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本報告書のとりまとめにあたって 

 

  昨年９月に環境大臣政務官を拝命してから、

早いもので１年近くが過ぎ去りました。 

 

昨年は事業仕分けや政策コンテストなど環

境省全体の予算づくりに関わる仕事などにも

幅広く携わり、また本年３月 11 日に発生した

東日本大震災以降は、緊急を要するがれきの処

理など、被災地の復興に向けて全力で邁進して

まいりました。 

  

そんな中で、私がとりわけ熱心に取り組んできたのが、この「今後の環境教育・

普及啓発の在り方について考える検討チーム」における検討会でした。 

  

  この検討会では、私がリーダーとなって、環境省内の若手から関係課室の課長

や室長、官房長や前事務次官（現上席参与）まで幅広く加わり、また、学識経験

者の方々から現場で頑張る企業、NGO/NPO の方なども含めた外部の有識者の方々

をお招きし、さらに、日本の教育を司る文部科学省の方々にもご参加をいただき、

ベテランから若者まで、みなそれぞれの立場を超え、円卓を囲み、フラットで自

由かったつな議論を重ねてきました。 

 

検討会の回数にして６回、震災もあり一時中断をしていた時期もありましたが、

ほぼ１か月に１度のペースで進め、視察やヒアリングなども交えながら（時には

韓国までまいりました）、検討を進めてきました。 

 

  この度、これまでの検討会合における議論や、視察・ヒアリングなどから得た

知見を元に、取りまとめを行いましたので、ここにご報告させていただきます。  

 

内容については、お読みになっていただけましたらお分かりいただけますが、

震災を踏まえ、新しい日本の社会を創っていくために必要な人間像にまで踏み込

んでの提言であり、意欲的なものとなっています。 

 

 しかしながら、この報告書はあくまで叩き台です。今後も、これからの日本の

社会や世界にとって必要な環境教育や普及啓発が、この提言を一つのきっかけと

して、学校や職場など様々な場でも議論されていくことを願っています。 

 

平成 23 年７月 
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○今後の環境教育・普及啓発の在り方を考える検討チームメンバー 
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鈴木 渉 （自然環境局生物多様性地球戦略企画室室長補佐） 
富坂隆史 （前水・大気環境局水環境課長補佐） 
冨澤一郎 （前環境保健部特殊疾病対策室長） 
鳥居敏男 （自然環境局生物多様性地球戦略企画室長） 
早水輝好 （環境保健部環境安全課長） 
堀上 勝 （自然環境局自然ふれあい推進室長） 
森下 哲 （廃棄物・リサイクル対策部リサイクル推進室長） 
山本郷史 （水・大気環境局水環境課課長補佐） 
吉田延雄 （水・大気環境局水環境課長） 

 
（文部科学省）      

日置光久 （初等中等教育局視学官） 
田代直幸 （初等中等教育局教育課程課教科調査官） 
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山田素子 （前初等中等教育局教育課程課学校教育官） 
横田玲子 （生涯学習政策局男女共同参画学習課家庭教育支援室長） 
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福嶋慶三  事務局員 （大臣官房政策評価広報課／会計課課長補佐） 
原さやか  事務局員 （大臣官房政策評価広報課／自然環境局国立公園課） 
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○ 今後の環境教育・普及啓発の在り方を考える検討チーム会合の開催状況等 

 

（１）検討チーム会合 

第１回会合 平成 23 年 1 月 24 日（月） 

  鹿野委員、小澤委員、川嶋委員、五島委員、田中委員、渡辺委員から発表 

第２回会合 平成 23 年 3 月 10 日（木） 

  鹿野委員、小澤委員から発表 

第３回会合 平成 23 年４月 22 日（金） 

  川嶋委員、五島委員、佐藤真久准教授（東京都市大学）から発表 

第４回会合 平成 23 年５月 13 日（金） 

  渡辺委員、澁谷博之室長（千葉県環境政策課温暖化対策推進室）、小林アドバイザーか

ら発表 

第５回会合 平成 23 年５月 23 日（月） 

  報告書骨子案について議論  

第６回会合 平成 23 年６月２日（木） 

  報告書取りまとめのポイントについて議論 

 

 

（２）視察・ヒアリング等 

平成 23 年２月 ９日（水） 東京家政大学ヒアリング（木元幸一氏（学長）、松木孝幸氏

（環境教育学科長）、村上和雄氏（教授）） 

平成 23 年２月 12 日（土） チェ・ソクチン氏（元韓国環境教育学会長(現梨花女子大学

教授)）ヒアリング（韓国・ソウル） 

平成 23 年３月 ３日（木） 東京港野鳥公園視察（東京都大田区） 

平成 23 年３月 ９日（水） 環境エネルギー館視察（横浜市鶴見区） 

平成 23 年５月 18 日（水） 枝廣淳子氏（有限会社イーズ代表取締役）ヒアリング 

平成 23 年５月 25 日（水） 廣野良吉氏（成蹊大学名誉教授）ヒアリング 
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はじめに –環境教育・普及啓発の意義-   

  

 （今回の検討チームを始めた思い） 

○ 日本では昔から、豊かな自然の中、多様な地域性を持ち、海・山・森などの恩恵

を受けるだけでなく、災害に対する知恵なども培ってきました。これらは日本の文

化とも言えるものです。 

 

○ しかしながら、最近、特に都会に住む子どもたちには、環境や自然の素晴らしさ、

大切さ、怖さなどを意識・体験する機会が少なくなってきています。同時に、人間

の経済社会活動全般において、地球の環境容量を超えるような状況が続いています。 

 

○ 環境問題を解決していくためには、一人一人がそういった環境の素晴らしさや大

切さなどを認識して、そして行動していくことが必要です。そうした人間を育てて

いくこと、人間の行動を変えていくことが、環境教育であり普及啓発なのです。 

 

 （３.１１東日本大震災を経験して：ターニングポイント） 

  ○ 私たちは、本年３月 11 日に東日本大震災を経験し、改めて自然の怖さも感じまし

た。また、今回の震災では、社会とのつながりや、家族の絆の大切さ、そして計画

停電などの経験から、自宅のコンセントの先が実は遠くの発電所につながっている、

ということなど、改めてたくさんのことに気づくことができました。 

  

 ○ 私たちの住む社会は、資源やエネルギーをたくさん使い、その上に成り立ってい

ます。しかし、この大量生産・大量消費・大量廃棄を続ける生活や社会がこのまま

でよいとは思えません。この、東日本大震災によって得た気づきを大切にしながら、

生活や社会を見直し、変えていく。そんなターニングポイントにしていくべきでは

ないでしょうか。すなわち、今こそ、日本発の“新しい社会”を考え、それをみん

なで創っていくときではないでしょうか。 

 

（目指すべき社会とは） 

 ○ では、新しい社会とは、どのような社会でしょうか。例えば、人間や自然、社会

とのつながりを取り戻し、私たちが自然の中で生かされていることを意識し、資源

を大切に使い、心豊かに生きる、そのような社会ではないでしょうか。 

 

 ○ そして、そういった新しい社会を創り上げていく前提として必要となる、「目指す

べき社会とは」という問に対して自ら考え、他者と対話し、行動出来るような「未

来を創る力」を持った人間を育てていくことこそ環境教育であり、行動の変化を促

していくことが普及啓発です。 

 

○ 日本の持つ、自然、地域性、文化を基礎とした未来を創る、日本型の環境教育・

普及啓発のビジョンを、国内外に向けて発信していきます。 
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（１）今回の検討チームを始めた思い   

 

日本では古来、豊かな自然の中、多様な地域性を持ち、海・山・森などの恩恵を受け

てきた。同時に、災害に対する知恵なども培ってきた。このような、人と自然との関わ

り方は日本の文化とも言えるものである。しかしながら、近年、環境や自然の素晴らし

さ、大切さ、怖さなどを意識・体験する機会が少なくなってきている。 

 

また同時に、人間の経済社会活動全般においては、地球の環境容量を超えるような状

況が継続している。地球温暖化や生物多様性の減少など、様々な地球環境問題も深刻さ

を増している。 

 

これらの環境問題を解決していくためには、一人一人が環境の素晴らしさや大切さな

どを認識し、そして行動していくことが必要である。そういった認識を持ち、行動でき

る人間を育成していくことが環境教育であり、人間の行動を環境にやさしいものに変え

ていくよう促すことが普及啓発である。その意味で、環境教育・普及啓発は、規制的手

法や経済的手法などを含めたあらゆる環境政策の基礎（ベース）と言うべきものであり、

非常に重要なものである。 

 

そういった認識や行動のきっかけとなる環境マインドを育むためには、自然体験など

の原体験が有効である。原体験が、学びの土台・出発点となり、人間の生きる力を育む

ことにもつながる。また、それは環境問題の解決だけではなく、家庭や学校、職場など

様々な場所で様々な問題について自ら考え、他者と対話し、行動できる人を育て、ひい

ては、新しい社会を創り社会を導いていくリーダー層などの育成にもつながる。 

 

（２）３.１１東日本大震災を経験して：ターニングポイント  

 

チームでの検討を進める過程で、本年３月１１日、私たちは未曾有の災害である東日

本大震災を経験した。この震災は、改めて自然への畏怖を呼び覚ました。また、社会と

のつながりや家族の絆の大切さなども、今回の震災によって再認識された。さらに、首

都圏で言えば、計画停電などの経験から、自宅のコンセントの先が実は遠くの福島県ま

でつながっている、というような、震災以前であれば、特に意識しなかったような様々

なことに気づくことができた。 

 

現在の我々の住む社会は、資源やエネルギーを大量に使い、その上に成立している。

しかしながら、この大量生産・大量流通・大量消費・大量廃棄を続ける生活や社会がこ

のままでよいとは思えない。震災以降、日本は、歴史上の大きな難局を迎えている。し

かしながら、この震災によって得た気づきを大切にしつつ、現在の日本人の暮らしの在

り方や生活、社会経済構造を見直し、変えていくべきではないか。 

 

 



5 

すなわち、今回の震災を、新しい日本を創っていくきっかけ、ターニングポイントに

していくべきではないか。今こそ、どういう新しい社会を創っていくのかを、みんなで

考えていくときではないか。 

 

