
  
 

 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 横浜市資源リサイクル事業協同組合 

代表者 理事長 髙田哲二 担当者 根岸孝昭 戸川孝則 

所在地 

〒 221-0054 

 横浜市神奈川区山内町１３番地 

TEL:０４５－４４４－２５３１ FAX:０４５－４４４－２５３２ 

Ｅ-mail:togawa@recycledesign.or.jp 

設立の経緯 

／沿 革 

横浜市資源リサイクル事業協同組合は、平成４年１０月に設立した中小企業によ

る事業協同組合で、循環型社会に向けた社会の変革をふまえ、社会的企業として

の組合・リサイクル業界が中心となり、市民や事業者、行政と連携・協力し合っ

て循環型社会を担っていく地域社会形成を目指して取り組んでいる。 

平成 ４年１０月１日 ７５社にて設立 

平成 ６年 ９月 「月刊リサイクルデザイン」 創刊 

平成１２年 ９月 官公需適格組合認可取得 

平成１４年１０月 第８回リサイクルデザインフォーラム 

         「日韓合同子ども環境会議＆環境絵日記発表会」開催 

平成１５年 ２月 「横浜エコ・リサイクルポート構想」発表 

      ５月 リサイクルポート山ノ内 稼働開始 

平成２１年 ２月 中期経営計画「りくみビジョン２０２０」を策定 

団体の目的 

／事業概要 

 

横浜市内リサイクル業者の事業協同組合。設立年月日：平成４年１０月１日。組

合員数：１３７社。 

リサイクルデザインサポーター：６０６団体 １８，２９２名（組合活動の市民

サポーター） 

設立時より「リサイクルデザイン」の概念を基に活動している。これは、再生資

源業において「大量の再生資源の発生」が業界の繁栄となるのではなく、「循環

型社会の形成」が業界の命題であり責務であるという視点に立ち、再生資源業を

自治体と民間の中間事業として位置づけ、組合は公（Official）と民（Private）の良

いところを活かし、半公共的な視点から行政支援、民間支援のできる「共（Public

）」であるとするものである。本年２月には、活動中期ビジョン「りくみビジョ

ン２０２０」を策定。静脈産業からの街づくり提案『持続可能な循環型都市ヨコ

ハマ（リサイクルデザインタウン）』づくりをめざしている。 

活動・事業実績 

(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 

 

・当組合の取得しているISO14001のEMSにおいて、グリーン購入（事務用品・ＯＡ

用紙）を著しい環境側面に特定し、目標を設定しグリーン購入を進めている。 

・当組合で販売している「りくみのトレペ」および「りくみのティッシュ」はグ

リーン購入法適合を受けエコ商品ねっとでも掲載されている。 

・当組合で販売している古紙分別梱包用バンドの「小結くん」はエコマーク認定

を受け販売をしている。 

・組合事業として ISO14001 のグループ認証取得支援をおこなっており、中小企業

である組合員の認証取得へのハードルを低減することで、中小企業でもおこなえ

るグリーン購入の普及に努めている。 

ホームページ http://www.recycledesign.or.jp/ 

設立年月 １９９３年  １０月   ＊認証年月日（法人団体のみ） １９９３年１０月４日 

資本金/基本財産 

（企業・財団） 
       ５，９５０万円 

活動事業費／

売上高（H20） 
１，２０８，４６５，９３０円 

組 織 
スタッフ／職員数    ２１２名 （内 専従  ２１２名） 

個人会員    名 法人会員 １３７社 名 その他会員（賛助会員等）１８，２９２名 



  
 

提 言  

政策のテーマ 子ども教育の「読む・書く・体験する」で循環型ライフスタイルを確立                   

 
■政策の分野 

・環境パートナーシップにおける循環型社会の構築 

・                       

■政策の手段 

・調査研究 

子どもの環境学習の影響・成果を調査する。その結果により、環境教育を推進する。 
 

■キーワード 成果の調査 ライフスタイル 環境学習 民間活用 場の提供 

 

