
 

 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 財団法人 地球・人間環境フォーラム 

代表者 炭谷 茂 担当者 飯沼佐代子 

所在地 

〒113-0033 

 東京都文京区本郷 3-43-16 成田ビル 3F 

TEL:03－3813－9735     FAX: 03－3813－9737 

Ｅ-mail:iinuma@gef.or.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

地球・人間環境フォーラム(GEF：Global Environmental Forum)は、1990 年 5 月に発

足した環境団体で、地球環境問題に関する科学的調査・研究、その成果の普及・啓発

、政策提言に取り組む非営利の環境団体。気候変動、森林減少、砂漠化など幅広い地

球環境問題の解決や持続可能な社会の構築に向けて、行政、企業、NPO・NGO、メディ

アなどとの連携・ネットワークづくりを進めながら、分野横断的に取り組んでいる。

 

 

団体の目的 
／事業概要 

 

目的：地球環境問題の調査・研究と普及・啓発、政策提言。 
事業概要：調査研究活動のテーマとしては、大気環境・気候変動、持続可能な森林管

理、砂漠化対処、水生生物による干潟浄化、開発途上国における企業の社会的責任、

開発プロジェクトと金融機関などの分野に主に取り組む。普及啓発活動として、これ

らの分野に関するセミナー等の開催、機関誌（月刊）『グローバルネット』の発行、環

境コミュニケーション大賞等の実施、さらには地方自治体や企業、ジャーナリスト等

さまざまなセクターにおけるネットワーク支援活動などを行っている。 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

●政策的調査研究    
・リユースカップ普及促進調査 
・持続可能な森林経営に向けた国際的な行動規範等策定調査業務（環境省委託事業／

平成 18 年度） 
・ 環境問題に関する OECD 加盟国等の貿易保険制度調査（経済産業省委託／平成 18
年度） 
・生物多様性・地域社会共存型の海外森林保全事業モデルの確立と、炭素クレジット

等へのビルトイン手法の検討（環境省 NGO/NPO 企業環境政策提言優秀提言） 
など 
●地域と連携した環境活動 
・ 文の京エコスクール大作戦など 
●提言活動 
・フェアウッドキャンペーン （2003 年～） 
・ バイオ燃料の持続可能性に関する共同提言 （2007 年 2 月）   
●各種表彰制度の実施 

ホームページ http://www.gef.or.jp/ 

設立年月 1990 年   5 月   ＊認証年月日（法人団体のみ）  1990 年  5 月  10 日

資本金/基本財産 
（企業・財団） 基本財産：1,183,500,000円 

活動事業費／

売上高（H17）
円 

スタッフ／職員数 約 40 名 （内 専従 40 名） 
組 織 

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



 

提 言  

政策のテーマ 
身近なモノのライフサイクルアセスメントを通じた 

「暮らしと生物多様性のつながり見える化」ツールの開発と普及     

 
■政策の分野 

・循環型社会の構築（ライフスタイルの見直し） 

・自然環境の保全（生物多様性保全） 

・環境パートナーシップ（環境教育）                     

■政策の手段 

・調査研究・ライフサイクルアセスメント・評価手法の確立・環境教育教材の開発 

■キーワード 生物多様性 見える化 ライフサイク

ルアセスメン

ト 

エコロジカル

フットプリン

ト 

教材 

 

① 政策の目的 

本提言では、市民生活が多様な面で生物多様性に支えられていることを理解するためのツールと

して、身近な物のライフサイクルアセスメントを通じ、生物多様性と暮らしの関係を“見える化

”する手法を検討する。その手法を社会教育・学校教育の中で活用可能な教材に発展させること

で、一部の専門家や環境に関心の高い人だけでなく、一般の児童・生徒・市民が生物多様性と暮

らしのつながりを理解し、生物多様性の保全を意識したライフスタイルを選択するきっかけとな

ることを目的とする。 

② 背景および現状の問題点 

■一般的な認知度と理解の低さ 

気候変動枠組み条約と同時に生まれた双子の条約、生物多様性条約によってその重要性を世界に

認識されつつも、普及啓発においても対策においても生物多様性への取り組みは出遅れてきた。

温暖化問題は、市民の関心が高まり、日常生活でも節電やクールビズなど行動に結びつくことが

増えてきたが、生物多様性はその認知度もまだ低く、言葉は知っていても「意味が分かりにくい」、

「大切だとわかっても何をすればいいのかわからない」といった声がよく聞かれる。 

■市民の理解の重要性 

2010 年名古屋で COP10 が開催されるのを機に、東京と名古屋では「生物多様性」を冠したイベン

トや取り組みが急増している。しかし数値が明示されイメージもつかみ易い温暖化と異なり、内

容が複雑で分かりにくいとの指摘が多い。生物多様性保全においても、行政や企業だけでなく市

民の間で認識と取り組みが広がることが重要で、市民の理解と支持なくしては、企業や行政の取

り組みも空回りする可能性がある。 

■生物多様性の見えにくさ 

農山漁村など一次産業を基盤とする場所で生活している人は、日常的に「自然の営みに支えられ

ている」ことを感じやすく「生物多様性」という言葉を知らなくとも、少しの解説でその重要性

を理解し得ると考えられる。しかし都市生活者、特に町育ちの若者・子供は、日常生活の中で自

然に触れる機会も少なく、「自然の恵みに生かされている」という意識が薄く、「生き物のつなが

りが大切」と言われても実感がわかないのが普通である。当方が実施した生物多様性に関するワ

ークショップでも、生物多様性ということばから連想するイメージとして「外来種」「希少種」

「保護」など、生活とは離れた言葉が多く挙げられ、生き物のつながりという面や、生物多様性

に支えられているという認識が低いことがうかがわれた。 

 

団体名：地球・人間環境フォーラム 

 
担当者名：飯沼佐代子 



 

■ビジネス界の先進的取り組み（見える化）から市民向けの普及啓発へ 

「なぜ生物多様性を保全すべきなのか」が理解され、保全への行動に結びつくためには、生物多

様性が私たちの暮らしを支えていることが市民に認識される必要があり、そのためには生物多様

性と暮らしのつながりを「見える化」することが重要である。 

しかしビジネス界では受け入れられている生態系サービスという概念や、現在試みられている

「見える化」の手段である「生態系と生物多様性の経済学（TEEB）」をそのまま用いて、多くの

市民に生物多様性への関心を高めてもらうのは難しい。ビジネス界の先進的な取り組みを応用し

つつ、市民の視点で身近なもの、毎日食べ、使っているモノが自然の恵みであることを知り、生

物多様性とつながっていることを実感することから、生物多様性への関心が高まり、それを守り

、共存していこうという気持ちが広がる可能性があると考えられる。 

 

③ 政策の概要 

本提言では、生物多様性の重要性と自分とのつながりを理解し、保全のための具体的な行動をす

るようになるため、以下のような過程をもって「生物多様性と暮らしのつながり“見える化”」

ツールを開発し、教育機関等での研修・授業を通じて活用する。 

１） 生物多様性と暮らしのつながり見える化検討委員会を設置 

２） 生態系と生物多様性の経済学（TEEB）の内容を市民向けに応用するための検討 

３） 生物多様性のつながり見える化検討（１）－生態系ピラミッドを使って 

４） 生物多様性のつながり見える化（２）－生物多様性と暮らしの関係性マップ作成化検討

５） 上記を活用し生物多様性と暮らしのつながりを理解するための教材化 

６） 教材を活用した研修・授業の実施による「生物多様性の見える化」普及 
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） 

 

１） 「生物多様性と暮らしのつながり見える化」検討委員会の設置 

生態学研究者、生物多様性の普及啓発に関心を持つＮＰＯ、環境・開発教育に関わる専門家とＮ

ＰＯなど、生物多様性と暮らしのつながりの見える化と教材化に必要な情報を有する有識者から

なる検討委員会を設置し、以下の項目については検討委員会に審議しつつ進める。 

 

２） 生態系と生物多様性の経済学（TEEB）の内容検討 

2010 年夏に最終報告が出される見込みの TEEB の市民向けパート(D4)の内容を検討し、市民や学

生・児童向けの「生物多様性と暮らしの関係性“見える化”」に活用できる部分について参照す

る。 

 

