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団体・組織の概要 団体名:NGO 環境パートナーシップ協会 

代表者 会長 立山 祐二 担当者 正:川勝 貢 副:堤九十生 

所在地 

 

 

〒540-0034 大阪市中央区島町2丁目1-5  建国連会館2Ｆ 

℡ 06-6944-8977  FAX  06-6944-8955 

E-mail: a.tsu@kankyou-partner.com 

設立の経緯 

/沿革 

 

 

平成 8年(1996)協会の設立を準備、持続可能な社会の実現を意図し啓

発活動を持続、平成 16 年環境パートナーシップ協会を設立、現在全

国各地で協会主催の『環境関連講演会(例:地球温暖化の真実、講師田

川嘉隆』を開催し啓発活動を展開している。 

団体の目的 

/事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

⑴設立目的: 京都議定書の趣意に則り市民パワーを結集し地球温暖

化防止並びに環境悪化防止の市民の輪をひろげ持続可能な社会の

実現に寄与する。 

⑵概要:平成 17 年 12 月地球温暖化防止推進会議開催。我々は環境保

全の担い手として、持続可能な社会の実現に寄与する活動の為、創

設以来 26 専門部会を設置、総会の開催、専門部会長会議を開催し

問題点・課題を提示、解決策を議論し目的達成に邁進している。 

⑶事業協力:協会は環境社会新聞社から活動の協力、支援受けている。

(環境社会新聞発行 17.000 部/月) 

活動・事業 

実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.平成 16 年第 1回地球温暖化ストップキャンペーンを大阪で開催。

これを皮切りに鳥取市、熊本市、18 年新潟県上越市、飯田市 19 年

北九州市、尼崎市、20 年岡山県等、各地の環境活動団体と手を組み

『地球温暖化の現状、地球温暖化の真実』等の取り組みを紹介し環

境保全意識向上の啓発に乗り出している。 

2. 21 年 5 月奈良県でキャンペーンの開催の取り組みを準備中。 

3.昨年環境社会指導員認定制度を創設、協会施設を利用し部会長を講

師として小規模であるが『環境社会指導員』講習会を第 1 回 11 月、

第 2回 21 年 2 月に開催した。21 年度は 2 ケ月 1回位の割合で本格

的に取り組む予定。(添付資料別添 4 環境社会新聞参照) 

ホームページ http://www.kankyou-partner.com   

設立年月 平成 16 年 12 月 

環境活動事業費/売上高   平成 20 年 120 万円 資本金/基本

財産 

350万円 

※活動は、会員の会費、寄付金により実施している。 

スタッフ数/職員 6名(内専従 0名) 組織 

個人会員250 法人会員100名 その他の会員(賛助会員等)50名 
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                                 提 言 

政策のテーマ  三つ葉モデル自治体活動   

■政策の分野 

②地球温暖化防止(低炭素社会) 

 ⑩環境パートナーシップ 

■政策手段 

⑨組織・活動  ⑧環境・省エネ技術教育・ ESD の推進  

⑩人材育成・交流 

■キーワード:   

自治体のモデル活動 組織と管理 専門技術職務者の人材育成 

団体名:NGO 環境パートナーシップ協会

担当者名: 正川勝
かわかつ

貢
みつぐ

 副 堤
つつみ

九十生
く ず お

 

①政策の目的 

 小都市の自治体を活動の核として・事業者・現場職務従事者・政策実施の事業主体(三

つ葉モデルと呼称)が組織管理・省エネ技術並びに実践行動の在り方を教育、専門技術

職務従事者の能力向上を目指し自治体活動のモデル化を図る。 

②背景及び現状問題点 

⑴地方自治体、環境業務組織と管理の活性化・強化の必要性 

 ❀意識・行動の変革、組織管理制度の見直し、環境専門職の知識能力の付与 

⑵現状に鑑み地方自治体は低炭素社会実現の使命がある。組織を開発し機能の体制を見

直し[計画、組織、指令、調整、統制]削減を達成する道筋を作らなくてはならない。

⑶・官・民一体の低炭素社会の育成に自治体、事業者、従業員が一体感を持って区々な

分野を纏め一つの理想像を描き達成意欲を育成する必要がある。 

⑷自治体は専門知識を付与する人材の育成が不可欠で特に技術者の理解が薄い。 

⑸事業者は、環境教育を実施する責務を負っているが現実は成果が見られていない。 

③政策の概要 

⑴事業主体: NGO 環境パートナーシップ協会、協力:NPO 環境・マネージメント協会 

[⑤政策実施主体参照] 