① 政策の目的 

様々な地域、対象で環境学習が行われている。 

当組合では、横浜市の学校・行政とも連携し、産・学・官の連携により、小学生を対象とした環境

学習を展開している。 

なかでも、「３Ｒ活動」には「納得」が必要であり、「納得」するには「気づき」の場を提供する

ことが必要と考え、「読む・書く・体験する」というキーワードによる環境学習を行っている。 

そこで、子どもの頃の学習が、大人になりどれだけ影響を及ぼしているかを調査し、さらに子ども

の頃の学習内容による差異も調査し、環境学習の内容による効果を明確にすることとする。 

その結果を用い、より地球温暖化防止の効果と環境貢献が高い環境学習のスタイルを構築する。 

② 背景および現状の問題点 

当組合は、横浜市内における資源回収業者による団体であり、資源分別は業界にとっての必須項

目であった。分別が進むということは、業界としてのコスト削減となる一方で、取扱量が増えるこ

とにもなる。そこで、お客様でもある横浜市民に対して、環境情報の発信を始めました。しかしな

がら、３Ｒ活動そのものは、自分の手間と時間を使うため、「納得」のない情報の入手は、行動に

つながらない、という結論に至った。その「納得」を得るために、10年前より環境絵日記という取

組みを始め、組合として「読む・書く・体験する」というキーワードで連携された事業を行ってい

る。 

地球温暖化防止への取組みは、行政・民間・国民すべてが行わなければならない時代となってい

る。チームマイナス６％からチャレンジ２５へと、国民参加型運動が日本全体の対策推進に役立っ

ている。しかしながら、まだまだ目標達成には様々な施策・政策が必要であることも事実。国民一

人一人のライフスタイル変換のためには、子どもの頃から学習することにより、大人になるまでの

ライフスタイル、いわゆる生活のＬＣＡにおいて無理することなくよりカーボンニュートラルな生

活になる。そうすることにより、環境貢献することと便利さとを天秤にかけたときに、より環境貢

献を選択する国民が増え、削減のベースを上げることが出来るはずである。 

現在の環境学習・教育では、その場だけの教育が多く、また主体が行政の場合は予算消化型にな

っているのも否めない。かといって、民間のみの環境教育には、その企業のＣＳＲの実績づくりに

なっているところもあり、より環境貢献を選択する国民を創生するところに至っていない。 

現在は、地球温暖化という危機的状況が調査結果からも明らかとなり、資源の重要性や新エネル

ギーの開発及び活用が声高に叫ばれているものの、コストパフォーマンスの視点が命題とされ、な

かなか一朝一夕には進んでいない。それを解決する策として言われているのは、ライフスタイルの

変換であり、与えられたり強制されてすることではなく、自然とそうなることが必要である。その

ためには子供の頃からの教育と、そこに「納得」が必要であり、かつ、「納得」に繋がる「気づき

」が必要である。また、それをコミュニティから発信していくことが、現代社会におけるコミュニ

ティの崩壊への対策ともなりうる。 

 

団体名：横浜市資源リサイクル事業協同組合 

 

担当者名：根岸孝昭 戸川孝則 



  
 