また、環境教育は、「人と自然」の関係に加え、「人と社会」や「人と人」のつながり

や絆に気づき、理解し、そして学ぶことを後押しするものである。加えて、地域のつな

がりの再構築や自然資源の活用など地域が本来持つ強みを活かした地域活性化や過疎

対策、震災復興につながるものでもある。東日本大震災を経て、環境教育の重要性はよ

り一層増しているものと言える。 

 

（３）目指すべき社会とは   

 

それでは、新しい社会とは、具体的にはどのような社会であろうか。それは、一言で

言えば、「持続可能な開発（発展）」が実現・達成された社会、すなわち「持続可能な社

会」と言えるだろう（ただし、「持続可能」という言葉（※１）自体の抽象性が高く、一

般社会に完全に理解され、浸透しているとはまだ言い難い側面もあることに留意する必

要がある）。 

 

しかしながら、この言葉が普及するきっかけとなった、1992 年にリオ・デ・ジャネイ

ロで開かれた、いわゆる地球サミット（「環境と開発に関する国際連合会議」）以来、お

よそ 20 年近くが経過するが、残念ながら、現在のところ、将来世代の利益や要求を充

足する能力を超えた範囲で、環境の利用や経済活動が世界的に行われていると考えられ

る（※２）。 

 

（図 1）SANZ による「強い持続可能性モデル」  

 また、持続可能な開発（発展）は、環境、

経済、社会の３本柱から構成されると考えら

れているが、ニュージーランドの「強い持続

可能性」（図１）や、日本でも昔から自然の

恵みを生活文化に取り入れてきたように、ま

ずは環境が経済や社会全ての存立の前提と

なる基盤ともいうべき存在であることを認

識する必要がある。すなわち、環境が安定的

なものでないと、経済、社会といった人間活

動はそもそも成り立たないと考えるべきで

ある。 
 

 

  （出典：第３回検討会合における佐藤真久氏 

（東京都市大学準教授）プレゼン資料より） 
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 加えて、世界規模の課題としては、人口の増大による食料、水、森林、エネルギー資

源などの制約等の状況が存在する（※３）。また、日本においては、上述した東日本大震

災の経験がある。 
 
そこで、これらを踏まえると、今後、特に日本が目指すべき具体的な社会とは、従来

の物質的な大量生産・大量流通・大量消費・大量廃棄による右肩上がりの経済成長を前

提とした社会、すなわち経済成長こそが目的であり、物を多く所有・消費することに幸

せを見出すという価値観から、あくまで経済成長は手段に過ぎず、環境の容量や安定性

を意識しつつ、資源を効率的に使用・循環し、物の使い方を工夫しながら、心豊かに生

きる価値観への移行を指向する社会ではないか。 
 

あるいは、これまで戦後以来、日本が築き上げてきた経済社会の維持を基本とはしつ

つも、それ以前にもあった人間や自然、社会とのつながりを取り戻し、我々が自然の中

で生かされていることを意識し、自分たちの今の生活を積極的に見直しながら、例えば

「足るを知って生きる」、「地産地消に取り組む」というような生活を実践する社会では

ないだろうか。 

 

特に、東日本大震災を受け、首都圏や被災地を中心とする多くの国民に、節電の意識

の高まりをはじめ、電気の使用やエネルギー問題などについて、これまでが物質面で過

剰に豊かすぎる生活であったことへの気づきや、将来に向けた見直しの意識の高まりが

見られると同時に、巨大システムの脆弱性が認識され、多少効率が悪くても、より安全

な分散型のシステムへの指向などが見られる（※４）。 
 

例えば、電気やエネルギーの使いすぎへの気づきを維持・発展させ、これまでの化石

燃料・原発に電力の供給を依存する社会経済構造の在り方について改めて検討し、電気

やエネルギーの需要の拡大を前提に供給を考えるのではなく、需要を抑えつつも経済の

健全性は維持しながら、供給面においては分散型で、自然エネルギーの割合を一層高め

る方向に進むべきであろう（※５）。 
 
より具体的な目指すべき社会像はこれから社会全体で考えていく必要があるが、少な

くとも、震災前のような社会にただ戻ることではない。それは、今回、直接・間接に震

災を経験した人々がどのような体験をしてどのように考えたのか、それによって得た

「気づき」を記憶・記録し、維持・発展させて築く、全く新しい、世界に先駆けた日本

発・日本型の社会像であるべきではないか。 
 
また、その新しい社会像とは、今回の震災で改めて自覚した、我々人類はあくまで自

然・生態系の一部であり、大きな環境の中の小さな一員であるという自然と共に生きる

地域・ライフスタイルを重視した、古き良き伝統的な日本の価値観にも基づくものであ

るべきではないか。 
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そして、そういった新しい社会を創り上げていく前提として必要となる、「目指すべ

き社会とは」というような問に対して自ら考え、他者と対話し、行動出来るような「未

来を創る力」を持った人間を育てていくことこそ環境教育であり、そういった新しい社

会の実現に向けた行動の変化を促していくことこそが普及啓発である。 

 

このようなことから、本検討チームとして、日本の持つ、自然、地域性、文化を基礎

とした新しい社会、未来を創っていくための、日本型の環境教育・普及啓発のビジョン

をここにとりまとめ、日本国内、そして世界に向けて発信していきたい（※６）。 

 
 

（※１）「持続可能な開発（発展）」という言葉は、1987 年にいわゆるブルントラント委員会（「環境

と開発に関する世界委員会」）が提出した報告書“Our Common Future”（「我ら共有の未来」）で

提示されたもの。「現代の世代が、将来の世代の利益や要求を充足する能力を損なわない範囲内

で環境を利用し、要求を満たしていこうとする理念」のこと。 
 
（※２）この 20 年間の取組を総括し、更に次につなげていくため、来年 2012 年６月に、再びリオ・

デ・ジャネイロで、「持続可能な開発に関する国連会議」（リオ＋20）の開催が予定されている。

なお、会議の目的は次の３点とされている。 

１．持続可能な開発に関する新たな政治的コミットメントの確立  

２．持続可能な開発に関する実施状況について進捗と残されたギャップを検討  

３．新たに顕在化しつつある課題への挑戦 

 
（※３）国連による最新の推計では、2050 年には世界人口は 93.1 億人に達すると予測されている。

（国連 (2011). World Population Prospects: The 2010 Revision） 

 
（※４）有限会社イーズ（本社：東京都世田谷区）の主宰する「幸せ経済社会研究所」（所長：枝廣

淳子氏）の「日本の今後のエネルギーに関する国民の意識調査」（インターネットアンケート調

査会社への委託による 20歳～70 歳の 1,045 人を対象とした調査）の結果によれば、例えば「30

年前の日本が使っていた電力の量は現在の約半分だった。30 年後の日本が使っている電力の量

は、現在と比べてどうあるのが望ましいか」という質問に対して、51％が「減っていることが望

ましい」、38％が「変わらないことが望ましい」、11％が「増えていることが望ましい」と答えて

いる。また、30 年後の原子力発電については、22％が「ゼロに」、28％が「大きく減少」、22％

が「やや減少」と、全体の 72％が減らす（ゼロを含む）ことが望ましいと答えている。さらに、

30 年後の自然エネルギー（太陽、風力、地熱など。水力以外）は 78％が「大きく増加」、15％が

「やや増加」と、全体の 93％が増やすことが望ましいと答えている。 

（http://ishes.org/news/20110408energy_release.pdf） 
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（※５）去る 6月 22 日に首相官邸で開催された第１回エネルギー・環境会議では、次の３点につい

て、当面の検討方針（案）として掲げられている。 

（１）原子力発電に日本の電力供給の過半を依存するとしてきたエネルギー戦略を大きく見直す

一方で、短期的には現実に即した解決策を検討する。 

（２）当面のエネルギー需給については、需給動向を客観的に見極め、具体的な対策を講じ、安

定成長を確保する。 

（３）同時に、省エネルギーと再生可能エネルギーを新たな基幹的な柱とするエネルギー・環境

戦略を構築する。成長戦略の要となる新技術体系に基づく革新的なシステムを目指す。中長

期に効果を発揮する施策も早期に具体化し、エネルギー・環境技術への民間投資を喚起する。 

（http://www.npu.go.jp/policy/policy09/pdf/20110622/siryou6.pdf） 
 
（※６）日本は、2002 年に開催されたヨハネスブルグサミットにおいて「国連持続可能な開発のた

めの教育 10 年」（国連 ESD の 10 年）を提案。その後の国連総会において、2005 年からの 10 年

間を国連 ESD の 10 年とすることが決議された。2014 年には、国連 ESD の 10 年の最終年会合を

日本で開催することとなっており、日本は、ESD の推進において、さらなるリーダーシップを発

揮していく必要がある。 
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１．環境教育・普及啓発の理念  

 

 （環境教育と普及啓発の整理について） 

○ 環境教育と普及啓発の整理を試みると、便宜的に次のように整理できると考えら

れます。 

「環境教育」・・・環境保全に関する理解を深め、行動できる人間を育てていく、比

較的に長期的な取組 

環境分野における「普及啓発」・・・環境保全に関する特定の気づきや行動を幅広く

促すために行われる、比較的に短中期的な取組 

  

 （環境教育の基本的な考え方） 

 ○ 環境教育によって育てたい人間とは、単に知識を得るだけでなく、それを使って

自ら考えて、判断し、行動し、成果を導き出すことができる人間です。また、新し

い価値を創り出したり、社会像を描き、それぞれの立場や行動範囲、状況に応じて

社会づくりを担っていける人間でもあります。 

 

○ そのような人間に求められる力とは、「未来を創る力」と言えます。これは、人・

自然・社会のつながりや絆・関係といったことを理解し、想像し、ほかの人の痛み

に共感したり、共に働き、共に汗を流すことができる力であり、課題を発見し解決

する力、コミュニケーション能力、選択力、多様性を受容できる力などとも言えま

す。これらは目には見えにくいものの、その人の土台となるものです。また、環境

についての知識、技能、態度（感性）といった環境を保全していく基本的な力も大

事です。 

 

