテーマで、定期的に勉強会・情報共有できる
仕組みづくりを進める。

任意団体

大阪海さくら

音楽とごみ拾いで繋ぐ、大阪湾のアマモと
子どもたち『大阪海さくら』
課

集めたごみの
袋量

386 袋

アマモの里親
件数

150 件

活動の全体目標
に対する達成度

60%

題

海のゆりかご アマモは、海にとって食物連鎖の底辺であり、
酸素を出し続け海水の浄化もしていた。
しかし、1960 年代からはアマモの藻場の 90% が消滅した。

活動内容

大阪湾沿岸域でのごみ拾い

◆成果と工夫したポイント
●成果

地元の団体とより協力してイベントを開催
することにより、
前年の倍以上の来場者になっ
た。

今後の課題
主催イベントのチケットの売上や関連グッズの売上によって、
今後の活動総額の 30% を確保するようにする。
また、NPO 団体として登記することにより、より行政や他の外
部機関との協働をし、資金確保につなげる。

（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
課

イベントの
延べ参加者数

223 人

動画記録の
上映校数

6校

活動の全体目標
に対する達成度

60%
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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、川への興味関心が低下し、川の荒廃へとつながっている。

目

標

宮川流域に現存する河川文化を記録し公開することで、河川文化への興味関心を
向上させる。
漁協組合員や地域住民の河川文化への理解を深め、継承の動きを活発化させる。
地元のお母さんから魚のさばき方を習う

◆成果と工夫したポイント
●成果

継承教室には 2 年間で延べ 426
人が参加、体験後の感想では、川
への興味関心が高まっている。
また、夏休みに小学生が行う聞き
取り調査に 2 年間で 117 人が参加
し、聞き取り後の感想で 8 割の人が
川への興味関心が高まった。
●工夫

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。

活動内容
・河川文化継承教室の開催（キャンプでの川体験 7 本、日帰り川体
験× 5 本、鮎の調理体験 1 本、小中学生への漁法ビデオ上映 7 回）
・町内小学生への川の経験アンケート調査（2 回）
、小学生による
祖父母世代への川の聞き取り調査の実施（2 回）
・河川文化の調査・記録（映像動画記録 5 本作成・聞き取り記録
5 人作成）
・取組みの情報発信（HP 作成・更新・ポスター発表実施・報告
会の実施、展示の出展）
。

地元漁師さんから
しゃくり漁を習う

達成できなかったこと
漁法の動画記録は漁業期間に川の増水、悪天候等により、設定した日程に撮影を
実施できず、思うように進まなかった。

今後の展望
河川文化の調査、記録を継続し、資料室の開設を行う。また、川での体験の機会
を継続して提供していく。

（特非） 河北潟湖沼研究所

イベントの
延べ参加者数
活動掲載ホームペー

487 人
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総合環境保全活動

総合環境保全活動

●工夫

音楽イベントや小学校への環境授
業を開催した。
これらの活動により、音楽イベント関連で、
のべ 2,000 人 以 上の方々に、 環 境 授 業で
300 人以上の児童に、大阪湾の現状や環境
について知っていただいた。

大阪湾の沿岸において、持続的
な海洋生物の保全を目的として、
アマモ場を保全するため、アマモ
の移植活動を行う。また、本地域
のアマモ場及び、海洋生物の保全
の目的で、大阪湾沿岸及び、淀川
河口流域の清掃活動を行う。
小学生が育てたアマモ
また、一般市民に対して、アマ
モの現状や重要性を普及啓発するために、音楽イベントやエンター
テイメントイベントを開催する。小中学校や地域住民を対象とし
て、環境学習の実施を呼びかける。

の変遷を知る地域講師を招き、近年
の環境変化を伝えた。

河川文化の調査、記録を継続し、資料室の開設を行う。また、川での体験の機会
を継続して提供していく。

（特非） 河北潟湖沼研究所

カーボン・オフセットの活用を展望した
協働による水辺と農地の保全活動の推進
課

イベントの
延べ参加者数

487 人

活動掲載ホームペー
ビュー
ジのページビュー数 59,256
活動の全体目標
に対する達成度

70%

題

豊かな水辺をもつ河北潟地域では、ヨシ原の衰退や水辺の人工
化、外来植物の繁茂、農業形態の変化等から、水辺や農地で多様
な生物が生息できる空間が極端に減少している。

活動内容

ヨシの刈り取りによる水辺保全活動

◆成果と工夫したポイント

●工夫

外来植物除去活動やヨシ舟体験
等活動全体の参加者は、のべ 349
名となり、無農薬の協働米作りは全体でのべ
138 名で作業した。前年度と比べ、水辺と
農地の保全活動に、さらに多くの人が関わる
ようになった。
水辺と農地を身近に感じてもらえるよう、
親子向けのイベントを継続し、活動の楽しい
部分を出すようにした。

今後の課題
①調査・研究結果を活動成果として参加者に適切に伝え、継続した
参加につなげる。②地域の企業や農家との連携をすすめる。③外来植
物堆肥化について、J クレジット制度へのプロジェクト登録をする。
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（特非） 環境とくしまネットワーク

「地域主導型」四国（志国）創生・地エネ
利活用プロジェクト
課

イベントの
延べ参加者数

215 人

再生可能エネルギー
実証データ取得

36 日間

活動の全体目標
に対する達成度

70%

題

四国地域から資源活用エネルギーや創造力を引出し、実現可能
な推進活動が重要。本プロジェクトによって異なる地域・組織団
体との連携や、協働ネットワークの展開を図る。

活動内容

体験型勉強会 / 小水力編の風景

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

何が資源になり、何が資源として
利用されるかは、四国の生産力・技
術の発展状況、利活用する側の状況によって
異なる。現対象 5 地区においての地域資源、
自然エネルギーを地域の循環的活性化と創
生に対し、活用する。
資源活用エネルギー数値データと地域独特
の環境気象測定値の分析による、今後のエ
ネルギーの活用の検討。

①地域外の大企業主導の自然エ
ネ ル ギ ー で は、 そ の 成 果 は 大 企
業・都市に吸収され、地域振興に
つながらない。地域資源である自
然エネルギーの利活用の成果を地
域振興に繋げるために、地域住民、
地域主体の自然エネルギー事業化
活動参加者の集合写真
は不可欠。②本格的な自然エネル
ギー事業に取り組む上で重要な技術的手法・関連ソフト＆ハード
等を学び、地域活性化につながる自然エネルギー導入推進方策に
ついて考える。

今後の課題
現実に創りだす、本年度の実証対象地区を軸に自然エネルギー
活用策と、理解しやすいエネルギーの数値化と見える化によって、
より多くの住民参画を視野として捉えることによって、事業の拡
大・持続可能な展開を図る。

（特非）
北九州サスティナビリティ研究所
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イベントの
延べ参加者数
活動掲載ホームペー

100 人
2,960 ビュー

総合環境保全活動

総合環境保全活動

●成果

①市民による農地や水辺保全活
動促進のため、地域団体等と連携
し、ヨシ刈りや外来植物除去活動
等水辺保全活動、セミナー開催、
ヨシ舟体験イベント等を実施し
た。②無農薬で協働の米作りを実
刈り取ったヨシを利用して
施、親子を対象とした体験会 3 回
作ったヨシ舟体験
を実施した。また、農家と協働で
減農薬栽培の圃場を広めた。③活動による生産物の PR をすすめ、
応援者を増やした。④実践活動による CO2 排出削減効果、水質保
全効果等の調査・研究をすすめた。

の環境気象測定値の分析による、今後のエ
ネルギーの活用の検討。

より多くの住民参画を視野として捉えることによって、事業の拡
大・持続可能な展開を図る。

（特非） 北九州サスティナビリティ研究所

日本における環境と女性・ジェンダーに関
する事例集の作成とプラットフォーム構築
課

イベントの
延べ参加者数

100 人

活動掲載ホームペー 2,960 ビュー
ジのページビュー数 （平成 27 年度）
活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

①環境とジェンダーの関係についての理解が弱い。②環境とジェンダーの関係について
の教材がない。③日本からの発信が弱い。④協働活動のためのプラットフォームがない。

目

標

女性のエンパワーメント・ジェンダー平等の視点にたった、日本の持続可能な開発・
環境問題取組み事例集を作成、利用、発信する。この課題に関心を持ち、取り組ん
でいる人びとの情報共有と活動推進の場を構築する。
第 3 回意見交換会
（平成 27.10 月 29 日〜 30 日長野県大町市）

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

ワールドカフェ方式で事例掲載団
体が開催。他の団体が訪問するよう
にし、関係づくりと今後の活動につ
なげた。

一般財団法人

女性のエンパワーメント・ジェンダー平等の視点にたった、日
本の持続可能な開発・環境問題取組み事例集の日・英版を作成、
利用・発信をした。セルフ・チェック・リストを作成、公開した。
全国 3 カ所で意見交換会とネットワークのキックオフ・イ
ベントを開催。この課題に関心を持ち、取り組んでいる人び
との情報共有と活動推進の場を構築し、ホームページ等で周
知した。持続可能な環境に関する国際会議でジェンダー分科
会を開催した。

「環境活動における女性・
ジェンダー事例集」
同英語版

達成できなかったこと
社会的関心を呼ぶような世論の喚起、関心の広がり、多数の参加によるイベントの
開催、IT を使っての魅力的な発信。原因は ICT の技能不足。

今後の展望
ICT を活用した既存の関係者の連携の持続・強化、活動の推進。追加事例の収集
を通じてのつながりの拡大。

北海道国際交流センター

外国人ボランティアと地域住民による
大沼ラムサール条約地区の環境保全活動
課

イベント参加者
の満足度

82%

活動に対する問
合せ件数

15 件

活動の全体目標
に対する達成度

65%
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題

2012 年にラムサール条約に登録された大沼において、農業や
漁業、観光業などそれぞれの業種間の対立が残っており、大沼の
環境保全活動を行う上で足並みが揃っていない。

活動内容

地元住民とワークキャンパーの環境保全活動

◆成果と工夫したポイント
●成果

セミナーの参加者が目標値を 12 名
上回ったことから、関心の高さが伺え
た。大沼ファンクラブグッズの作成に関して、外
部より協力の提案を頂いた。大沼ラムサール女
子会について多くの関心が寄せられた。

●工夫

大沼ラムサール協議会をラムサール 3 本の柱
である環境保全と、環境教育・ワイズユース（賢
明な利用）の 2 部会に分けテーマを絞り、
スムー
ズな会議運営ができた。

一般社団法人

課題を解決するために、地元住
民の対話の場を創る段階で、外部
の人を巻き込むことを試みた。外国
人ボランティアや大学などの研究機
関を交えた話し合いの場を持つこ
とにより、状況の打開を目指した。
大沼ラムサール協議会（3 回）、シ
大沼ラムサール女子会の
ンポジウム
（2 回、参加者各 50 名）、
ユニホームお披露目
セミナー
（2 回、91 名）、エコツアー
（1
回、19 名） などを開催した。WEB の内容の充実や、大沼ファンク
ラブ会員の増強にも力を注いだ。

今後の課題
東京大学、北大など約 10 の研究機関が大沼の取組みに関心を
持ち、状況調査などを行っていることから、住民とどのような協
力体制をつくっていくかが課題であるので、外部団体とのきめ細
かい連携や協力を試みる。

環境パートナーシップ会議

地球規模課題に対応する環境 NGO のプ

イベントの
延べ参加者数

140 人

メールマガジン

300 人
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総合環境保全活動

「事例集」（15 事例）500 部印刷、
英語版 30 部印刷。アンケート調
査回答率 34%。全国 4 カ所での意
見交換会とキックオフ・イベント、
延べ 100 名参加。国際会議（100
名）でジェンダー分科会を組織。

活動内容

明な利用）の 2 部会に分けテーマを絞り、
スムー
ズな会議運営ができた。

一般社団法人

力体制をつくっていくかが課題であるので、外部団体とのきめ細
かい連携や協力を試みる。

環境パートナーシップ会議

地球規模課題に対応する環境 NGO のプ
ラットフォーム構築
課

イベントの
延べ参加者数

140 人

メールマガジン
登録者数

300 人

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

持続可能な社会づくりに効果的と思われる、持続可能な開発目標（SDGs）に関する啓
発活動と、それに関わるステークホルダーの関係構築、NGO のプラットフォーム構築。

目

標

SDGs に関する情報収集と発信、学習会、対話の場づくり、環境 NGO と他セクター
とのプラットフォーム構築の研究、他セクターと関連 NGO との連携体制の強化、環
境 NGO 同士の活動情報の共有。
NGO による会合の取材（ニューヨーク）

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

地 域 や 社 会 の 課 題 に 近 づけて
SDGs のことを解説し、誰もが自分
ごととして捉えてもらうように工夫し
た。
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サステナビリティ円卓会議
（東京）

達成できなかったこと
国連総会の周辺会合だけでなく、COP21 でも情報収集できるよう試みたが、治安
悪化により参加を諦めた。

今後の展望
SDGs 達成に向け、国内、各地域で取組みを支援し、パートナーシップ構築に寄
与できるようにしたい。

グリーンエコノミーフォーラム

世界・日本・地域におけるグリーン経済・持続可能
な消費生産・SDGs の効果的な推進のための連携促
進・提言・啓発活動
課

イベントの
延べ参加者数

247 人

活動掲載ホームペー
ジのページビュー数

400,000

活動の全体目標
に対する達成度

ビュー

75%

題

持続可能な社会実現には、2012 年のリオ＋ 20 にて推進決議がなされた①グリーン経
済②持続可能な消費・生産③ SDGs の浸透が不可欠だが、それらに対する取組みは不足。

目

標

上記①②③推進のための国内外の政策担当者／事業者／消費者／ NGO ／研究者／
国際機関等の取組み・協働強化及び日本・国際社会の制度強化（特に、環境保全に
効果的な SDGs 推進に向けた日本政府の制度強化）
。
持続可能な消費生産研究会 1 月 19 日開催

◆成果と工夫したポイント
●成果

①政府・企業・消費者団体・国際機
関等と当会との協働作業が進展。
②事業者（金融機関等）・省庁 / 政
府 系 機 関（ 環 境 省 /JICA/JETRO
等）・国連等による取組み・制度（国
内政策・国際制度）強化に貢献。
●工夫