３） 生物多様性のつながり見える化検討（１）－生態系ピラミッドを使って 

生物のつながりの基本は食物連鎖であるが、市民が生活の中で食物連鎖を意識することはほとん

どない。生き物が生きていくために、どれだけ他の命を消費するのか、数量を明らかにし、それ

を目に見える形で示すことで「生きるための消費量」について実感を持たせる。例えばシジュウ

カラのヒナ１羽が育つのに必要な幼虫の数、それらの幼虫が育つのに必要な木の葉の量、という

連鎖を数字だけでなく視覚的（幼虫 50 匹のイラストなど）に示し、それを生態系ピラミッドの

階層毎に明示することで、高次の捕食者を支えるためにどれだけの生き物が必要かを視覚化し、

ピラミッドの安定性のためには多くの生き物がたくさんいることが必要であることの感覚的な

理解を促す。 

４） 生物多様性のつながり見える化（２）－生物多様性と暮らしの関係性マップ作成 

上記３）で検討した生態系ピラミッドを人間とモノのつながりに応用し、身近なモノから「生物

多様性と暮らしの関係」を明らかにする。食べ物や生活必需品などを例として数種類選択し、そ

れらの生物多様性との関連という面からのライフサイクルアセスメントを行う。原料調達・製

造・流通・消費・廃棄の各段階での生物多様性とのつながり（資源利用、生物の関わり、環境へ

の負荷等）を個別に解明する。例えば 1日 3食で食べるコメは稲何株で水田面積にすると何アー



 

ルか、その生産のために投入される肥料や農薬は生き物とどう関係するか、その水田にはどれだ

けの生き物が生息しているか、あるいは携帯電話などがその生産から廃棄までの過程でどう生物

多様性とつながるかをマップにして視覚的に示し、エコロジカルフットプリントとの関係も盛り

込む。検討にあたっては「企業と生物多様性イニシアティブ（JBIB）」が作成した「企業と生物

多様性の関係性マップ」、「農と自然の研究所」による「生物指標ガイドブック」等を参照する。

 

５） 生物多様性と暮らしのつながりを理解するための教材化 

上記３）４）において検討された生態系ピラミッドと生物多様性と暮らしの関係性マップを、企

業研修や大学、学校等で使用可能な教材に発展させる。開発・環境教育の教材を作成・活用して

きた開発教育協議会などの協力を得て、ゲーム性があり、ワークショップを想定したものと、合

わせて生物多様性の基本的な知識への理解が深まるようなテキストを制作する。１）で検討した

TEEB のような経済的な仕組みによる取り組みにもテキスト内で解説を加える。教材については

Web 上で公開するとともに、各地の環境教育団体等に広報して活用を促す。 

６） 教材を活用した研修・事業実施による「生物多様性の見える化」普及 

CBD 市民ネットワークや JBIB、環境教育フォーラム等、生物多様性に取り組むネットワークを通

じて研修先を公募し、作成した教材を社員研修、動物園や博物館等の社会教育の場、大学・学校

教育の場で活用するとともに、フィードバックを受けてワークショップの中身を改善する。 

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） 

地球・人間環境フォーラム   

協力団体（全て予定） 

生物多様性条約市民ネットワーク普及啓発部門 

企業の生物多様性イニシアティブ（JBIB） 

開発教育協議会（DEAR） 

保全生態学の専門家 

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） 

１） 生態系ピラミッドを用いた食物連鎖を私たちの食生活と生物多様性、生産地との関係の見え

る化の具体例が示される。 

２） 市民に身近な物のライフサイクルアセスメントを通じ生物多様性と暮らしの関係の“見える

化”の具体例が示される。 

３） 「生物多様性と暮らしの関係」をテーマにした、ゲーム性がありかつ自分でつながりを考え

ていくワークショップ形式の教材が作られ、各地で活用される。 

４） 企業、学校、社会教育施設等でのワークショップを使った研修を通じて、参加者に生物多様

性についての基本的な理解と、生物多様性と暮らしの関係が認識される。 

５） 生物多様性と暮らしの関連について、考えるヒントをワークショップで得た市民が、生物多

様性に配慮した生活とは何かについて考え、実践する市民となる。 

⑦ その他・特記事項 

特になし。 

 



 

 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 NPO 法人 当別エコロジカルコミュニティ 

代表者 山本 幹彦 担当者 山本 幹彦 

所在地 

〒061-0206 

 北海道石狩郡当別町川下７５４− １１ 

TEL:０１３３－２２－４３０５ FAX:０１３３－２２－２２６３ 

Ｅ-mail:tectec_ee@ybb.ne.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

２００２年、環境教育を主な目的とした NPO 法人 当別エコロジカルコミュニテ

ィを設立。 

団体の目的 
／事業概要 

 

この法人は、当別町を主なフィールドとし、町内外の幅広く分野を越えたネットワークを

大切にした持続可能な社会を実現するために、生涯学習の視点に立った環境教育事業やコ

ミュニティーの環境の保全はもとより、まちづくりや子どもたちの健やかな自己を涵養す

る事業等を行い、社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

２００８年度の活動内容を紹介する 
１）持続可能な社会を実現するための教育 

   ◇環境の村事業【北海道委託事業】 

   ◇省庁連携体験活動ネットワーク推進プロジェクト【文部科学省委託事業】 

   ◇国営滝野すずらん丘陵公園環境教育プロジェクト【（社）公園緑地管理財団委託】

   ◇滝野森の楽校【（社）公園緑地管理財団委託】 

   ◇子どもパークレンジャー【（社）日本環境教育フォーラム】 

   ◇森のようちえん【主催事業】 

   ◇公園クラフト教室【札幌市あいの里公園】 

   ◇王子の森自然教室【（社）日本環境教育フォーラム】 ＊王子製紙（株） 

   ◇教育ファーム【農水省・（財）農文協委託】 

   ◇北海道高校生自然環境ミーティング【主催事業】 

   ◇NEC 世界自然こどもクラブ in 洞爺湖【NEC、（財）キープ協会】 

   ◇森のようちえんのフォーラム【森のようちえんフォーラム実行委員会】 

   ◇東海大学環境教育論：環境保全演習【日本コカ・コーラ（株）】 
２）持続可能な社会を実現するために、オルタナティブな生活文化を生み出し発信。 

   ◇冬水田んぼ【地球環境基金】 

３）当別町道民の森における環境教育事業。 

   ◇道民の森・森林環境教育プログラム【石狩支庁・森林整備公社委託】 

   ◇森のクッキング教室【道民の森管理事務所】 

   ◇森のようちえん【道民の森管理事務所】 

４）環境教育や環境保護に関わる団体、個人のネットワーク形成。 

   ◇環境教育リーダー基礎講座【環境省】 

５）その他、全各号に付帯する事業。 

   ◇NTT ドコモ北海道植樹活動コーディネーター【NTT ドコモ北海道】 

 
ホームページ http://www.geocities.jp/tectec_ee 

設立年月 ２００２年  ３月   ＊認証年月日（法人団体のみ）２００２年 ３月 ７日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）           １１，７８６千円

活動事業費／

売上高（H20）
           ２７，８７７千円

スタッフ／職員数       ２ 名 （内 専従    ２ 名） 
組 織 

個人会員  １６名 法人会員    ０名 その他会員（賛助会員等）   １ 名 

 



 

提 言  

政策のテーマ 
地域の自然とつきあうネイチャーセンターを活かしたまちづくり 

— 多様な生きものと暮らす持続可能なコミュニティー文化を育むー   

 
■政策の分野 

・自然環境の保全 

・持続可能な地域づくり                    

■政策の手段 

・地域の自然に関心を持ち、自ら行動する住民を育てるネイチャーセンターの設置（新設、及び既存の

ネイチャーセンターを地域の拠点としての位置づけ直し。） 

・ネイチャーセンターに環境教育の手法を身につけた人材を配置することで、若者の光陽の促進を図る。 

・ネイチャーセンターを地域の学びの核として、地域の教育力の向上を図る。 

 

■キーワード 地域の活性化 地域の教育力 生物の多様性 ネイチャーセン

ター 

若者の雇用促進

 

① 政策の目的 

 地域の自然に目を向け、自分事として自然と向き合うネイチャーセンターを通して、多様

な生きものが暮らす持続可能な社会作りを目指す。 

 

② 背景および現状の問題点 

１）自然から遠ざかる暮らし 
 すっかり私たち現代人は自然から遠ざかってしまった。戦後60年の間に急激に都市化が進み、自然の営

みを生活の中で、家族や地域の中で次世代に伝えていたものが、自然の営みを知らなくても生活できる都

会での生活者が多くなるにつれ、自然と付き合う術を忘れてしまった。その結果、身近な地域でどういっ

た生きものを同じ地域を共有しながら日々の暮らしをしているのかをまったく知らないまま暮らしをして

いる。このような状況の中、生物の多様性といわれても、足下の地域の生きものをイメージすることが出

来なくなっている。 

２）観光地化しているビジターセンター、自然愛好家のたまり場ネイチャーセンター 
 もちろん、このような状況を踏まえ、人々の自然体験の場としての国立公園が整備されていったが、そ