⑵モデル自治体 1 個を募集、賛同と協力を得て有識者を筆頭に『三つ葉モデル活動』実

行委員会を設立する。従事者は、地域協力ボランティアとする。 

⑶実施期間は概ね 2 ケ年。閑散期 5～10 月を利用し総教育実習時間 70 時間程度。 

⑷対象人員は自治体環境職務従事者、事業者のエネルギー職務従事者、設備管理技術者

⑸実行にあたり自治体広報紙、新聞社、放送局の協力を得て実施意欲態勢を盛り上げる。

⑹教育期間 2 ケ年、総時間約 70 時間『環境課題、省エネ技術、設備管理学習』に配分 

 被教育者は自己啓発ボランティア参加型、テキスト教材費を納付。 

⑺事業拠点:自治体の提供施設(2～3 名)連絡執務室、教育場所:公民館等 

⑻実習安全に配慮し事業場の設備機器を教材とし現地・現物の教育を実施する。 
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④政策の実施方法と全体の仕組み   

実行委員会 

・自治体 

・産業 

・商工組合 

 等 

                 

                       

 

 

 

 
 

                          

                             

 

 
NGO 環境パートナーシップ協会 協力: 
NPO 環境・エネルギーマネジメント協会

 
 

自治体エネルギー環境職務従事者

企業等設備管理監督者、技術者 
 

⑴設備機器機能を 100％発揮させるため工場、ビル等の省エネ技術を教育、その教育成果を

低炭素社会を実現する下支えとする。 

⑵自治体の職務従事者に対する教育は、市民指導者として指導能力を付与(問題の発見 

解決)し相互理解を深め事業者、設備管理技術者等の活動を活性化する。 

⑶組織づくりは、チームづくりである。最近忘れられた組織組織管理機能を発揮させる

日事が不可欠である。 

⑤事業主体 

  

NGO 環境パートナシップ協会 

〖活動協力:環境社会新聞社〗 

協力:NPO 環境・エネルギーマネジメント協会

〖平成 18 年省エネ法登録調査機関指定〗 

会長 立山 祐二 

環境アドバイザー、 

中小企業診断士、 

公害防止管理者 

特別顧問 

田川 嘉隆 協会専属講師 

理事長 塚本 茂会員数 20 名

理事 田中  稔 

技術士  環境部門 

エネルギー管理士 

 化学工学   6 

専門分野 

電気    2 

建築・土木 3 

機械    2 

化学工学  6 

 

協力メディァ 

❀(株)京都新聞社 

❀同上 COM 

❀NHK 京都放送局 

❀環境社会新聞社 

事業者 

組合・協会

被教育者

設備管理

技術者等

地域づくり活性化 

組織づくり 削 減 人づくり 

三ツ葉 

自 治 体

三つ葉モデル自治体 

チームワーク 

事業主体 
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⑥政策の実施により期待される効果(具体的にお書き下さい) 

⑴自治体、事業者、現場の設備管理従事者が二酸化炭素削減(油・ガス・電気設備) 