○ また、学校教育においても、①確かな学力、②豊かな人間性、③健康・体力のバ

ランスのとれた力、すなわち「生きる力」を育めるように、体験活動の充実や持続

可能な社会をつくることの重要性の認識といった視点も盛り込まれてきています。 

 

○ それらの能力を育てるためのポイントとしては、①自然体験・原体験、②分野横

断的な学びが実現する地域・場、③協働経験としての学び（学ぶ側からの引き出し、

対話や参加といった双方向型のコミュニケーション、学ぶ楽しさ）が大事です。 

 

（普及啓発の基本的な考え方） 

○ 情報を受ける人（対象）をもっと意識して、相手に合わせた対応を考えることや、 

環境保全に関心のない層に対して、どのように気づきや理解を促していくかが大事

です。 

 

○ 例えば、関心のない層に対しては、楽しみながら、自然に（無意識に）環境行動

をとりたくなるような取組や考え方（Fun Theory）の応用も有効です。また、一方

的ではなく双方向型のコミュニケーションも重要です。 
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（１）環境教育と普及啓発の整理について  

 

 環境教育と普及啓発については、必ずしも両者の間に明確な線引きができるわけでは

ないが、それぞれの重点が置かれる部分は異なっている。便宜的に整理を試みてみると、

次のような整理が可能かと思われる（図２）。（ただし、この整理はあくまで環境教育・

普及啓発の双方の性格をより理解しやすくするための便宜的なものであり、全てがこの

整理で説明がつくわけではない）。 

 

「環境教育」・・・環境保全に関する理解を深め、行動できる人間を育てていく、比

較的に長期的な取組 

環境分野における「普及啓発」・・・環境保全に関する特定の気づきや行動を幅広く

促すために行われる、比較的に短中期的な取組（結果としての気づ

きや行動の変容が重要であり、特にそこに至る過程において必ずし

も理解は要しない） 

 

（図２）環境教育と普及啓発の整理 

※ 必ずしも両者の間に明確な線引きが出来るわけではないが、それぞれの重点が置かれる部分は異なっている

環境教育 普及啓発

環境と社会、経済及び文化とのつながりその他環境の保全につ
いての理解を深めるために行われる環境の保全に関する教育及
び学習 （23年6月15日公布の改正環境教育推進法§2③）

【目標】「人間と環境との関わりについての正しい認識に立ち、
自らの責任ある行動をもって、接続可能な社会づくりに主体的
に参画出来る人材」の育成(環境教育推進法基本方針1(2)②ア)

すなわち、次のような力を育むことが目的

①未来を創る力
コミュニケーション能力や課題を発見・解決する力、多様性を
受容出来る力、新しい価値を生み出す力、解決力など
（自然体験等を通じ育む）
②環境保全のための力
環境についての知識・技能・態度（感性）など

→長期的

普及啓発で促される特定の行動等が、接続可能な社会の
実現という大目標に至る全体像の中でどういう段階や位置
にあたり、具体的に何を目標としているのかを明確にする
ことも環境教育の役割

（環境の保全に関する）特定
の気づきや行動を幅広く促す
ために行われるコミュニケー
ション

→短中期的

 
（出典：環境省作成） 
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（２） 環境教育の基本的な考え方  

 

① 環境教育が目指すべき人間像 

 環境教育において育成を目指す人間像については、「環境保全の意欲の増進及び環

境教育の推進に関する基本的な方針」（平成 16 年 9 月）においても触れられている

が、それらも踏まえ、目指すべき人間像として考えられるのは、例えば次のような

点ではないか。 

 

○ 知識の習得にとどまらず、それを活用して、自ら考え、判断し、行動し、成果

を導き出すことのできる人間。 
○ 知識を得て理解した内容を、それぞれの立場や行動範囲（例えば、家庭内、職

場内、地域コミュニティ内、業界内、海外など）において、他者に適切に伝える

ことのできる人間。 
○ 新しい価値を創り出すことのできる人間。 
○ 自分なりに考え、理想とする社会像を描き、それぞれの立場や行動範囲、状況

に応じて社会づくりを担っていける人間。 
○ （特に震災を機として）「人と自然」「人と社会」「人と人」のつながりや絆・関

係性といった（全体像を）理解し、想像し、他者の痛みに共感し、また共に働き、

共に汗を流すことのできる人間。 
 

② そのような人間に求められている能力 

そのような人間に求められている能力とは、例えば、従来の環境基本計画（第３

次。平成 18 年４月７日）においては、以下のような点が上げられている。 

○（持続可能な）社会づくりに主体的に参画できる 
○ 環境問題をとらえる客観的、公平な視点・態度をもつ 
○ 恵み豊かな自然環境の価値を理解し、いのちを大切に思う  

 
これらも踏まえ、環境教育で身につける力については、大きく以下の二つに分け

られると考えられる。ただし、二つは密接不可分である。 

 

（ⅰ）「未来を創る力」 
例えば、以下のような力が考えられる（これらの全てを備えなければならない、

というわけではない）。 
・課題を発見・解決する力 
・コミュニケーション能力 
・新しい価値を生み出す力 
・推論する力 
・多様な視点から考察する力 
・論理的思考力と判断力・選択力 
・主体的に参加し、自ら実践しようとする態度、当事者意識 
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・他者に共感し、多様性を受容できる力、心の豊かさ 
・地域を創り・育てる力 
・社会システムを継続して改善できる力 
・想像力と創造力、協働力と共同力、共感力と共汗力 など 

 
（ⅱ）環境保全のための力 

例えば、以下のような力が考えられる。 

・環境配慮行動をするための知識、技能、態度（感性）（(ⅰ)よりも直接的な、

環境問題に関する知識、解決に必要な技能、及び解決に向けて行動するマイ

ンドなど） 

・環境保全のために行動する力 など 

        
また、実際、学校教育においては、「①確かな学力（基礎・基本を確実に身に付け、

自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題

解決する資質や能力）」、「②豊かな人間性（自らを律しつつ、他人とともに協調し、

他人を思いやる心や感動する心など）」、「③健康・体力（たくましく生きるための健

康や体力）」とのバランスのとれた力、すなわち「生きる力」を育む観点から教育課

程が編成されることとなっており、その中では、体験活動の充実や、持続可能な社

会をつくることの重要性の認識も含め、環境教育に関する重要な視点も盛り込まれ

てきている（注：平成 23 年度から順次実施される新学習指導要領）。 

 
一方で、環境教育については、その習得した力の性質上ペーパーテストなどでは

測りにくいという指摘もある。しかしながら、ペーパーで測りにくいような力（例

えば、関心、意欲、態度や思考力系の学力）こそが、ペーパーで測れる学力（知識

系、技能系の学力）と深く関連しているのであり、そういった力を育てることがで

きるのが、まさに環境教育である。そして、それらが総体として未来を創る力とな

り、単なる受験突破等のための力だけではない、社会で求められる力となるのであ

る（それぞれの関係性については図３参照）。 
 

（図３）環境教育とペーパーで測れる学力、測りにくい学ぶ力の関係 

 

（出典：環境省作成） 
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③ それらの能力を育成するためのポイント  

 
 では、それらの能力を育成していくためのポイントとなるものは何であろうか。

いくつか考えられるが、とりわけ重要なものとして、次の３点（（ⅰ）自然体験・原

体験、（ⅱ）地域・場、（ⅲ）協働経験としての学び）が考えられる。 
 
（ⅰ）「自然体験・原体験」 

林間学校や家族旅行などでの自然体験、ボランティアやサークルでの環境活動な

どにおける体験などの原体験を通じた様々な経験が、その後の人間形成において大

きな影響を与える（事例１、２、参考１参照）。 
 

（ⅱ）「地域・場」 
・地域を教材にすることにより、より実践的に、複数の教科等を横断的に学べ、生

きた学びとなる（「地元学」など）。また、探究心、郷土愛（地域の誇り）を育て

られる。 
・自然への畏怖や愛着、恵みへの感謝の気持ちを育む。（国立公園や里山・里海など） 
・日常の遊びの中で得られる学びの場など、様々な「場の（持つ）意味」（センス・

オブ・プレイス）が人間の成長に影響を与える（事例３参照）。 
 

（ⅲ）「協働経験としての学び」 
・「引き出す」ことこそが重要であり、知識の一方通行ではなく、双方向型のコミュ

ニケーションによる学び（教える側の視点でなく教えられる側の視点を意識した

環境教育）が重要である。 
・学びの意味を実感でき、学ぶ楽しさを感じられることが重要である（「学ぶ力」、

「楽力」）。 
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  事例１：兵庫県の取組（自然体験・原体験） 

 
○ 自然学校 

  （兵庫県の市町が県の補助を受けて行う県の学校行事（林間学校・臨海学校）。 

1988 年度から開始） 

  幼児の環境体験学習（４、５歳児） 
     ＜保育所・幼稚園：命の大切さの気づき＞ 
       ↓ 
   環境体験事業（小学校３年生）：年３回程度／田畑・里山等の環境での体験活動                    
       ↓ 
   自然学校（小学校５年生） 
  
○ トライやる・ウィーク：１週間／学校外での体験活動 
（兵庫県内の中学 2年生を対象とした地域体験学習。1998 年度から開始） 

 
 
 
 事例２：自然教育「森のムッレ教室」（スウェーデン） 

 
 ５～６才の子どもたちを対象としたこの自然教育プロ

グラムは、自然豊かな北欧の国スウェーデンで生まれまし

た。森のムッレ教室では、子どもたちは雨の日も雪の日も、

お天気にかかわらず、ボランティアや保育士と一緒に森に

出かけて一日中元気よく自然のなかで遊びます。 
スウェーデンの学者による共同研究によって、ムッレ教

室を導入した野外保育園における子どもたちに驚くべき

効果が報告されました。通常の保育園と野外保育園を比較

したところ、野外保育園の園児のほうが、身体能力が優れ

ているだけでなく、集中力や人の話を良く聞くなどといっ

た効果も確認されたのです。自然のなかでの学びが子ども

たちの心身の発達にとても重要だということがわかりま

した。（出典：http://www.susaca.jp/works）  
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参考１：「子どもの体験活動の実態に関する調査研究」(独）国立青少年教育振興機構