③ 政策の概要 

・「気づき→理解・納得→行動」のプロセスにおける「読む・書く・体験する」の相乗効果の検証 

既存の環境教育、環境学習は多くあり、大勢を対象に実施しているものも多数ある。また、エコ

検定のように、環境啓発の取り組みとなる検定も出てきた。今回は、そうした単発であったり、継

続しても様々な視点による事業の複合的な効果が期待できないものと比較し、より効果の高い環境

学習・教育として「読む・書く・体験する」の相乗効果を実証するために、環境絵日記の応募者と未

応募者に対しアンケート等を行い、調査する。 

・「気づき→理解・納得→行動」のプロセス 

①「３Ｒ」の実行に「気づき」が必要。 

        ↓ 

②リサイクルデザインの「環境絵日記」・「出

前講座」・「分別体験」・「月刊リサイクル

デザイン」といった、「読む・書く・体験す

る」という３つの取り組みは、気づきの場と

納得の場によって、参加者の意識の中の３Ｒ

活動を、教えられたものから納得して行動す

るものへと変換する。 

        ↓ 

③「環境絵日記」や「分別体験」を経験した子

供は、経験しない子供よりも「３Ｒ」への取

組みの意識や環境意識が高くなっている。 

        ↓ 

④「環境絵日記」が10年経っていることから、

10年前の環境絵日記応募者と未応募者では、

資源化率や個人としての廃棄物の排出量な

どに違いが出る。 
                       （環境絵日記平成２０年度 大賞受賞作品） 

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） 

「読む・書く・体験する」の 

環境教育が、循環型・省資源型 

の生活をする大人に成長させ、 

人生のＬＣＡでより環境負荷の 

低い人間となっていく。それを、 

アンケートやヒアリングにより 

実証し、現在行っているイベント 

をより深く・広く実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート（ヒアリング）内容の検討・決定  

調査対象となる応募者・未応募者の選定    

アンケート・ヒアリングの実施        

 

結果の 

取りまとめ 

横浜市内の取り組み

強化・他地域への 

水平展開 

月
刊
リ
サ
イ
ク
ル
デ
ザ
イ
ン 

 



  
 

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） 

実施主体は横浜市資源リサイクル事業協同組合とする。 

アンケート・ヒアリングの実施として、以下の協力先を予定とする。 

・横浜市教育委員会 

・横浜市環境創造局 

・横浜市内小学校（白根小、西柴小、三ツ沢小、南太田小、あざみ野第一小、東希望ヶ丘、白根小 

若葉台北小、鶴ヶ峯小、磯子小 ※平成１２年度「環境絵日記」特別賞受賞） 

・武松事業デザイン工房㈱（月刊リサイクルデザイン編集室） 

・企業組合エコ・アド（月刊リサイクルデザイン制作） 

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） 

環境教育の効果の実証によって、「読む・書く・体験する」の仕組みを水平展開かつより対象年齢

を広げて実施することで、実施地域の３Ｒ実施による資源化率の向上と廃棄物の減少が期待でき

る。また、低年齢から実施することで、環境分野への就業意識の高まりも期待でき、資源循環型・

環境都市の創出も期待できる。 

なお、過年度における当組合の活動実績と、直接的ではないが横浜市内の資源分別実施による焼却

ごみの削減実績を記載する。 

組合活動における１５年度と２０年度の比較 

 平成１５年度 平成２０年度 

月刊リサイクルデザイン発行部数 ２１，０００部 ８１，０００部 

環境絵日記 応募数 ３，１７５作品 ９，５４８作品 

資源とごみの分別体験 講座回数 ３６回 １１１回 

リサイクルデザインサポーター ４，９９９名 １３，８１７名 

資源集団回収による 資源回収量 １０８，３５４トン １８２，７８０トン 

 

 

温暖化防止効果について：資源物のリサイクルによるCO2削減

係数がないので資源集団回収による温暖化防止効果の算出

できないが、横浜市発表のＧ３０プランによる環境影響評価に

よると、平成１９年度は平成１３年度と比べて約８４万トンの二酸

化炭素削減効果があると発表されている。 

平成１６年度から始まったＧ３０プランは、平成１９年度

に約３５％の焼却ごみの削減となった。（横浜市ホームペ

ージより） 

 