に共通の理念で削減の実現に行動することにより意欲が振作・成果が現れると確信。 

⑵この活動は、環境基本法、環境教育推進法、省エネ法、労働安全衛生法、自治体 

条例、ESD,CSR の活動趣旨を踏まえて従来、低迷していた組織管理の在り方を見直 

しモデル事業として提言するものです。 

⑶ 工場、事業所 1・2種、(熱・電気)事業所の設置数推計 

ボイラ数  油ボイラ ガス 石炭 その他 第一種圧力容器  計 

京都府 830 台 580 台 190 台 8 台 50 台 約 2100 台 3.758 台 

京都市 300 台 油 200 台 800 台 1.300 台 

計 1.130 台 1.018 台 2.900 台 5.058 台 

⑷削減目標の課題 

ア．ボイラ、空調機、電気設備(照明、給湯、喚気)並びに第 1 種圧力容器等、工場、

事業場(オフイスビル、デパート、学校、病院、官公庁等)エネルギーに係わる現

場技術者を対象に『環境課題、省エネ技術、設備機器管理技術』のトータルな教

育実習を実施。例えば暖房重油ボイラ 10 時間運転 600ℓ消費、1分間 1ℓ/分。一人/

１日 1ℓ削減効果を創意工夫すれば達成、革新的な成果を生むことになる。 

イ．常識的に年間 10～15 パーセントの削減は可能と専門家はみている。 

  著書『ビルの実践的省エネルギー/省コスト戦略』著者田中稔氏 教育協力 

ウ. 2 ケ年は厳しいがモデル自治体の意欲を盛りたて、『三つ葉モデルの事業者・設備

管理技術者・事業主体』が組織としてスクラムを組んで理解、協力し危急事態を

打開する道筋を開く事を責任を持って提言します。 

エ.活動拠点として自治体等施設 1～2名の執務室間借り(パソコン/電話)の確保。 

⑦その他・特記事項 

⑴平成15年京都市政策提言の応募から今日まで数次にわたり環境省等の提言に応募し

て参りました。昨年は、自治体サイドの活動と裁定を受けました。提言が活かさ

れなかった事を残念に思っています。 

⑵参考資料  

ア NGO 環境パートナーシップ協会設立趣意書・・・・・・・・・  添付資料 1 

イ事業主体に協力(④参照)NPO 環境・エネルギーマネジメント協会(平成 15 年か 

ら政策提言に基づき設備管理技術者用のテキストブックを作成協力)。 

E＆E プラニングパンフレット 1 部 ・・・・・・・・・・・・ 添付資料 2 

ウ担当者投稿掲載『環境教育・学習の必要性』環境社会新聞・・・ 添付資料 3 

エ担当者:元(社)京都ボイラ技士協会省エネ推進委員長、1 級ボ技、危険物類、第 2 

電気工事士、省エネルギー普指導員、エネルギー管理員、環境カウンセラー(市民)
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 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 サマーズミラージュ社会環境研究所（ＳＥＩ） 

代表者 山田勝己 担当者 山田勝己 

所在地 

〒136-0072 

 東京都江東区大島７－２０－１ 

TEL:03－3685－3309     FAX:03－3685－3309  

Ｅ-mail:k.yamada0806@star.ocn.ne.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

1999 年～2003 年 化学工業薬品専門商社の地球環境室にて、ＩＳＯ事務局所属。

2004 年～2005 年 ＩＳＯ審査登録機関及び、大手コンサルティング会社所属。 

2006 年 1 月 サマーズミラージュ社会環境研究所（ＳＥＩ）開設。 
2006 年 6 月～2008 年 1 月 大手運送会社の遵法検証業務請負。 

現在：数社コンサルティング、社内研修、ＩＳＯ外部監査等の業務請負。 

ＩＳＯ審査登録機関の外部契約審査員とし、環境審査業務請負。 

 

団体の目的 
／事業概要 

 

社会・環境・ＣＳＲ問題を、産学官連携の協働により解決していくため、実践的

な産学官連携モデルを創造し、指導し、研究することを目的としている。 
連携モデルは、組織の長所を結び付ける事により、１つの組織では対応不可能な

問題を解決していくことを目的とするため、ｗｉｎ－ｗｉｎ戦略が基本としてい

る。また、各種業務請負を行うことで、実践研究を深めていくことを目的として

いる。 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

【活 動】 
①企業コンサルティング（環境経営、環境ビジネス、ＣＳＲ、遵法検証等） 
②産学官連携モデルの創造及び提案 
③産学官連携モデルの実践指導 
④産学官連携モデルの実践研究 
⑤協働先企業紹介 
 
【事業実績】 
①企業コンサルティング実績 ５社 

②社内研修講師実績     ７社 

③ＩＳＯ外部監査実績    ７社 

④協働先企業紹介実績    ２社 

⑤産学連携モデルⅠ「産学連携による環境マネジメントシステム・サポートモデ

ル」による、ＫＥＳ協働機関と法政大学大学院環境マネジメント研究科(ＥＭＳ

研究会)の連携提案及び実施（2009 年 4 月実施予定） 

ホームページ 準備中 

設立年月 ２００6 年１月   ＊認証年月日（法人団体のみ）  年  月  日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）                円 