SDGs に関する関心・取組みが広
がる中、まだ取り組まれていないが
重要な分野に着手しようとした。

活動内容
活動 1： 1）国内外の最新動向を調査し、情報・提言を作成 /
発信。2）招聘セミナー・マスメディア等にて情報 / 提言発信。
活動 2： 1）政策担当者等を招聘し、公開研究会・セミナーを
開催。2）
「Guide of SDGs」及びレポートを発行。3）ウェブ
サイトを充実化。4）国際協力イベント「グローバルフェスタ」
・
環境展示会「エコプロダクツ展」に出展。講演会も開催。5）
国際会合（SDGs 交渉会合等）に参画・提言。

グローバルフェスタ
SDGs セミナー

達成できなかったこと
環境保全と貧困解消の同時達成には至っていない。環境保全型経済活動による経
済再建・貧困解消の道筋に係る知見・知恵に関しては見出し切れなかった。

今後の展望
SDGs 指標の達成状況モニタリング、効果的な実施手段・レビュー促進、関係省
庁の SDGs 取組み強化。

（特非）
黒潮実感センター
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イベントの
延べ参加者数
イベント参加者

571 人

総合環境保全活動

総合環境保全活動

ウェブサイトと同時に、昨年度か
ら倍増の 300 人の関心層にメール
マガジンによって情報を発信できた。
学習会によって、政府を含む多様な
ステークホルダーとの意見交換がで
きた
（主催 4 回、出席会合 24 か所）
。

活動内容
SDGs に関する情報収集と発信（ウェブサイト・メールマ
ガジン）、SDGs に関する学習会、関連会合への参加と SDGs
普及のための情報収集とネットワーキング、開発 NGO との連
携による政策提案に向けての活動、地方や他セクターの会合
での情報提供、プレゼンの実施、によって環境 NGO との情報
共有と、関連ステークホルダーのパートナーシップ構築、対
話の場づくり、国内実施に向けた取組みの必要性の意識醸成
を図った。

重要な分野に着手しようとした。

SDGs 指標の達成状況モニタリング、効果的な実施手段・レビュー促進、関係省
庁の SDGs 取組み強化。

（特非） 黒潮実感センター

足摺宇和海国立公園における景観および
動植物資源の再評価とその持続的利用
課

イベントの
延べ参加者数

571 人

イベント参加者
の満足度

90%

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

指定から 40 数年が経過し、観光客の減少が顕著であった足摺宇和海国立公園の資
源を再評価することで、利活用と保全を推進する。

目

標

足摺宇和海国立公園における景観や動植物の魅力を再発見、再評価し、利活用の
推進を行うと同時に、持続的利用に向けた保全対策を講じる。

サマースクールの様子（クリアカヌー）

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

ダイビングガイドや植物調査団体、
野生動物の調査をしている NPO な
ど、幅広い人に協力を要請した。

一般財団法人

これまで観光の中心であった竜串海中公園や足摺岬周辺の
環境だけでなく、近年スキューバダイビングやシュノーケリ
ング等でレジャー客が増えてきている、大月町柏島や宿毛市
沖の島周辺の海中景観及び海洋生物の調査や、海中ビデオラ
イブラリーの作成、
サンゴ食害生物の駆除活動を行った。また、
当国立公園の魅力をわかりやすく伝えるためのセミナーやエ
コツアー、子ども向けの環境学習会を開催した。陸域では動
植物の調査を行った。

回復中の造礁サンゴ群
（大月町柏島）

達成できなかったこと
足摺宇和海国立公園は範囲が広すぎたことと、スタッフのマンパワー不足、そして、
夏場はエコツアーで予定が詰まってしまい、特に陸域の調査が十分にはできなかった。

今後の展望
今回作成した海中ビデオライブラリーを活用して、環境教育や観光客への啓蒙活
動に繋げていきたい。

CSOネットワーク

持続可能な地域づくりに向けた地域発の革新的な取
り組みの事例調査とそれをベースにした国内外への
発信と啓発活動
課

活動掲載ホームペー
ジのページビュー数

92
6,275 ビュー

助成活動がメディア
に掲載された回数

5回

活動の全体目標
に対する達成度

87%

題

東日本大震災の復興支援に関わる中、困難な状況からも地域住民主体の内発的発展を
遂げる地域のあることに着目。この動きを広く他の地域に発信し実践につなげたいと考えた。

目

標

住民主体の内発的発展を遂げる地域に共通する要素を指標化した「地域の力」診
断ツールを作成。ツールを活用したワークショップを重ね地域づくりの理論化を試
み、国内外に発信し、持続可能な社会づくりの一助とする。
「地域の力」診断ツールワークショップ

◆成果と工夫したポイント
●成果

・
「地域の力」診断ツールを活用した
ワークショップが、地域における新
たな取組みの計画につながった。
・ツールを活用したワークショップの
実施を希望、あるいは実施に興味
があるとする地域が 4 地域現れた。
●工夫

地域づくりの専門家や当事者とと
もに活動を進めたことにより、地域
の実情に沿った活動を実施できた。

活動内容
①地域づくりの専門家による研究会「地域の力」フォー
ラムを結成し、国内外の先進地域 16 カ所の訪問調査を実
施。②国内外地域の幸福度指標の調査を実施。③「地域の
力」診断ツールの作成、
及びツールを活用したワークショッ
プの実施。
④訪問調査報告やツール共有のためのセミナー・
シンポジウム等の開催。⑤訪問調査報告のための小冊子、
ツール活用ワークショップのための手引き書（ワークブッ
ク）を発行。

「地域の力」診断ツール
ワークブック

達成できなかったこと
「地域の力」診断ツールを作成し、ワークショップを数回実施したが、地域づくりの理論
化のためには今後の積み重ねが必要。海外からシンポジウム登壇者の招聘ができなかった。

今後の展望
「地域の力」診断ツールを活用したワークショップの継続実施、及び SDGs 指標と
の関連の模索。

（特非） 能登半島おらっちゃの里山里海

イベントの
延べ参加者数
助成活動がメディア

1,224114
人

総合環境保全活動

総合環境保全活動

柏島周辺海域の海中ビデオライブ
ラリーを作成。子どもから成人対象
のエコツアーを開催し、3 年間で約
1,800 人が参加した。足摺宇和 海
国立公園内の陸域の動植物の調査、
海域の魚類相調査、リーフチェック
を実施。

活動内容

の実情に沿った活動を実施できた。

「地域の力」診断ツールを活用したワークショップの継続実施、及び SDGs 指標と
の関連の模索。

（特非） 能登半島おらっちゃの里山里海

世界農業遺産「能登の里山里海」伝承と
協働のプラットフォーム創出事業
課

イベントの
延べ参加者数

1,224 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

25 回

活動の全体目標
に対する達成度

85%

題

人と自然のつながりが生み出した、世界農業遺産「能登の里山里海」の伝統文化
や生物多様性を、持続可能な形で次世代へと継承する責任がある。

目

標

・伝統文化や生物多様性を守り伝える活動の実践と担い手育成。
・多様な主体の連携による能登の里山里海の持続的利用保全の体制作り。

おらっちゃの森づくり運動 2015 活動後

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

・地元住民がワークショップ講師とな
り、伝える技術の向上を促進した。
・大学や建設業者との協働活動の実
施。
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おらっちゃの森づくり運動
2015 活動前

達成できなかったこと
生物多様性調査の広域展開が進まなかった。調査を企画・運営できる人材を育成
できなかった。

今後の展望
活動を続けることで、地域資源の掘り起こし、伝統文化や生物多様性を守り伝え
る仕組みを作り上げる。

南三陸ネイチャーセンター友の会

南三陸町エコツーリズム推進事業

イベントの
延べ参加者数

200 人以上

ガイドブック
2 冊掲載種数

80 種以上

活動の全体目標
に対する達成度

課

80%

題

南三陸町で今後さらに進むと予想される観光客や人口の減少を
抑止するため、町復興計画の「自然と共生する町づくり」を実現
させる具体的施策を講じる必要がある。

活動内容

モニターツアーでの野鳥観察

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

対象フィールド数 10 以上と町内
の自然環境についての情報が集積さ
れた。これらの公表としてイベント来場者数
1,000 人以上・web 閲覧数 1,000 人以上と、
町内外多くへの情報提供・保全啓蒙を行った。
行政を含む町内外多くの組織と連携し事業
を進めている。当会会員の専門性を活かした
活動を実施している。

（特非） アフリカ日本協議会
115

町内の豊富でさまざまな自然環
境を、有益かつ持続的に活用でき
るよう、4 フィールドに関する情
報の収集及びガイドブック等への
取りまとめを行い、エコツアー実
施の基盤づくりを行った。これら
を用いたエコツアーの実効性を確
作成したガイドブック 2 種
認するため、1 泊 2 日のモニター
ツアーを 1 回開催し 15 名が参加、また、集積した情報を公開す
る web サイトを作成し 1,000 人以上に閲覧された。

今後の課題
事業者や市民への保全意識と安全管理意識を高める活動を行い、
これに本事業で集積された情報を絡めることで、課題解決と目標
達成へつなげていく。

イベントの
延べ参加者数
活動に対する問

1,150 人

総合環境保全活動

総合環境保全活動

・地元企業（1 社）や金沢大学との協
働活動が定例化され、価値の共有や
持続的な利用体制の基盤ができた。
・ワークショップを自主開催する若い
参加者が出てきた。
・活動への賛同者が増え、NPO 正会
員が 10 名増えた。

活動内容
・能登の伝統文化（主に生活文化）を継承するためのワーク
ショップを毎年約 5 回、計 16 回開催した。
・里山里海の保全活動や交流体験活動を毎年約 15 回、計 46
回実施した。
・生物多様性に関するモニタリング調査を実施した。
・活動を広く知ってもらうための広報紙を毎年 1,000 部作成
して配布した。

活動を実施している。

達成へつなげていく。

（特非） アフリカ日本協議会

持続可能な開発目標（SDGs）およびポスト
2015 課題に向けた NGO の連携と政策提言
課

イベントの
延べ参加者数

1,150 人

活動に対する問
合せ件数

52 件

活動の全体目標
に対する達成度

85%

題

日本及び世界の市民社会の参画による、よりよい「持続可能な
開発目標」（SDGs）の形成および実施体制の構築と、G7 伊勢志
摩サミットへの世界の市民の声の反映。

活動内容

G7 市民社会戦略会議（ニューヨーク）

◆成果と工夫したポイント
た SDGs の国 内実 施 体 制 構 築
の基盤が整った。
（2）G7 サミットに向けて「Civil G7 対話」を
実現し、開催地を含む市民社会参画の枠
組みを整えた。

●工夫

できる限り包摂的で全員参加型のアプロー
チを採用した。政府や国会議員にも、心から
の丁寧な対応を心がけた。

今後の課題
（1）G7 サミットへの市民参加を通じ、市民の参加が保障された
SDGs 実施体制を構築する。
（2）SDGs について、より積極的なメ
ディア露出を獲得する。

（特非） 日本エコツーリズムセンター

サステイナブルツーリズム国際認証制度の
日本導入・普及について
課

イベントの
延べ参加者数

100 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

2回

活動の全体目標
に対する達成度

65%
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題

・国内の環境配慮型旅行（ST）は、共通基準がないため玉石混淆。
・自然環境の保全と活用の両立には、国際基準に準拠した ST の普
及が有効だが、取組みがない。

活動内容

尾瀬・片品フォーラム開催風景

◆成果と工夫したポイント
●成果 ・GSTCトレーナーを3人育成
（国内初）

・フォーラム開催を機に基準を活かし
たモデル地域づくりへの取り組みが始動。
・国際認証の手引き（尾瀬・片品フォーラム報
告書）の作成。

●工夫

地域活性化のための国際認証 としたこ
とで、必要性をより感じてもらえるようになっ
た。

（特非） ワールドオーシャンズデイ

・国際基準に関する資料翻訳（用語
解説など）
。
・国際基準国内普及のためのトレー
ナー養成（GSTCトレーニング へ
の参加 in タイ、国内研修 1 回）
。
・国内導入に向けた、サステイナブ
ル ･ ツーリズム国際認証フォーラ
フォーラム分科会の様子
ムの開 催（尾瀬 ･ 片品フォーラム
10/5-7）
。
・ほか、コアメンバー会議（7 回）
、海外ネットワーク構築（GSTC 年次
総会 in 中国、ITB アジア 2015 in シンガポール）
。

今後の課題
国内向け基準の国際認証取得と、基準を活用した地域活性化の
モデル地域作りが次の課題である。そこで、国内向け基準の作成
と国際認証取得、基準に関する研修テキスト作成、研修会 / フォー
ラムの開催に取り組む。

イベントの
延べ参加者数
助成活動がメディア

約 1,000
人
116

総合環境保全活動

総合環境保全活動

●成果（1）官・民・市民・国会議員をあげ

① SDGs 交渉プロセスへの市民の
声の反映：政府（外務省）との意
見交換会を複数回行い、市民の
声を反映させた。
②国連での SDGs 採択後は、セク
ター横断的な SDGs 実施体制の
構築に向けて、政府や国会への提 未来に向けて：国会議員と中学生の対話
言や、市民社会での啓発を行った。
③ SDGs 及び関連課題が議題となる G7 伊勢志摩サミットに向けて、
市民社会のプラットフォームを構築し、各国の市民社会と連携して
G7 諸国政府との対話を行った。

た。

と国際認証取得、基準に関する研修テキスト作成、研修会 / フォー
ラムの開催に取り組む。

（特非） ワールドオーシャンズデイ

アマモ場育成を通じた地域連携ネットワー
クの構築（鎌倉・腰越漁港）
課

イベントの
延べ参加者数

約 1,000 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

15 回

活動の全体目標
に対する達成度

70%

題

老朽化などにより 2007 年から進められてきた鎌倉市の腰越漁
港の改修整備が一昨年ようやく終わり、わずかに残されたアマモ
の保全と再生が急務である。

活動内容

6 月の一斉クリーンアップの様子

◆成果と工夫したポイント
が 700 本以上へ拡大した。
・6 月のクリーンアップイベントへは、合計
481 名が参加し、燃えるゴミ 33 袋、燃えな
いゴミ 40 袋の合計 73 袋（約 3.2 トン）を
回収した。