れは、人々の生活とは切り離された、特別な場所としての公園として整備されているようで、また、そこ

に設置されている人と自然との接点となるネイチャーセンターも、観光地の一角としての位置づけでもあ

るかのように（本来はそうだとは思っていませんが）、特別な自然を見せる特別な場所になっているよう

に思われる。 

３）人々の環境への意識の高まり 
 私どものNPO法人で子どもたちの意識調査をした結果、環境を大切にしたい、自然を守ろうといった意識

は高かったが、自然への関心が低く、自然に対する知識はなく、自然を大切にするスキルも知らず、まし

て自分から参加して自然や環境をよくしていこうとは思っていないといった傾向が見られた。このことは、

環境への意識の高まりを行動に繋げる仕組みが出来れば、日本中で環境への具体的な取り組みが始まるも

のと思われ、地域に一つのネイチャーセンターを設置しようと考えた。 

 

③ 政策の概要 

１）ネイチャーセンターを作り、地域の多様な生物と共生する新しい文化を創造する 
 Think Globally Act Locallyといわれるように、地球規模の課題も直接体験できる身近な地域での活動

を通して学び、行動していくことが重要だといわれている。そのための試みがすでに学校教育や社会教育

の場面で多く行われているが、例えるならば、それは点での活動でしかない。それを、ネイチャーセンタ

ーという拠点を作ることで、面に広げ、地域の人が地域の自然に関心を寄せる習慣や日常性を育むための

仕組み作りとして、日本中のすべての地域に1つのネイチャーセンターを提案したい。具体的には、以下の

方法が考えられる。 

・既存の国立公園等にあるビジターセンターやネイチャーセンターを地域の自然を地域の人が 

  触れ合う施設にデザインし直す。 

 ・新しいネイチャーセンターを設置する。しかし、それは決して新しい建物でなくても、既存 

団体名：NPO 法人 当別エコロジカルコミュ

ニティ 
担当者名：山本幹彦 



 

  の施設を使ったり、移築したりといった工夫をしながらでも作ることができる。 

２）運営は地域のNPO法人で 
 地域に根ざしたネイチャーセンターの運営は地域の住民が主体となった団体、出来ればNPO法人で運営し

たい。しかし、単にNPO法人が独自に運営するのではなく、町の行政からのサポートをしながら、協働での

運営を行うことで、社会の新たなNPO法人を町が育て、新たな公共を具体化する手段として位置づけたい。

３）若者の雇用の場の創出 
 社会の環境への意識の高まりと同時に、若者の環境関係への働き場所のニーズが高まっている。また、

高校や大学、専門学校において環境関係のコースが設けられているが、その働き場所が総体的に少なく、

その能力を発揮する場所がないままフリーターになったりする若者の割合が多くなっている。そこで、ネ

イチャーセンターの設置と同時に、意欲のある若者を優先的に採用し、能力のある年配の方は、ボランテ

ィアとして、若者を指導する役割を与えることで、社会の中でのノウハウの伝承を同時にはかって行きた

い。高価なネイチャーセンターを建てるのではなく、その費用で人を雇用し、その人にノウハウを蓄積し

ていくことこそ大切で、新たな政府が掲げる「モノから人へ」の具体例ともなり得る。 

４）省庁連携の協働事業 
 国の事業の中には関連する事業が見受けられる。文部科学省は地域の教育力が大切だといい、農水省は

農業体験を通して地域の自然とのふれあいを推進し、林他庁は森林環境教育を進めている。そこで、地域

の特性を活かして、農村地帯だったら、農水省との協働で田んぼのネイチャーセンターがあっても良いだ

ろうし、林野庁との協働では森の中にネイチャーセンターがあるだろうし、まだ他にもアイディアは出て

くるものと思われる。 

 

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） 

１）モデル作り（1〜2年目） 
 ネイチャーセンターは決してお金のかかるモノではなく、また、専門家でなければ出来ないものでもな

い。そのノウハウをモデルとなるネイチャーセンターを使って、ノウハウを培っていくことを目的として

ここの提言のスタートとしたい。 

① 施設の整備 
  先ずは、建物を魅力的で、地域の自然を地域の人に関心を持ってもらう仕組みとしての施 設作り

が欠かせない。そのために、地域の人が関わって作る、「インタープリティブ・デザイン・ワークショ

ップ」を実施。また、その中の展示物を自分たちで、地域の自然をテーマとして作ってみる「ハンズオ

ン展示ワークショップ」を行う。 

・インタープリティブ・デザイン・ワークショップ 
 地域の人たちが、地域の自然をテーマとした質の高いネイチャーセンターを作るワークショップ

を開催する。 

・ハンズオン展示ワークショップ 
 市民参加のワークショップで展示を作り、管理も自らの手で出来ることを目指す。 

② 人材育成 
 施設にハートを入れるのは人材です。また、施設の運営に地域のボランティアは欠かすことが出来

ません。以下の人材を地域で育成し、ネイチャーセンターでの自然体験を核とした、地域全体の教育

力の向上を目指すネイチャーセンターのあり方を検討します。 

・ボランティアインタープリターの育成 
 ネイチャーセンターの運営にはボランティアが欠かせない。ガイドウォークなどのインタープリ

テーションプログラムはすでに日本においてもそのノウハウは蓄えられてきていて、このような自

然の中のビジターセンターで働きたい、またはボランティアで活動したい人材は潜在的におられ、

このような人材を有効活用する方策として、また、新たな生き甲斐の創出として位置づけながら実

施しながら、ボランティア育成のノウハウやボランティアコーディネートのあり方を蓄積する。 

  ・地域の教師トレーニング 
 ネイチャーセンターの使い方として、学校教育での活用が考えられる。学校では総合的な学習の

時間でのネイチャーセンターを利用した環境教育が考えられる。その場合の必要な研修をネイチャ

ーセンターを使って実施する。また、自然の中での体験にはスタッフが必要になり、ボランティア

の人材と同時に、PTAの活用が考えられる。 

③ プログラムの整備を通してプログラム作りのマニュアルの開発 
 環境教育は地域の自然をフィールドとして行うのが有効といわれているが、実際に行われているのは個々

の学校での試行の繰り返しで、その時々のノウハウの蓄積がない。地域の自然を素材とした環境教育プログラ

ムをネイチャーセンターで試行し、蓄積していく仕組みと、②で育成した人材 

が上手く活動できるプログラムを開発すると同時に、その開発のプロセスを一般化し、他の地域でのプログラム

開発のマニュアルとする。対象としては以下のものが考えられる。 



 

・学校を対象として 
 総合的な学習の時間などで使える体験主体のプログラムを開発する。 

  ・一般市民を対象とした社会教育 
   幼児から老人までが集い、学びあうプログラムを開発する。 

２）普及（3〜5年目） 
 モデル事業で培ったノウハウを一般化しながら、全国展開を図っていく。 

 

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）実施主体：NPO法人 当別エコロジカルコミュニティー 
 NPO法人 当別エコロジカルコミュニティーではアメリカで開発された体験を通した環境教育プ

ログラムを中心に活動を行っている。その中でも、インタープリテーションやネイチャーセンター

のデザインや管理・運営について、国営公園における環境教育に基づいた基本構想作成や人材育成

、プログラム開発について長年にわたって行ってきたノウハウを持っており、それを有効に活用し

て事業を実施していく。 

２）協力主体 

  ① Cibolo nature center TEXAS 
 全米で最優秀ネイチャーセンターに選ばれたテキサスにある小さな手作りのネイチャーセンタ

ーである。このネイチャーセンターのディレクターの著書である「The Nature Center Book」を今

年の夏に出版を予定しており、日米の交流を図りながら、地域に根ざしたネイチャーセンターの開

発可能性を図る。 

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） 

 １）ネイチャーセンターにおける環境教育を通して地域における生物多様性の理解を促進する
 地域を面で捉えた環境教育プログラムの実施は効果が高いことがTECの今までのプログラムの効果

分析で解ってきた。その核となるネイチャーセンターを作ることで、効果の高いプログラムを恒常的

に提供することが出来る。 

 ２）地域の活性化 
 地域の自然に目を向け、地域の人たちと積極的に関わっていくネイチャーセンターが触媒となり（

多くのネイチャーセンターが自然には目を向けているが、人には目を向けていないのが大きな問題。

）、地域の活性化を下支えするようになる。 

 ３）学校教育の変革 
 地域のネイチャーセンターを核として、地域の人たちの主体的な取り組みによる学校との協働によ

る総合的な学習の時間の実施が可能となり、より効果のある学校教育をサポートすることが出来る。

 ４）類似施設への波及 
一般の人たちへ教育的な施設はネイチャーセンターだけではなく、博物館、美術館、動物園、植物園

などの類似施設へ環境教育的なアプローチを提示し、さらなる環境教育拠点を増やすことができる。

 ５）若者の雇用促進による町の活性化 
地域の置ける若者の雇用場所が増えることで、老齢化が進む地域の活性化に役立てる。 

 ６）NPO法人の運営により主体的な市民の育成 
 地域の環境に関わる視点として、地域の人が、地域に主体的に関わることが必要になってくる。そ

うした時、地域の自然に触れる施設を行政や民間に頼るのではなく、市民が主体となるNPO法人で運営

することで、ネイチャーセンターを通して、も身近な自然を自分事として捉える姿勢を育成すること

につながる。 

 