活動事業費／

売上高（H19）
円 

スタッフ／職員数        名 （内 専従     名） 
組 織 

個人会員    名 法人会員    名 その他会員（賛助会員等）    名 



 112

提 言  

政策のテーマ 産学連携による環境マネジメントシステム・サポートモデル    

 
■政策の分野 

・⑩環境パートナーシップ             

■政策の手段 

・⑧環境教育・ＥＳＤの推進 

・⑨組織・活動 

・⑩人材育成。交流 

■キーワード 環境マネジメ

ントシステム 

産学連携モデル 環境教育 環境審査の有効

性向上 

インターンシッ

ププログラム 

 

① 政策の目的 

ＩＳＯ１４００１を代表とする「環境マネジメントシステム」が出来て１０年以上が経ち、認

証組織は増加しているが認証効果が薄く、自治体でも認証返上するところが出てきている。 

認証効果が発揮できないのは、組織上の問題、審査上の問題、コンサルティング上の問題等、色

々な問題が複合された結果によるものである。 

今回の政策提言は、審査上の問題点について、大学と連携し新たなる「産学連携モデル」を構

築することで、審査の有効性向上を図ることを目的とする。そのため、モデルとして、ＫＥＳ（

環境マネジメントシステムスタンダード）東京地区の審査について、具体的事例とし提言してい

く。また、ＩＳＯ１４００１を始めとする環境マネジメントシステムの第三者認証制度に、波及

されることを期待する。 

② 背景および現状の問題点 

１）ＫＥＳ（環境マネジメントシステムスタンダード）審査員の平均年齢は、６５歳と非常に高

く大手企業出身者が多い。しかし、大手企業出身のため、審査において受審企業（中小企業）

に対し、高飛車な態度を取る審査員も少なくない。また、高年齢のため最新情報に疎く、過

去事例は 10 年前以上のもので参考にならない。そのため、審査の有効性に対するクレーム

が、少なくないのが現状である。 

２）審査後の登録判定は京都に依頼しているため、月に 1 度しか登録証を発行出来ない。顧客か

らのは、タイムリーに登録証を発行して欲しいという要望がある。現状では顧客要求事項に

対して、十分満足いくサービスを提供出来ていない。 

③ 政策の概要 

現状の問題点を改善するためには、下記の２点が考えられる。 
１）審査員を第三者に評価させ、現状を認識させる必要がある。また、最新事例やフレキシブル

な考え方を吸収させ、より良い審査を顧客に提供させることにより審査全体の質向上を図

る。 
２）ＫＥＳ東京地区に判定委員会を設置し、登録業務の効率化を図ことにより、顧客要求事項向

上を図る。しかし、判定委員会設置には、有識者の見識が必要となる。 
これらの改善策を実施するためには、大学等の高等教育機関との連携が必要となる。そのため、

今回の政策は、大学との産学連携モデルを構築することが、必要不可欠となる。大学等の選定条

件として、下記の２点が必要不可欠となる。 

１）環境マネジメント専攻を、有する大学であること。 

２）実践論として「環境マネジメントシステム」を、教育プログラムに含んでいること。 

この結果、法政大学大学院環境マネジメント研究科は、上記２点の選定条件をクリアしており、

また、大学としては日本で唯一「ＣＥＡＲ認定環境審査員養成講座」を設置しているため、連携

先として 

また、大学側のメリットとして、実践に基づいた環境教育プログラム開発、インターンシッププ

ログラム設定等が挙げられる。 

団体名：サマーズミラージュ社会環境研究所 

    （ＳＥＩ） 
担当者名：山田勝己 
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④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

 

サマーズミラージュ社会環境研究所（ＳＥＩ）が、政策提案した全体象を下記に示す。 

この政策は、(株)環境ソフトウエア研究所、法政大学大学院環境マネジメント研究科（ＥＭＳ研

究会）、ＮＰＯ法人環境サポートセンターの協働により、2009 年 4 月より実現する予定である。

仕組みとしては、「１．審査員支援評価に伴う産学連携」、「２．ＫＥＳ判定委員会（東京）設置

に伴う産学連携」の２つとなる。詳細は下記のフローチャートを参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114

⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

 