●工夫 ・地域の情報誌などにイベントの情報を掲載

した。
・SNS での継続的な PR を心がけた。
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アマモ植付けの様子

今後の課題
・地域との連携を大切に、活動のネットワークを強化する。
・継続的なモニタリングにより、
植付けたアマモの観察を実施する。

総合環境保全活動

総合環境保全活動

●成果 ・活動により 10 本以下だったアマモ

活動 1：アマモ場 生育環 境の継 続
的なモニタリング活動
活動 2：アマモ場 保全のための勉
強会の開催とコーディネー
ターの育成
活動 3：環境教育プログラム（普及
啓 発 ） を、 年に 2 〜 3 回
実施
活動 4：上記を支える恊働ネットワー
クの構築

東日本大震災
関連活動
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任意団体

北の里浜 花のかけはしネットワーク

東日本大震災被災地の海浜植物の地域交流
によるレスキュー活動
課

イベントの
延べ参加者数

101 人

北海道での苗の
育成（500 株）

700 株

活動の全体目標
に対する達成度

90%

題

砂浜や湿地、海岸林が、大規模かつ急激な盛土によって大部分が埋め立てられる
など「減災・防災と自然環境の調和」が図られていない状況にあり、改善が必要。

目

標

現地に復元してきた海浜植物の種子を集めて北海道で育苗し、再び現地の適地等
への移植を双方の市民によって行う。活動参加者および一般市民に対し海浜植物群
落の現状や重要性を普及啓発するために勉強会を開催する。
5 月 22 日石狩中学校での種まき会

◆成果と工夫したポイント
●成果

1）苗の育成活動
ハマヒルガオ、ハマニガナ、ウンラン、
コウボウシバ、コウボウムギ、ハマボ
ウフウほかの苗、約 700 株を育成。
2）植栽・交流活動
3 ヶ所での植栽・交流会を実施（参
加者：計 101 名）
。
●工夫

北海道の新聞やラジオでも取り上げ
ていただき、多くの市民に活動の意義
を知っていただいた。

活動内容
1）苗の育成活動：北海道石狩中学校、5 月 22 日タネ播き〜 7 月
22 日植え替え、黒松内ぶなの森自然学校、8 月 9 日植え替え。
2）植栽・交流活動など：6 月 13 日 仙台市荒浜・岡田新浜（南
蒲生 / 砂浜海岸エコトーンモニタリングネットワーク・緑を守り
育てる宮城県連絡会議と共催）
。7 月 25 〜 26 日 名取市閖
上浜（名取ハマボウフウの会と共催）
。12 月 5 〜 6 日 釜石
市鵜住居（三陸ひとつなぎ自然学校、黒松内ぶなの森自然学校
と共催）
。

6 月 13 日植栽交流活動の
様子（仙台市荒浜）

達成できなかったこと
被災地の防災工事は各発注者ごとに複雑な事情を抱えており、例えば完成後に自
治体管理に移行するため許可が後日取り消されたこともあった。

今後の展望
実施していない地域との交流を図れたことにより、活動地域の拡大や事例を積み
重ねていく。

三陸海岸の豊かな自然を子どもたちに伝え
る−未来の環境教育を担う人材育成事業−
課

イベントの
延べ参加人数
活動掲載ホームペー
ジのページビュー数
活動の全体目標
に対する達成度

1,702 人
17,281 ビュー
80%

題

回復の途上にある東北の自然系博物館・教育施設での環境教育
活動の再開にむけ、学生や現地支援者のネットワークを構築し、
東北内部での人材を育成、継続的な展開を図ること。

活動内容

地元の化石を学ぶはり絵（福島県いわき市）

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫
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東北 2 県 3 施設での子ども向け
の普及行事が定例化。開発したプロ
グラムが引き継がれるだけでなく、大人と子ど
もがともに遊びながら地域の自然について学
ぶ「子どもワークショップ」の手法が喜ばれ、
受け入れられた。
「南三陸子ども自然史ワークショップ」を海
の日に合わせ、海山の自然を学ぶ定例行事に
なるよう働きかけた。

子ども向け環境教育プログラム
の企画と実施：
地域に合わせた学習プログラム
を企画、東北 3 会場と西日本の 3
会場で計 8 日間実施した。参加者
は合計 1,076 名。プログラムのう
ち現地学生・自然系施設職員によ
震災前の生物標本調査と
聞き取り（宮城県）
る企画を 3 プログラム以上、当日
の運営スタッフ 40% を現地スタッフとすることを目標に取り組ん
だ。学生及び自然系施設の職員のスキルアップを目的に、骨格標
本や鳥の剥製標本の技術研修会を実施。

今後の課題
学生および社会人インターンの受け入れの充実（広報戦略含む）。
資金獲得やイベント運営など、活動の主体を現地にシフトするこ
と。生物調査の結果が実際の保全に役立てられる仕組みづくり。
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（特非） 大阪自然史センター

（特非） 環境生態工学研究所

東日本大震災で消滅した松島湾の
藻場再生活動
課

イベントの
延べ参加者数

199 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

4回

活動の全体目標
に対する達成度

70%

題

震災津波で壊滅的な被害を受けた、松島湾のアマモ場の再生を
図ることで生態系を復活させ、基幹産業である水産業や観光業の
復興と持続利用可能な地域社会の創造を目指します。

活動内容

本庄早稲田高校

作業体験と勉強会（流れ藻の投入）

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

地元漁業者からは、震災前には漁
業生産の邪魔になると考えていたア
マモ場が、生態系の保全と、漁業生産の面か
らも必要なものであったという意見が多く出
され、理解の普及とともに活動の重要性が強
く感じられました。
アマモの生育・活着状況や自然要因により
成果が得られない場合、代わりの活動を実施
し基礎知見としました。

1）震災以後の藻場分布の変遷調査
及び 環境・生態系調査（学 術的
活動）
2）アマモ場造成活動（藻場再生実
践活動）
3）学習会、
セミナーなど（広報活動）
活動のために関係者への事前説 洋上フロート内に投入したアマモ（流れ藻）
明や他団体との協働化・情報交換
によって、アマモ場に対する地元の理解が深まり、漁協を中心に藻
場再生活動の重要性を広めることができました。また、行政に資料
を提供することで、施策面にも役立てることができたと思います。

今後の課題
植栽後のアマモについては、モニタリングにより生育状況を把
握する必要がありますが、松島湾では濁りがひどく確認ができま
せんでした。これの対応策を検討中しており、定量的な報告がで
きるよう工夫を継続しています。

宮城県石巻市金華山における環境再生活動
課

イベントの
延べ参加者数

200 人

イベント参加者
の満足度

93%

活動の全体目標
に対する達成度

20%

題

金華山の震災復興に寄与することを目的とし、観光振興活動に
よって震災復旧や自然環境の保全活動への関心を高める。観光資
源である森林再生に努める。

活動内容

キッズボルダリング教室

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

延べ 200 名の方に金華山でのイ
ベントに参加していただいた。金華
山という場所をクライミングというスポーツを
通じて、世界に発信し知ってもらうことができ
た。
強いメッセージ性を持つ画像や映像の力を
積極的に活用し、精力的に情報発信した。

金華山 緑の再生。登山道整備。
6 月金華山自然環境視察実施。10
月登山道整備作業。地域活性化。
6 月クライミングエリア開拓。3
月モニターツアー【まるごと金華
山歩】開催。郷土への誇りの醸成、
次世代地域コミュニティーへの継
登山道整備後 天柱石に
続。6 月キッズボルダリング教室
トレッキングツアー
開催。3 月シンポジウム「アウト
ドアスポーツと自然環境保護のバランス」開催。

今後の課題
金華山の森林再生は観光資源としても減災の目的からも必要で
あり、我々人類が自然とは乖離できないことを体感し、震災復興
のあり方を次代にプラスとなる形で実現しなければならない。
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（特非） FIRST ASCENT JAPAN.

一般社団法人

石巻観光協会

石巻市雄勝地区環境復興保全活動

facebook ページ閲
覧数（最大リーチ数）

3,400 人

ラベンダー、サルナ
シ類試験栽培
（合計）

315 本

活動の全体目標
に対する達成度

課

50%

題

雄勝地区は、災害危険地域の指定により住宅建設が制限され、
住民が激減し環境劣化が進んでいる。雄勝の自然環境を再認識し、
自然と文化を次世代に継承する必要がある。

活動内容

硯上山登山ルート研修

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

①円卓会議での意見交換により、
低平地利活用についての重要性の認
識が図られた。②散策ルート調査により、景
観の再認識とトイレ整備の必要性が認識され
た。③果樹周りにラベンダーを植樹すること
で鹿の食害を防いだ。
関係者以外の意見も参考にするため、まち
づくりワーキング会議に参加。石巻自然保護
官事務所職員の活動参加。

ラベンダー検証植樹

今後の課題
・防潮堤と高盛土道路の整備により、発生する低平地の利活用案
を住民と活動団体等の連携を図り早期に策定する必要あり。
・地域の現状と魅力を知っていただき、誘客を図るためホームペー
ジの周知と内容の充実。

浦戸夢の愛ランド

ふるさと愛ランド〜牡蠣養殖から学ぶ〜
課

イベントの
延べ参加者数

7,500 人

イベント参加者
の満足度

80%

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

浦戸桂島の牡蠣は震災で壊滅的な被害を受け、震災後牡蠣の収
穫が減少。海の環境が破壊されている。牡蠣養殖体験を通して海
の環境について学び、知識の提供・普及啓発をする。

活動内容

船上で牡蠣の生育を学習して収穫作業

◆成果と工夫したポイント
1 年間を通して、牡蠣部会の一員
として牡蠣養殖に携わり、11 月に牡
蠣部会、家族総出の『牡蠣まつり』には、県
内外からのお客様に海の環境についてお話し
できた。自然体験で約 500 人の交流人口が
増えたことは大きなプラス。
●工夫
ネットを活用、ボランティアの参加に結び
付け、牡蠣の養殖から自然体験、クリーン作
戦を行うことができた。
●成果

・1 年間を通して牡蠣部会の一員として
牡蠣養殖。特に 11月に行われた牡蠣
部会、家族総出の『牡蠣まつり』に県
内外から来たお客様を接待し、海の環
境についても話ができた。種牡蠣の挟
み込みから収穫体験まで約 500 人の
交流人口が増えたことで、桂島にとっ
家族で種牡蠣の挟み込み作業
て大きなプラス材料となった。
・7 月の「マイビーチ鬼ヶ浜クリーン作戦」に約 70 人、3 月には 34
人が参加。海水浴場の海開き（7 月 19 日）には、7,000 人以上の
海水浴客が訪れる。

今後の課題
これからは専門的知識をもった人の指導、助言を頂きながら、
上位目標、高いレベルの活動効果が得られる活動にして行きたい。
今後は他団体、行政との連携を取り、牡蠣養殖業の後継者育成に
も関わって行きたい。
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一般社団法人

・マ ル チ ス テ ー ク ホ ル ダ ー ミ ー
ティング開催。
・まちづくりワーキンググループ
会議参加。
・地域資源発掘のためのフィール
ドワークおよび散策ルート調査。
・鹿の食害検証として植樹を実施。
・活動紹介並びに地域イベント情
報発信のための Facebook 情報発信。
・活動ホームページの開設。

（特非） 環境パートナーシップいわて

廃食油の資源化活動を通じて、三陸の復興および豊
かで持続可能性のある地域社会をめざすプロジェクト
課

イベントの
延べ参加者数

1,709 人

イベント参加者
の満足度

75%

活動の全体目標
に対する達成度

35%

題

○ 震災後のコミュニティ力の低下、構造的な石油に依存した生活。
○ BDF（バイオディーゼル燃料）出口の拡大。

活動内容

自分が出したてんぷら油の旅、エコツアー

◆成果と工夫したポイント
●成果 ○家 庭からの廃食油の回収は、大

船渡市内 5 カ所で開始した。
○ 全県の製造所で廃食油回収が 280KL から
390KL まで増えた。
○農業機械分野で BDF を使用する農業法人
・
農家を増やす（1 法人→ 2 法人）
。

●工夫

地元の NPO の協力を得て、一緒に取り組
んだ。また、県・市・隣接町の協力が得られ、
懇談会が定着した。

気仙地区での BDF 製造拠点の
再開へ向け、実態調査を実施。地
域住民向けのエコツアー「使用済
みてんぷら油が車や農業で使われ
るまで」、「ていたんそエコクッキ
ング」
（3 回）
、
子ども向け講座「科
学で楽しもう」
（3 回）を開催。
「脱石油依存」農業の実践現場の見学
廃食油が地域資源であることを周
知するため、BDF タスク委員会を毎月開催。2016BDF フォーラ
ムの開催（2016/3/25 開催）
。県内の BDF 精製施設にアンケー
ト調査を実施。

今後の課題
懸案だった BDF 製造を担うパートナーがみつかった。今後は、
理解を深めていただきながらも着実に進めたい。
地域コミュニティを元気にする活動として、地元の皆さんのア
イデアも生かした活動としていきたい。

福島県いわき市・広野町を中心とする学校教育現場
等での環境保全型農法による綿花栽培を通した環境
教育の実践と産業化に向けた整備事業 STEP2
課

イベントの
延べ参加者数
コットン栽培学校
数の前年度比率
活動の全体目標
に対する達成度

3,634 人
258%
60%

題

福島県いわき市と広野町をはじめとする、双葉郡における震災
から 5 年を経過しても解決できない地域課題。地域コミュニティ
の混乱、風評被害の固定化、震災体験の風化など。

活動内容

太平洋・島サミットの様子 1

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

いわき市内における 30 校の小中
学校での栽培を通して、1,000 名を
超える子供たちが、コットンと接する機会を
持つことができた。教材として児童生徒と指
導者用のマニュアルが作成できたことで、学
びの幅を膨らませることができた。
コットン栽培校での教員の聞き取りを下に、
教材の編集を実施。遠隔地の学校の要望に
応え、DVD 作成も行った。

震災後開始した綿花栽培による
環境保全型農業のモデル事業の推
進の中でも、学校教育の現場など
で、身近な衣服の素材を自ら栽培
することによる、環境・産業・復
興を結びつけた教育プログラム
などの整備と、福島県浜通りでの
太平洋・島サミットの様子 2
コットン栽培の拡大化・安定化・
事業の産業化に向けた取り組みの促進。さらに、それらを通した
避難者・帰還者の自立化・避難先コミュニティとの融和を重点目
標として事業を展開してきた。