⑦ その他・特記事項 

 １）アメリカでの最新のインタープリティブ・デザインの手法を取り入れる 

 アメリカで最近、今までのビジターセンターやガイドウォークの手法を見直すインタープリティブ・デ

ザインという書籍が出版された。TECではこの著者のスティーブ・バン・メーター氏を１０年以上前より日

本に招き、指導者養成ワークショップを行っている。インタープリティブ・デザインについては２００３

年より毎年日本でワークショップを開催し、指導者の養成を行ってきていて、日本中にワークショップを

受講し、ノウハウを身につけた人材のネットワークがすでにある。 

 

 



 

 団体・組織の概要  

団体/会社名 株式会社エコエナジーラボ 

代表者 善養寺幸子 担当者 善養寺幸子 

所在地 

〒 121-0816 

 東京都足立区梅島 3-3-19 ECO DD FACTORY 1F 

TEL:03－5681－7687  FAX:03－5681－7785 

Ｅ-mail:info@eco-elab.com 

設立の経緯 
／沿革 

 平成 18 年 4 月 20 日、設立。 

団体の目的 
／事業概要 

 

1. 建築、環境、都市計画、まちづくりに関する政策、施策、制度の調査、企画、立案、 
アドバイス、サポート等のコンサルティング業務 

2. 建築、空間デザイン、公園、都市デザイン業務 
3. 建築、都市、社会、環境の調査、検査 
4. 環境、都市計画、まちづくりに関する教授及び研究 
5. 環境、都市計画、まちづくりに関するコンピュータソフトの企画、開発、販売、 
メンテナンス 

6. 環境ビジネス、まちづくりや環境に関するコミュニティビジネスの企画、立案、実施、

運営のサポート、アドバイス等のコンサルタント業務 
7. 環境保全関連機器・製品の企画、デザイン、製造、販売、メンテナンス 
8. 環境関連情報の収集、販売 
9. 各種イベントの企画、立案及び実施 
10. 書籍、出版物及び映像の企画、監修、制作、販売 
11. インダストリアルデザイン、グラフィックデザイン業務 
12. 広告代理店業務 
13. 前各号に付帯する一切の事業 

活動・事業 
実績 

(企業の場合は

環境に 
関する実績を

記入) 
 

□ eco japan cup 2006 環境ビジネス・ベンチャーオープンにおいて、ビジネスプラン 

「情報金利付金融商品 エコ森国産木材住宅・積立貯蓄＆住宅ローン Home E-Forest」が、

敢闘賞を受賞。 

□ 平成 19 年「クールシティ・エコシティ普及促進勉強会」全 7回を主催。 

□ 同年、eco japan cup の事業モデルのカスタマイズの設計を行い、現在の形式にする。

□ 平成 20 年〜21 年、新潟県新潟市の区画整理事業予定地のエコタウン構想案を作成。 

現在、CO2 排出削減等手法案の検証業務と、国土交通省の調査予算を受け、事業の実現

化に向けて FB 調査を実施中。 

□ 平成 21 年、「ECO うち ECO まちアカデミー」を開催。 

□ 同年、オーガニックテーブル(株)から営業譲渡を受け、環境省「学校エコ改修と環境教

育事業」のサポート本部を担う。 

□ 平成 20 年度、21 年度、国立教育政策研究所より、「学校施設の環境に関する基礎的調

査研究に係る環境対策モデルプラン作成補助業務を受託。 

ホームページ http://www.eco-elab.com 

設立年月 平成 18 年  4 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）         1300万円 

活動事業費／

売上高（H20）
円 

スタッフ／職員数      10 名 （内 専従   7 名） 
組 織 

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



 

提 言  

政策のテーマ 
CO2-25%を実現する横串政策 セクター別アプローチに変わる新たな政策 

地域別アプローチ『森林吸収源配分と自治体間 CDM 制度』      

 
■政策の分野 

・①②④⑧⑨⑩                       

■政策の手段 

・①②③⑪⑫⑬ 

■キーワード 温暖化防止 森林吸収源保全 排出権取引 地域活性化 国民全員参加 

 

① 政策の目的 

◆日本全体が一丸となって CO2 削減の目標達成に取組むための制度 
森林吸収源を自治体別に配分し、自治体別 CO2 排出枠と自治体間排出権取引を行い、 

日本全体で一丸となって、地球温暖化防止のための CO2 排出削減の国際約束を果たす制度。 

② 背景および現状の問題点 

◆セクター別アプローチへの抵抗と限界 
 現在、日本政府は地球温暖化防止の策としてセクター別アプローチを提唱しているが、セクター別アプ

ローチの場合、産業別に枠組みを課せることから既に努力して来た企業は不利になり、枠組みを課す産業

と対象外となる産業が生じることにも公平さを欠く。時代により産業構造の変化も見られ、持続可能な政

策としても疑問視される。セクター別アプローチの場合、その産業の中での使用エネルギーからの CO2 削

減が前提条件であるため、大幅な削減目標は効率化にも限界があり、生産量の抑制を行わなければならな

い実現できない。他の策として、海外から排出権を買ってオフセットするという方法もある。一見解決策

のようにも見えるが、産業を維持するための排出権購入で海外にお金が流れていく構図は、本来国内に流

れるべきお金を失うこととなり、回り回って日本経済の衰退を招きかねない。そのような背景から、経済

団体は政府の政策に抵抗を示し、なかなか日本全体で一丸となって取り組む体制を築くことができない。

しかしながら日本における産業分野の CO2 排出量は大きく、産業界の協力なしでは目標達成は厳しい。 

◆エクセルギー視点で見る日本のポテンシャル 
 ただ、この CO2 排出の部門別の構造を

エクセルギーの視点で眺めると新たな

可能性も見えてくる。産業で使われるエ

クセルギーはその産業の目的のために

利用される分と必要なく廃棄される部

分とある。その両方で大きな CO2 排出の

数字を作り上げている。例えば、鉄鋼を

あげるなら、鉄を溶解するために 1000℃

を超える熱を必要とし、その熱をつくる

ためにエクセルギーが投入される。 

エクセルギーは溶解の役目を終えても、 

その周辺には漏れた熱として漂う他、鉄を冷却する水に移動し、高温の湯をつくる。しかし、このエクセ

ルギーは産業としては価値のないものなので廃棄される。かたや、民生住宅部門での CO2 の排出量の半分

は給湯や暖房の熱をつくるためであり、そこへもまたエクセルギーが投入される。家庭で必要な温度は細

菌処理を考慮しても 60℃。鉄鋼で廃棄される湯より遥かに低温である。 

家庭で必要とするエクセルギーは、産業で捨てられるエクセルギーより遥かに少ない。 

◆日本の現状の課題 
 民生（家庭部門）、産業双方が上手く組み合わせることができれば、鉄鋼産業の存在が民生部門の大幅

なCO2削減とともに豊かな生活環境をもたらすことになる。しかしながら現状は、このような産業と民生を

乗り越えた策を実現することは困難である。熱の融通一つ取っても、日本ではヨーロッパのように熱供給

をインフラとして捉えていない。限定的な地域熱供給は行われているものの、設備整備のコスト、個々の

消費者への供給のインセンティブや事業としての採算性など考慮すると、民間事業として発展していくこ

とはが現実的には困難であり、それを発展させるにはヨーロッパのように政策的に押し進めていく必要が

ある。このように、いつまでもセクター別アプローチで考えていると、横断的な対策が見えてこず、国全

体での取組みスタートすらきれない。そこに現状の政策課題がある。 

団体名：株式会社エコエナジーラボ 

担当者名：善養寺幸子／ 

【エクセルギー/exergy】  
有効エネルギー。外部に取り出して 
利用できるエネルギーのこと。 



 

③ 政策の概要 

◆ 自治体間排出権取引制度 
 本政策は、地球温暖化防止の国際約束を果たし、更なる“低炭素社会日本”を推進していくためには、

セクター別ではなく、産業、民生、道路、都市とそれを抱え、統治する自治体こそが、日本の温暖化対策

の中心となって進めていくべきであると考える。そのための新たなアプローチとして、自治体別に CO2 排

出削減の責任を持たせる。そのための仕組みとして、国内だけの自治体間排出権取引制度を創設する。 

現在、国が一括して所有する森林吸収源を地域へ配分し、自治体間で排出権の売買を行う取引所をつくる。

森林吸収源量は 1990 年比-25％など目標値に設定し、排出量 - 吸収源＝０になるよう取引を行う。 

０バランスの取れなかった自治体は、オーバー量に応じた炭素税を国に納めなければならない。自治体は、

地域対策に効果的な税制方式によってそれぞれ独自の環境税を創設することが認められる。 

 この制度により、国内の目標排出枠を明確に示して、それぞれの地域に即した対策をそれぞれの地域の

裁量によって行い、産官民連携して日本全体で一丸となって目標達成に取組む体制が構築できる。 

④ 政策の実施方法と全体の仕組み 

(1) 日本の地域別エネルギー使用実態と CO2 排出量の詳細データの集約(国全体の取組) 
 現在、国全体の CO2 排出量は発表されているが、現実としてその詳細は把握できていない。統一した測