(H22.7 月）（http://www.niye.go.jp/houkoku_srch/chosa_cts.php?insid=110） 
 

子どもの頃の体験を通じて得られる資質・能力を検証し，人間形成にとってどの

時期にどのような体験をすることが重要になるのかを明らかにすることを目的とし

て行われた。 
（青少年調査）対象：小学校高学年から高校生までの青少年 約 11,000 人 

調査方法：学校を通した郵送法による質問紙調査 

（成人調査）対象：20 代～60 代の成人 5,000 人（内訳：各年代で男女各 500 人） 

       調査方法：ウェブアンケート調査 

 
結果概要：子どもの頃の体験が豊富な大人ほど、意欲・関心が高かったり、最終学

歴が高かったり、現在の年収が高かったりする傾向が見られる。 
 
 （関連図抜粋） 
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（注）ただし、これらの調査結果のうち、例えば、子どもの頃の体験が多い人ほど最終学歴が高い、年

収が高いということは、最終学歴が高く経済力のある家庭の方が、子どもにより多くの体験をさ

せる余裕がある、ということを示している可能性があることなどにも留意する必要がある（その

点、機会が均等に与えられる義務教育のような場等での体験は重要とも言える）。 
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事例３：気仙沼市の持続発展教育の取組      

 （気仙沼 ESD 共同研究紀要「持続可能な社会を担う児童生徒の育成をめざして」第１章をもとに作成） 

 
気仙沼市は、宮城県の北東部、「陸中海

岸国立公園」の南玄関口に位置し、美しい

リアス式の海岸線を有する水産業と観光

の街です。平成 14 年には「環境基本条例」

を策定し、持続可能な社会づくりを原則と

して、「森は海の恋人運動」や「『気仙沼ス

ローフード』都市宣言」「魚食健康都市宣

言」「非核平和都市宣言」など「森」「川」

「海」の豊かな自然環境を生かした環境教

育、食教育、国際理解教育、そして防災教

育等の特色ある活動を展開しています。 

 一方、学校教育においては、市内の小学校を中心に、平成 14 年度から地域・専門機関・

海外との連携強化を図りながら、恵まれた「水辺環境」をテーマに米国の学校と共同でロ

ーカルとグローバルの視点を併せ持った国際的環境教育を展開してきました。現在、この

取組には、市内の中学校と県立高等学校も加わり、小・中・高校が連携した取組へと発展

するとともに、地域の他の学校へも波及しつつあります。 

 各小中学校の取組状況を分野別に見ると、豊かな自然を生かした「環境教育」や地域の

伝統や文化を生かした「ふるさと教育（地域遺産教育）」、海外との交流を基軸にした「国

際理解教育」が中心になっています。その他、地域の課題である「福祉教育」や「防災教

育」、市の施策であるスローフードをテーマにした「食育」など、地域や学校の特色・個性

を生かした ESD の取組が展開されています。 

 こうした広範な協力体制のもとでの多様な ESD の活動が評価され、気仙沼市は、仙台市・

大崎市田尻地域と共に「仙台広域圏」として、平成 17 年 6 月に、国連大学から「国連持続

可能な開発の教育のための 10 年」（DESD）の地域拠点（Regional Centres of Expertise=RCE）

の一つに認定され、世界の ESD 推進の一翼を担うことになりました。「仙台広域圏」は、平

成 18 年から 3 年間、環境省の「国連 ESD の 10 年促進事業」のモデル地域に選ばれ、海、

山、まちを繋ぐ、広域連携による持続可能な地域づくりに取り組み、気仙沼では学校と地

域が連携した ESD の推進に取り組みました。さらに、教育委員会のリーダーシップの下、

各校の特色ある ESD の取組をさらに発展させるため、平成 20 年からは、ESD の取組の質的

な向上を図るために市内の小・中・高校がユネスコスクール（ASPnet）に申請し、平成 23

年２月現在、幼小中高合わせて 33 校の加盟が認められ、２校が申請中です。市内の小・中

学校の加盟申請率は、新たに合併した本吉地区を合わせて 94％にも達し、加盟校数・率と

も全国トップのユネスコスクールを持つに至っています。 

このような市の推進政策により、各校は、RCE や ASPnet のネットワークを活用し、国際

的な視野から自分たちの地域や取組のよさと課題を捉え直すことを通して地域への愛情と

豊かな国際感覚の育成を目指しています。 
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 (３)普及啓発についての基本的な考え方 

 

普及啓発については、これまでほとんどが国民全体のマスをターゲットにした取組に

終始してきた感があり、なかなか効果を実感するには至らなかった反省がある。例えば、

民間で行われているようなマーケティング戦略のような考え方についても、有効と思わ

れるものについては、積極的に取り入れていくことが重要である。 

 

スタンフォード大学の社会学者エベレット・M・ロジャースは、1962 年に著書「イノ

ベーション普及学」において、商品の普及段階を 5つに区分し、各段階で主要な役割を

果たす消費者の特徴を整理しており、各普及段階の消費者を、①イノベータ（革新的採

用者）、②アーリーアドプタ（初期採用者）、③アーリーマジョリティ（初期多数採用者）、

④レイトマジョリティ（後期多数採用者）、⑤ラガーズ（採用遅延者）としている（※７）。 

 

そこで、例えば、図４にあるような、それぞれの対象を意識した上で、打てば響く層

（この場合は、アーリーアドプタ（初期採用者）まで）を徹底的に狙うなどの戦略が考

えられる。また、図５のように、関心がない層に関しても、新しくルートを開拓するよ

うな戦略が考えられる。 

 

（図４）M・ロジャースによるイノベーション普及段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：中央環境審議会ロードマップ検討委員会 コミュニケーション・マーケティング

ＷＧ資料より抜粋。） 

 

（※７）中央環境審議会ロードマップ検討委員会 コミュニケーション・マーケティング WG資料よ

り。 
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（図５）普及啓発へのマーケティング的な観点の導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：環境省作成） 

 

これらを踏まえて、今後、普及啓発を考える際の基本的な考え方としては、以下のよ

うな点が挙げられる。 

 

○ 情報の受け手（対象）を意識する（マーケティング的な観点の導入） 
・情報の受け手の特性（マスか、個別ターゲットがあるならば年齢、家族構成、職

業等）を意識する 
・対象に応じて、環境への関心の程度などに即したきめ細やかな情報提供によって

効果を最大限にあげることを狙う など 
 

○ 環境保全に関心のない層に対して、気づきや理解を促していくための戦略を意識す

る 
・共通の接点を見いだす 
・関心のない層も参加・交流できる場の設定を行う 
・「Fun Theory」（楽しみながら知らず知らずのうちに環境配慮行動に人を誘導する

ような考え・アイデア）などの応用 など（参考２参照） 
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 参考２：The Fun Theory「楽しさが行動を変える最善の道」（？）  

 
気づきや理解を得る前であっても、「楽しそうだから」「面白そうだから」「お洒落だ

から」というようなことで、人の行動がより環境配慮型に変わってしまうこともある。

例えば、フリーマーケットや、古着を愛用する人たちの全員が「環境問題」のことを意

識したり、理解しているわけではないだろう。しかしそれらは、結果として、人の行動

を変えることができる。 
以下のウェブサイトでは、そのような「楽しみ」が人の環境配慮型の行動を誘引する

ようなアイデアが紹介されている。（http://www.thefuntheory.com/） 
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２．これまでの国の取組・課題  

 

（これまでの国の取組） 

  ○ 環境教育や普及啓発は、教育基本法や環境保全活動・環境教育推進法、環境基本

計画などに位置付けられており、環境教育においては、これまで AAA プラン（いつ

でも、どこでも、誰でも）を基に施策を展開してきました。ただ、一定の成果を上

げてはきましたが、戦略や有機的な連携という面では不足している部分もありまし

た。 

 

  ○ 普及啓発においては、これまで問題（例えば公害にはじまり、地球温暖化、生物

多様性、廃棄物など）をまず知ること、次に自分たちの身近でできること（例えば

マイバッグを持とうなど）、といった国民全体をターゲットとした取組が行われてき

ましたが、対象をより絞り込んだ効果的なコミュニケーションや、政府内の戦略や

連携なども不足しがちでした。 

  

 （事業仕分けでの指摘） 

○ また、政権交代以後に行われた事業仕分けでは、これまで実施されてきた環境教

育や普及啓発の取組に対して、成果・効果がよくわからない、測定が十分ではない、

国はアドバイザーやコーディネーター役に徹するべき、などの指摘がありました。 

 

（今後の課題） 

○ 今後の課題としては、①全体戦略の提示、②今後の国の役割、③成果・効果の評

価が挙げられます。 

 
 
 
（１）これまでの国の取組  

 
これまでも上述したような教育基本法への環境教育の位置付けや、環境の保全のため

の意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律（環境保全活動・環境教育推進法）の改

正、環境基本計画その他既存の各種計画（環境立国戦略、循環社会推進計画、低炭素社

会づくり計画、生物多様性戦略など）においても、環境教育や普及啓発については位置

付けられているところである。 
 
環境教育においては、これまで AAA プラン等を基に施策を展開しており、一定の成果

を上げてはきたが、戦略や有機的な連携という面では不足している部分もあった。 

 
普及啓発においては、これまで問題（例えば公害にはじまり、地球温暖化、生物多様

性、廃棄物など）をまず知ること、次に自分たちの身近でできること（例えばマイバッ

グを持とうなど）、といった大衆（マス）をターゲットとした施策が、各省・各部局に
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おいてそれぞれ行われてきたが、戦略や有機的な連携、よりターゲットを特定したコミ

ュニケーションなどは不足しがちであった。 
 
（２）事業仕分けでの指摘 

    
また、政権交代以後に行われた事業仕分けにおいて、これまで実施されてきた環境教

育や普及啓発の施策に対しては、主に次のような指摘がなされ、多くの施策が廃止の結

論となった。 
・成果・効果が不明、測定が不十分。 
・手段についての検証が行われていない、有効ではない。 
・他省との連携・役割分担を含めた、総合的・国家的戦略が必要。 
・事業として税金を使うのではなく、国はアドバイザーやコーディネーター役に徹すべ