⑦ その他・特記事項 

「読む」…「合言葉はもったいない」がキャッチフレーズ：リサイクル情報誌『月刊リサイクルデ

ザイン』の発行。3Rの伝えることが目的。月刊のフリーペーパーで平成6年9月に創刊し、平

成22年2月現在185号を発行（発行部数85,000部） 

「描く」…夏休み１万人の子ども達が参加：小学生への『環境絵日記』コンクール。夏休みに市内

の小学校の子ども達を対象に募集。平成12年からおこなっているこの取り組みは、平成21

年度で10回目を迎え、応募作品は過去最高の10,316作品が集まった。 

「体験する」…出前講師＆施設見学会で年間100講座：市民向け３R普及啓発講座『資源とごみの分

別体験』。平成15年度から本格事業化。出前講座が年間約40団体（年間合計6,000人）施設

見学会が年間約60団体（年間合計2,000人）。応募者は市内小学校、町内会、市民団体。 

 

「読む・書く・体験する」の活動が、グリーン購入に貢献していることの評価と、民間発でここま

での実績を評価され、グリーン購入ネットワークより平成21年度第11回グリーン購入大賞を受賞し

た。 

 



 

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ニッポン・アクティブライフ・クラブ（ナルク）

代表者 高 畑 敬 一 担当者 田 邉 栄 一 郎 

所在地 

〒５４０-００２８ 

  大阪市中央区常盤町２－１－８ 親和ビル４階 

TEL:０６－６９４１－５４４８ FAX:０６－６９４１－５１３０ 

Ｅ-mail ｉｎｆｏ＠ｎａｌｃ．ｊｐ 

設立の経緯 
／沿 革 

 平成６年４月米国の全米退職者協会（会員３５００万人）の組織を目指して、日

本の確固たる第三セクターを確立し、社会システムの中核として、日本の超高齢

社会を豊かにし、安心とＱＯＬの向上を図ろうと、有志３０００人が集って設立

した。その後、高齢者のニーズを把握することにより、全国ネットとして拡大が

進み、現在、１３４拠点３００００人の会員を擁し、多岐の活動を活発化するに

至った。 

 

団体の目的 
／事業概要 

 

 自立、奉仕，助け合いをモットーに、社会参加と市民相互扶助の精神に基き、

高齢社会に相応しい地域社会作りを推進する事業を行い､社会全体の利益と福祉

の増進に寄与することを目的とする。 
①福祉サービス第三者評価 ②高齢者の介護、介助サービス ③子育て支援、孤

独死防止 ④環境整備を含む地域づくり ⑤中高年の健康づくり ⑥行政、福祉

施設などの依頼、委託に基く事業など 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

 ２００９年度（１２月迄）の実績 
・時間預託活動（会員同士の助け合い）１３９，７９５時間 
①住宅修繕 ②庭の手入れ ③雪かき、雪降ろし ④葬祭の手伝い、墓参

り ⑤話相手 ⑥朗読、代筆 ⑦相談、助言 ⑧手紙交換 ⑨住宅掃除

⑩洗濯 ⑪繕い ⑫買物 ⑬食事作り ⑭留守番 ⑮寝たきり見守り ⑯

車での移送 ⑰車椅子介助 ⑱着替え、シーツ交換 ⑲排泄介助 ⑳食事

介助、子供の一時預かりなど 
 
・奉仕活動（会員外へのボランテイア）１７５，７７３時間 
① 特別養護老人ホームなど施設でのボランティア 
自治体、社会福祉協議会と協力して行うボランテイア 
③ 子育て支援，登下校の見守りや送迎、乳幼児の見守り、おもちゃ病院 
④ 環境整備、河川敷、海岸、道路、公園などの清掃、植樹、除草など 

ホームページ http://nalc.jp 

設立年月 平成 6 年  ４月   ＊認証年月日（法人団体のみ）平成１１年 ６月 ７日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）               ０円 

活動事業費／

売上高（H20）
２億８千万円 

スタッフ／職員数      ３０名 （内 専従   ２名） 
組 織 

個人会員３００００名 法人会員 １２０名 その他会員（賛助会員等） １００名 



 

