はじめに
私たちの暮らす佐世保市は、県北最高峰の国見山や烏帽子岳を
はじめとする美しい山並み、美しいリアス海岸が続き、西海国立
公園に指定されている九十九島、海に囲まれた宇久島の豊かな景
色、温暖な気候であることで恵まれている豊かな自然、海・山・
川に多く生息している野生動植物といった豊かな環境の中で様々な恵みを受けています。
また、2018（平成 30）年４月には、九十九島湾が観光振興と資源保護等を目的とした国際
機関である「世界で最も美しい湾クラブ」に加盟し、同年６月には、黒島天主堂を含む「黒島
の集落」が長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の構成資産として「世界文化遺産」に登
録されました。
私たちは、未来の子どもたちに、この豊かな緑と水辺に恵まれた自然環境や地域の歴史・文
化を守りながら、同時に発展し続けるまち「自然と共に生きるまち させぼ」を受け継いでい
くために、それぞれの役割を自覚し、これまでの知恵と経験を活かしながら協働しなければな
りません。
本市では、環境教育・環境学習を体系的に推進するための指針として 2001（平成 13）年に
「佐世保市環境教育・環境学習計画」を策定し、変わりゆく環境課題に対応するため、２度の改
定を経ながら環境教育を推進してまいりました。
今回の改定では、環境問題を取り巻く情勢の変化に対応しつつ、各主体との連携を強化し、
本市ならではの豊かな自然環境をより活かした環境教育を推進し、環境保全の重要性に気づき、
考え、それぞれの立場に応じて自発的、積極的に環境に配慮した行動ができる“環境市民”の
育成を図ってまいります。
一人ひとりの行動は小さくても、そこに込められた思いは決して小さくありません。その思
いが積み上がって、大きな力となって、きっと、社会を、そして私たちの未来を、より良いも
のへと変えていけると確信しております。
今後は本計画に基づき、環境教育の主体である「市民」・「市民団体」・「事業者」・「学校等」・
「行政」が連携・協働しながら、効果的な取り組みを進めてまいりますので、皆様のご理解とご
協力をお願いいたします。
最後に、計画の改定にあたり、貴重なご意見をお寄せくださった市民の皆様、熱心にご議論
くださいました「佐世保市環境教育等推進協議会」の皆様に、心から感謝申し上げます。

2019（平成 31）年３月
佐世保市長

朝長 則男
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第１章 計画の基本的事項

１ 計画の目的等
⑴ 計画の目的
本計画は、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」（以下「環境教育等促進
法」という。）の第８条の規定に基づく、佐世保市の「行動計画」です。
また、本市の他の関連計画や個別施策、国の「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環
境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」（以下「基本方針」という。）等との整合
を図りながら、市民の環境保全活動を促進し、佐世保市環境基本計画（2018 年度～ 2027 年度）
（以下「佐世保市環境基本計画」という。）の重点プロジェクト「SASEBO“e”PROJECT」
（以下「重点プロジェクト」という。）に掲げる、環境保全の重要性に気づき、考え、それぞれ
の立場に応じて自発的、積極的に環境に配慮した行動をする市民である“環境市民”を育成し、
望ましい環境像「自然と共にいきるまち させぼ」を未来の子どもたちに受け継いでいくため
の部門別計画としても位置付けます。
環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進が重要であること
を鑑み、本市の環境教育施策の総合的・計画的な運営指針を示すとともに、環境教育の推進に
向けて多様な主体が連携・協働を進める上での具体的な方向性・目標を明らかにしています。

環境基本法
環境基本計画

環境教育等による環境保全の
取組の促進に関する法律
環境保全活動、環境保全の
意欲の増進及び環境教育並びに
協働取組の推進に関する
基本的な方針

佐世保市環境基本条例
佐世保市環境基本計画
・６つの基本目標
・重点プロジェクト
【望ましい環境像】
自然と共にいきるまち
させぼ

佐世保市総合計画

環境に関する
取り組み

長崎県
環境教育等行動計画

環境市民の育成
第２次
佐世保市環境教育等
推進行動計画

図 本計画の位置図付け

⑵ 計画の期間
本計画の上位計画である佐世保市環境基本計画における重点プロジェクトの取り組みが、中
間見直し時期である 2022 年度であることを踏まえ、本計画の計画期間を 2019 年度からの４
年間とし、目標年次は 2022 年度とします。
なお、計画期間内においても、社会情勢の変化や計画の進捗状況などを踏まえながら、必要
に応じて見直しを行います。
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■佐世保市環境基本条例