き。地方自治体や NGO/NPO に移管すべき。国が事業をする必要性がない。 
・元々意識の高い国民しか参加しないようなものであれば意義が薄い（ターゲットを間

違えている）。 
 

しかしながら、事業仕分けにおける指摘においても、環境教育や普及啓発そのものの

必要性や意義については認められており、要点は次の２点と考えられる。 
○ 今後、国の役割をどう考えるのか（自治体、企業、NGO/NPO、市民との役割の分担

や協働、他省との連携を含めた総合戦略の必要性など）。 
○ 手段としての施策の成果・効果について、どのように評価を行うのか。 

 
（３）今後の課題  

 
① 全体戦略 

 環境教育について、AAA プランはあったが、全体戦略までは描けておらず、有機

的な連携も不足していた。社会は新たなフェーズに進んでおり、現在、国に求めら

れているのは、新たな社会の構築へ向けた環境教育の在り方とその方向性の提示で

あろう。 
 普及啓発においても、環境教育との位置付けの違いや、普及啓発施策同士の有機

的な連携、よりきめ細やかなターゲットを意識した戦略などは不在であり、個々の

取組が、そのような戦略の下に有機的に進められていなかった。 
 

② 今後の国の役割（分担と連携） 

 事業仕分けにおける指摘も踏まえつつ、自治体、企業、NGO/NPO 等様々な主体が

それぞれの得意分野を活かして環境教育を実施するなど、多くの主体が環境教育を

実施することが望ましいが（特に民間活力）、役割分担が明確でなく、互いの連携も

不足している中、今後の国の役割をどのように考えるか、再定義するのか。行政の

縦割りによる弊害も引き続き課題である（本検討チームはその課題克服への試みで

もあった）。 
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③ 成果・効果の評価 

事業仕分けにおける指摘も踏まえつつ、今後、施策の成果・効果をどのように測

定していくのか。 
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３．今後の方向性  

 
 （全体戦略） 

○ 今後は、「未来を創る力」を持った人間を育てていくために、短期・中期・長期の

時間軸なども織り込んだ環境教育・普及啓発の戦略の練り直しや、政府や自治体、

企業、NGO/NPOなどのそれぞれのセクターが各自の役割を意識した連携が必要です。 

また、環境教育・普及啓発とも他分野との連携・活用が重要です。例えば「地域

づくり」「農業体験」「消費者教育」など様々な分野と環境教育は関係しており、今

回の震災についても、自然体験など環境教育は「防災教育」にも密接に関係してい

ます。 

 

○ 今後の新しい国全体や社会像を描いていくに当たっては、これまでのように国が

一方的にビジョンを作って上から示すのではなく、市民一人一人もしっかりとビジ

ョンづくりのプロセスに参加していくことが求められます。その市民参加の中で、

政府や自治体、企業、NGO/NPO 等と市民の対話（ダイアローグ）や市民同士の対話

を通して、紡ぎ出されるものをいかにすくい上げて反映していくかということが国

や自治体には求められます。 

 

○ 環境教育を長期的な視点で持続可能な地域づくりにつなげていくには、地域特性

に応じた地域に根ざしたシステムとしてしくみづくりを行っていくことが重要であ

り、人（各主体）・もの（施設や場）・金（地域活動を支援する資金）・情報・ソフト

（活動のしくみ）をバラバラにせず、有機的に結び付けた制度設計の発想が求めら

れます。 

 

○ 普及啓発から環境教育へ、そしてあらゆる主体や年齢層がお互いを尊重し、相互

に学び合う関係性を社会に構築していくためにも環境学習の視点を意識的に提唱し

ていく必要があります。 

 

○ そのための、コミュニケーションを促進することができる人間、ファシリテータ

ー的な人間の育成も急務です。 

 

（環境教育） 

○ 発達の段階に応じたアプローチ(感性→知識→行動)や、自然体験・原体験の推進

とその機会の増加、また、地域において関係主体が連携協力した学びを、大人も巻

き込んだ地域づくりを通じて進めていく必要があります。 

 

○ 環境教育の重要性がますます高まる中で、特に教員への支援は大事です。そこで、

地域の実情に合わせながら、優れた指導方法や実践事例の収集・提供、NGO/NPO や

企業、地域社会などの学校外の主体との連携の推進による学校支援などで、学校に

おける環境教育の取組と場も強力に支援していく必要があります。 
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  ○ また、地域において関係主体が連携協力した学びを、大人も巻き込んだ地域づくり

を通じて進めていくことが有効です。 

 

（普及啓発） 

○ これまでの国の取組を真剣に見直して、短・中期的な視点に立ちつつも、行動を変

えていくための戦略的な普及啓発が必要です。そこでは、マーケティング的な観点の

導入、特に、Fun Theory やソーシャルネットワーキングサービス等を活用した双方向

型のコミュニケーション、取組や行動の“雪崩”を引き起こすための“打てば響く層”

への働きかけなども進めていきます。 

 

○ また、実生活とのつながりが見えるような節電等の啓発活動も重要です。  

 

  （各セクターの役割） 

○ 自治体や企業、NGO/NPO、市民の役割は重要さを増しています。また事業仕分けで

も指摘されたように、国においては直接的な事業を行う必要性は薄らいできています

が、それぞれのセクターにおいてはまだまだ課題や困難を抱えています。  

そこで、国としては国レベルの方針を運用（PDCA）するとともに、アドバイザーや

コーディネーターとなって、特に情報面、体制面、制度面などの基盤整備などを含め

て、各セクターを支援していくべきです。 

 

  （効果の評価） 

○ 効果の評価については、まず、定量的な評価を行うべきか、どこまで可能かが問題

となります。評価することによって、評価できるものしか教えなくなる、個性を見え

なくするなどの弊害もあります。また、「教育」のようなものは中々短期的には効果

が出ないので、短期的な定量的評価にはなじまない部分が多いことも念頭におく必要

があります。 

 

○ 「普及啓発」については、短期的な行動を変えることを目的としているので、程度

や対象にはよるものの、ある程度の短期的な定量的評価も可能ではないかと考えられ

ます。 

 

○ そこで、定量的評価を行うべきものについては、例えば、アンケートや追跡調査な

どの活用、また、定量的評価が難しいものについては、定性的評価を行いつつも、そ

れを第三者がさらに評価するなど、評価についての方法をさらに検討していく必要が

あります。 

 

（その他） 

○ また、関係主体がフラットに参加し、様々な観点から自由に議論できるような場を

設けていくことが重要です（本検討チームのようなイメージ）。 
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（１）全体戦略  

 
① 共通事項 

 今後の新しい国や社会像・ビジョン・戦略の構築、実現へ向けて、「未来を創る力」

を持った人間を育成していくための戦略が必要であり、環境教育・普及啓発につい

ても、それらの観点から、短期・中期・長期の時間軸的な視点を織り込んだ戦略の

練り直しや、それぞれのセクターがそれぞれの役割を意識した有機的なセクター間

の連携が必要である。 
 
 環境教育・普及啓発とも他分野との連携・活用が重要である（教育現場は環境だ

けを行っているわけではないので、例えば「地域づくり」「農業体験」「消費者教育」

など様々な教育の中に、環境教育は関係しているし、入り込める。逆もまたしかり）。 
 
 また、今後の新しい国全体や社会像を描いていくに当たっては、これまでのよう

に国が一方的につくって上から示すのではなく、セクター間の対話、市民との対話、

市民同士の対話（ダイアローグ）を通して紡ぎ出されるものを、いかに国や自治体

がすくい上げて反映していくかが重要であり求められる。 
 
 そのための、コミュニケーションができる人間、ファシリテーター的な人間の育

成も急務である。とりわけ行政の世界においては、一般市民の方々に分かりやすく

説明する能力や、議論のファシリテーションができる能力などが十分でない場合が

多い。真摯に反省しつつ、これらファシリテーター的人間を組織内に育成するとと

もに、外部からの専門職としてのファシリテーターの活用を進めるべきである。 
 

② 環境教育 

 １．（２）で述べたような人間を育成していくためには、発達の段階に応じたアプ

ローチ（感性→知識→行動）（図６参照）、自然体験・原体験の推進とその機会の増

加など、中・長期的な視点に立ちつつも、具体的な方策の実施が求められる。 
 
 環境教育の重要性がますます高まる中、特に教員への支援が強く求められている。

そこで、地域の実情に合わせつつ、優れた指導方法や実践事例の収集・提供やNGO/NPO、

企業などの学校外の主体の力による学校支援などを通じて学校における環境教育も

強力に支援していく必要がある。 
 
また、地域において関係主体が連携協力した学びを、大人も巻き込んだ地域づく

りを通じて進めていくことが有効である（コミュニティをよくしたいという気持ち、

コミュニティに対する責任から社会参画を促す。大人自身も社会参画により学びを

得ることができる。）。 
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③ 普及啓発 

これまでの国の取組を真摯に見直し、短・中期的視点に立ちつつも、行動変容の

目的を達成するための戦略的な普及啓発を行うことが必要である。 
 
マーケティング的な観点の導入（対象者の特性、関心度合い、ライフステージ等

に合ったきめ細やかな対応）や、一方的な情報提供ではなく双方向的な情報の共有・

理解の促進、そのためのアンケート、ヒアリング、ワークショップ等の手法による

受け手からのフィードバック等を必ずセットで実施することを意識して行う等が必

要である。 
 
社会を変えていくためには、まず、誰に訴えかける必要があるのかを見定め、雪

崩を起こす、打てば響く層への働きかけを端緒とすることが重要である。また、関

心の低い層についての戦略も必要である（Fun Theory など）。また、「楽しさ」「面

白さ」などで人を動かすには、コミュニケーションに優れた人間、ファシリテート

に優れた人間の育成が必須である。 

 

 また、（特に東日本においては）先の大震災を踏まえ、実生活とのつながりが見え

るような節電等の啓発活動も短期的・中期的にも極めて重要である。 

 

 
（図６-１）様々な場における発達段階に応じた環境教育の内容 
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（図６-２）発達段階に応じた環境教育のアプローチ（感性→知識→行動） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：環境省作成） 
 
（２）役割分担と連携    

 

 それぞれのセクターが独自でできることもあるが、不足を補いあいつつ有機的に連携

して進めていくことが不可欠である（国はその連携のサポート・コーディネートを行う）。 

 