提 言  

政策のテーマ 環 境 整 備 と 福 祉 の 連 携 活 動      

 
■政策の分野 

・清掃、植樹・子育て支援・孤独死防止 

・                       

■政策の手段 

・自治体を中心に社会福祉協議会、ＮＰＯ法人、企業、任意団体がコミニュテーネットワークを組織し、

定期的に持続性のある活動を定着させる。 

・ 

■キーワード      

 

① 政策の目的 

 居住地域の子供と高齢者が、豊かで安全な生活を送れるようにするため、環境整備と福祉を連携さ

せたコミュニティネットワークを組織する。 

② 背景および現状の問題点 

 市町村における環境整備は、万全とは云えず、ＣＯ２の２５％削減のためには、子育て支援活

動、孤独死防止などと清掃活動などの連携による、多くの市民活動の展開が必要であるが、実現

されていない。 

 自治体、企業、ＮＰＯ法人それぞれの活動では、人手、費用などに無理があり、ネットワーク

を組織して協働する新しい公共が必要である。 

③ 政策の概要 

 市町村の環境整備の一環として、河川敷，海岸、道路、公園などの清掃（草刈、草取りを含む

）を中心に、アルミ缶、ペットボトルの回収リサイクル、アルミ缶、ペットボトルの栓の収集活

用、病弱高齢者家庭のゴミ出し、森林での植林などをコミュニティネットワーク活動の中で行い、

子供の教育として、美意識、節約などの倫理、道徳を感性により学ばせ、また、独身高齢者のア

クティブによる健康とコミュニケーションによるメンタルケアを目指す。 

（例） 

 ①子育て支援で子供の山遊び、ウォーキングと清掃活動をあわせ行う。 

 ②孤独死防止で訪問活動と家庭内ゴミ出しをあわせ行う。 

 ③高齢者の健康、リハビリ、ハイキングと植樹活動をあわせ行う。 

団体名：特定非営利活動法人 

    ニッポン・アクティブライフ・クラブ

担当者名： 田邉 栄一郎 



 

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） 

① 環境省は厚生労働省と連携を密にした上，都道府県を通じ、市町村に対し、条例などにより伝達する

と共に最小必要限度の予算をつける。 

② 市町村は、ＮＰＯ法人、社会福祉協議会、企業、任意団体に呼びかけ、コミュニティネットワークを組

織すると共に、廃棄物処理費用、実務提供者に対する費用（交通費など）植樹苗木費用などを予算化

する。 

③ コミュニティネットワークで環境整備、福祉の連携活動を定期的に持続性を心掛けて実施する。 

 

 

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） 

 地方自治体（市町村）が中心となって、コミュニティネットワークを組織し、主体となる。 

 連携・協力主体は、ＮＰＯ法人、社会福祉協議会、各種企業、ボランティアを中心とした任意団体、一般市

民とする。 



 

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 清掃などクリーン作戦により、まちが美しく、豊かで安全な済みよい場所となる。 

② 空き缶、ぺっとボトル（栓を含め）リサイクルなど経済効果を生む。 

③ 子育て支援活動との連携により、少子化対策、子供の倫理教育に寄与する。 

④ 孤独死防止活動との連携により、独身高齢者のＱＯＬを助長する。 

⑤ コミュニティネットワークの組織化とアクティブにより，市民活動のモチベーションを生み出し、 

ＣＯ２ ２５％削減対策など国民運動の基盤となり、新しい公共活動、いのちを大切にするミッシ

ョンを果たしてゆく原動力となる。 

⑦ その他・特記事項 

① ＮＰＯ法人ナルクにおけるクリーン作戦の実態（参考資料①参照）から，地域差はあるが他団体との

協働活動は進んでおり，全国展開は可能と考える。 

② ＮＰＯ法人ナルクの子育て支援の実態（参考資料②参照）から、コミュニティネットワーク組織化を痛

感する。 

③ 孤独死防止活動は、ＮＰＯ法人ナルクでは、活動拠点 「中標津」の活動（参考資料③参照）をナルク

１３４拠点の拡げる方策を展開中であるが、コミュニティネットワーク組織に乗せることが、当面、急務

であると考慮する。 

 



