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2030年に向けた

持続可能な環境学習

2009年1月24日

環境学習ﾁｰﾑ

望月・竹内・園田・冨田



2

１．現状認識

１）愛知県民の環境に対する意識

環境に対する意識が高まった：約６割 環境学習活動等に参加している・したい：約９割

県民の環境意識は高い
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段　階 指　　針

出会い （１）県民一人ひとりが出あい、環境問題に気づきあい、ともに環境学習への第一歩を踏み出す

気づきあう （２）自然とふれあう体験を通じて、人も自然界の一員であることを体感する

（３）私たちの生活と地域環境とのつながりに気づく

学びあう （１）保育所・幼稚園から大学まで連携した環境学習を推進する
（２）学校における環境学習を推進する

（３）環境学習のリーダーを育てる場と仕組みを作る

（４）世代間で「知恵」を継承する
（５）環境学習の拠点機能を担う体制を整備する

（６）事業者における従業員向け環境学習を推進する

（７）行政機関における環境学習を推進する

活かしあう （１）地域ぐるみで環境学習を推進する仕組みをつくる
（２）身近な自然を生かし、育てる活動を展開する

（３）グリーンコンシューマーを育てる

つながりあう （１）愛知の環境学習機能を持つ施設の連携を推進する

（２）海と山、都市と農山漁村、上流と下流、生産者と消費者の交流を推進する

（３）地球的な視点に立って環境学習を推進する

愛知県における環境学習に関する取組み
　　　　　　愛知県環境学習基本方針（平成17年1月 制定）

１．現状認識

２）愛知県における環境学習に関する取組み

継続的・連続的な環境学習が必要
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２．2030年に向けての提言

２）協働による環境学習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

行政・家庭・学校・企業等が連携し、地域環境に根ざ
した環境学習を創り、持続的な環境保全活動を促進

2030年の愛知県

「自ら考え、具体的な行動が出来る
県民で溢れている」

１）環境情報の視える化

いつでも・どこでも環境に関する情報を眼にすることが
出来る状態を造り、自発的な環境保全活動を促進
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３．提案

１）環境情報の視える化

自発的な環境保全活動へ

企業 家庭 学校

TV、新聞、書籍(帯)など

県民ﾆｰｽﾞの吸上げ
県民は何を欲しがっているか？
県民は何を期待しているか？

・常に情報が溢れている
・欲しい情報がいつでも
　手に入る

環境情報部

他部局 他部局 他部局

情報媒体

県民

外部

県民ﾆｰｽﾞに合った情報収集
正しい情報の提供

県政の強い意志の提示
愛知県
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県民の「やりたい」「知り
たい」を大切にして、自
発的な環境保全活動へ

３．１）環境情報の視える化

（１）行政⇔県民　～欲しい情報の授受～

自発的な環境保全活動に
拡がりが出る

企業 家庭 学校

TV、新聞、書籍(帯)など

環境情報部

他部局

情報媒体

県民

外部 他部局 他部局

県民ﾆｰｽﾞに合った情報収集 県民の疑問・質問に回答
誰かが欲しがった
情報を公開

愛知県
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３．１）環境情報の視える化

企業 家庭 学校

TV、新聞、書籍(帯)など

環境情報部

他部局

情報媒体

県民

外部 他部局 他部局

県民ﾆｰｽﾞに合った情報収集

愛知県学習成果、疑問・
質問への回答を
公開

（２）行政⇔学校　～環境学習成果の公開～

他者の取組みが参考になる
⇒環境学習に繋がりが出る、活動の環が拡がる

◆学習成果が公開され　
生徒・教員ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝup

◆疑問・質問への回答から
継続的な環境学習

環境学習の成果報告
疑問・質問への回答
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自分たちの環境政策⇒自ら学び・考える
⇒政策が有効に機能し、持続的に発展

３．１）環境情報の視える化

（３）行政⇔県民　～環境関連政策を考える～

企業 家庭 学校

TV、新聞、書籍(帯)など

環境情報部

他部局

情報媒体

県民

外部 他部局 他部局

県民ﾆｰｽﾞに合った情報収集

愛知県政策の目的・内容
進捗状況

政策に対する
意見・要望・疑問 etc…
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４．提案実現のためのアクションプラン