今後の課題
今年度は太平洋・島サミット関連事業として、栽培校が急増し
たが、この規模での栽培を維持することは困難になるものとみら
れる。地域内外の教育機関で関心を維持するための手法を考える
必要がある。
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（特非） ザ・ピープル

（特非） 勿来まちづくりサポートセンター

防災緑地を地域資源として活かす
環境保全事業
課

イベントの
延べ参加者数

296 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

2回

活動の全体目標
に対する達成度

75%

題

防災緑地が地域資源として住民が憩える場所になるために、ハー
ド整備について県担当者との合意や防災緑地自体の周知、先進地
事例を視察研修し、知識を習得すること。

活動内容

津波博物館館長への資料贈呈

◆成果と工夫したポイント
●成果

ドングリ里 親プロジェクトに 78
鉢の応募があり、防災緑地の説明会
には約 100 名の参加があり、徐々にではある
が住民に浸透する兆しが見えてきた。

●工夫

ドングリ里親プロジェクトの主催を、勿来・
田人方部連合 PTA との共催事業として実施
した。

①チリ地震の被災地であるハワイ
島ヒロを訪問し、津波当時の様子、
都市計画決定での整備の状況、津
波博物館の展示内容、さらにキラ
ウエア火山噴火による被害状況と
復興の現状を研修。② 6 月と 11
月にドングリ・苗木の採取とドン ドングリ里親プロジェクト苗木贈呈式
グリ里親プロジェクト希望者への
苗木配布を実施。③ 12 月に防災緑地利活用促進のための整備概
要の住民説明会を開催、2 月にアートを活かしたまちづくりの観
点から、宇部ビエンナーレを視察研修。

今後の課題
防災緑地に植樹できるのが平成 29 年度になることから、今年
度より一般参加者へのアプローチを開始する。広域的な視点で海
岸や海との連携を検討し、多くの人が訪れて、楽しみ憩える環境
を先進地から学び活かしていく。

リアスの浜における湿地・干潟保全活動に
基づく地域再生
課

活動掲載ホームペー
ビュー
ジのページビュー数 52,000
助成活動がメディア
に掲載された回数

30 回

活動の全体目標
に対する達成度

70%

題

三陸らしいまちづくりを推進すべく、被災した低地に出現した
汽水域を生物のゆりかごとして保全し、観光や環境教育の場とし
て利活用しつつ、漁業生産性を高める方策を検討する。

活動内容

宿泊型体験学習「秋合宿」の様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

体験学習では、延べ 700 名を超
える参加者を迎えることができた。
環境調査では震災後 5 年目を迎え、データ
が確実に蓄積されており、地元の漁業者に情
報をフィードバックすることが可能となってき
た。
環境調査では、これまでの活動を維持する
とともに、若手研究者がフィールドとして活躍
できるよう配慮した。

活動 1 森里海の環境調査：延べ
39 回
活 動 2 森 里 海 の 環 境 教 育：36
回（学校・団体受け入れ 20 団体、
主催宿泊型／日帰り体験学習 4
回、出張講義 12 回）
活動 3 湿地・干潟保全の実現化
環境調査（桁網調査）の様子
と情報発信、各団体との連絡調
整、行政等関係機関との意見交換・情報共有等を実施。現場の
視察等を目的とした 57 団体延べ 451 人の訪問を受け入れ、各
種講演会を 40 回行い、延べ 3,600 人へ活動の報告を行った。

今後の課題
湿地の保全については地元住民および関係省庁等関係者との根
気強い協議が必要となっていることから、丁寧な協議を重ね、関
係者が納得できる結果につなげていく。
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（特非） 森は海の恋人

その他の
環境保全活動
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（特非） かなえ

せせらぎ公園滝清流化・憩いの場作り活動 2
課

イベントの
延べ参加者数

5,710 人

助成活動がメディア
に掲載された回数

5回

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

滝周辺のゴミ、雑木雑草の除去、汚染物質となるごみの屋外で
の不法投棄防止を訴え、滝の水質改善を図る。そして公園・滝周
辺を地域住民のための自然豊かな憩いの場にする。

活動内容

平成 28 年 3 月の滝上流の様子

◆成果と工夫したポイント
定期的な清掃や地域への呼びか
けにより、水質が改善された。
・生物化学的酸素要求量 11.2㎎ /ℓ→ 3.4㎎ /ℓ
・化学的酸素消費量 10.1㎎ /ℓ→ 5.3㎎ /ℓ
・溶存酸素 7.5㎎ /ℓ→ 8.3㎎ /ℓ

●成果

●工夫

美化清掃やイベント毎に行政との調整や、
各学校への参加協力の案内等を行った。

ゴミのない公園・滝周辺をめざ
し定期的に美化活動を行った。年
間を通し計 18 回開催し、参加延
べ人数は 504 名であった。また、
自治会・通り会・行政・商工会・
福祉施設を交え、地域清掃を年 2
回開催した。イベントを年間 4 回
平成 27 年 1 月の滝上流の様子
開催し、清流化のチラシ配布や、
アナウンスを行った。イベントには地域の児童を始めたくさんの
参加があり、中でも灯篭祭りは、約 5 千人の来場があり、活動の
広報にもつながった。

今後の課題
・昔生息していた沖縄在来種である水辺の生き物を蘇らせる。
・せせらぎの滝が地域住民のみならず広く市民、県民に親しまれ
るようになる。

（特非） グラウンドワーク三島

ふるさとの自然と湧水地を守れ！富士山・
境川・大湧水公園エコロジーアップ事業
課

イベントの
延べ参加者数
駆除した外来植物
や竹、間伐木の量
活動の全体目標
に対する達成度

414 人
3杯

/2t トラック

30%

題

活動内容

ワンデイチャレンジでの土羽水路づくり

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫
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約 8,500m 2 ある境川・清住緑地
のうち、維持管理の手が届いていな
かったところを中心に、約 3,500m 2 の草刈
りや外来植物の除去、湿地林の間伐、放置
竹林の伐採といった環境改善、リニューアル
作業が実現した。
愛護会は地元の高齢者が中心であるため、
地域内外の高校・大学生など、若者へ参加を
積極的に呼び掛けた。

①生態系の現況を把握するため
の環境基礎調査の実施。②新たな
公園のコンセプトや現状における
課題を検討するワークショップの
開催。③環境改善活動を実践する
ワンデイチャレンジの開催。④地
元の親子や学生を対象とした自然
ワンデイチャレンジ実施後の
境川・清住緑地
観察会の開催。⑤情報発信を行う
ためのホームページ作成。⑥自然観察会や保全活動の指導を担う
ことのできるインストラクターを養成する講座の開催。⑦住民主
体による維持管理を促進するためのマニュアル作成。

今後の課題
愛護会組織の発展のためにも、地元の住民をもっと活動に巻き
込んでいきたい。そのために、情報発信基盤の整備や、現場での
目に見える改善といった成果をあげ、地域の関心を引く工夫を取
り入れていく必要がある。

その他の環境保全活動

その他の環境保全活動

境川・清住緑地は、豊かな自然を有する緑地公園だが、近年、
生物多様性の低下や愛護会（維持管理組織）の高齢化、公園範囲
拡大に際した構想策定といった課題を抱えている。

任意団体

全国大学生環境活動コンテスト実行委員会

学生環境活動団体による環境課題改善に向
けたコーディネート力向上支援体制の構築
課

アンケート
返答件数

429 自治体

ヒアリング
実施先

15 件

活動の全体目標
に対する達成度

60%

題

学生環境団体のコーディネーション能力の向上と、それによる
多用なセクターの連携による地域の環境課題の解決。

活動内容

ヒアリングの様子

◆成果と工夫したポイント
●成果

●工夫

学生団体と自治 体との連 携・協
力についてのアンケートを実 施し、
429 自治体からの返答を得た。また、類似
事業実施団体や、学生団体、自治体等を対
象に、15 件のヒアリングと 2 件のモニター
調査を実施した。
学生の主体性を重んじ、現地調査やヒアリ
ングの際は学生にも動向してもらい、自発的
に意見交換を行った。

学生団体によるコーディネート
手法を学び、その支援方法を確立
するとともに、その情報やノウハ
ウを当団体の培ってきた学生環境
活動団体とのネットワーク力を活
かして、各団体に対し発信する。
それにより、全国各地で環境活動 ヒアリングの様子（学生団体ヒアリング）
に取り組む学生団体のコーディ
ネート能力の向上につなげ、さらに地域の環境課題の改善・解決
につなげる。

今後の課題
学生団体と協働して進めていた活動であったため、当初予定し
ていた内容よりも実施できたことが少なかった。次年度以降はさ
らに充実した内容にできるよう、年度の初めから計画的に活動を
実施できるように心がける。

（特非） ちゅうごく環境ネット

未利用木質（間伐材）を有効利用した『農村型バイ
オ温水利用システム』の開発及び里地・里山地域と
の連携・協働による取組活動
課

イベントの
延べ参加者数

1,000 人

熱交換器熱回収
率

72%

活動の全体目標
に対する達成度

70%

題

活動内容

バイオ温水装置運転風景

◆成果と工夫したポイント
●成果 ・1･2 号機熱交換器比較：排熱回収

率平均 30% から 72% へ向上。
・木質系燃料情報：間伐材 ･ 製材廃棄物 ･ 籾
殻交じり燃料等水分 ･ 熱量把握。
・間伐材関連情報：採集場所 ･ 状況、チェー
ンソウ ･ 薪割り機等器具取扱い。
●工夫 ・過疎化の進む中山間地域における間伐材安
定確保。
・エコ･イノベーションメッセでの活動発表まとめ。

①薪ストーブに、間伐材その他
木質系燃料を使用し、排熱の有効
回収実証実験を実施。②ビニール
ハウスの 2 重化、屋外における二
重煙突等エネロス対策 ･ 省エネ活
動推進。③過疎化の進む中山間地
域に間伐材安定確保、燃料用等へ 団体役員メンバーによるプロジェクト会議
の利用に対する支援活動。④持続
ある取り組みとして、『環境教育（ESD）』の具体的なパートナー
を構築 ･ 推進。⑤広島県産業会館で実施のエコ ･ イノベーション
メッセで上記の活動を取りまとめ発表。

今後の課題
中山間地域住民やリーダーとなる若者と協働し、環境コミュニ
ケーション活動を強力に推進する。
国際交流の実施として、『環境』をベースとした国際交流（例：
日本・韓国・中国の青少年サミットを実施）を展開する。
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・薪ストーブに間伐材等を燃料とし排熱有効回収。
・過疎化が進む中山間地域に間伐材安定確保、燃料用等へ利用。
・各団体等協働で環境パートナーシップ構築、環境教育場の提供。

（特非） サステナビリティ日本フォーラム

2050 年に向けた企業のマテリアル課題
特定のプロセス研究
課

特定の範囲の中で
長期志向を持つ企業

26 社

ESG に関心を持つ
社ほど
投資家の数（国内外） 1,400
＊

活動の全体目標
に対する達成度

80%

題

今後アジアを始め新興国に経済的な比重が高くなり、経済成長に伴う環境負荷の増加が懸
念される。企業の経営層が長期ビジョンを描き、影響度の高い課題を特定することが望まれる。

目

標

・すでに長期目標を掲げる企業を調査し、優良事例を挙げ、啓発する。
・2050 年の明るい（オレンジ）シナリオと暗い（ブルー）シナリオを活用し、様々
な有識者の意見を募る。
長期志向を促すためのシナリオ

◆成果と工夫したポイント
●成果

地球規模の環境問題に関連するア
ジアを含む、2050 年の社会及び社
会ニーズが提示されることで、長期的
なビジョンを持ち、改善を図ろうとす
る企業数 26 社のうち、さらなる取
組みに意欲的な企業が 10 社現れた。
●工夫

作成したシナリオは 1 つの考え方
として補足的に活用し、WS の成果・
ステークホルダーの意見を前面に出
した。

活動内容
2050 年の超長期志向を持つ企業を増やし、それぞれの重要
な課題について取り組み始めてもらえるよう取り組んだ。具
体的には、資源制約、環境制約を前提に 2050 年の明るい世
界（オレンジ）と暗い世界（ブルー）を描き、企業の目指す
方向を示した。ステークホルダーの意見も集め、長期志向の
啓発活動に注力した。さらに長期志向をすでに持つ先行企業
の調査を行った。個別企業とのワークショップを実施し、ノ
ウハウを蓄積した。

長期志向を持つ企業の
調査に関わる MTG

達成できなかったこと
長期的視点と長期計画策定の重要性を日本企業の中に一定程度、広めることがで
きた。しかし、重要課題を特定し、取組みを加速させるまでには至らなかった。

今後の展望
長期的な視点を持ち、経営と一体となって、環境取組みに力を入れる企業が評価
されるしくみづくりに関与する。
＊ ESG：環境・社会・ガバナンスの頭文字をとった略語

（特非） 環境経営学会

中小・中堅企業のサステイナビリティ診断
ツールの開発と実証実験、普及啓発
課

イベントの
延べ参加者数

230 人

イベント参加者
の満足度

90%

活動の全体目標
に対する達成度

95%

題

目

標

日本企業の主として海外調達先の CSR リスクを回避するため、サステイナビリ
ティ診断（デューディリジェンス）ツールを開発し、
実証実験にて有効性を検証の上、
シンポジウム・ワークショップにより普及啓発を図る。
エコプロ 2015 シンポジウムでの基調講演

◆成果と工夫したポイント
●成果

①診断
（SDD）ツール
『認識編』
『実
践編』を完成させた。②エコプロ・
シンポジウム（2014 年、2015 年）
において公開した。③ワークショップ
（2014、2016 年）において普及啓
発を実施した。
●工夫

①海外調達先を意識。②自動的
にレーダーチャートに表示。③回答
の負担感軽減のため質問数の絞込
み。
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活動内容
①企業インタビュー（延べ 20 社）、文献調査。②サプライチェー
ンのサステイナビリティ診断ツール『認識編』及び『実践編』
の和文版、英文版の開発。③国内延べ 20 社、海外 3 社におい
て診断ツールの実証実験を実施。④エコプロダクツ 2014 及
び同 2015 においてシンポジウム（延べ 180 名参加）を開催、
ワークショップを 2 回（延べ 50 名参加）開催、
普及啓発を図っ
た。⑤学会誌に寄稿、活動報告書を作成した。