１）株式会社環境ソフトウエア研究所 

 ①ＫＥＳ審査の実施。 

 ②ＫＥＳ審査支援結果の報告受領。 

 ③ＫＥＳ審査員への教育計画の立案。 

 

２）法政大学大学院環境マネジメント研究科（ＥＭＳ研究会） 

 ①ＫＥＳ審査支援評価の実施。 

 ②企業研究・インターンシッププログラムの実施。 

 ③ＫＥＳ判定委員会のサポート 

 

３）ＮＰＯ環境サポートセンター 

 ①ＫＥＳ審査判定。 

②ＫＥＳ判定委員会（東京）の運営 

 

⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 

 

この政策実施により、下記の効果が期待される。 

１）株式会社環境ソフトウエア研究所（ＫＥＳ協働機関） 

①ＫＥＳ審査の有効性向上。 

②ＫＥＳ審査員のレベルアップ。 

③インターンシッププログラム効果による、ＫＥＳ審査員の持続的な確保。 

④ＫＥＳ判定委員会の東京設置による、顧客要求事項向上。 

 

２）法政大学大学院環境マネジメント研究科（ＥＭＳ研究会） 

①環境マネジメントシステム効果向上の実践研究。 

②実践研究結果に基づいた、環境教育プログラム開発。 

③インターンシッププログラム設定による、学生への環境実践教育の提供。 

④ＣＥＡＲ認定「審査員養成コース」の利用増、新規コースの設置。 

 

３）ＮＰＯ環境サポートセンター 

  ①審査の「透明性、公平性、独立性」向上の研究。 

  ②研究成果による、審査判定精度の向上。 

 

⑦ その他・特記事項 

今回の政策提言は、２００９年４月より実際の運用が開始する予定である。 

また、今回提言した「審査員支援評価に伴う産学連携モデル」は、ＩＳＯ審査登録機関、ＫＥＳ

協働機関及びＥＡ２１審査機関に対して、同様の手法を提言していく予定である。 

更に、ＣＤＭ及びＧＨＧ等の排出権取引、カーボンオフセット等、環境報告書やＣＳＲ報告書等

の検証や第三者評価に関わる者に対し、有効な手法として提言するため、検証可能な具体的モデ

ルを設定し、現在研究中である。（産学連携学会にて一部概略発表済み） 
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 団体・組織の概要 ※太枠内、必須事項。その他は、該当する項目を記載してください。 

団体/会社名 ミキッズデザインスタジオ 

代表者 かわじみき 担当者 かわじみき 

所在地 

〒156-0052 

 東京都世田谷区１− １− ５− ２０３ 

TEL:03－5450－0171     FAX: 03－5450－0171      

Ｅ-mail: info@mikids.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

2001 年、空気デザイナーかわじみきの企画デザイン事務所として設立。 

プロジェクト単位でのチームを発足。関わったいるスタッフはインターン、アシ

スタント、フリーランス、協力会社など３０名以上 

団体の目的 
／事業概要 

 

サステナブルデザイン・キッズデザインの研究と制作専門スタジオ。 
リサーチからグラフィック、ウェブ構築、エコプロダクツ開発、空間演出、ワー

クショップ開催・サポートなどを行う。代表のかわじは執筆・講演なども。 
グリーンクリエーターズネットワークを発足しライター編集者、建築家、研究者

など、ジャンルを超えたクリエーター達への勉強会と新規事業プロジェクトの発

足と協業などの場を提供。自治体、NPO や大学などの研究機関との連携を重視。

サステナブルな社会のためにデザインワークで貢献することがミッション。 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