定調査方法が確立されておらず、個々の自治体が発表している数字も国全体の数字から人口等ではじき出

した推定値であり、施策によって CO2 の削減が本当にできたかどうか掌握できない現状にある。排出権取

引を行うために、地域ごとの正確な実測値を把握する「詳細データ測定制度」をつくり、併せてそのため

のインフラ整備を行う。現在の温暖化対策法や省エネ法で事業者への報告義務が課せられているが、それ

を排出権取引に使えるようなデータとなるよう報告内容を検討する。それとともに、エネルギー供給事業

者と連携して IT を活用した詳細データの集約システム等整備を行う。 

(2)集約した情報を管理する機関（財務省内情報庁）の設立 
 実測データをリアルタイムで管理する機関を設ける。排出量については排出地に属

するものとするか、排出している法人の主となる納税地に属させるか、法人住民税納

付額に応じて合計を配分するかは、ルールを協議する。 

(3)自治体間排出権取引制度(行政間 CDM 機構)の創設 
 国際排出権取引とは別に、行政制度として自治体間排出権取引制度を創設する。 

(4)排出枠の設定 
 排出権取引を経済的な市場で活発化させるには、排出量を制限するキャップの規制

が伴わなければ成立しない。本提案の『自治体間 CDM 取引制度』もそこが要となる。

枠組みとして、日本は既に国際約束として京都議定書があり、鳩山総理の国連での宣

言にも明確な数字が入れられている。それを国全体のキャップと定める。この取引制

度は国内制度であることから、森林吸収源の取扱いに国際ルールで縛られることはな

い。そこで、目標値を森林吸収源に設定し、 

国内取引制度として、排出量と吸収源の相殺が０になることをキャップとする。 

 枠を守れなかった自治体は国に炭素税という違約金を支払う。国は国際約束の下、

超過分の排出権を国際市場から購入しかないので、炭素税の論拠は立つ。炭素税を高

く設定することが取引を活発化させるためにも重要となる。 

(5)排出枠のキャップとなる森林吸収源（生物多様性保全源）を地域へ配分 
 削減目標値に吸収源量を定める→削減目標値÷森林面積＝吸収源元単位／平米と

し、それぞれの地域に配分する。ただし、森林の荒廃状態から吸収源としてカウント

できない森林もあるので、森林を一定寸法でグリット分けし、荒廃の状況に合わせて

最良を１として荒廃に応じて 0.○という吸収量を減ずる係数を付加する。（※現在、

林野庁はこれに類する情報を所有。）地域に森林吸収源を与えることで経済をもたら

すことから、森林保全のインセンティブにもなり、森林を守り自然を保全してきた地

域への誇りが蘇る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 省エネルギーで削減するか、新エネルギーで補うかは 
地域特性により対策を講じる。 



 

(6)地域環境税の創設制度（国、都道府県、市町村） 
 地域がそれぞれの対策方針に基づき、政策を行うために必要な財源を確保するために、地域環境税の創

設を促す、『地域環境税創設制度』を制定し、地域により違う方式の環境税が創設されても、社会の混乱や

不公平等生じないよう協議機関(知事会議や市町村長会議がその役目を兼ねて可)を設ける。 

(7)地域環境税の創設推進制度 
 地域の環境税の創設を推進する制度をつくり、制度設計のための情報や知恵を提供、人材を派遣するな

ど地方自治体のバックアップする制度を創設する。 

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） 

◆ 実施主体 
国（財務省及び国税庁）、都道府県、市町村 

行政間 CDM 機構※第３機関である必要なく、財務省内に設置可。 

◆ 実施に関わる組織 
林野庁：毎年の森林面積の公表を行い、森林吸収源の係数を特定する。 

情報庁（財務省）：詳細データの集約、地域別排出量のデータ管理を行う。 

⑥ 政策の実施により期待される効果 

◆ 地域の実情に即した総合的な取組みの実施が期待される 
 本政策により地域ごとの総合的な排出量削減が制度として意味付けられると、各自治体は地域の実情に

合わせた対策を検討する意識が高まる。産業側も地元地域と相談しながら、地域社会への貢献として自社

の取組みを検討することができる。 

＜地元企業と連携した民生部門の省エネ推進や森林保全活動＞ 

 例えば、社員の住宅での省エネの促進や、従業員を使った森林保全活動など、地域全体での削減に貢献

することで事業での直接の排出に関しては強要しない約束も可能となる。 

＜産業と民生（住宅部門）の熱の融通＞  

 一方行政側は、地域での削減が事実上義務となるので積極的な対策を検討せねばならない。 

冒頭、問題として述べたように産業と民生の熱の融通などは、行政が主導で行わなければ成立しない事業

である。地域全体での産業と民生の熱の融通が大きな削減効果をもたらすのであれば、公共投資としてイ

ンフラの整備に環境税を充てる可能性もでてくる。 

＜環境税で特別擁護老人ホーム＞ 

 過疎地のような地域で森林による吸収源が経済を生み出したら、その費用で高齢化してきた村に特別養

護老人ホームなどを建て、分散して一人暮らしをしていた高齢者を集約することで、エネルギーの削減と

ともに快適で安心安全の生活を提供することも可能となる。このような取組みは、国が環境対策に補助金

を配る制度では成立しない。 

◆ 様々な環境技術や環境関連サービスが開発される 
 それぞれの自治体で、環境税を持ち、地域に合わせた総合的な対策を講じるために多様な公共投資が行

われるようになれば、大小様々な企業から環境技術や環境関連サービスが生み出される可能性がある。現

状のような、国の環境対策として掲げられている事業は、太陽光発電であるとか、先端技術の研究や取組

みなど、枠が大雑把で詳細を網羅していないことから、見捨てられてしまう技術や産業が数多く存在する。

原子力発電のような一見大きな取組みが大きな効果を生むように、机上では思われるが、超長期的な「環

境保全」という意味においては、個々のライフスタイルの見直しとともに、産業と地域民生との共存共栄、

地域に即した面対策を地道に講じていくことが結果として、安定した持続可能な社会づくりとともに地球

温暖化対策となる。地域地域で編み出される技術やサービスは、世界の温暖化対策の役に立つものとなり、

これからの重要な輸出産物となる可能性もある。 

◆ 民間の排出権取引も活発化する 
 本政策が実施されれば、全ての国民に排出枠が課せられたこととなる。個人のカーボンオフセットも地

域の対策に貢献することなる。中小企業も地域環境税の対象となり、税を払うのか排出権を購入するのが

得なのか検討する機会も起こる。自治体そのものも約束を守るために民間の排出権取引を行う可能性もあ

り、いずれにせよ、現状より排出権取引は活発になる。 

◆ 地域間連携が促進される 
 排出量の多い都市など、単なる市場での取引では安定した吸収源確保が難しいと可能性も出てくる。 

都市と農村など地域連携することで総合して枠を守るという利益の一致があることで、新たな視点での道

州制の枠組みも検討されてくる可能性もある。事実上の道州的関係が実施される可能性もあり、道州は隣

接していない可能性も出てくる。 

⑦ その他・特記事項 

◆取引ルールの協議機関の創設 関係当事者が真摯に協議を行う機関を設け、国はそれを支援する。 

 



 

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 NPO 法人環境カウンセラー全国連合会 

代表者 上 田 隆 一 担当者 土 田 茂 通 

所在地 

〒167-0051 東京都杉並区荻窪 5-15-7 白凰ビル 202 号 

TEL: 03－3392－0325 FAX:03－3392－0325  

Ｅ-mail: ecu@canvas.ocn.ne.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

平成 8 年の環境カウンセラー登録制度発足以来、環境カウンセラーは地域社会の

環境保全の実践活動に取り組んできた。平成１３年９月に全国の環境カウンセラ

ー協（議）会の連合会として設立し、「専門家集団の輪」を全国規模に広げ、能力

を有機的に発揮して各種事業に取組み、特に環境教育・環境学習の人材教育につ

いて着実な成果を上げてきた。平成１５年１０月に NPO 法人となり、市民部門に

おいては環境教育の推進、事業者部門においては環境経営及び企業の社会的責任

の推進に向けた相談・指導の活動を展開している。 

団体の目的 
／事業概要 

 