第 17 条（環境教育及び環境学習の推進）

市は、環境教育及び環境学習の充実を図るため、次に掲げる事項を総合的かつ計画的に実施するも
のとする。
⑴ 学校教育における環境教育の推進のための施策
⑵ 良好な環境の保全等に関する地域や職場における生涯学習の支援のための施策
⑶ 良好な環境の保全等に関する広報啓発活動
⑷ その他環境教育及び環境学習の推進のために必要な施策

コラム

佐世保市環境基本計画（2018 年度～ 2027 年度）

佐世保市環境基本計画は、佐世保市環境基本条例 第 10 条に基づく計画です。これまで、佐世保
市では、
「佐世保市環境基本計画」〔1997（平成９）年〕、
「佐世保市環境基本計画（改定版）」〔2008
（平成 20）年〕、
「佐世保市環境基本計画（改定版）
［中間見直し］」
〔2013（平成 25）年〕
（以下、
「前
計画」という。）を策定しています。
今回、前計画の計画期間が 2017（平成 29）年度に終了することに伴い、本市の環境の現状や
課題などを踏まえて、
「佐世保市環境基本計画 2018 年度～ 2027 年度」（以下、
「本計画」という。）
を策定しました。
本計画には、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく地球温暖化対策実行計画（区域施
策編）を含めています。

佐世保市環境基本計画（改定版）
〔2008( 平成 20) 年〕

佐世保市環境基本計画（改定版）
［中間見直し］
〔2013( 平成 25) 年〕

佐世保市環境基本計画
2018 年度〜 2027 年度
〔2018( 平成 30) 年〕

望ましい環境像
私たちの暮らす ｢させぼ｣ は、県北最高峰の国見山や烏帽子岳をはじめとする 美しい山並み、美
しいリアス海岸が続き、西海国立公園に指定されている 九十九島、温暖な気候であることで恵まれ
ている 豊かな自然、海、山、川に多く生息している 野生動植物、といった豊かな環境の中で様々
な恵みを受けています。
しかし、それらは未来の子どもたちにまで確実に約束されているものではありません。私たちが
便利で快適なくらしをとどまることなく追い求めるならば、そのことが、これら豊かな環境に深刻
な影響を及ぼすからです。
私たちは、未来の子どもたちに、豊かな緑と水辺に恵まれた自然環境を守りながら、同時に発展
し続けるまち、｢自然と共に生きるまち させぼ｣ を受け継いでいくために、それぞれの役割を自覚し、
これまでの知恵と経験を活かしながら、協働しなければなりません。
そこで、本計画では、本市が目指す望ましい環境像として、前計画で掲げた ｢自然と共に生き

るまち させぼ｣ を引き継ぐこととします。
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コラム

佐世保市環境基本計画（2018 年度～ 2027 年度） 施策体系

望ましい環境像の実現に向けた６つの基本目標を設定します。そのうち基本目標６は、基本目標
１から基本目標５までの共通基盤となる目標としました。
また、基本目標の下には、取り組みの方向性を示しています。
さらに、６つの基本目標の実現に向けた取り組みをけん引し、計画の着実な推進につなげること
を目的として、重点プロジェクトを設定しました。

注）佐世保市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）とは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく法定計画です。
図 佐世保市環境基本計画の施策体系
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コラム

佐世保市環境基本計画（2018 年度～ 2027 年度）
重点プロジェクト「SASEBO“e”PROJECT」

⑴ 重点プロジェクトの位置づけ
重点プロジェクトは、本市を取り巻く環境の現状や社会的な状況を踏まえ、計画期間の満了する
2027 年度を見通しながらも、望ましい環境像「自然と共に生きるまち させぼ」を未来の子どもた
ちに受け継いでいくため、計画の中間見直し時期である５年後（2022 年度）までに重点的に取り
組む象徴的なものです。

⑵ 重点プロジェクトで取り組む課題
●エコライフの推進
自然環境の保全や地球温暖化防止等のためには、私たち１人ひとりが日々の生活を見直し、環
境に配慮したエコな暮しを実践することが重要です。
●環境教育の推進
豊かな自然環境を守り、ともに暮らしていくためには、環境保全の重要性に気づき、考え、そ
れぞれの立場に応じて自発的・積極的に環境に配慮した行動をする人“環境市民”を育てる環境
教育を推進することが重要です。

⑶ 重点プロジェクトが果たす役割
させぼエコプラザを拠点として、２つの課題を連携しながら市民・市民団体・事業者が積極的に
参加・協働して取り組むことで、重点プロジェクトが望ましい環境像の６つの基本目標の実現を推
進・けん引していく役割を果たします。