① 国 

環境教育に関する国レベルの方針を策定し、運用し、進捗を確認し、改善を図る

(PDCA)。様々な主体が環境教育等を行い、それらは地域の実情等に応じ多様であっ

てよいが、我が国において共通に必要とされる環境教育が提供されるようにする。 

 

自治体や企業、NGO/NPO、市民などによる環境教育の取組を国際的に発信する仕組

みづくりや、国内及び世界の環境に関する最新の動向について的確に把握し、情報

提供を行うべきである。 

 

主としてアドバイザーやコーディネーターとして、自治体、企業、NGO/NPO、市民

の活動を支援する。とりわけ、関係主体に共通に必要とされる情報の収集、整理、

提供や、関係主体がフラットに参加し、様々な観点から自由に議論できるような場

を設けていくことが重要である（本検討チームのようなイメージ）。 

 

 多様な主体が環境教育を実施する場合に必要なことは、それらの存在がしっかり
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と見えるようになり、良いものが評価を受け、悪いものに対して改善提案がなされ

ることにより、互いに切磋琢磨されるようになることである。また、互いの活動が

連携し、良い取組が共有され、相乗効果を生むことである。国として、そのような

社会的な仕組みをつくる。 

 

 国による支援の仕方としては、中立的な立場から、優良なものを誉めたり、社会

に広く共有する仕組みづくりを行う（しかし、国が一律に優良なものを選ぶのは難

しく、評価の基準も多様にありうるため、民間による評価を促す仕組みづくりも有

効である）。 

 

 他にも、表彰や、協賛、後援といった民間の取組を評価し後押しする仕組みを積

極的に活用していく（特にこれらは金銭的コストが生じないにもかかわらず、手続

きが煩雑であるために、あまり利用されていない傾向にある）。 

 

 また、今回の震災復興に貢献する環境教育・普及啓発施策についても検討すべき

である。 

 

以上の国の役割につき、簡単な整理を行うと次のとおりである。 

 

 

＜国が行うべき主な役割＞ 

・国レベルの方針の運用：環境教育に関する国レベルの方針を策定し、運用し、進捗

を確認し、改善を図る(PDCA)。様々な主体が環境教育等を行い、それらは地域の実

情等に応じ多様であってよいが、我が国において共通に必要とされる環境教育が提

供されるようにする。 

・海外との交流：海外の情報を収集し、国内へ発信するとともに、国内の情報を海外

へ発信し、国際協力を推進する。 

・共通基盤の提供：様々な主体が環境教育等を行う上で、共通に必要とされる情報の

収集、整理、提供や、各主体同士の交流等を行うための場の提供を行う。 

・先進事例の奨励、共有：国内における先進的な事例を発掘し、表彰等のインセンテ

ィブの付与により奨励するとともに、その事例を社会で共有することにより、先進

事例を普及させる。 

・人材の育成：研修等により環境教育の人材育成を行う（教育職員や地域の環境活動

のリーダー等）。  

・他のセクターと連携し、環境教育を推進する。 
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② 自治体 

（課題） 

○ ビジョンや方向性の基本となるものは、国から示す、あるいは国のサポートが

必要である。 

 

（役割） 

○ 国と同様に、中立的な立場から優良なものを誉めたり、特にその地域に広く共

有する仕組みづくりを行う。 

○ 地域の多様性や地域の特色を踏まえ、地域に根ざした環境教育を推進する。 

○ 環境教育の取組を促進するため、環境に関する情報の提供を積極的に行う。 

○ 市民の参画を得ながら持続可能な地域づくりを行う。 

○ 環境教育は幅広い内容を取り扱うことから、自治体内の関係部局が連携して取

組を進める。 

 

 

事例４：都市部における自然体験の例「東京港野鳥公園」 

 

・開園日：1989 年 10 月 

 ・開園面積：24.9 ha 

・場所：東京都大田区 

・年間来園者：５万人 

・開園後に確認された野鳥 223 種 

 ・１年間で観察できる野鳥約 120 種 

 ・１日で観察できる野鳥約 25～40 種   

・その他、カニ、トンボ、バッタ、チョ

ウ、コウモリ、トカゲ、ヘビ等も観察可 

 

 

③ 企業 

（課題） 

○ 環境教育・普及啓発などの活動について社内での理解を得ること。事業との関

連性、事業の中で位置づけの明確化（企業が提供する商品やサービスの理解の促

進、企業のブランド価値の向上等が考えられる）。 

○ 企業の取組を評価する仕組みや、効果を（短期的に）検証する仕組みが不十分

である。 

○ 学校等から企業へのニーズに対して、講師派遣などの体制が一企業のマンパワ

ーだけでは不十分である（企業はノウハウの提供はできても、ヒト・モノ・金の

提供には限界がある。学校側と企業側のニーズの調整役、複数企業を連携させる

調整役等がいるとさらに円滑）。 
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○ 国や自治体などからのお墨付き、表彰、支援があると元気がでる（優良事例を

紹介する場を増やす）。 

 

（役割） 

○ 学校、社会教育施設、NGO/NPO、自治体等様々な主体と連携し、環境教育や普及

啓発を実施する。特に地域に密着した体験型の環境教育などを実施する。 

○ 環境教育に取り組む企業同士の連携や交流を促す場・機会を創出する  

○ 地域や教育現場における環境教育に活用できるツールの開発を推進する（事業

に関係するモノづくりのプロセスなどを見える化するツールなど）。 

○ 社員に対する企業内教育において自然体験を含めた環境教育を実施する（企業

内で活用できる能力開発にもつながる）。 

○ 市民や地域の関係者に対して対話の場の設定などを行う。 

 

 

 

事例５：企業の環境教育の取組事例 

 

○ アサヒビール(株)の取組例「日本の環境を守る若武者育成塾」 

公募に応じた高校生グループから論文審査で選抜された参加者は、工場で開催され

るワークショップ合宿に参加。そこで学んだことをもとに、それぞれの地元地域にお

ける環境活動計画を作成。合宿終了後にその計画を地元地域で実施し、年末に行われ

る最終発表会で成果を披露するというもの。 

（http://www.asahibeer.co.jp/wij/） 

   

 ○ コカ・コーラ教育・環境財団の取組例 

・NPO 法人雨煙別学校とともに北海道夕張郡栗山町の廃校を、環境教育などを行う宿

泊型体験施設「雨煙別小学校 コカ･コーラ環境ハウス」として再生 

・コカ・コーラ環境教育賞の実施（活動表彰部門、次世代支援部門） 

・環境マインドを持った次世代のリーダー育成を目指し、東海大学および東京学芸大

学にて、「環境教育」をテーマにした寄付講座を開設 

  （http://www.cocacola-zaidan.jp/business/environment/index.html） 

 

 ○ 東京ガス(株)の取組例「環境エネルギー館 Wondership（ワンダーシップ）」 

 こどもたちが遊びながら、見て触れて考え、環境を

体験学習できる施設（横浜市鶴見区）。 

1998 年設立以来、来館者数 160 万人超（約 15 万人/

年、約 500 人/日）。 
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④ NGO/NPO 

（課題） 

○ 資金、人材、情報の不足など、基盤が弱い。 

○ 国や自治体からの（上記の不足を埋める）サポートが必要である。 

 

（役割） 

○ 各主体が連携した環境教育の推進に当たり、行政と企業、企業と学校とのパイ

プ役としての役割を担う。 

○ 環境教育や普及啓発の実施面、特に地域に密着した体験型の環境教育などを実

施する。 

○ 市民に対して活動への参加の場を設定したり、アレンジを行ったりする。 

○ 地域に根ざした環境教育の取組を実施する。実施に当たっては、指導者として

の役割を担う。また、環境教育における指導者、コーディネーター等の育成を行

う。 

 

事例６：NGO による環境表彰の例「環境首都コンテスト」 

 

自治体の総合的な環境施策を推進することを目的として、全国の 13NGO（2010 年 9 月

現在）とネットワーク（環境首都コンテスト全国ネットワーク）を組み、2001 年度か

ら 10 回連続で環境首都コンテストを実施している(2010 年度「環境首都」は水俣市)。 

（http://eco-capital.net/modules/profile/） 

 

 

⑤ 市民 

（課題） 

○ 適切な情報が届かない。 

 

（役割） 

○ 国や自治体などに任せきりにするのではなく、例えば今後の新しい社会づくり

においても、そのプロセス（対話など）に参加し、一緒に創り上げていくという

姿勢が求められる。 

○ 積極的に情報を収集し、イベントなどへも足を運び、まず自分から出来ること

を見つけ、家族、職場、コミュニティといった身近で出来る範囲から、社会の変

容に向けた行動をスタートする。 

○ 各家庭において、地域の特色や地域との関わりあいを伝える。 
○ カーボンフットプリント等の環境負荷表示を参考にした購買活動、省エネ、資

源の循環的利用など、環境負荷の少ない生活を実践する。 
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（各セクターの役割まとめ） 

 上記に見られるように、自治体や企業、NGO/NPO、市民の役割は重要さを増してお

り、また事業仕分けでも指摘されたように、国においては直接的な事業を行う必要

性は薄らいできているが、それぞれのセクターにおいてはまだまだ課題や困難を抱

えている。  

そこで、国としては先駆的・先端的な手法の確立や、アドバイザーやコーディネ

ーターとなって、特に情報面、体制面、制度面などで各セクターを支援していくべ

きである。 

 

 

 事例７：市民による対話の活動例「アースダイアローグ」（地球サミット 2012Japan） 

   

来年 2012 年６月に、再びリオで開催予定の「持続可能な開発に関する国連会議」（リ

オ＋20）に向けて、「地球サミット 2012Japan」（任意団体）は日本の市民の声を世界に

届けるべく活動を展開中。専属や有給のスタッフはおらず、50 名以上のスタッフ全員が

市民参加によるプロボノ活動（ほかにも本業を抱えながらのボランティア参加）。これ

まで、リオ＋20 に向けて市民を巻き込む様々なイベントを開催。2011 年７月現在、日

本や世界の抱える様々な問題点について参加者全員で対話を行う「アースダイアロー

グ」を開催中。（http://earthsummit2012.jp/） 

 

 

（３）効果の評価  

 