目的は、環境カウンセラーを中心とした団体を連合し、次世代を担うこどもたち

並びに多くに市民及び事業所等に対し、環境保全思想の普及活動を行うこと。そ

の結果として多くの主体が環境保全活動に積極的に参加することにより、自然と

人間が豊かに共生し、持続ある発展を目指す社会の構築に寄与することにある。

事業内容は以下の通りである。 
①環境教育推進に関する事業 ②自然環境保全並びに緑化推進に関する事業 
③事業者の環境経営支援に関する事業 ④地球温暖化防止に関する事業 
⑤循環型社会構築に関する事業 ⑥環境保全に関する雑誌及び書籍の出版 
⑦環境保全に資する物品の開発、販売及び斡旋 

活動・事業実

績 

(企業の場合

は環境に関す

る実績を記入) 
 

上記事業に対応した主な活動・事業実績は以下のとおりである。 

①環境教育推進に関する事業 
環境大臣登録人材認定事業である「環境教育指導者養成」の実施および、これ

に関連するセミナーを全国で開催した。各年度の開催実績は、平成１４年度５

箇所、平成１５年度５箇所、平成１６年度５箇所、平成１７年度２箇所、平成

１８年度９箇所、平成１９年度５箇所である。 
②自然環境保全並びに緑化推進に関する事業（⑥環境保全に関する雑誌及び書籍

の出版）東京商工会議所との連携事業として、エコピープルスキルアップセミ

ナー公式テキスト「緑化エコリーダーになろう」の執筆。 
③事業者の環境経営支援に関する事業 

全国で、エコアクション 21 コンサルティングおよび内部監査員養成講座開催。

④地球温暖化防止に関する事業 
全国34会員を網羅した、低炭素社会構築のための方策（緩和策、適応策）策定

セミナーの全国開催と成果報告書の作成・公表。 

 
ホームページ http://www.npogunma.net/ecu/ 

設立年月 平成１３年９月   ＊認証年月日（法人団体のみ）平成１５年１０月１６日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）                円 

活動事業費／

売上高（H20）
3,973,558円 

スタッフ／職員数 ３０名 （内 専従   ０ 名） 
組 織 

個人会員  ０ 名 法人会員  ３４名 その他会員（賛助会員等）  5 名 



 

提 言  

政策のテーマ エコアクション２１システムの活用によるＣＯ２削減量取引制度の導入  

 
■政策の分野 

・温暖化防止に関する中小規模事業者対象の制度・仕組み 

・中小規模事業者の自主的な行動でＣＯ２削減の推進                       

■政策の手段 

・中小規模事業者対象にＣＯ２削減量取引制度の導入 

・エコアクション２１を活用による中小規模事業者のＣＯ２排出量削減の支援・助言 

 

■キーワード ＣＯ２削減量取引 エコアクション２１ 中小規模事業者 ビジネスモデル  

 

① 政策の目的 

中小規模事業者による CO2 削減活動を「ビジネスモデル化」するために、中小規模事業者を中心

に現在展開している「エコアクション２１（EA21 と称する）システム」を活用して CO2 削減を推

進することを目的としている。本提言は今後の「国内排出量取引制度」に関して中小規模事業者が

基本的に抱いている疑義を解消することになり、「国内排出量取引制度」の導入がスムーズに行わ

れ、中小規模事業者の CO2 削減活動を推進させることにある。 
   
 

② 背景および現状の問題点 

 環境カウンセラーは中小規模事業者対象に EA21 導入推進のために啓発活動を行っている。その際

に、中小規模事業者が基本的に疑問を抱いている事項に直面している。特に、2013 年以降の国際的

な低炭素活動を通じた温室効果ガス削減の成果を確実にするための施策「国内排出量取引制度」に

対し、中小規模事業者が基本的に抱いている疑義を解消する必要がある。中小規模事業者は 
１、「排出権」或いは「排出量」の取引という考え方に、深い疑義を抱いている。本来、CO2 排出

に「権利」があることが理解しがたいこと、及び「排出した量」を取引することに同意できな

い考え方が存在すること。 
２、我が国の「2020 年までに 1990 年比 25%の温室効果ガス排出削減」に挑戦する意思があっても、

1990 年の基礎データを持ち合わせていない中小規模事業者が大半であること。 
３、中小規模事業者と大企業との間にある「温室効果ガスの排出抑制」に対する、基本的な責任の

所在に関する疑念を強く抱いている事実があること。それは、1992 年以降の「共通だが差異あ

る責任；Common but Differentiated Responsibility」という国際概念と類似と考えられる。

 

③ 政策の概要 

１、21世紀環境立国戦略 戦略８の環境立国を支える仕組みづくり「エコアクション２１を活用し、

業種特性に対応しつつ中小企業における環境管理を促進する」に対応する具体的提案を提言す

るものである。 

２、国の方策として、現在排出量取引や排出権取引と称する仕組みを導入検討中であるが、本提言

は中小規模事業者対象に対して、｢排出量取引とか排出権取引」の概念でなく、「削減量取引」

の概念に変えた仕組みを取り入れることを提言するものである。 

３、本提言は、マーケットに受け入れられる各種のＣＯ２削減により（省エネルギー、新エネルギ

ー、再生エネルギーなど）得たＣＯ２削減量のデータを売買する「ビジネスモデル」の基盤を

構築することにある。それは、中小規模事業者自身によるＣＯ２削減目標値、削減活動、目標

を超えたＣＯ２削減量をマーケットに乗せられるように、主としてＥＡ２１に参加している中

小規模事業者がグループを作って、中小企業の主体的・自主的活動の結果得た目標値を超えた

ＣＯ2削減量を大企業等に購入して貰う仕組みを構築することにある。 

団体名：NPO 法人環境カウンセラー 

全国連合会 

 
担当者名： 土 田 茂 通 



 

４、先ず、中小規模事業者は数年かけて「低炭素活動」を重ねた上で、自ら“キャップ；削減目標

値”を設定して、その目標値を超えて削減できた量をビジネスにつなげるという、中小規模事

業者の主体的･自主的な活動を進める。 

５、本提言の導入にはＥＡ２１普及活動を展開しながら、中小規模事業者が主体的に取組むために

①総合的省エネ環境保全の取組、②ＣＯ２削減量取引制度への参入、③持続的な環境経営の取組

みを、ＥＡ２１事務局、環境カウンセラー等が継続して支援・助言する必要がある。 

６、本提言の「ビジネスモデル」には中小規模事業者にとって高い４つのハードルが存在する。  

すなわち、①中小規模事業者のグループ化(ＥＡ２１地域事務局グループ、自治体イニシアテ

ィブグループ、サプライチェングループなど)、②協同事業者（購入してくれる大企業）の選

定、③ＣＯ２排出量削減計画の審査、④最終的なＣＯ２排出削減量の判定である。 
 

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） 

１、「国内排出量取引制度」の導入時に、一部門として中小規模事業者向けの「ＣＯ２排出量取引

市場」が組み込まれる。 

２、中小規模事業者は上記の「ＣＯ２削減量取引市場」に上場する。 

３、中小規模事業者は主体的・自主的活動の結果得たＣＯ２削減量を「ＣＯ２削減量取引市場」を

通じて販売する。 

４、買い手は、国・自治体・大企業・電力会社等であり、「ＣＯ２削減量取引市場」より必要なＣ

Ｏ２量を購入する。ＣＯ２の取引価格は市場の相場により確定される。 

５、中小規模事業者自身による削減目標値、削減活動、目標を超えた削減量をマーケットに乗せら

れるように注力する。 

６、 ＣＯ２削減量取引制度は中小規模事業者をＣＯ２削減に注力させるモチベーションとなる。 

７、 売り手の中小規模事業者のメリットは、①目標値を越えたＣＯ２削減量の販売、②ＣＯ２排出

量にかかる環境税・炭素税(数年後の実現を仮定)はＣＯ２排出削減に伴い節税となる。 

８、中小規模事業者は、ＣＯ２削減を努力することにより、使用する電気量・ガス量・各種燃料油

  等削減に繋がり、コスト低減に寄与する。 

 

本提言をフローチャートに示すと： 

  

         ｛売り手側｝              ｛市場｝    ｛買い手側｝ 

       ＥＡ２１システムグループ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

目標値を越えたＣＯ２削減量 
     を市場にだす。 
 

 

 

二
酸
化
炭
素
削
減
量
取
引
市
場 

地域事務局グループ 
Ａ事務局、Ｂ事務局、・・ 

自治体イニシアティブグループ 
Ａ市、Ｂ市、・・・・ 

Ｙサプライチェングループ 
Ｃ社、Ｄ社、・・・・ 

国 
 
自治体 
 
大企業 
 
電力会社 
 

・・・・・・ 



 