 

 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 奈良県民環境ネットワーク 

代表者 岡本胤継 担当者 磯 三男 

所在地 
(連絡先) 

〒   639-1042 

奈良県大和郡山市小泉町 645-88  (担当者住所) 

TEL:0743－53－9439 FAX:  －    －  

Ｅ-mail:isom@nike.eonet.ne.jp 

設立の経緯 
／沿 革 

 

2003 年 11 月 任意団体 奈良環境ネットワーク 設立 

奈良県内の自然環境系ボランティアの情報交換の場として設立。 

2006 年 ４月 NPO 法人 奈良県民環境ネットワーク 設立 

法人化を行う。 

団体の目的 
／事業概要 

 

奈良県民に対し、環境保全に対する団体及び個人のネットワークの形成や環境

啓発にかかわる事業を通じて、奈良県内における生活・自然・地球の環境保全活

動をより活発化することにより、県民の生活・社会・文化環境の向上に寄与する

ことを目的とする。 
奈良県内における環境保全活動についてのネットワークの形成、推進に関する

事業。 
環境保全及び地球温暖化防止などの啓発及び教育に関する事業。 
行政、企業などへの環境保全政策などの提言と、連携・協働に関する事業。 
 

活動・事業実績 
(企業の場合は

環境に関する

実績を記入) 
 

2003 年 11 月 任意団体 奈良環境ネットワーク 設立 

「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育推進法」奈良県説明会実施 

（説明者・環境省環境教育推進室長 朝野能昭氏） 

2004 年 ４月 アースデイ平城京 毎年開催   -------2009 年度第６回 

2005 年 ２月 第１回なら環境パートナーシップ交流会 開催 

2005 年 11 月 第１回環境シンポジュウム (日立環境財団主催) 開催協力 

以後 環境ミーティングに名称を変更    -------2009 年度第５回 

2006 年 ２月 第２回なら環境パートナーシップ交流会 

  特別講演「地球温暖化防止～国の取り組み」講師 大木浩氏 元環境大臣 

2006 年３月 奈良県内の環境力調査 実施（環境省近畿地方環境事務所より受託）

2006 年 ４月 NPO 法人 奈良県民環境ネットワーク 設立 

2006 年 ４月 奈良市内に「なら環境交流館」 開設 

2006 年 ６月 「環境基本計画」 「奈良県環境総合計画」説明会 開催 

2007 年 ２月 第３回環境パートナーシップフォーラム奈良 

環境パートナーシップ交流大会同時開催 

（環境省「近畿環境パートナーシップオフィス」と協働開催） 

その他、環境塾・環境ボランティアリーダー研修など実施、 

毎年、アースデイ平城京・環境ミーティングを実施している。 
ホームページ  

設立年月 2003 年 11 月   ＊認証年月日（法人団体のみ）2006 年 ４月１日 

資本金/基本財産 
（企業・財団）             ０ 円 

活動事業費／

売上高（H20）
７３０，０８５円 

スタッフ／職員数     ７ 名 （内 専従   ０ 名） 
組 織 

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



 

提 言  

政策のテーマ   環境ボランティア指導者研修 

 
■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 

ボランティア 

地球環境 自然環境 生活環境 協働形地域社会

 