■サステナブルリサーチ・編集・執筆・講演  

・NYにてロハスマーケット2005／エコプロダクト／カーボンオフセット付商品／エコマーク

／グリーンフレンドリーペーパーパッケージ／エコビレッジ／環境配慮紙、エコプリントの

リサーチとレポート、紙見本帳制作／グリーンテクノロジー／色素増感型太陽電池のリサ

ーチ・新エネルギー、エコデザインに関する執筆 

・地方の中小企業組合、メーカー・大学研究者団体でのエコデザイン講演 

■エコプロダクト企画開発・ブランディング   

・地方自治の間伐材、伝統工芸（漆器）のリサーチとプロトタイプ制作 

・キッチンガーデン用パッケージング 

・地域で共有できるエコプランターの開発 

・子供用コンピューターデバイス  姿見鏡  木製デザイン 

・段ボール素材での防災用キッズグッズの開発 

・個々での絵本つくりのための木製製本キットの提案とプロトタイプ制作 

■グラフィックデザイン制作 

・ワールドカップナショナルチーム時計メーカーPR フリーペーパー企画編集デザイン（環

境配慮紙の提案、ピースボールの呼びかけを提案） 

・（株）花王 ヘアケアブックの企画編集デザイン（環境配慮紙の提案／本の寿命を伸ば

すための装丁の提案／不変的な内容での編集を提案） 

・ 環境 NPO のための環境教育用太陽電池付ポップアップ絵本の企画制作 

（ 岐阜大学 色素増感型太陽電池研究との協業） 

■ワークショップ・学校支援 

・世田谷教育委員会運営のせたがや e カレッジにて、親子参加エコデザインワークショッ

プ開催（テーマ１.３R ゴミから食／古着、茶かすなどからパルプを作りそれを原料とした植

木鉢を制作、植木鉢で育てた野菜を食べる）（テーマ２新エネルギー／東大工学部協力

のもと発電する靴の教材制作し発電体験を提供。岐阜大の次世代太陽電池紹介等） 

・地域小学校の環境教育支援・世田谷区ストップ温暖化説明員メンバー 

■エコプロダクツ展、サステナブルデザイン国際会議にて作品発表 

■グリーンクリエーターズネット運営（学校建築設計士〜エコライターなどが所属） 
ホームページ www.mikids.jp 

提 言  
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政策のテーマ 環境教育の教材リサーチとプロトタイプデザイン作成／ESD 教育支援  

 
■政策の分野 

・環境パートナーシップ 

・社会経済のグリーン化                     

■政策の手段 

・環境教育ESDの推進 

・地域活性化と雇用 

■キーワード 環境教材デザ

イン 

市民発の教材開

発 

研究機関／メーカー／NPO

との教材商品作り 

デザイナーのESD 

 

① 政策の目的 

ESD普及におけるデザイナーの役割とは？ESD(Education for Sustainable Development)を考慮

にいれた、教材のデザインリサーチおよび開発、プロトタイプ作成と教育現場の教材リサーチと

支援。教材の商品化のためのリサーチ販路調査、中小企業（教材メーカー）とのマッチング 。

サステナブルデザイン領域での情報収集と出版、デザイナーのためのESDプログラムの調査。環

境教育へのデザイナーの役割を事業化する。 

② 背景および現状の問題点 

問題は２つ。地域で各々子供のための環境教育活動団体があり独自でプログラムを開発しているが、イ

ラストやデザインなどのスキルがない為、内容はよくてもビジュアル的に固くなったりと伝わりづらいケース

もある。上からの教材支給ではなく市民レベルでの開発は重要だと考えるが、自治体での貸し出してい

る教材も完成度の差がバラバラ。２つ目はデザイナーの情報不足。３０代４０代のエコデザイン教育を受

けることができなかった世代に対しての、再教育の場が少ない。この世代のディレクション１つで企業提

案に影響を与えることができる為、正確な情報と考え方の場が必要だが、国内外のまとまった情報（出版

物）がなく、デザイン業界のサステナブル教育はまだまだ発展途上（各協会でやっているがまとまっての

プログラムはない）。デスクワークとしてでなくNPOとの協業や個々レベルでの環境体験（間伐や農業体

験など）を通しデザイナーのためのESDプログラムがほとんどない。 

③ 政策の概要 

市民発、地域発の環境活動でのツール作成のサポートをデザインワークを通ししていくというもの。そうい

った活動のなかで、ESDを普及していく。調査、課題、検討、解決案、具体的な計画、それに対しての意

見調査、実証実験、 商品化へマーケティングまでを行う。 

 

地域オリジナルを重視。教材に関してもその土地の大学研究、企業、地場産業などでのマッチングした

開発が望ましいが、プロトタイプは１年と通じ、１つの地域での調査が現実的。そのノウハウをレポートとし

て残し、 事例として役立てることが目的。 

 