エコプロ 2015 シンポジウ
ムでのパネル討論

達成できなかったこと
①特性を加味した診断ツールの開発までは至らなかった
（研究開発時間の不足）
。②当初想定した
『商
機編』については、構想段階にとどまり、ツールの開発までは至らなかった
（研究開発時間の不足）
。

今後の展望
診断ツールの当学会 Web へのアップとともに、広く普及啓発を図り、海外調達先
での CSR リスク回避に資する。

その他の環境保全活動
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日本企業の海外進出が増えるにつれ、現地調達先での CSR にかかわるトラブルも多
くなっている。このため、サプライチェーンのサステイナビリティ診断ツールを開発する。

平成

年度

地球環境基金の活動概要

1. 助成事業
１．助成事業
（１）新評価制度の実施
従前の評価制度は、終了年次に、評価専門委員が現地へ赴き評価をする事後評価
のみを実施していましたが、
新制度では平成 年度から導入した評価要領に基づき、
事前の目標設定の共有から、中間コンサルテーション、活動終了後のフォローアッ
プまでの包括的な評価サイクルを導入し助成事業の推進を図りました。

中間コンサルテーション

実地評価（福井県敦賀市）

実地評価（ラオス）

（２）各主体（民間団体・企業・行政）との協働・連携
環境問題にかかわるあらゆる主体が連携することにより環境問題の解決策を模索
することは重要です。地球環境基金では、環境パートナーシップオフィス（ ）を
はじめとする多様なステークホルダーとの連携を図りました。

連携
ドナー連携
・企業
連携

・地球環境基金の助成金要望に関する情報交換、相談、助言
・地球環境基金の助成対象団体による自己評価の支援
等
・

の支援を行う他の団体（ドナー）との意見交換会を開催

と企業等との協働事業の創出やパートナーシップ構築の契機
となることを目的として、助成団体活動報告会を開催
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（３）地球環境基金企業協働プロジェクト助成の開始
平成
年度から企業協働プロジェクト第１弾として、
（一社）日本釣用品工業会
からの寄付金を原資とした「つり環境ビジョン助成」を開始し、清掃活動など、水
辺の環境保全活動への助成を行いました（助成件数は、Ｐ２を参照）。

２．振興事業
2. 振興事業
（１）全国ユース環境ネットワークの発足と全国ユース環境活動発表大会の実施
持続可能な社会の担い手を育むため、平成
年 月に、環境省と共同で全国ユース環
境ネットワーク促進事業を発足しました。
高校生が行う環境活動を通じて得た学びの共有など、自身の活動を更に発展させるた
年 月に開催しました。
め発表の機会として「全国ユース環境活動発表大会」を平成
全国ユース環境活動発表大会では、全国の高校から環境保全活動事例を募り、有識者
による地区選考を経た上で、 校が全国大会で発表を行いました。
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（２）情報提供業務
①地球環境基金活動報告集
地球環境基金助成金による環境保全活動の概要を取りまとめた「平成
球環境基金活動報告集」の配布を行いました。

年度地

②ホームページによる情報提供
地球環境基金のインターネットホームページにおいて、地球環境基金の制度、
募金のお知らせ、助成案件採択状況、助成活動実施状況、研修及び講座の開催案
・
総覧オンラインデータベース検索、助成活動の外部専門委員に
内、環境
よる評価結果等の情報を提供しました。
平成

年度 活動報告集

地球環境基金の情報館

③

による情報提供
地球環境基金助成金説明会の開催、振興事業で実施する講座、団体の活動案内、
活動報告などの情報を提供しました。

130

（３）研修業務
環境
・
活動に参加しているスタッフや環境保全活動への関心を有する方々
のための研修について、人材育成の視点からプログラムを見直し、平成
年度は以
下の研修を行いました。
・
活動推進レベルアップ実践研修
①スタッフ向け環境
・
の組織運営における課題解決のため、知識・技術の向上を目的とした
基礎研修、応用研修をそれぞれ全国 ブロックで実施しました。
ブロック
北海道

ボランティアマネジメント

東北
（宮城県、山形県）
関東・甲越
（東京都、茨城県）
中部・北陸
（愛知県、岐阜県）
近畿
（大阪府、滋賀県）
中国
（岡山県、広島県、鳥取県）
四国
（愛媛県、徳島県、香川県）
九州
（熊本県、鹿児島県）

課題解決、
と企業との連携／
協働・資金調達・広報ツール、短中長期戦略
広報・資金調達のマニュアル作成／
協働・資金調達・広報ツール、短中長期戦略
広報戦略／
ファンドレイジング
広報・資金調達のマニュアル作成／
協働・資金調達・広報ツール、短中長期戦略

中国ブロック（広報戦略）
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内容

広報戦略、資金調達
広報戦略、資金調達
広報・資金調達のマニュアル作成／
協働・資金調達・広報ツール、短中長期戦略

近畿ブロック（現場実習）

参加者 の
【参加者の声】

声

・今まで他の団体の方と出会う機会がなかったので、すごく学びがありました。
広報がすごく深い事が分かり、また、以前よりずっと取り組みやすくなりました。
（大垣会場
代女性）
・

の経営者としてあるべき姿、基本が理解できました。また、受講者同士のつ
ながりや今後の人脈づくりができ有益と感じました。
代以上男性）
（東京会場

・これまでとボランティアを受け入れるにあたっての心構えが変わりました。
代女性）
（札幌会場

②海外派遣研修
・
のスタッフや開発途上地域における環境保
地球環境基金では、日本の環境
全活動への参加に関心のある方を対象に、現場で直接学ぶ機会を提供すべく「海外派遣
研修」を実施しています。
平成
年度は、パラオ共和国において研修を実施しました。
【開催日時】
短期コース
長期コース

平成
平成

年
年

月
月

日（土）～
日（土）～

月
月

日（日）
日（日）

日間
日間

【概

要】
・関係機関等の活動現場での活動体験及び訪問、現地関係者との質疑・意見交
換、訪問中の研修生間の討議等を通じて国際環境協力の必要性、意義、実態、異文化
理解及び国際環境協力の実施に必要となる基礎的な手法を学びました。
また、パラオ共和国における環境問題解決のための模擬
を チーム結成し、実
際に活動を行うとともに、取り組みから得られた成果を現地関係者の前でプレゼンテ
ーションを実施しました。
模擬
チーム

テーマ
環境教育の充実
循環型社会の形成
持続可能な観光開発

活動概要
小学生を対象とした科学実験を用いたリサイ
クル等啓発活動及びその有効性の検証
ペットボトル使用を削減するための啓発活動
観光客をターゲットとした環境保全啓発活動
及び陸観光資源活用の提言

【主な訪問先】
在パラオ日本国大使館、パラオ国際サンゴ礁センター、パラオ自然保護協会
パラオ支所、コロール州リサイクルセンター、保護区ネットワークオフィス
、アイライ州管理のオープンダンプ式処分場「
」
廃棄物処分場
シニアシチズンセンターほか

132


リサイクルセンター内でのレクチャー    現地高校生を前にプレゼンテーション



③若手プロジェクトリーダー研修
  今後の環境活動を担う若手の人材育成の重要性がますます高まっていることを背景
とし、地球環境基金では、助成事業により活動推進費を助成するとともに、環境 1*2・
132 としてのビジネスモデルを構築できるような若手プロジェクトリーダーを  年間の
研修で育成しています。
平成  年度は、 期生  名、 期生  名、計  名を対象に、年  回の研修を実施
しました。
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【１期生

２年目プログラム】
＜ 月＞
マーケティング

＜ 月＞
ファンドレイジング

＜ 月＞
広報、ＰＲ

●講義
・環境分析
・ターゲット設定
・ポジショニング
・ Ｃ（価値・コスト・利便性・
コミュニケーション、
快適さ）
・マーケティング管理・実行・
改善

●講義
「 Ｗ Ｈ考えるファンドレイ
ジング」
●個別メンタリング
プランニングシート」、
「
「資金調達事業評価」、
「ペル
ソナシート」
、「ステイクホル
ダーピラミッド」のうち、自団
体に最も必要と思われるワー
ク

●講義
「広報意識とメディア対応」
●ロールプレイ
「記者向けブリーフィング」
「個別取材対応」
●ワーク＆個別相談
「報道資料作成のポイント」
●講義
「チラシの基礎レイアウトデ
ザイン講座」
●添削
チラシデザインの添削

ファンドレイジング個別指導

期生と

期生の交流

リーダーとのトークセッション

個別取材対応

ロールプレイ
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参加者

の

声

・背景を言わなくても事業がわかるメンバーとばかり接することが多い中、一から説
明を行う必要のある場で事業計画を説明したことで、今まで見えていなかったものが
見えてきて良かったです。
ヶ月 女性）
（団体活動歴
・スタッフ内で、ミッションのための事業と、資金調達のための事業があることを認
識し、今後の団体経営にスタッフ全員が多かれ少なかれ意識を持って取り組んでいけ
る職場を目指したいです。
（団体活動歴 約 年 女性）
・チラシの添削は参考になりました。今後もこの経験を活かしていきたいです。
（団体活動歴
年 男性）
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五十音別一覧
■あ行
団体名

住所

TEL・FAX

１年目

41

0595-64-0051・0595-48-6501 一般助成

知識の提供・
総合環境教育
１年目
普及啓発

81

0184-44-8625・0184-44-8625 一般助成

総合環境教育 実践

３年目

94

045-324-5863・045-324-5864 一般助成

自然保護・
保全・復元

３年目

19

300-1222 茨城県牛久市南 3-4-21

029-871-7166・029-801-6711 一般助成

知識の提供・
２年目
総合環境教育
普及啓発

94

377-1613 群馬県吾妻郡嬬恋村大笹 2128 番地 47

つり環境ビジョン
0279-25-7593・0279-25-7593
総合環境教育 実践
助成

２Ｆ

赤目の里山を育てる会

518-0762 三重県名張市上三谷 268-1

あきた菜の花ネットワーク

015-0824

アジア太平洋資料センター（PARC）

ページ

砂漠化防止

157-0072 東京都世田谷区祖師谷 4-1-22-2F

ASIA Environmental Alliance

年数

03-3484-5092・03-3484-1909 一般助成

ICA 文化事業協会

浅間・吾妻エコツーリズム協会

形態

99

760-0051 香川県高松市南新町 4-9

アサザ基金

分野

１年目

アーキペラゴ

アクアプラネット

種類

つり環境ビジョン
087-813-1001・087-813-1002
総合環境教育 実践
助成

秋田県由利本荘市古雪町 3
株式会社 HOLIDAY2 階

108-0071 東京都港区白金台 3-16-18

020-0133 岩手県盛岡市青山 2-18-3
101-0063 東京都千代田区神田淡路町 1-7-11

3F

実践

実践

１年目

99

019-621-6739・019-621-6739 入門助成

知識の提供・
１年目
総合環境教育
普及啓発

75

03-5209-3455・03-5209-3453 一般助成

知識の提供・
２年目
総合環境教育
普及啓発

91

086-250-4148・086-250-4148 一般助成

環境保全型農
実践
業等

アジア農村協力ネットワーク岡山

701-1353 岡山県岡山市北区三手 452-2

３年目

34

A SEED JAPAN

東京都台東区上野 5-3-4 クリエイティブ One 03-5826-8737・03-3834-1025 一般助成
110-0005
秋葉原ビル 7F

総合環境保全 知識の提供・
２年目
普及啓発
活動

108

APLA

169-0072 東京都新宿区大久保 2-4-15 サンライズ新宿 3F

環境保全型農
実践
業等

谷方

一般助成

２年目

33

110-0015 東京都台東区東上野 1-20-6 丸幸ビル 3F

プラットフォーム 総合環境保全
国際会議 ２年目
03-3834-6902・03-3834-6903
助成
活動

116

荒川クリーンエイド・フォーラム

132-0033 東京都江戸川区東小松川 3-35-13-204

つり環境ビジョン 自然保護・
03-3654-7240・03-3654-7256
助成
保全・復元

知識の提供・
１年目
普及啓発

24

e-myoko

東京都渋谷区渋谷 2-12-19
150-0002
東建ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾋﾞﾙ 3F 新東産業㈱内