① 政策の目的 

実際に地域で活躍する、環境ボランティア人口の増加を図る事を目的に地方自治体と協働で、

「環境ボランティア指導者研修」を行い、「新たな公」づくり担い手の増強を図り、「協働形地

域社会」づくりに繋いで行く。 

② 背景および現状の問題点 

以前「家」は、地域の公共の一部を担っていた、しかし「核家族」になり、地域の公共の一部

を担う人が不在である。元気な年配者が地域のボランティア活動に参加するシステム作りが必要

で、「環境」に強い関心を持っていない人も巻き込んで、「協働形地域社会」づくりが必要。 

これまでに行われている「環境関連ボランティア」の催しは、どちらかと云えば、環境に強い

問題意識を持つ人達の集まりで、毎年同じ様なメンバーが集まり、同じ様な催しが企画され、毎

年「環境」関連の催し・イベントを行っています。しかし、もうその様な時代ではなく、地域で

実質的な環境ボランティア活動を行うことが重要ですが、地域の活動に地域からボランティア活

動に人が集まらない。元気なお年寄りをいかに環境ボランティアに参加させ、地域に活力を持た

せるかである。 

③ 政策の概要 

地域の「環境ボランティアネットワーク」(県単位でよい)は、各市町村と協働で「協働形地域

社会」づくりの担い手になる、地域で活躍する環境ボランティアの育成を図る。 

地域で活動する環境ボランティアの育成は、「環境ボランティアネットワーク」と市町村とが

協働で「環境ボランティア指導者研修」を企画し、実施する。 

(現状の市町村では、この様な企画を実施する体制にないので、「環境ボランティアネットワ

ーク」が市町村に働きかけ、協働で実施できるように指導することが必要である) 

受講者は地域単位、地域の4,000戸に対してその１％、40名(30～50名)を目標に研修を行う。 

行政(市町村)は、自治会など地域の組織力と連携して参加者を募り、市町村が主催者となって

「環境ボランティア指導者研修」を行う。 

「環境ボランティア指導者研修」の主な内容は、 

研修期間：４日間 （３時間＋α）×４＝12時間40分 

講義 １時間、ワークショップ２時間(発表を含む) 

講義は、｢地球環境｣･｢自然環境｣･｢生活環境｣･｢持続可能なまちづくり｣について実施し、

講義では、ボランティア活動経験を重視した話しを行う。 

受講者には研修の中(４日目の「持続可能なまちづくり」)で、市町村と協働でボランティ

ア活動に参加できる仕組み作りを考えさせる。 

その後、｢行政｣や｢環境ボランティアネットワーク｣と｢地域の環境ボランティア｣が協働で、地

域でのボランティア活動の情報交換の場を設け「協働形地域社会」づくりの活性化を図る。 

 

団体名：NPO 法人 奈良県民環境ネットワーク

 
担当者名：磯 三男 



 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

 

「NPO法人 奈良県民環境ネットワーク」は、奈良県葛城市に働きかけ、 

現在、奈良県葛城市と協働で「環境ボランティアリーダー研修」を実施している。 

第１講座、１月23日 地球環境について、済み 

第２講座、２月13日 自然環境について、済み 

第３講座、２月27日 生活環境について、 

第４講座、３月13日 循環社会について、の予定である。 

各講座は、原則として13:00～16:00で、１時間を講義、２時間をワークショップ(発表を含む)と

して進めている。 

 

講師は、「NPO法人 奈良県民環境ネットワーク」の会員が担当 

「NPO法人 奈良県民環境ネットワーク」の会員は、県内で各自ボランティア活動を指導的立場

で行っている。または、ネットワーク事業に参加する県内のボランティア活動指導者などから、

それぞれの得意分野の方を研修講師として選定することができる。 

今回の第１講座の講義１時間は、私が担当し、約30分間を「地球環境」についての解説を行い

残りの30分間を実際に私が進めている「やまと郡山環境を良くする市民の会」のボランティア活

動や旧村の人達に呼び掛けグループを作り、市の助成事業(「大和郡山市 街づくりアイディアサ

ポート事業」)を活用し、空き地に樹を植えた活動などを照会した。 

 

現在大和郡山市には、葛城市での例を説明し、また今回この提案についても説明している。 

国 
(世帯数の１％、環境ボランティア指導者研修)