⑤ 施策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください）  

  実施主体：環境省、経済産業省、  

  協力主体：ＥＡ２１事務局、ＮＰＯ法人環境カウンセラー全国連合会 
 

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） 

１、 本提言が実現すれば、中小規模事業者のＥＡ２１普及が進み、ＣＯ２削減量を取引するメリッ

トが生じるために中小規模事業者の省エネルギー活動が活性化される。 

２、 政策の概要で記載した①総合的省エネ環境保全の取組、②ＣＯ２削減量取引の参入、③持続的

な環境経営の取組みの展開の事例を下記に示す。この「ＣＯ２削減量取引制度」を梃子にして

中小規模事業者の省エネルギー・環境保全が急速に進むことが期待される。但し、この推進に

は行政等の助成策が必要なる。 
                             

中小事業者規模事業者          環境カウンセラーの支援・助言活動 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  補足：第一期は2010～2012、第二期は2010～2013、第三期は2013～を目途としている 

 

 

 

 

⑦ その他・特記事項 

 

 
  
 

第一期 総合的省エネルギー環境保全の取組 
１） 省エネルギー・３R の取り組み 
２） 化学物質管理・水使用量削減 
３） グリーン購入・調達・自然と共生 

第二期 CO２削減量と取引制度へ参入 
１） CO２削減量データの確保 
２） CO２削減目標値の設定と削減 

量の把握 
第三期 持続的な環境経営による取組みの普

及・拡大     
１） EMS の構築･運用･維持（EA21） 
２） 省エネルギー関連新技術・設備導入

第一期 環境保全活動支援期 
１） 省エネ策の支援活動・助言 
２） ３Ｒ手法の支援･助言 
３） グリーン購入等支援･助言 

第二期 CO２削減量取引 
１） 目標設定の支援・助言 
２） 削減量の把握、データ検証 
３） 削減量の取引支援・助言 

第三期 EMS 構築～運用、省エネ技術・

設備の導入  
１） EA21 導入支援 
２） ESCO 的事業導入支援・助言 



  
 

 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 特定非営利活動法人ユーアイ自立支援の会 

代表者 富山 佳郎 担当者 富山 佳郎 

所在地 

〒894-0012 

 鹿児島県奄美市名瀬小俣町３番５０号 

TEL:0997－54－1800     FAX:0997－54－1809  

Ｅ-mail:npo-uaikai@world.ocn.ne.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

・平成 11 年 12 月 任意団体ユーアイ自立支援の会活動開始 

・平成 12 年 4 月 無認可福祉作業所運営 

・平成 12 年 4 月 名瀬市資源ごみ回収開始時収集運搬委託事業契約 

・平成 12 年 6 月 NPO 法人ユーアイ自立支援の会発足 

・平成 22 年 3 月 障害者自立支援法による就労支援施設開始（予定） 

 

 

 

団体の目的 
／事業概要 

 

 この法人は、障害児、障害者、高齢者及び社会的弱者に対して、環境保全への

リサイクル活動や社会教育の推進を図る活動及び子どもの健全育成を図る活動を

通して就労、作業支援及び生活支援並びに関係団体のネットワーク作りに関する

事業を行い、障害児、障害者、高齢者及び社会的弱者が地域社会へ参加できるこ

とに寄与することを目的とする。 

活動・事業実績 
(企業の場合は
環境に関する

実績を記入) 
 

平成 12年度 
・名瀬市資源ごみ収集・運搬事業委託事業受注 
・全国牛乳パック連全国大会発表 
・小中高学校 100校協力により奄美大島本島約 1/4、11ｔ回収 
・小中学校環境学習時間に紙漉きにて授業参加 
平成 13年度 
・名瀬市資源ごみ収集・運搬事業委託事業受注 
・全国牛乳パック連全国大会発表 
・全国牛乳パック連主催「島内リサイクルを進めるｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ in奄美」協賛 
・NPO環境政策提言冊子掲載 
・徳之島での牛乳パック回収システム作りと作業所設置支援 
平成 14年 
・名瀬市資源ごみ収集・運搬事業委託事業受注 
・中小企業庁調査事業「NPO等地域との連携による商店街活動」報告書（事例集）掲載 
・沖永良部島での牛乳パック回収システム作り 
・奄美大島本島での牛乳パック回収システム作り支援 
・小中高学校 100校協力により奄美大島本島約 1/4、11ｔ回収 
・小中学校環境学習時間に紙漉きにて授業参加 

ホームページ  

設立年月 平成１２年 ６月   ＊認証年月日（法人団体のみ）平成１２年 ６月 ５日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）       ６００，０００円 

活動事業費／

売上高（H20）
６，２７７，５６４円 

スタッフ／職員数    ４   名 （内 専従   ４ 名） 
組 織 

個人会員 １０ 名 法人会員    名 その他会員（賛助会員等）    名 



  
 

提 言  

政策のテーマ 奄美群島びんリュース障害者参画活動         

 
■政策の分野 

・循環型社会の構築 

・環境パートナーシップ                       

■政策の手段 

・政策誘導する経済的措置 

・市民参画 

 

■キーワード リュース 障害者参画 ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ 経済的支援 持続可能 

 

① 政策の目的 
 現在奄美群島（有人島８島、１市９町２村）では、島の文化として黒糖焼酎が愛飲されている 
しかし、愛飲後のびん（1升、5・4・2合、化粧）のほとんどが資源ごみとして収集後カレットで島外搬出

や不燃ごみとして一般家庭、事業所から排出されるカレットになり最終処分場で埋め立てている。上記び

んをリュースしていける仕組み作りと障害者の作業として参加できる島内循環型地域活動作りが目的であ

る。 

② 背景および現状の問題点 
・奄美大島本島（一市二町二村）の事業所及び一般家庭から出るびんは概ね、名瀬クリーンセンターにて

分別後、粉砕処理され、埋め立て処分されている。解決への話し合い場面づくりが課題、問題点である。 
・事業所は酒びんをゴミとして処分するため処理代金を支払い、排出している。 
・事業所から出る酒びん（一升、五合、四合、二合、化粧びん等）をリュースするシステムがないため、

びんのリュースシステム構築のための話し合いの場をつくるとともに障害者の作業として仕事づくりに

繋げ、新たな活動、事業への布石とする。 
・行政、社交業組合、酒造組合、酒卸問屋、小売業者、事業所等が話し合い共通認識のもと活動開始が必

要と考えられる。 

③ 政策の概要 
 
○活動の概要 
・ゴミ減量とびん再使用のために、４月から社交業組合、行政、酒造組合、小売組合等の合意のもと、屋

仁川飲食店を対象として、埋め立てしていることの「もったいなさ」を再認識してもらい、リュースシ

ステムの構築を提案、協議することで、理解、協力実施へと繋げる。 
・一般廃棄物、市民からの焼酎びんも消費者、小売店、メーカーへとリュースできるシステムづくりを新

たに再構築を図る。 
・排出されているびんの分類、数量を調査し、データを広域組合、行政担当課へ提出し事業所から不燃ご

みとして排出されるびんの発生抑制に繋げる。 

 
○活動の必要性・妥当性 
・昨今の情勢を勘案すると、事業所、酒造メーカーは経費の削減、名瀬クリーンセンターはゴミの減量化、

並びに中間処理施設及び最終処分場の延命は喫急の課題である。 
・酒びんとして十分リュースできるびんが、処理代金を支払い、破砕、埋め立てられていることは資源の

無駄である。リュースシステムが構築できると事業所には今までとは逆にびん代が入り、酒造メーカー

には、島内で循環する洗いびんが安い費用で購入できる。 
・時代の背景として環境保全活動取組への支援の必要性。 
・屋仁川

や ん ご

地区飲食店で飲食することにより、環境保全活動に参加・協力でき、地域の活性化、事業所側の

社会貢献に繋がる。 

団体名：特定非営利活動ユーアイ自立支援の会

 
担当者名：富山 佳郎 



  
 

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） 
（活動の実施方法） 
・奄美市社交飲食業組合、テナントビル、各飲食店、奄美大島小売酒販組合、奄美大島酒造卸売組合、奄美大島酒造

組合と各メーカーへの活動趣旨説明と協力体制づくりの実施。 
・トラック、コンテナ（購入）、プラスチック箱（レンタル）、スタッフ（総務、作業員）による、回収、集積、洗び

ん、検品、納品の実現可能な仕組みづくりを各関係団体との合意のもと活動を実施。 
・大島地区衛生組合、奄美市市民共働推進課への活動趣旨説明と協力体制づくり。 
・屋仁川隣接６町内会住民への理解・協力づくり。 
・奄美ゴミ問題・温暖化防止協議会と協力し、屋仁川飲食店、市民への理解・協力づくりとしてパンフレット・チラ

シづくり、活動紹介（地元テレビ、FM、新聞）の広報依頼を実施する。 
・協力店舗、利用者用へのチラシ配布や地元住民への取組案内のチラシ配布。 
・一般排出焼酎びんに関しても上記のシステム、ノウハウを生かし、市町村単位、又町内会、集落等の「ゆいの精神」