03-5778-4241・03-5778-4242 一般助成

自然保護・
保全・復元

実践

１年目

14

イカオ・アコ

470-3925 愛知県知多郡美浜町奥田

0569-87-2319・0569-87-2319 一般助成

総合環境教育 実践

２年目

77

アフリカ日本協議会

日本福祉大学内

イクレイ日本

105-0003 東京都港区西新橋 1-14-12 新橋ＳＹビル

03-6205-8415・03-6205-8416 一般助成

知識の提供・
地球温暖化防止
３年目
普及啓発

石巻観光協会

986-0826 宮城県石巻市鋳銭場 8-11

0225-93-6448・0225-22-2710 復興支援助成

東日本大震災
実践
関連活動

２年目

121

伊自良の里振興協会

910-2461 福井県福井市南野津又町 19-44

076-93-2147・0776-93-2220

地球温暖化防止 実践

入門助成

１年目

43
47
81

田舎のヒロインズ

869-1501 熊本県阿蘇郡南阿蘇村両併 1282

090-1347-0918・096-300-3277 一般助成

知識の提供・
地球温暖化防止
１年目
普及啓発

いばらき自然エネルギーネットワーク

茨城県水戸市文京 2-1-1
029-228-8787・029-228-8586 一般助成
310-8512
茨城大学地球変動適応科学研究機関 (ICAS) 内

知識の提供・
総合環境教育
１年目
普及啓発

いびがわミズみずエコステーション

501-0619 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪 677-2-2

つり環境ビジョン
0585-22-1732・0585-22-2471
総合環境教育 実践
助成

46

１年目

100
95
64

いわて芸術文化技術共育研究所

020-0401 岩手県盛岡市手代森 14-16-242

019-675-1303・019-675-1304 一般助成

知識の提供・
総合環境教育
２年目
普及啓発

インドネシア教育振興会

930-1313 富山県富山市中滝 142-9

076-483-4181・076-483-4181 一般助成

循環型社会形成 実践

１年目

うどんまるごと循環コンソーシアム

761-1406 香川県高松市西庄 941-5

087-879-7911

入門助成

循環型社会形成 実践

１年目

61

海守さぬき会

760-0034 香川県高松市内町 3-11

087-887-6624・087-887-6625

つり環境ビジョン
知識の提供・
総合環境教育
１年目
助成
普及啓発

100

浦戸夢の愛ランド

985-0192 宮城県塩竈市浦戸桂島字鬼ヶ浜 17-5-111

090-4880-6896・022-301-0417 復興支援助成

東日本大震災 知識の提供・
２年目
普及啓発
関連活動

121

03-3835-7555・03-3835-7601 一般助成

知識の提供・
１年目
総合環境教育
普及啓発

84

0857-52-270・0857-52-2700

一般助成

知識の提供・
地球温暖化防止
２年目
普及啓発

52
82

㈱優創健 内

ACE

110-0015 東京都台東区東上野 1-6-4

ECO フューチャーとっとり

鳥取県鳥取市若葉台北 1-1-1
689-1111
鳥取環境大学内

あつきﾋﾞﾙ 3F

ECOPLUS

101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-5-16-4 階

03-5294-1441・03-5294-1442 一般助成

知識の提供・
総合環境教育
１年目
普及啓発

エコプランふくい

910-0859 福井県福井市日ノ出 2-2-16

0776-30-0092・0776-21-1261 一般助成

地球温暖化防止 実践

１年目

47

エコライフはままつ

431-0201 静岡県浜松市西区篠原町 10082-1

053-440-0006

循環型社会形成 実践

１年目

61

エコ・リーグ

162-0825 東京都新宿区神楽坂 2-19

03-5225-7206・03-5225-7206 一般助成

地球温暖化防止

知識の提供・
３年目
普及啓発

52

ezorock

064-0809 北海道札幌市中央区南 9 条西 3 丁目 1-7

011-562-0081・011-562-0081 一般助成

総合環境教育 実践

ＮＰＯクワガタ探検隊
NPO 地域づくり工房
NPO 生活工房つばさ・游

銀鈴会館 507

563-0026 大阪府池田市緑丘 1-3-2-505
398-0002 長野県大町市仁科町 3302
355-0315 埼玉県比企郡小川町みどりが丘 2-15-21

入門助成

３年目

95

072-753-8327・072-753-8327 入門助成

自然保護・
保全・復元

知識の提供・
１年目
普及啓発

10

0261-22-7601（兼用）

一般助成

総合環境保全 知識の提供・
２年目
普及啓発
活動

109

0493-73-0208・0493-73-0208 入門助成

環境保全型農 知識の提供・
１年目
普及啓発
業等

31

えひめグローバルネットワーク

790-0803 愛媛県松山市東雲町 5-6

089-993-6271・089-993-6227 一般助成

総合環境保全
実践
活動

２年目

109

FoE Japan

173-0037 東京都板橋区小茂根 1-21-9

03-6909-5983・03-6909-5986 一般助成

地球温暖化防止 調査研究 ２年目

45

168-0063 東京都杉並区和泉 2-17-5

03-3322-5161・03-3324-7111 一般助成

森林保全・緑化 実践

28

オイスカ

３年目

136

団体名

住所
8 Fernsville Street, Barangay White Plains,
Quezon City 1110, Philippines

OISCA Technical Trainees Alumni Association（OTTAA）Philippines,Inc.

TEL・FAX

種類

分野

形態

年数

ページ

632-911-6228・632-441-5427 一般助成

環境保全型農
実践
業等

３年目

36

049-298-4302・049-298-4302 一般助成

応用地質研究会ヒ素汚染研究グループ

350-2201 埼玉県鶴ヶ島市富士見 4-2-7-306

総合環境教育 実践

２年目

78

おおいた環境保全フォーラム

大分県大分市西新地 2-6-50 ライオンズマンション
097-529-5046・097-529-5046 一般助成
870-0901
大洲 304

自然保護・
保全・復元

３年目

20

554-0051 大阪府大阪市此花区酉島 6-4-19

090-6375-5658・06-7174-7635 一般助成

総合環境保全 知識の提供・
２年目
普及啓発
活動

110

大阪ごみ減量推進会議

542-0066 大阪府大阪市中央区瓦屋町 1-4-2 コシカイカン 2 階 06-6765-1112・06-6765-1112 入門助成

知識の提供・
循環型社会形成
１年目
普及啓発

大阪自然史センター

546-0034 大阪府大阪市東住吉区長居公園 1-23

06-6697-6262・06-6697-6306 一般助成

東日本大震災
実践
関連活動

２年目

119

大杉谷自然学校

519-2633 三重県多気郡大台町久豆 199

0598-78-8888・0598-78-8889 一般助成

総合環境保全
実践
活動

２年目

110

04-7099-9050・04-7099-9051 一般助成

自然保護・
保全・復元

知識の提供・
３年目
普及啓発

20

実践

大阪海さくら

大山千枚田保存会

296-0232 千葉県鴨川市平塚 540

実践

62

奥天降霧島

899-5114 鹿児島県霧島市隼人町西光寺 35-7

0995-55-4038・0995-55-4038 入門助成

自然保護・
保全・復元

１年目

9

オックスファム・ジャパン

東京都台東区上野 5-3-4
110-0005
クリエイティブ One 秋葉原ﾋﾞﾙ 7F

03-3834-1556・03-3834-1025 一般助成

地球温暖化防止 調査研究 １年目

48

03-5363-0170・03-3353-8521 一般助成

自然保護・
保全・復元

実践

１年目

12

自然保護・
保全・復元

調査研究 １年目

14

オランウータンと熱帯雨林の会

162-0065 東京都新宿区住吉町 8-23 富井ビル 2F

Orca.org. さかまた組

051-0003 北海道室蘭市母恋南町 2-27-9

090-8426-1257

温暖化防止ネット

849-0932 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸溝 1307-10

0952-37-9192・0952-37-9445 入門助成

一般助成

地球温暖化防止 実践

１年目

43

■か行
団体名

カーフリーデージャパン
開発教育協会

住所
102-0085 東京都千代田区六番町 6-20-304
112-0002 東京都文京区小石川 2-17-41-3F

TEL・FAX

種類

分野

形態

年数

ページ

03-3234-1765・03-3234-1748 一般助成

地球温暖化
実践
防止

２年目

45

03-5844-3630・03-3818-5940 一般助成

知識の提供・
１年目
総合環境教育
普及啓発

82

03-3229-1041・03-3229-1044 一般助成

知識の提供・
３年目
総合環境教育
普及啓発

96

葛西臨海・環境教育フォーラム

164-0001 東京都中野区中野 2-3-13CD 研究所 内

かなえ

沖縄県豊見城市高嶺 395 番地 44 桜山荘「共に生
901-0213
098-996-2510・098-996-2512 一般助成
きる町」たかみね内

その他の環
実践
境保全活動

１年目

125

河北潟湖沼研究所

929-0342 石川県河北郡津幡町字北中条ナ 9-9

076-288-5803・076-255-6941 一般助成

総合環境保
実践
全活動

２年目

111

環境エネルギー政策研究所

164-0001 東京都中野区中野 4-7-3

03-5942-8937・03-5042-8938 一般助成

地球温暖化 知識の提供・
３年目
防止
普及啓発

55

環境経営学会

102-0072 東京都千代田区飯田橋 2-4-10-5F

03-6272-6413・03-6272-6414 一般助成

その他の環 知識の提供・
３年目
境保全活動 普及啓発

127

03-3556-7323・03-3556-7328 一般助成

総合環境保 知識の提供・
１年目
全活動
普及啓発

105

環境市民

京都府京都市中京区麩屋町通二条下ル 225 第二ふ
604-0934
075-211-3521・075-211-3531 一般助成
や町ﾋﾞﾙ 206

総合環境保 知識の提供・
１年目
全活動
普及啓発

105

環境首都創造 NGO 全国ネットワーク

京都府京都市中京区麩屋町通二条下る尾張町 225
604-0934
075-211-3521・075-211-3531 一般助成
第二ふや町ビル 206 号室 NPO 法人環境市民内

地球温暖化
調査研究 ３年目
防止

56

環境生活文化機構

東京都港区西新橋 1-20-10 サンライズ山西ビル 6
105-0003
03-5511-7331・03-5511-7336 一般助成
階

総合環境教育 実践

「環境・持続社会」研究センター（JACSES）

102-0072 東京都千代田区飯田橋 2-3-2 三信ﾋﾞﾙ 401

１年目

83
120

環境生態工学研究所

984-0051 宮城県仙台市若林区新寺 1-26-104

東日本大震
調査研究 １年目
022-293-2281・022-349-9574 復興支援助成
災関連活動

環境とくしまネットワーク

772-0051 徳島県鳴門市鳴門町高島字竹島 462

080-5666-2276・088-687-2276 一般助成

総合環境保 知識の提供・
２年目
普及啓発
全活動

111

環境ネットやまがた

990-2421 山形県山形市上桜田 3-2-37

023-679-3340・023-679-3389 一般助成

地球温暖化 知識の提供・
２年目
普及啓発
防止

53

環境ネットワーク埼玉

埼玉県さいたま市浦和区北浦和 5-6-5 埼玉県浦和合
330-0072
048-749-1217・048-749-1218 一般助成
同庁舎 3 階

総合環境保 知識の提供・
１年目
普及啓発
全活動

106

環境ネットワーク「虹」

811-3217 福岡県福津市中央 1-16-6-506

総合環境教育 実践

環境の杜こうち

高知県高知市旭町 3-115 こうち男女共同参画セン
780-0935
088-802-2201・088-802-2205 一般助成
ター 3F

環境パートナーシップいわて
環境パートナーシップ会議

020-0124 岩手県盛岡市厨川 5-8-6
150-0001 東京都谷区神宮前 5-53-67-B1F

090-5080-3581・0940-43-1706 一般助成

２年目

92

総合環境保 知識の提供・
１年目
全活動
普及啓発

106

東日本大震
019-681-1904・019-681-1906 復興支援助成
実践
災関連活動

２年目

122

03-5468-8405・03-5468-8406 一般助成

総合環境保 知識の提供・
３年目
普及啓発
全活動

113
96

環境文明 21

145-0071 東京都大田区田園調布 2-24-23-301

03-5483-8455・03-5483-8755 一般助成

知識の提供・
総合環境教育
３年目
普及啓発

気候ネットワーク

604-8124 京都府京都市中京区帯屋町 574

075-254-1011・075-254-1012 一般助成

地球温暖化 知識の提供・
１年目
普及啓発
防止

48

気象キャスターネットワーク

東京都台東区上野桜木 1-14-21 高遠レジデンス上
110-0002
03-5832-9401・03-5832-9402 一般助成
野桜木 202 号

知識の提供・
総合環境教育
３年目
普及啓発

97

803-0814 福岡県北九州市小倉北区大手町 13-13-1115

080-3950-5599・093-662-3800 一般助成

総合環境保 知識の提供・
２年目
全活動
普及啓発

112

080-1891-7847

入門助成

東日本大震
実践
災関連活動

１年目

119

0574-50-2019・0574-50-2019 入門助成

自 然 保 護・
実践
保全・復元

１年目

9

080-5302-6421

地球温暖化 知識の提供・
１年目
普及啓発
防止

49

北九州サスティナビリティ研究所
北の里浜

花のかけはしネットワーク

ぎふ木と森の学校

006-0807 北海道札幌市手稲区新発寒 7 条 6 丁目 8-19
509-0258 岐阜県可児市若葉台 3-166

Climate Youth Japan

606-8203 京都府京都市左京区田中関田町 2-1

Climate Action Network Japan（CAN-Japan）

京都府京都市中京区帯屋町 574 高倉ビル 305 号
プラットフォーム 地球温暖化
604-8124
国際会議 ２年目
075-254-1011・075-254-1012
認定 NPO 法人気候ネットワーク内
助成
防止

グラウンドワーク三島

411-0857 静岡県三島市芝本町 7-11

ClearWaterProject

468-0073

GREEN

137

一般助成

055-983-0136・055-973-0022 一般助成

その他の環
実践
境保全活動

58

１年目

125

入門助成

総合環境保 知識の提供・
１年目
普及啓発
全活動

103

340 Nguyen Van Cu St.Can Tho City Viet Nam 84-7103-897-846・84-7103-896-215 一般助成

知識の提供・
総合環境教育
２年目
普及啓発

80

愛知県名古屋市天白区塩釜口 2-1403 アーバンド
052-861-2287
エル塩釜口 703

団体名

グリーンウッド自然体験教育センター
グリーンエコノミーフォーラム
グリーン購入ネットワーク
グローバル・スポーツ・アライアンス

住所
399-1801 長野県下伊那郡泰阜村 6342-2

TEL・FAX

種類

分野

形態

年数

ページ

0260-25-2851・0260-25-2850 一般助成

総合環境教育 実践

３年目

97

03-3556-7323・03-3556-7328 一般助成

総合環境保 知識の提供・
３年目
全活動
普及啓発

113

103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 1-4-16 馬喰町第一ビル 9F 03-5642-2030・03-5642-2077 一般助成

総合環境保 知識の提供・
１年目
全活動
普及啓発

103

150-0036 東京都渋谷区南平台町 4-8-207

03-3461-3082・03-3461-3083 一般助成

地球温暖化 知識の提供・
２年目
防止
普及啓発

53
114

102-007 東京都千代田区飯田橋 2-3-2 三信ビル 401

黒潮実感センター

788-0343 高知県幡多郡大月町柏島 625

0880-62-8022・0880-62-8023 一般助成

総合環境保
調査研究 ３年目
全活動

GLOBE Japan

107-0052 東京都港区赤坂 1-4-3 グランジュール赤坂 3F

03-6821-7869・03-6821-7863 一般助成

地球温暖化
国際会議 １年目
防止

49

小網代野外活動調整会議

238-0111 神奈川県三浦市初声町下宮田 261-5

045-450-8320・045-546-4344 一般助成

自 然 保 護・
保全・復元

公害地域再生センター

３年目

21
83

一般助成

知識の提供・
３年目
総合環境教育
普及啓発

80
71
15

555-0013 大阪府大阪市西淀川区千舟 1-1-1 あおぞらﾋﾞﾙ 4 階 06-6475-8885・06-6478-5885 一般助成
25 J.Felipe Street,Baguio City,2600
074-423-0839
Philippines

Cordillera Green Network Inc.