まず、定量的な評価を行うべきか、行うとしてどこまで可能かが問題となる。評価す

ることによる弊害（例：評価できるものしか教えなくなる、個性を見えなくする）や、

「教育」は短期的には効果は出ず、短期的な定量的評価にはなじまない部分が多いこと

などを念頭におく必要がある。 
 
他方で、「普及啓発」は短期的な行動変容を目的とするので、（程度にはよるものの）

ある程度の短期的な定量的評価も可能ではないか（例えば、政策評価や政策評価委員会

などのツールは活用できないか。また、普及啓発施策について、全ての対象の行動変容

自体を追跡して効果を図るのは事実上難しいため、対象内のある一定の不特定集団に対

する継続アンケートなどによる追跡が検討できないか）。いずれにせよ、評価手法の開

発が必要であると考えられる。 
 
その上で、評価すべき部分（カリキュラムなど）、評価ができる部分（イベント参加

者に対するアンケートによる追跡等）及びその評価方法について今後研究していく必要

がある。 
なお、参考情報として、韓国では環境教育の効果の検証に関する報告書がまとめられ

ている（参考３参照）。 
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評価の目的としては、社会に環境教育・普及啓発の効果を説明することのほか、実践

者自身が環境教育や普及啓発を改善していくための自己レビューとして活用すること

も挙げられる（具体的な実施方法については更に検討が必要である）。 
 
 

  
参考３：韓国環境部国際環境教育研究所作成「環境教育効果の評価についての研究 

‐小学校を対象に‐」報告書（暫定訳）（ポイント） 

 

 樋高チームリーダーが韓国出張から持ち帰った報告書（原文はハングル）を暫定的に

翻訳したもの。ポイントは以下のとおりである。 

 

◆報告書作成時期：2007 年 3 月 

◆研究責任者：チェ・ソクチン（国際環境教育研究所長、元韓国環境教育学会長） 

◆目的と概要：国レベルで環境教育の効果を具体的に検証し、環境教育の経済性評価を

行い環境教育政策の策定と推進の参考とするべく、小学校を対象に研究を実施。環境

教育の経済性効果分析まで行ったものは（韓国）国内で初めて。 

◆研究方法： 

全国の小学校のうち環境教育を重点的に指導する「環境教育重点指導学校」（重点

校）と正規授業以外に別途環境教育を実施しない「環境教育一般指導学校」（一般校）

を分けてサンプリングし、学校類型別に環境教育の実施状況とその効果を比較した。 

・調査対象児童：主に 5年生（全国的に 20 校、76 学級の約 2,600 人） 

・調査方法：アンケート、経済性分析、面談を実施 

・研究実施期間：2006 年 4 月から 2007 年 3 月まで 

 

□ アンケート分析結果（概要） 

環境教育を重点的に指導した学校（重点校）は、そうでない学校（一般校）に比べ、

環境教育の認知的領域（生態学、環境問題等に関する知識）と定義的領域（環境感受

性、認識）の目標達成に効果がほぼ現れた。特に児童の親環境的な態度と行動面でそ

のような（肯定的な）傾向を示した。 
 
 □ 環境教育の経済性分析結果（概要） 

家庭での上水道料金、電気料金、ガス料金は環境教育重点指導学校の児童の家庭が

環境教育一般指導学校の児童の家庭に比べ低い。分析結果を通じて集中的な環境教育

が家庭の光熱費を節減させるとは断言できないが、その可能性が大きいことが確認で

きた。 

上水道料金は地域に関係なく重点校の児童の家庭が一般校の児童の家庭に比べ低

く、電気料金は大都市と中小都市で、ガス料金は大都市で重点校の児童の家庭が一般

校の児童の家庭に比べ低い。 
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家庭の残飯および一般ゴミ排出量は重点校と一般校の児童間に差は見られなかっ

た。 

児童が学校で残す食べ物の量は、重点校の児童が一般校の児童に比べ少なく、家庭

で残す食べ物の量に差はなかった。 
 

 

□ 面談調査の結果（概要） 

環境教育重点指導学校の児童は地域に関係なく環境認識と実践意志が環境教育一

般指導学校の児童に比べ高かった。これは「裁量活動」時間を通じた環境集中教育が

効果的であったことを示すもの。各教科の中でも環境について教えられてはいるが、

特化された時間と教材を通じて行われる環境教育が児童に環境的に望ましい実践意

志を呼び覚ます上で重要な役割を果たすという事を示すものである。 
 

□ 提言（概要） 

児童と教師が求める内容をはじめ、教師の研修と訓練、教材開発および継続的な支

援などが必要である。 
今後、中学・高校を対象に継続的な研究を行い、総合的に分析する必要がある。そ

して今後の研究では、今回の研究の設計段階で外部的要因により実施できていない部

分を補い、より実質的な研究が行われるよう望む。特に今回の研究で環境教育の経済

性効果分析が国内で初めて試みられ、有意な結果を示し、今後本格的な後続研究を通

じて補完および比較分析などが可能となるという点で重要な含意を持つと言える。 
最後に、今回の研究を通じて明らかなことは、知識や理解などの認知的領域にとど

まらず価値・態度および実践などの定義的領域、そしてこれに基づく家庭でのガス、

水道料金などの節約などの結果が環境教育の実施結果として表れている点である。環

境教育は、今後一層強化されるべきだろう。 
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４．環境教育、普及啓発の具体的な推進方策   

 
 これまでの第１～３章での検討の結果を踏まえ、以下では、今後の環境教育・普及啓

発の具体的な推進方策の例を示します。これらは今後、様々な政策手段によって、短期

～中長期的に取り組まれるべきと考えられるものです。 

 
 

（１）国が行うべき取組 ―短期的な取組― 

 

① 共通事項 

○ 環境教育情報にアクセスしやすくするため、環境省内の環境教育の取組のポー

タルサイトを整備するとともに、情報の充実を図る。また、普及啓発との連携も

検討する。普及啓発についても、わかりやすい情報提供のための基盤整備を図る。 
○ 国立公園など国の管理する場や民間の環境教育活動の場を有効に活用できる仕

組みを整備するなど、環境教育活動の場を充実させる。 
○ 地域の多様性を活かした環境教育を推進する（自然や農林水産体験、工場・発

電所見学など含む）。とりわけ、地域の個性ある資源を活用して楽しみながら生物

多様性や環境意識を育むエコツーリズムを有効に活用する。 
○ 企業や NGO/NPO 等の優良な取組についての情報を共有し、具体的な支援を検討

する。 

○ 環境教育活動を応援するため、環境大臣賞に関する情報を集約するとともに、

副大臣賞・政務官賞を創設する。同様に、賛同・後援といったスキームを利用し

やすいものにするよう、煩雑な事務手続きを見直す（「環境省ブランド」のさらな

る活用）。 
○ 環境教育の改善に資するため、環境教育の内容及び方法についての調査研究を

行う。 
○ 企業と教育機関のマッチングを推進する場を整備する（大企業のみならず中小

企業を含めたインターンシップや就職情報の提供等）。 
○ 今回の震災復興に直接・間接に貢献する環境教育・普及啓発の具体的施策につ

いて検討する。例えば、農林漁業等と連携し地域と協働しつつ、地域の豊かな自

然や文化を活用した、災害記録の伝承も含めたエコツアープログラムや自然体験

プログラムを実施する。また、震災を契機とした、節電などを通じた国民の意識

変化をとらえた施策を実施する。 
 

② 学校教育   

（ⅰ）プログラム・教材・場 
○ パンフレット「授業に活かす環境教育」に、関係の深い教科等の内容を効果的

に関連付けた優れた指導計画の例などの実践事例を追加する（YouTube 等で授業

風景を動画でも提供）。 
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○ 断片的な「教育素材」を充実させる（例えば、映像や写真、パワーポイントの

うち、教員が切り取り加工して自らの授業に使えそうなものというイメージ。例：

JCCCA の写真や教材など）。 
○ エコスクールの推進等、学校教育における環境教育の場を整備する。 
○ 学校林や愛鳥モデル校を地域の自然を学ぶ場として有効に活用する。 

   
（ⅱ）教員 

○ 教員や地域の環境リーダーを対象とした環境教育研修を実施する。 
 

（ⅲ）支援制度 
○ 企業、NGO/NPO 等地域の人材と学校をつなぐコーディネーターの育成と活用の

スキームづくりを進める。 

○ 環境教育の実施に当たり、教員を地域で支援する。 

○ 学校での CO2削減量の見える化や、削減量に応じた支援を推進する。 

○ 環境教育研究会を始めとする教員の自主的な環境教育に関する活動をサポート

する仕組みを整備する。 

 
③ 家庭・職場・地域などにおける教育  

○ 環境省は文部科学省と連携し、放課後子ども教室における環境教育を充実させ

る。 

○ 企業、NGO/NPO等の環境教育プログラムが自走できるための支援を充実させる。 

○ 社有地の活用や、社員参加の環境教育・ボランティア活動等のための制度的支

援を検討する。 

○ 家庭における環境教育の活動を行っている NGO/NPO 等の優良な取組についての

情報を共有するとともに、具体的な支援を検討する。 

 

④ 普及啓発 

○ マーケティングの手法を取り入れた、対象の特性や環境への関心が異なる層な

どのセグメント毎、ターゲット毎に対するアプローチ方法を検討する。 
○ 知識の一方通行型から、双方向コミュニケーション型の普及啓発ツールを開発

する（アンケート、ヒアリング、ワークショップ等の手法による受け手からのフ

ィードバック等のセット）。 
○ 環境に関心のない層の行動変容を促す普及啓発手法を検討する（入口の工夫、

例えば Fun theory のようなアプローチ）。 

○ ツールや手法だけでなく、コミュニケーションやファシリテートに長けた人材

の育成を行う。そのためのプログラム（省内で実施するものも含む）の開発・活

用を行う。 
○ 異世代、異趣味、異文化等、価値観の異なる者・セクターが交流できる場を設

定する（ないし、場の設定のサポート）。 
○ 子ども向けの節電対策を検討する。 
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○ 教員、保護者、産業界や大学関係者など様々な人々が環境について考える場を