環境省地方環境事務所 

パートナーシップオフィス

市町村 
(会場・使用機材・広報・資料などの準備)

県 

「環境ボランティア指導者研修」 
事務局 ？ 

地域の 

ボランティアネットワーク組織 
(研修企画・講師手配・資料作成) 自治会 

(4000世帯→30～40名参加) 

商工会・工業会など 

全体で、30～50名 

「環境ボランティア指導者研修」 
地球環境・自然環境・生活環境→持続可能なまちづくり 

「協働形地域社会」づくり 

環境ボランティア指導者と行政(市町村)が協働で 

地域での“持続可能なまちづくり”に貢献 

行政(市町村)は、ボランティア活動に対して、提案制度や情報発信に利便性を図る。 

協働・情報交換 協働・情報交換 

協働・ 
情報交換 

協働 

情報交換 



 

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） 

世帯数4,000戸を規準に、１％の40名の受講生を自治体などの協力を得て集め、環境ボランティア

指導者教育をおこなう。――――これまでに環境に興味を持たない人にも参加してもらう。 

ワークショップで地域の話題を取り入れての研修を行うことにより、地域でのボランティア活動者

を養成する。     ――――ボランティア活動参加者を増やす。(毎回40名の養成) 

研修後、研修(ワークショップ)で取り上げた課題を、ボランティア活動などに繋ぐ。 

 

行政(市町村)は、「協働形地域社会づくり」など新たな取り組みにまで手が回らないので、(仮称)

「環境ボランティア指導者研修」事務局を中央に置き、各県単位での「ボランティアネットワー

ク」が、行政(市町村)に働きかけ、協働で地域のボランティア指導者育成を図り「協働形地域社会づ

くり」で活動する人の養成を行う。 

当事業は、全国規模で実施することが望ましい。 

各県単位での「ボランティアネットワーク」により、行政(市町村)を動かして「協働形地域社会

づくり」を行う。 

地域でボランティア活動を行う人を養成するため、地域での人の繋がりが出来、地域の活性化を

図ることができる。地域には、旧村あり、新興団地(オールドニュウタウン)ありであるが、このよ

うな機会にこれらの人々の繋がりが出来る。 

高齢者人口が増加しているが、元気な高齢者が地域の「協働形地域社会づくり」のため、企画

や活動に参加する事により、埋もれている能力の活用と健康増進にもつながる。 

 

⑦ その他・特記事項 

１．社会が成熟し、市民の要求が多様になり、それらに行政が対応できないでいるのが現状で、その

ためには市民参加の街づくりが必要で、「新たな公」の活用が重要である。 

しかし、地方自治体(市町村)は、分かっていても「協働形地域社会づくり」に取り組む余裕がな

いのが現状で、どの様にして良いかも分からない。 

「協働形地域社会づくり」をどの様に積極的に取り入れたならば良いのか、また、何所まで市民

が積極的に参加するかの問題もある。行政の担当者は、新しいことを導入する余裕がないのが現状

であろう。 

２．そこで、国を挙げて、新たに世帯数の１％について「環境ボランティアリーダー研修」を行うと

いう大きな目標が必要で、その養成から行政(市町村)が関わることが重要で、ボランティアとの

協働での研修制度を取り入れることである。 

この目標を元に、自治会の協力を得て、地域で活躍する環境ボランティアを養成し、地域で行政

と協働で、街づくりを行うシステム作りを行うことである。 

３．推進に当たっての担当(費用負担) 

会場・使用機材・広報・資料などの準備 

：行政(市町村) が担当、費用負担する。 

研修企画・講師手配・資料作成 

：ボランティアネットワークが担当、国が費用負担する。 

４．現在格差社会など云われているが、何やかにや云っても我が国は豊かな社会である。 

以前は、人権の街づくりなど云われていたが、現在の社会は、人権では解決し得ない。人権を包

含し環境を考慮した持続可能な街づくりの時代に、重点をシフトして行くことが重要である。 
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