実践

知識の提供・
１年目
総合環境教育
普及啓発

国際湖沼環境委員会

525-0001 滋賀県草津市下物町 1091

077-568-4567・077-568-4568 一般助成

大気・水・土 知識の提供・
３年目
壌環境保全 普及啓発

国際自然保護連合日本委員会

東京都中央区新川 1-16-10 ミトヨビル 2 階 日本
104-0033
03-3553-4109・03-3553-0139 一般助成
自然保護協会内

自 然 保 護・ 知識の提供・
１年目
保全・復元 普及啓発

国連生物多様性の 10 年市民ネットワーク

450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野 1-44-17 嶋田ビル 203 050-5897-0388・052-804-3828 一般助成

自 然 保 護・
国際会議 １年目
保全・復元

15

コンサベーション・インターナショナル・ジャパン

160-0022 東京都新宿区新宿 6-7-22-451

03-5315-4790

一般助成

総合環境保 知識の提供・
１年目
普及啓発
全活動

107

コンシューマーズ京都 ( 京都消団連 )

604-0847 京都府京都市中京区烏丸通二条下るヒロセビル 4F

075-251-1001・075-251-1003 一般助成

循環型社会 知識の提供・
３年目
普及啓発
形成

66

■さ行
団体名

ザ・ピープル
鮭守の会
サステナビリティ日本フォーラム

住所
971-8101 福島県いわき市小名浜字蛭川南 5-6
321-4304 栃木県真岡市東郷 937
108-0071 東京都港区白金台 3-19-6 白金台ビル 5 階

TEL・FAX
0246-52-2511・0246-52-2511

種類

分野

形態

復 興 支 援 東日本大震
実践
助成
災関連活動

年数

ページ

２年目

122

0285-81-5544・0285-81-5092 一般助成

知識の提供・
総合環境教育
２年目
普及啓発

92

070-5598-0295・03-5423-6921 一般助成

その他の環 知識の提供・
２年目
境保全活動 普及啓発

127
84

さっぽろ自由学校「遊」

060-0061 北海道札幌市中央区南 1 条西 5 丁目愛生舘ﾋﾞﾙ 6F

011-252-6752・011-252-6751 一般助成

知識の提供・
総合環境教育
１年目
普及啓発

サンクチュアリエヌピーオー

433-8123 静岡県浜松市中区幸 2-17-9

053-475-6535・053-475-6548 一般助成

自 然 保 護・
実践
保全・復元

１年目

16

山村塾

834-1222 福岡県八女市黒木町笠原 9836-1 えがおの森内

0943-42-4300・0943-42-4300 一般助成

環境保全型
実践
農業等

２年目

37

047-358-6233・047-358-6233 入門助成

自 然 保 護・
調査研究 １年目
保全・復元

10

03-3202-8188・03-6233-9560 一般助成

総合環境保 知識の提供・
３年目
普及啓発
全活動

114

三番瀬環境市民センター
CSO ネットワーク

272-0111 千葉県市川市妙典 6-10-28-303
169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-3-18 アバコビル 5 階

Room 308 Bencom Building, 146 West Ave.,
63-2-426-9466・63-2-426-9466 一般助成
Quezon City, 1104 Philippines

Share An Opportunity Philippines,Inc.

環境保全型
実践
農業等

１年目

35

次世代のためにがんばろ会

866-0856 熊本県八代市通町 6-43

0965-32-5081・0965-32-2528 一般助成

循環型社会
実践
形成

２年目

65

自然エネルギー財団

東京都港区東新橋 2-18-3 ルネパルティーレ汐留
105-0021
03-6895-1020・03-6895-1021 一般助成
3F

地球温暖化
実践
防止

１年目

50

自然回復を試みる会・ビオトープ孟子

640-0451 和歌山県海南市高津 1082 番地

073-484-0712・073-484-0712 一般助成

自 然 保 護・
実践
保全・復元

持続可能な開発のための教育推進会議

116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-38-5 日能研ﾋﾞﾙ 201

03-5834-2061・03-5834-2062 一般助成

総合環境教育

持続可能な環境共生林業を実現する自伐型林業推進協会

東京都新宿区西早稲田 1-9-19 アーバンヒルズ早稲
162-0051
070-6975-8985
田 207 号室

持続可能な社会をつくる元気ネット

160-0023 東京都新宿区西新宿 6-12-7-807

３年目

21

知識の提供・
１年目
普及啓発

85

フロントランナー 森 林 保 全・ 知識の提供・
１年目
助成
緑化
普及啓発

29

03-5326-7366・03-5326-7367 一般助成

循環型社会 知識の提供・
３年目
形成
普及啓発

67

１年目

36

市民未来共社

771-4102 徳島県名東郡佐那河内村上字遠野 102

088-679-6722・.088-679-6722 一般助成

環境保全型
実践
農業等

しゃぼん玉の会

363-0027 埼玉県桶川市川田谷 5563-5

048-786-9261・048-786-9261 一般助成

総合環境教育 実践

B-38,Upper Ground Floor,Freedom Fighters
91-11-29534647・91-11-59531348 一般助成
Enclave,IGNOU Road NEW Delhi-110068,India

South Asian Network for Social and Agricultural Development（SANSAD）
シャンティ山口

746-0082 山口県周南市大字下上 1754

食と農から生物多様性を考える市民ネットワーク

169-0051

JEAN
新エネルギーをすすめる宝塚の会
宍道湖・中海汽水湖研究所
水 Do! ネットワーク
スペースふう
生活環境ネット C&C
「生物多様性と子どもの森」キャンペーン実行委員会
CEPA ジャパン
全国環境絵日記実行委員会

0834-62-0642・0834-62-0663 一般助成

665-0875 兵庫県宝塚市中筋山手 3-2-10
690-0049 島根県松江市袖師町 99 内藤ビル 203
173-0037 東京都板橋区小茂根 1-21-9
400-0503 山梨県南巨摩郡富士川町天神中条 177

34
16

つり環境ビジョン
知識の提供・
総合環境教育
042-322-0712・042-324-8252
１年目
助成
普及啓発

101

0797-88-1381・0797-88-1381 入門助成

地球温暖化 知識の提供・
１年目
普及啓発
防止

44

0852-21-8683・0852-21-8683 一般助成

大 気・ 水・
調査研究 ２年目
土壌環境

72

入門助成

保全循環型 知識の提供・
１年目
普及啓発
社会形成

62

0556-22-1150・0556-22-1862 一般助成

循環型社会
調査研究 ３年目
形成

67

入門助成

循環型社会 知識の提供・
１年目
普及啓発
形成

63

総合環境教育

知識の提供・
２年目
普及啓発

93

総合環境教育

知識の提供・
３年目
普及啓発

98

知識の提供・
総合環境教育
３年目
普及啓発

98

090-9688-7777

090-6298-9459

112-0004 東京都文京区後楽 1-7-12 林友ビル 6 階

03-5684-3890・03-5684-3890 一般助成

東京都千代田区神田須田町 2-2-5CTN ビル 3F 地
03-5256-6770
球と未来の環境基金内

103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 1-4-16

35

環境保全型
実践
農業等

３年目

816-0961 福岡県大野城市緑ヶ丘 3-12-9

101-0041

93

自 然 保 護・ 知識の提供・
１年目
保全・復元 普及啓発

東京都新宿区西早稲田 1-9-19 ｱｰﾊﾞﾝﾋﾙｽﾞ早稲田
03-5155-4756・03-5155-4767 一般助成
207 号室

185-0021 東京都国分寺市南町 3-4-12-202

２年目

環境保全型 知識の提供・
２年目
農業等
普及啓発

一般助成

03-5643-6251・03-5643-6250 一般助成

138

団体名

全国小水力利用推進協議会
全国大学生環境活動コンテスト実行委員会
全国ブラックバス防除市民ネットワーク
泉京・垂井

住所
170-0002 東京都豊島区巣鴨 3-25-2 巣鴨 Note 4F
105-0003 東京都港区西新橋 2-11-5TKK 西新橋ビル 3F
142-0042 東京都品川区豊町 4-17-9
503-2124 岐阜県不破郡垂井町宮代 1794-1

TEL・FAX

種類

分野

形態

年数

ページ

03-5980-7880・03-5980-7065 一般助成

地球温暖化 知識の提供・
２年目
防止
普及啓発

54

03-3580-8284・03-3580-8265 一般助成

その他の環 知識の提供・
１年目
境保全活動 普及啓発

126

090-5219-1095

一般助成

自 然 保 護・ 知識の提供・
１年目
保全・復元 普及啓発

17

0584-23-3010・0584-84-8767 一般助成

総合環境保 知識の提供・
１年目
全活動
普及啓発

108

■た行
団体名

住所

TEL・FAX

種類

分野

形態

年数

ページ

ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議

160-0004 東京都新宿区四谷 1-21 戸田ビル 4 階

03-5368-2735・03-5368-2736 一般助成

総合環境保 識 の 提 供・
３年目
全活動
普及啓発

大学コンソーシアム石川

920-0962 石川県金沢市広坂 2-1-1

076-223-1633・076-223-1644 一般助成

総合環境教育 実践

１年目

85

03-5805-3577・03-5805-3588 一般助成

循環型社会
実践
形成

107

太陽光発電所ネットワーク

113-0034 東京都文京区湯島 1-9-10 湯島ﾋﾞﾙ 602

１年目

65

たねと食とひと＠フォーラム

東京都千代田区神田錦町 3-21 ちよだプラット
101-0054
03-6869-7206・03-6869-7204 入門助成
フォームスクウェア 1342

自 然 保 護・ 識 の 提 供・
１年目
保全・復元 普及啓発

11

地域再生機構

509-7123 岐阜県恵那市三郷町野井 133-31

地球温暖化
実践
防止

地域循環研究所

長崎県長崎市出島長 1-43 ながさき出島ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ
850-0862
095-895-8653・095-895-8654 一般助成
202 号

地域の未来・志援センター

461-0002

地域未来エネルギー奈良
地球温暖化防止全国ネット
地球環境市民会議（CASA）
地球市民の会

愛知県名古屋市東区代官町 39-18 日本陶磁器セン
052-936-3213・052-982-9089 一般助成
タービル 5-D

630-8136 奈良県奈良市恋の窪 1-2-2

50
86

地球温暖化
実践
防止

２年目

54

地球温暖化
実践
防止

１年目

51

101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-12-3 第一アマイビル 4F 03-6273-7785・03-5280-8100 一般助成

56

540-0026 大阪府大阪市中央区内本町 2-1-19-470

06-6910-6301・06-6910-6302 一般助成

地球温暖化
調査研究 ３年目
防止

57

0952-24-3334・0952-26-4922 一般助成

森 林 保 全・
実践
緑化

１年目

27

0438-62-8895・0438-62-8896 一般助成

森 林 保 全・ 識 の 提 供・
３年目
普及啓発
緑化

29
126

229-0265 千葉県袖ヶ浦市長浦拓 2 号 580-148

0742-34-8566・0742-34-0043 一般助成

１年目

識 の 提 供・
総合環境教育
１年目
普及啓発

地球温暖化 識 の 提 供・
３年目
防止
普及啓発

840-0822 佐賀県佐賀市高木町 3-10

ちば里山センター

058-272-9303・058-203-0895 一般助成

ちゅうごく環境ネット

732-0802 広島県広島市南区大州 2-10-24

082-281-6239・082-281-6239 一般助成

その他の環
調査研究 １年目
境保全活動

中部壜商連合会

445-0074 愛知県名古屋市港区正保町 8-8

052-381-6201・052-381-6205 一般助成

循環型社会
実践
形成

中部リサイクル運動市民の会
都留環境フォーラム
東京労働安全衛生センター
TOKUSHIMA 雪花菜工房

２年目

66

愛知県名古屋市東区代官町 39-18 日本陶磁器セン
461-0002
052-982-9079・052-982-9089 一般助成
タービル 5 － D

循環型社会 識 の 提 供・
３年目
普及啓発
形成

68

402-0031 山梨県都留市十日市場 1531 番地 2

0554-46-0039・0554-46-0039 一般助成

環境保全型
実践
農業等

１年目

37

03-3683-9765・03-3683-9766 一般助成

大気・水・土 識 の 提 供・
２年目
壌環境保全 普及啓発

72

088-635-5187・088-602-0533 一般助成

循総合環境
実践
教育

１年目

86

３年目

22

１年目

87

136-0071 東京都江東区亀戸 7-10-1Z ビル 5 階
770-0803 徳島県徳島市上吉野町 2-5-3 グランディール 105

徳島保全生物学研究会

774-0016 徳島県阿南市中林町東 45-1

090-2828-6181・088-636-9134 一般助成

自 然 保 護・
実践
保全・復元

トチギ環境未来基地

321-4104 栃木県芳賀郡益子町大沢 2584-1

0285-81-5373・0285-81-5373 一般助成

総合環境教育 実践

■な行
団体名

長尾自然環境財団
勿来まちづくりサポートセンター
名古屋 NGO センター
虹別コロカムイの会

住所

TEL・FAX

種類

分野

形態

自 然 保 護・ 知識の提供・
３年目
保全・復元 普及啓発

130-0022 東京都墨田区江東橋 3-3-7

03-6659-2070・03-6659-2272 一般助成

974-8223 福島県いわき市佐糠町東 1-19-5

復 興 支 援 東日本大震
実践
0246-63-5055・0246-63-5056
災関連活動
助成

460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町 2-3YWCA ﾋﾞﾙ 7F
088-2461 北海道標茶町虹別