また、国内外のサステナブルデザイン情報、エコデザインの方法論などを調査し、データベース化し組織

での提供、もしくは出版物として広く普及する事業の展開。 

デザイナーがEDSの現場で一参加者として体験できる場を提供。サステナブルな社会とは？という地球

レベルでの視点を持ち、環境教育にも関わっていけるようなネットワークを形成。 

④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

団体名：ミキッズデザインスタジオ 

 
担当者名：かわじみき 
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(1) 環境教育プログラムと教材の現状調査 

環境教育教材対する国内外の NPO（特に企業とのパートナーシップを形成ている NPO）、NGO、団体、

自治体、企業の考え方の現状を調査し，分析する．具体的には，文献調査のほかに，インタビュー調査

を行う（特に海外については，ユネスコや行政機関への連携をとりインタビュー、現地取材など） 

 

２つのカテゴリーでの調査 

子供のための環境プログラムと教材／デザイナーのための環境教育プログラムと教材 

 

(2) ESD における教材のデザイン評価基準のリサーチ 

客観的な「評価基準」の調査．NPO や政府、環境教材制作実務者やサステナブルデザインの専門家、

国際組織研究者などを講師として招聘し，意見交換を行う公開フォーラムを数回開催する．グリー

ンクリエーターズネットワークもしくは、NPO 内に委員会を設置も検討。 
デザイナーも実際に ESD プログラム体験参加。 
 
(3)データベース作成、レポート作成／出版原稿の準備 
 
(4)団体による改良の要望と評価基準に基づきプロトタイプ作成 
教材メーカー、テクノロジー研究機関、マテリアル開発メーカーなど共同開発企業を公募。 
商品化への具体性のあるデザインコンサプト・スケッチを作成。予算が出ればプロトタイプも作

成。できれば地場産業のマテリアルを使用したい。 
 
(5)教材のアイデアへのフィードバック調査、展示会出展 
フォーラムでの意見収集、 モデル自治体、学校を１つ決め、実際に使ってもらっての調査。 
デザイナーも実際に体験参加。サステナブルデザイン国際会議での出展での調査。 
 
(6)マーケットへの調査 

⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

候補 
 
mikids design studio  グリーンクリエーターズネット 
日本ユネスコ協会連盟 
ESD-J 
環境パートナーシップ 
財団法人地球環境戦略研究機関 

日本環境教育フォーラム 
教育大学 
FOE 
WWF 
日本環境教育学会 
グリーン購入ネットワーク 
日本インダストリアルデザイン協会 環境委員会 
国際デザイン交流協会 
サステナブルデザイン国際会議 事務局 
エコプロネット 
ソーシャルデザイン２１ 
O2 

⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 
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市民発の教材開発でデザイナーとの連携により、よりクリエイティブな教育現場となり、教育者

のモチベーションも上がり、 ESDの普及にもなる。インフォメーションデザインのプロが入るこ

とにより、子供達に楽しく伝わる仕掛けができ、学習力も向上する。 

 

中堅デザイナーがESDを体験し、海外のサステナブルデザインの現状、問題点などの情報を得る

ことにより、意識が高まり、企業、産業へのパラダイムシフトの加速の助けになる。 

例えば、大量生産大量消費に関して振り返り、紙などのマテリアルひとつ選ぶにしても、考慮で

きるようになり、ステークホルダーとの接点を通じ、世界規模での物質の流れを感じることによ

り、印刷工程、向上での生産工程での環境配慮まで意識できるようになる。エンドユーザーの心

をつなぎ、動かすことができるデザインワークが変化すれば、産業、教育にも影響を与えること

ができる。 

 

日本のグリーンテクノリジーを採用した教材ができれば、世界へ提案できる商品として市場開拓

にもなる。 

⑦ その他・特記事項 

食育と新エネルギーに絞りこんでの教育教材にすべきか、絞り込んだプランを再考する必要を感じて

いるため、委員会で、さらにブラッシュアップしたい。 

 

岐阜大学、色素増感型太陽電池や、間伐材を使用した食育用の食器開発、バイオプラスティックなど

研究機関のテクノロジーも調査して、協業で開発できるといい。 

 
 

世田谷区での環境教育、食育のネットワークでの都市での教育という風に絞ってリサーチすることも

考えられる。トラストまちつくり財団や世田谷教育委員会、環境学習会（シニア層の環境団体）、NP

O申請中のライターデザイナー料理研究家によりコミュニティ農園の建設とワークショップなどとの

協業など。 
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