１）環境情報の視える化

企業 家庭 学校

TV、新聞、書籍(帯)など

環境情報部

他部局

情報媒体

県民

外部 他部局 他部局

県民ﾆｰｽﾞに合った情報収集

愛知県

②環境部HP「あいちの
環境」を活用しての
情報の吸上げ

①各部局等から人材を
　 集め「環境情報部」結成
→ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞを持って

　　　情報の一元化を図る

③既存媒体を活用し、
県民が環境に関する
情報を常に目にする
状態にする
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２）協働による環境学習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

３．提案

自分たちの環境学習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ⇒自ら学び・考える
⇒ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが有効に機能・持続的に発展

環境学習
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを
創り上げる

学校

行政

家庭

企業

市
町
村
ﾚﾍ
ﾞﾙ
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３．２）協働による環境学習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（２）地域の自然環境に根ざした学習プログラム

身近な地域環境は子供たちの日常的な場所

⇒ 実感し易く、リアリティのある学習が可能

（１）家庭で簡単に出来る学習プログラム

基本的な生活習慣・社会規範を身に付ける場所

⇒ 家庭を環境学習の出発点と位置付け

ex.環境絵本の各戸配布、ﾘﾕｰｽ&ﾚﾝﾀﾙ

ex.農家・農業高校指導による農耕体験

◆協働で創る環境学習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのｺﾝｾﾌﾟﾄ
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例：環境絵本の無料配布→ﾘﾕｰｽ&ﾚﾝﾀﾙ

　◆「あいち環境絵本」の入選作品を　　　
幼児がいる家庭に無料で配布

　　 ⇒各家庭で子供への読み聞かせ

３．２）協働による環境学習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（１）家庭で簡単に出来る学習プログラ

家庭

行政

ｽｰﾊﾟｰ・ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ等

家庭

地域

自然環境保護

ﾚﾝﾀﾙ

　◆各家庭で不要になった配布絵本を
行政へ寄附し、ｽｰﾊﾟｰ等でﾚﾝﾀﾙ

寄附

配布

配布⇒収益金を地域の
自然環境保護に
活用
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３．２）協働による環境学習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（２）地域の自然環境に根ざした学習プログラ

人材登録

行政

農家

農業高校

先生派遣

先生 農地・休耕地

農地確保

農地提供

種蒔 収穫

企業

家庭

小学校

保育園・幼稚園

地域

例：農家・農業高校指導による農耕体験　

　　農家の方、農業高校の生徒等が先生となって
地域の人々が農耕体験

中・高・大学校

全
員
参
加
（授
業
の
一
環
）

幼児～小学生が種蒔～収穫までを体験

（年齢によって作業負荷変更）
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学校

行政

家庭

企業

４．提案実現のためのアクションプラン

２）協働による環境学習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

学校

行政

家庭

企業

①協働の場を　　　
行政がｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

②「企業⇔企業」「企業⇔学校」等の
地域での繋がりを持ってﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
を創り上げる

③他の地域との連携を
行政がｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ
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提案事項 担当 ‘09 ’10 ‘11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20

環境情報の

視える化
県(環境部)

提案事項 担当 ‘09 ’10 ‘11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20

県(環境部)

市町村
協働による

環境学習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
市町村

県(環境部)

市町村

市町村

４．提案実現のためのアクションプラン

３）スケジュール

検討（体制作り、計画立案）

試行（問題抽出・対策）

運用（見直し：1/年）

検討（地域選定）

検討（体制作り、計画立案）

運用（見直し：1/年）

見直し結果反映

見直し結果反映

活動見直し（3年/回）

検討（地域選定）

検討（体制作り、計画立案）

運用（見直し：1/年）

活動定着化・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ充実

Ex.旧県事務所管轄ｴﾘｱ＋名古屋市＝8ｴﾘｱから各1市町村⇒順次ｴﾘｱ拡大
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愛知県における環境学習に関する取組み
　　　　　　愛知県環境学習基本方針（平成17年1月 制定）

５．まとめ

２）協働による環境学習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

行政・家庭・学校・企業等が連携し､地域環境に根ざした
環境学習を創り、持続的な環境保全活動を促進

１）環境情報の視える化

いつでも・どこでも環境に関する情報を眼にすることが
出来る状態を造り、自発的な環境保全活動を促進

2030年の愛知県

「自ら考え、具体的な行動が出来る
県民で溢れている」
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