年数

ページ
13

２年目

123

052-228-8109・052-228-8109 一般助成

知識の提供・
総合環境教育
１年目
普及啓発

87

015-488-2359・015-488-2359 一般助成

自 然 保 護・
調査研究 １年目
保全・復元

17
19

ニッポンバラタナゴ高安研究会

581-0872 大阪府八尾市郡川 4-28

072-943-5771・072-943-5771 一般助成

自 然 保 護・
実践
保全・復元

日本・インドネシア水環境・衛生改善推進協議会

東京都川崎市川崎区四谷上町 10-6 一般財団法人
210-0828
日本環境衛生センター内

044-288-4896・044-299-2294 一般助成

循環型社会
調査研究 ３年目
形成

64

日本エコツーリズムセンター

116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-38-5

03-5834-7966・03-5834-7972

フロントラ 総合環境保 知識の提供・
２年目
ンナー助成 全活動
普及啓発

116

日本環境教育フォーラム

160-0022 東京都新宿区新宿 5-10-15 ﾂｲﾝｽﾞ新宿ﾋﾞﾙ 4 階

03-3350-6770・03-3350-7818 一般助成

知識の提供・
１年目
普及啓発

88

日本環境協会

東京都中央区日本橋馬喰町 1-4-16 馬喰町第一ビル
103-0002
03-5643-6251・03-5643-6250 一般助成
9階

日本自然保護協会

104-0033 東京都中央区新川 1-16-10

総合環境教育

総合環境教育 実践

２年目

１年目

88

03-3553-4101・03-3553-0139 一般助成

自 然 保 護・
調査研究 １年目
保全・復元

18

03-5951-0244・03-5951-2974 一般助成

自 然 保 護・ 知識の提供・
３年目
保全・復元 普及啓発

22

日本生態系協会

171-0021 東京都豊島区西池袋 2-30-20 音羽ビル

日本ハビタット協会

東京都東京都千代田区平河町 2-6-3 都道府県会館
102-0093
03-3512-0355・03-3512-0355 一般助成
5F 福岡県東京事務所分室内

総合環境教育 実践

１年目

76

日本ファイバーリサイクル推進協会

100-0013 東京都千代田区霞ヶ関 3-7-1 霞ヶ関東急ビル 2F

03-6273-3218・03-6273-3218 一般助成

循環型社会
実践
形成

３年目

68

日本野鳥の会

141-0031 東京都品川区西五反田 3-9-23 丸和ﾋﾞﾙ

03-5436-2633・03-5436-2635 一般助成

自 然 保 護・
調査研究 １年目
保全・復元

18

139

団体名

nature center risen

住所
156-0051 東京都世田谷区宮坂 2-19-14-406

熱帯林行動ネットワーク
能登半島おらっちゃの里山里海

160-0022 東京都新宿区新宿 1-23-16 第二得丸ビル 3 階
927-1462 石川県珠洲市三崎町小泊 33-7

TEL・FAX

種類

分野

形態

年数

ページ

03-6413-6711・03-6413-6711 一般助成

総合環境教育 実践

２年目

78

03-5269-5097・03-5269-5097 一般助成

森 林 保 全・ 知識の提供・
２年目
緑化
普及啓発

28

0768-88-2528・0768-88-2528 一般助成

総合環境保
実践
全活動

３年目

115

■は行
団体名

住所

TEL・FAX

種類

分野

形態

年数

ページ

101-0061 東京都千代田区三崎町 2-14-6TM 水道橋ビル 4 階 03-5213-0461・03-5213-0462 一般助成

自 然 保 護・
調査研究 ２年目
保全・復元

13

ビーグッドカフェ

154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋 2-17-10 ワタナベビル 4F 03-6413-8801・03-6368-6410 一般助成

地球温暖化 知識の提供・
２年目
普及啓発
防止

46

ひまわりの種の会

006-0016 北海道札幌市手稲区富丘 6 条７丁目 6-28

011-684-7651/090-1646-9933
一般助成
011-684-7651

地球温暖化
実践
防止

１年目

51

FIRST ASCENT JAPAN

982-0261 宮城県仙台市青葉区折立 5-3-4-401 号

080-5578-2978・022-397-9459 復興支援助成

東日本大震
実践
災関連活動

１年目

120

ふくしま市民発電

976-0022 福島県相馬市尾浜字南ノ入 241-3

0244-64-2042・0244-64-2042 復興支援助成

地球温暖化 知識の提供・
２年目
普及啓発
防止

58

03-3265-8287・03-3628-8297 入門助成

知識の提供・
総合環境教育
１年目
普及啓発

75

075-276-5779・075-276-5779 一般助成

知識の提供・
総合環境教育
１年目
普及啓発

89

5 4 L o r o n g B a t u U b a n S a t u , T a m a n 604-6560381/6583970
一般助成
Century,11700,Penang,Malaysia
604-6583960

大気・水・土 知識の提供・
２年目
壌環境保全 普及啓発

71

一般助成

環境保全型
実践
農業等

２年目

33

バードライフ・インターナショナル・東京

富士山測候所を活用する会

102-0083 東京都千代田区麹町 1-6-9DIK 麹町ビル 901

フリンジシアタープロジェクト

京都府京都市下京区岩戸山町 440
600-8445
江村ビル 2F KAIKA 内

Pesticide Action Network Asia & the Pacific(PANAP)
VERSTA

東京都中央区日本橋室町 3-3-3CM ビル 9F ㈱日本
103-0022
03-3270-0020
ビジネスソリューション内

ボーイスカウト日本連盟

113-0033 東京都文京区本郷 1-34-3

03-5805-2561・03-5805-2901 一般助成

総合環境教育 実践

１年目

89

誇れるふるさとネットワーク

891-9307 鹿児島県大島郡与論町古里 461

つり環境ビジョン
総合環境教育 実践
090-4347-5626・0997-97-4434
助成

北海道グリーンファンド

060-0061

北海道国際交流センター

北海道札幌市中央区南 1 条西 6 丁目札幌あおばビ
011-280-1870・011-280-1871 一般助成
ル 10 階

040-0054 北海道函館市元町 14-1

0138-22-0770・0138-22-0660 一般助成

１年目

101

地球温暖化 知識の提供・
３年目
防止
普及啓発

57

総合環境保 知識の提供・
２年目
全活動
普及啓発

112

■ま行
団体名

まえばし保育ネットワーク

住所
371-0023 群馬県前橋市本町 2-12-1 2 階

TEL・FAX

種類

分野

形態

年数

ページ

027-210-2258・027-210-2242 一般助成

総合環境教育

知識の提供・
１年目
普及啓発

90
90

まちなびや

420-0813 静岡県静岡市葵区長沼 631

054-264-7170・054-264-7170 一般助成

知識の提供・
総合環境教育
１年目
普及啓発

マングローブ植林行動計画

164-0012 東京都中野区本町 3-29-15-1101

03-3373-9772・03-3373-9772 一般助成

環境保全型
実践
農業等

１年目

32

03-3292-6464・03-3292-6465 一般助成

地球温暖化 知識の提供・
２年目
普及啓発
防止

55

03-3208-3051・03-3208-3052 一般助成

知識の提供・
総合環境教育
１年目
普及啓発

91

マンションオーナーズコミュニティー

101-0052 東京都千代田区神田小川町 3-28-13-404

水俣フォーラム

169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-34-12-404

南三陸ネイチャーセンター友の会

宮城県本吉郡南三陸町志津川字廻館 58-12 サンラ
986-0775
080-4339-8823
イズヒルズ 2-101

２年目

115

みんなでつくる自然史博物館・香川

香川県高松市中野町 23-2 香川県森林組合連合会館
760-0008
087-813-4933・087-813-4933 入門助成
2階

知識の提供・
総合環境教育
１年目
普及啓発

76

665-0835 兵庫県宝塚市仁川北 3-7-14 ﾍﾟｶﾞｻｽﾋﾞﾙ 502

0797-81-2782・0797-51-1043 入門助成

地球温暖化
実践
防止

１年目

44

知識の提供・
総合環境教育
２年目
普及啓発

79

武庫川づくりと流域連携を進める会

復 興 支 援 総合環境保
実践
全活動
助成

メコン・ウォッチ

110-0016 東京都台東区台東 1-12-11 青木ビル 3 階

03-3832-5034・03-3832-5039 一般助成

メタセコイアの森の仲間たち

501-4612 岐阜県郡上市大和町剣 82-1

0575-88-1085・0575-88-1086

もったいないつがるの会
森は海の恋人
moribio 森の暮らし研究所
モンゴル環境情報センター

フロントランナー 自 然 保 護・
実践
助成
保全・復元

２年目

24

036-1301 青森県弘前市鼻和平岡 42

0172-55-8839・0172-55-8839 入門助成

循環型社会
実践
形成

１年目

63

988-0527 宮城県気仙沼市唐桑町西舞根 133-1

復 興 支 援 東日本大震
実践
0226-31-2751・0226-31-2770
災関連活動
助成

２年目

123

0763-68-2177・0763-68-2177 入門助成

森 林 保 全・
調査研究 １年目
緑化

27

0776-81-4001・0776-81-4001 一般助成

総合環境保
実践
全活動

939-2513 富山県南砺市利賀村上百瀬 537
913-0056 福井県坂井市三国町宿 1-9-16

２年目

104

■や行
団体名

野外教育学修センター魚沼伝習館

住所
946-0023 新潟県魚沼市干溝 1214

TEL・FAX

種類

分野

形態

自 然 保 護・
実践
保全・復元

３年目

23

１年目

31

３年目

79

大気・水・土 知識の提供・
２年目
壌環境保全 普及啓発

73

やんばる舎

905-1311 沖縄県国頭郡大宜味村塩屋 490

0980-44-2577・0980-44-2577 入門助成

ゆいツール開発工房（ラボ）

155-0032 東京都世田谷区代沢 2-19-12

090-4420-6867

総合環境教
実践
育

136-0071 東京都江東区亀戸 7-10-1 Z ビル 4F

ページ

025-793-7320・025-793-7321 一般助成

環境保全型
実践
農業等

有害化学物質削減ネットワーク

年数

一般助成

03-5627-7520・03-5627-7540 一般助成

140

団体名

ユースラムサールジャパン

住所
453-0855

TEL・FAX

種類

愛知県名古屋市中村区烏森町 8-709 ラポール烏森
090-5858-8350・052-823-9586 入門助成
A-203

分野

形態

年数

自 然 保 護・ 知識の提供・
１年目
保全・復元 普及啓発

ページ
11

■ら行
団体名

ラムサール・ネットワーク日本
LEAD-Japan Asia Pacific Initiative

住所

TEL・FAX

110-0016 東京都台東区台東 1-12-11 青木ビル 3 階

03-3834-6566・03-3834-6566

108-0074 東京都港区高輪 3-6-23 ｴｽﾃｰﾄ高輪

種類

分野

形態

年数

ページ

プ ラ ッ ト 環境保全型
国際会議 １年目
フォーム助成 農業等

38

一般助成

総合環境保
調査研究 １年目
全活動

104
77

Little Bees International

116-0001 東京都荒川区町屋 6-30-5 ロイヤルオオスギ 102

03-3895-5635・03-3895-5635 一般助成

知識の提供・
１年目
総合環境教育
普及啓発

リバーシブル日向

889-1112 宮崎県日向市幸脇 939-1

0982-58-1032・0982-58-1032 一般助成

自 然 保 護・
実践
保全・復元

３年目

23

漁師の NPO

781-7101 高知県室戸市室戸岬町 701

0887-22-1685・0887-22-1685 入門助成

自 然 保 護・
調査研究 １年目
保全・復元

12

■わ行
団体名

ワールドオーシャンズデイ
わかちあいプロジェクト

141

住所
154-0022 東京都世田谷区下馬 2-24-13

TEL・FAX
2F

135-0001 東京都江東区毛利 2-2-8 誠和ビル

03-6337-5967・03-6337-5967

種類

年数

ページ

つり環境ビジョン 総合環境保 知識の提供・
継続
助成
全活動
普及啓発

117

03-3634-7809・03-3634-7808 一般助成

分野

形態

環境保全型
実践
農業等

１年目

32

◇地球環境基金へのご支援のお願い◇
かけがえのない私たちの地球環境を健全に保っていくために、国の内外で環境保全活動を展
開する NGO・NPO の役割がますます重要になってきています。
こうした民間団体を支援する地球環境基金は、皆様方一人一人のご理解とご協力によって支
えられています。
地球環境基金へのご寄付は、下記の金融機関からのお振込みにより随時受け付けております
ので、ご協力をよろしくお願いいたします。
なお、独立行政法人環境再生保全機構は特定公益増進法人に指定されており、この基金にご
寄付いただいた個人の方、企業等は税制上の優遇措置（所得税控除、損金算入）を受けること
ができます。
地球環境基金に関するお問い合わせは、下記の地球環境基金部各課までご連絡ください。
事業内容
広報・募金活動
助成事業・振興事業

担当課
基金管理課
地球環境基金課

電話番号（直通）
044-520-9606
044-520-9505

◇募金振込先のご案内◇
・ゆうちょ銀行

ちきゅうかんきょう き き ん

口座番号：00190-0-664214 口座名義：地 球 環 境 基金

・その他金融機関
金融機関
新生銀行 本店
みずほ銀行 本店
三井住友銀行 東京公務部
三菱東京

口座番号
普 0789699
普 2413416
普 3013615

普 7637448

銀行 本店

普 1023850

りそな銀行 赤坂支店

※ ゆうちょ銀行以外からお振込みいただく場合は領収書を発行できません。
領収書の発行をご希望の方は地球環境基金へご連絡ください。
どくりつぎょうせいほうじんかんきょうさいせい ほ ぜ ん き こ う

口座名義：独 立 行 政 法 人 環 境 再 生 保全機構

ちきゅうかんきょう き き ん

地 球 環 境 基金

（詳細は下記の URL よりご確認ください）

◇その他の募金方法◇

・クレジットカードや楽天銀行を利用して
・全国のファミリーマートに設置された Fami ポートから
・ご家庭のご不要になった本や CD から（「本 de 寄付」
）

地球環境基金
発

行

日

編集・発行

平成 27 年度活動報告集

平成 28 年 8 月
独立行政法人環境再生保全機構

地球環境基金部

〒212-8554
神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 番

ミューザ川崎セントラルタワー8 階

TEL：044-520-9505
FAX：044-520-2190
※ゆうちょ銀行以外からお振込みいただく場合は領収書を発行できません。
URL：http://www.erca.go.jp/jfge
領収書の発行をご希望の方は地球環境基金へご連絡ください。
印刷・製本 株式会社 白樺写真工芸
※本報告集に掲載している情報は、平成 28 年 4 月現在のものです。
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