を活かし、団体の力を生かせるシステムづくりを進める。 
（実施スケジュール）  
○4月    ・各関係機関・団体への趣旨書づくりと説明、協力づくり。 

・社交業界含む関係機関・団体等とのびん再使用支援会議の設立。 
           ・1.5ｔトラック購入、軽トラック購入、２０フィートコンテナ購入、高圧洗浄機購入、プラスチッ

ク箱レンタル、スタッフ（事務・労務）の選任。 
○４月～  ・協力事業所へのプラスチック箱設置と回収、集積、洗びん（手洗い）、検品（目視検査）、納品開始。 
○５月    ・先進地視察。（水俣市エコタウン） 
         ・社交業界含む関係機関・団体等とのびん再使用支援会議の開催。 

          ・使用構築過程、分析支援会議。 
○９月   ・半年分データ作成後社交業界、奄美市、名瀬クリーンセンター、奄美大島酒造組合等への報告書

提出。 
○H23年３月・一年分データ作成、効果、問題含めて報告書を作成し各関係機関・団体へ提出。 

（年次計画）…複数年次に亘る活動の場合（過去の実績を含む。） 
 ・H22年度 ・屋仁川飲食街へのびん使用構築づくりのため、各関係機関・団体への趣旨説明と協力、実施。 
       ・エリア隣接６町内会との協力関係づくり。 

・半径 1００ｍ内屋仁川・協力店舗５０店体制づくり。 
 ・H23年度 ・半径 2００ｍ内屋仁川・協力店舗１００店体制づくり。 

・エリア内、名瀬裁判所、名瀬検察所、名瀬保健所協力体制づくり。 
・エリア内、６ホテル、３旅館協力体制づくり。 

 ・H24年度 ・奄美市、龍郷町、瀬戸内町、宇検村、大和村での事業所協力体制づくり。 
       ・エリア隣接６町内会との協力関係づくり。 
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） 

・昨年度、奄美市において回収びんをリュースするための洗びん工場を立地することを、水俣エコタ

ウンにて洗びん工場を経営の（株）田中商店が働きかけている。田中商店との提携にてびん回収と

洗びん・リュースを実施する。 

・びんリュースシステムづくりを円滑に推進するため、水俣エコタウン連絡協議会会長田中利和氏と

の協力体制作りとエコタウンでのノウハウを奄美市が活かせる場作り、連携作りも目指します。 

・昨年度開催の環境省、経済産業省主催の「焼酎リュースびん推進会議」において、奄美群島の調査

が議題に上り、1月25、26日に奄美入りが決定。環境省、鹿児島県環境部、民間調査機関、田中商

店が焼酎メーカー、小売組合、社交業組合、大島地区衛生組合、奄美市産業振興課、市民協働推進

課との実態調査を終了。 

・以前からの活動の中で、各焼酎メーカーも、回収、リュースびんについては、有益との判断があり

卸問屋、小売業者も消費者からの引き取りがあったほうが販売しやすい面があると話されリュース

できる仕組みを望んでいる。協力体制作りを進めます。 

・集落、スポーツ少年団等の団体回収もびんリュースができる取組の学習機会を作り、小売店、問屋

、メーカーへ安心してリュースできるびんとして提供できる連携を進めます。 

・奄美ごみ問題、温暖化防止協議会と協力し、びんリュースについての啓発活動を連携して進めます



  
 

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） 
 
・名瀬クリーンセンターへの搬入ゴミ減量化及び中間施設、最終処分場延命。 

酒びん 45,000本、再利用によるゴミ 8,613㎏減量、ＣＯ2 4,950㎏削減。 
・奄美群島一の飲食店街、屋仁川

や ん ご

のびん再使用構築活動を地元住民と協働することにより、環境

保全活動の意識を高め、観光地としての PR、みどりのちょうちん活動取組準備、奄美の世界
自然遺産登録への共働作業取組実践手法の布石効果。 

・名瀬地区衛生組合、市町村行政担当課が事業所系一般廃棄物のうち、不燃物として排出される

びんの抑制、並びに「びん再使用構築モデル」として他市町村や離島地域及び授産施設への実

施波及効果。 
・再使用によるゴミ減量と活動を通しての各機関、団体の共働意識が高まる。また、この活動に

より、各家庭での環境への取組が促進し、環境市民が増加することが期待できる。 
・一般排出焼酎びんに関しての回収本数、再利用によるごみ減量、CO２削減は現在数値的に正確

には提出できませんが４～５倍は予想します。 

⑦ その他・特記事項（事業の趣旨、目的、効果、波及、先駆性について） 

○現在、奄美の基幹産業が大島紬から黒糖焼酎へとバトンタッチされた中で、焼酎ブームにかげりが

少し見えている。しかし、これからも島民の楽しみ、産業でもある焼酎造りは文化として、飲み続

けられてほしいものである。 
○焼酎造りを続けていく上で、新たな取組、展開を実施する活動を提案します。 
○伝統ある黒糖焼酎が、おいしく飲み終えた後、ほとんどのびん（一升、五合、四合、二合、化粧び

ん）が事業所系、一般排出、資源ゴミとして排出されるが、ほとんど分別、粉砕された後最終処分

場で埋め立て、又は沖縄県まで運送されています。 
○ゴミとしての排出びんを地域の資源として新たな産業起しの推進、新規雇用の促進へと繋げること

を提案します。 
○奄美大島本島、加計呂麻島、請島、与路島、喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島のびん排出抑制

の提案。各島間のネットワークシステム作りや県本土、県外へのびんリュースシステムづくりネッ

トワーク形成も目標とします。 
○びんリュースシステムづくりの促進は、市町村相互の役割分担の下、再使用可能びんの分別方法が

統一され、再使用可能びんが島を越えて広域的に循環できる取組の提案。島民・事業者・広域行政

が協議し、同一目的・目標を持って、共生、共働による行政の政策としてごみ減量化とびんリュー

ス推進として取組むことを提案します。 
○びんリュースによる効果として 
 ・地球温暖化対策の一つとして二酸化炭素抑制。 
 ・ゴミとしての排出抑制。ゴミの減量化に伴う各島のクリーンセンター施設の延命と最終処分場の 

延命。 
 ・群島内循環型システムを、びんリュースシステムにて実現。 
○奄美黒糖焼酎ブランドとして、島、県内外へびんリュース取組をＰＲし、販路拡大や観光客来島時 
の見学コースや、みどりのちょうちんの取組の可能性がある。 
○びんリュース推進取組が奄美群島世界遺産登録への一布石となることを目標とします。 
○以前牛乳パック回収・紙漉き交流会等にて交流関係にあった小・中・高等学校へびんリュース取組 
の理解を得、環境教育、総合的な学習の一環として、小・中学校との交流が再開されることを目的 
とします。 
○びんが何度も使用されることは、焼酎メーカーには、費用削減になり、びんの中身（焼酎）が詰め 
替え商品的な利用促進にもなる。 
○消費者は、環境保全活動参加者となり黒糖焼酎への愛着も出てくることを目標とします。 
○このびんリュースシステムづくりは、失業者、障害者、高齢者（団塊の世代）が、個々の能力や適 
性、経験などを生かして、多様な雇用機会を確保し、実践することを目的とします。 
○各島々において、障害者・高齢者でも取り組める作業が個々の在住する地域で発生することや、簡 



  
 

易な軽作業も多く、年齢・性別・ハンディキャップ、疾病等一人ひとりの状況に応じた取組が可能 
である。 

○黒糖焼酎が島民に愛飲され続けることと同時に、作業従事者は個々の作業年月、年齢と能力、体力 
の変化に合わせて安心・安全な仕事として、高齢者の就労、社会参加推進や障害者が自立し社会参 
加しやすい環境づくりの一面も持ち続け、いきいき。安心して暮らせるための仕事づくりとなるこ 
とを目的とします。 
○この仕事・作業を通じて地域社会づくりや社会貢献していることの自負や島民（障害者、高齢者） 
の夢と働く人の誇りの持てる活動として実践し、３０数年前にあった児童などが小売店にびんを売 
って小遣いになっていた事を、今度は新たに消費者（島民）、事業所、焼酎メーカー、焼酎卸売問 
屋、焼酎小売販売業者、広域行政が一緒になりつくる、奄美版共生・協働型地域コミュニティーの 
再生・創出としての取組実施を目的とします。 
○びんリュース活動は多くの業種、島民、行政が関わり、協働作業とし活動することで充実、拡大、

存続が考えられます。群民参加型のチーム目標として、奄美の世界自然遺産登録協働基金（仮称）

創設の賛同後一本一円の積み立てをし、世界自然遺産登録への小さな貢献を目標・目的とします。
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