設け、環境教育の在り方等についての研究協議等を行うとともに、各種活動の成

果発表や展示会等を開催する。 
 
⑤ 他省との連携・省内の体制整備  

○ 環境教育を進めていくための、環境省と文部科学省等との連携・協力体制を整

備する。 
○ 環境省と文部科学省とで連携し、環境教育の効果に係る定量データの共同研究

を実施する（環境面での効果だけでなく、「生きる力」の育成につながっていると

いう効果も含む）。 
○ 環境省内においても、環境教育・普及啓発施策における各部局間の施策の重複

や無駄の見直し、必要なデータの効率的な収集や共有、必要に応じた関係部局・

課室（ときには他府省庁と）の連携などを積極的に行い、毎年の施策の実施にあ

たっても、効率的な施策が実施されるよう体制の整備を行う。 
 
（２）国が行うべき取組 ―中・長期的な取組― 

 

① 共通事項  

○ 環境を始めとするテーマについて学ぶ持続可能な開発のための教育（ESD: 
Education for Sustainable Development）を国際的な連携の下、我が国において

推進する。2014 年に我が国で開催される「国連 ESD の 10 年最終年会合」にお

いては、日本型の環境教育も合わせて発信する。 
○ COP10 の CEPA（広報・教育・普及啓発）決議を踏まえ、2020 年までにすべ

ての人が生物多様性の重要性を認識するよう、CEPA の活動を展開する。 
○ 環境人材が必要とされる社会を実現する（環境人材需要の創出。例えば、環境

ビジネスの活性化や環境投資の促進、企業の環境活動の見える化など） 
 

② 学校教育 

○ 既存の学校施設を含めたすべての学校においてエコスクールづくりを目指す。 

 
 
事例８：各セクターの連携のイメージ例①「出前授業」 

・国 → 出前授業を行う企業（又は NGO/NPO 等）のうち優良な活動を表彰 

・自治体 → 出前授業を行う企業（又は NGO/NPO 等）を地域に広く紹介 

・企業 → 実際の出前授業等を学校で実施 

・NGO/NPO → 企業の出前授業をコーディネートまたは企業と学校をマッチング 

（国に表彰されることで企業のやる気が出たり、自治体に広く紹介されたり、

NGO/NPO にマッチングしてもらうことで、企業側からの広報などに手間がかからな

い、などのメリットが得られる） 
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事例９：各セクターの連携のイメージ例②「環境就職相談会＠エコプロダクツ」 

  ・国 → エコプロダクツ（日経新聞主催）に対する後援 
  ・自治体・企業 → 相談員の派遣 
  ・NGO/NPO → 大学生と各社の相談員をマッチングする場をコーディネート 

（様々な企業等の現場における環境人材の需要や、職場の情報を学生がダイレクト

に仕入れることができる、学生と企業のマッチング、などのメリットがある） 
（http://soudankai.eco-2000.net/） 

 
 
事例１０：特定非営利活動法人ひらかた環境ネットワーク会議の取組 

 
 平成 17 年、NPO 法人ひらかた環境ネットワーク会

議は、行政、交通事業者、大学との間で環境に優し

い交通まちづくりのためのコアチームを結成しまし

た。自治会と協働しながら環境的に持続可能な交通

まちづくりの活動を進めてきています。 

 具体的には、バスタウンマップを企画・編集し、3

万世帯を対象に配布することにより、自家用車から

バスへの転換を促進したところ、バス利用頻度が7％

増加し、CO2 を 5％削減しました。その他「バスのっ

てスタンプラリー」の開催や、楽しみながら環境に優しい交通を学ぶ「交通すごろく」

の作成などを実施しています。 

 
 
事例１１：帯広駅モビリティ・センター運営協議会の取組 

 
 帯広駅モビリティ・センター運営協議会は、

廃食油を回収したバス燃料としての利用を図

る活動を行っており、バスの利用促進、BDF
の環境への優しさについて普及啓発を行って

います。 
 市内のバス事業者がそれぞれ作成していた

マップを統合し、1 枚のバスマップを作成し、

市内全戸 80,000 世帯に配布しました。新聞社

が発行するバス路線図に採用され、効果的な

地域の浸透を実現しました。 
 また、市内の小中学生や高齢者を対象に、交通の環境の関わり、バス路線図の見方、

BDF の環境への優しさなどについて講義を行い、小学校のべ 20 校、中学校のべ 2 校、

計約 1,900 人が参加しました。 
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 事例１２：こども環境活動支援協会 LEAF の取組 

特定非営利活動法人こども環境活動支援協会 LEAF は市民・事業者・行政が連携、協

働し、子どもたちの環境活動を地域や学校などあらゆる場において支援することを目的

に設立されました。 
 次代を担う子どもたちが、地球環境に配慮した暮らしや活動ができる地球市民へと成

長してくれることを願い、子どもたちの自主的な環境活動を支援するため、西宮市での

「EWC エコカードシステム」の開発実施、体系的な環境学習のしくみづくり、その推

進役となる人材の育成、エココミュニティ会議の活動支援や国際的視野を持った持続可

能な地域づくりに向けた活動を行っています。（URL: http://leaf.or.jp） 
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（参考資料１） 

環境教育の系譜 
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（参考資料２） 

過去の報告書等における環境教育に関する記述について 

 
 
１．環境教育懇談会報告書（’88 年 3 月） 

 
当時、国内においては、環境問題の態様が、工場、事業者の事業活動に伴う、いわゆ

る産業公害から、生活排水による水質汚濁、自動車交通量の増大による大気汚染、騒音・

振動などの、いわゆる都市・生活型公害へと変化する一方で、より豊かな生活環境の実

現に向けて、身近な自然とのふれあいの確保など、快適な環境の保全・創造を求める国

民ニーズが高まってきていた。 
一方、’72 年の「国連人間環境会議」（ストックホルム）における「人間環境宣言」や、’75

年の「国際環境教育会議」（ベオグラード）における「ベオグラード憲章」、’77 年の「環

境教育政府間会議」（トビリシ）における「トビリシ宣言」、’82 年の「UNEP 管理理事

会特別会合」における「ナイロビ宣言」など、国内外で環境教育は必要不可欠なものと

認識されてきた。 
こうした中、’86 年 5 月、環境庁では「環境教育懇談会」を設置し、環境教育のあり方

についての検討を行い、環境教育の理念・環境教育を進めていく上での課題等をとりま

とめた。（’88 年 3 月「みんなで築くよりよい環境」を求めて） 
 
 ①環境教育の理念 
  環境教育の理念を下記 5 点として整理した。 
Ø 環境資源の有する価値についての認識を育むこと 
Ø 環境とのふれあいを通じ、環境モラルを養い、豊かな感性と自然を慈しむ心を育む

こと 
Ø 人間活動の環境に及ぼす影響についての認識を徹底すること 
Ø 人間活動と環境容量との調和について社会的合意の形成を図っていくこと 
Ø 国民一人一人が、学習活動を通じ、自主的に実践活動に乗り出し、よりよい環境を

築いていくようにすること 
②環境教育を進めていく上での課題 
 環境教育を進めていく上での課題を下記 4 点として整理した。 
Ø 情報提供ネットワークの構築 
Ø 情報内容の充実 
Ø 環境教育学習のための拠点づくり 
Ø 民間活動の支援体制の整備・充実 
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 ２．中央環境審議会答申（’99 年 12 月） 

 
当時、環境問題は、複合的に大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動を背景

とした大気汚染・水質汚濁や身近な自然の減少などから、地球温暖化、オゾン層の破壊、

酸性雨など地球規模の環境問題に至るまで多様化、深刻化してきていた。 
これらの環境問題に対応するため、’92 年 6 月にブラジルで開催された地球サミットの

成果を踏まえ、環境政策の枠組の再構築を行い、’93 年の「環境基本法」制定を受け、翌

年閣議決定された「環境基本計画」においては、「循環」「共生」「参加」「国際的取組」

の４つを環境政策の長期的な目標とした。 
こうした中、’98 年 7 月、環境省は、中央環境審議会に「環境教育・環境学習の推進方

策のあり方」について諮問し、「環境教育小委員会」において検討を行い、環境教育・環

境学習の実施に当たっての留意点、環境教育・環境学習推進の方向、環境教育・環境学

習の具体的な推進方策等について答申がなされた。（’99 年 12 月「これからの環境教育・

環境学習―持続可能な社会をめざして―」） 
 
①環境教育・環境学習の実施に当たっての留意点 
 環境教育・環境学習の実施にあたっては、以下の視点が重視されるべき。 
Ø 総合的であること 
Ø 目的を明確にすること 
Ø 体験を重視すること 
Ø 地域に根ざし、地域から広がるものであること 

②環境教育・環境学習推進の方向 
 環境教育・環境学習の推進方策は、以下のように基本的考え方のもとに再構築すべき。 
Ø すべての関連施策を「関心の喚起→理解の深化→参加する態度・問題解決能力の育

成」を通じて「具体的行動」を促すという一連の流れのなかに位置づけること。 
Ø 知識・理解を行動に結びつけるために、継続的な実践体験を環境教育・環境学習の

中心に位置づけること 
Ø 体系的かつ総合的な環境教育・環境学習を着実にすすめることが可能となるような

効果的な仕組みを構築すること 
③環境教育・環境学習の具体的な推進方策 
 具体的に講ずべき施策について、以下の通り整理した。 
Ø 環境教育・環境学習推進の原動力として多彩な人材が育つ仕組みを構築 
Ø 具体的行動に結びつくプログラムの整備を行う 
Ø ネットワークで多様な情報をつなぐ 
Ø 実践的体験活動を行うことのできる場や機会を拡大する 
Ø 環境教育・環境学習に関する各省庁間の連携を強化する 
Ø 国と地方公共団体の役割分担と連携を図る 
Ø ビジネスの視点から環境教育・環境学習の推進を探る 
Ø 地域の多様性を尊重した国際協力を推進する 
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（参考資料３） 

環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の 

概要と背景 
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（参考資料４） 

環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な方針（構成） 
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（参考資料５） 環境保全活動・環境教育推進法改正の概要 
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（表紙の絵は、検討会合の最終回の際に、会議の議論の様子を聞きながらグラフィックレ

コーディングをして下さった、「いとうみちおさん」の作品です） 

 