図 重点プロジェクトの位置付け
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コラム

環境教育の推進方策についての取組の方向（国の基本方針）

国が 2012（平成 24）年６月に策定し 2018（平成 30）年６月に変更した「基本方針」では、
環境保全を推進していくために求められる人間像は、環境保全に限って求められるものではなく、
持続可能な社会づくりのために求められる理想的な人間像と言え、こうした人材は環境教育のみな
らず、家庭、学校、職場、地域等における、あらゆる教育の取り組みによって育成されていくべき
ものであることが示されています。
また、環境教育の目標、内容、手法と実現のための施策については、
「環境教育がはぐくむべき能力」
及び「環境教育に求められる要素」並びに「環境教育において特に重視すべき手法」が示されてい
ます。

ア 環境教育がはぐくむべき能力
環境保全のために求められる人間像に求められる能力として、知識や思考力といった認知的な側
面や、心情、態度、意欲及び感性など社会・情動的な側面の両面から捉える必要があり、大きくは、
「未
来を創る力」と「環境保全のための力」に分けることができ、これらをはぐくむのが環境教育の役
割だということができます。
イ 環境教育に求められる要素
学校における環境教育は、各教科や総合的な学習の時間等で扱われています。また、職場や地域
社会では、事業活動や地域の自然や社会に応じた環境教育が実施されています。
このように環境教育は、様々な場で様々な内容で実施されていますが、「ウ」において記述する
手法を行うことを前提として、以下の要素を重視していきます。
・ 人間と環境との関わりに関するものと、環境に関連する人間と人間との関わりに関するもの、
その両方を学ぶことが大切であること
・ 環境に関わる問題を客観的かつ公平な態度でとらえること
※１
・ 生産・流通・消費・廃棄の社会経済システムにおいて、ライフサイクルの視点で環境負荷 を
とらえること
・ 豊かな環境とその恵みを大切に思う心をはぐくむこと
・ いのちの大切さを学ぶこと
ウ 環境教育において特に重視すべき手法
環境教育の実践においては、知識の一方通行に終始させるのではなく、学習に参加する者から気
付きを引き出し、協働経験を通じた双方向型のコミュニケーションによって、学びを深めていくこ
とが重要です。
特に、その手法としてこれまでも重要とされてきた「体験活動」は、この観点から意義や内容等
を捉え直す必要があります。体験の内容は、自然体験に限られるものでなく、持続可能な社会づく
りを支える現場に触れる社会体験、日常の生活と異なる文化や慣習などに触れる生活体験、さらに
は、ロールモデルとなるような人との交流体験も重要となります。
また、その学びのプロセスについても、感性を働かせるというインプットだけではなく、その中
から見いだした意味や価値を他者に表現するというアウトプットまでを含めた一連の過程として整
理する必要があります。
※1
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環境負荷……人の活動により、環境に与えられる影響であって、環境の保全上の支障となるおそれのあるもの。
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２ 定義
用

語

環境教育

定

義

持続可能な社会の構築を目指して、家庭、学校、職場、地域その他のあらゆる場に
おいて、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のことです。

環境保全活動

地球環境保全、公害の防止、生物の多様性の保全等の自然環境の保護及び整備、循
環型社会の形成その他の環境の保全（良好な環境の創出を含む。）を主たる目的とし
て自発的に行われる活動のことです。

環境保全の意欲の増進

環境の保全に関する情報の提供並びに環境の保全に関する体験の機会の提供及びそ
の便宜の供与であって、環境の保全についての理解を深め、及び環境保全活動を行う
意欲を増進するために行われるものです。

協働取組

市民、市民団体、事業者、学校等、市行政がそれぞれ適切に役割を分担しつつ対等
の立場において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育
その他の環境の保全に関する取り組みのことです。

持続可能な社会

自然と共生する知恵や自然観も踏まえ、情報通信技術（ＩＣＴ）等の科学技術も最
大限に活用しながら、経済成長を続けつつ、環境への負荷を最小限にとどめ、健全な
物質・生命の「循環」を実現するとともに、健全な生態系を維持・回復し、自然と人
間との「共生」や地域間の「共生」を図り、これらの取り組みを含め「低炭素」をも
実現する循環共生型の社会（環境・生命文明社会）のことです。

持続可能な開発のための教育
【ESD】
（Education for
Sustainable
Development）
持続可能な開発のため
の 2030 アジェンダ

環境、貧困、人権、平和、開発といった様々な現代社会の課題を自らの問題として
捉え、身近なところから取り組むことにより、それらの課題の解決につながる新たな
価値観や行動を生み出すこと、そしてそれによって持続可能な社会を創造していくこ
とを目指す学習や活動のことです。
2001（平成 13）年に策定された極度の貧困と飢餓の撲滅など，2015（平成 27）
年までに達成すべき 8 つの目標を掲げた、開発分野における国際社会共通の目標であ
る「ミレニアム開発目標（MDGs）」の後継として国連で定められた、2016（平成
28）年から 2030 年までの国際目標のことです。
MDGs の残された課題（例 : 保健、教育）や新たに顕在化した課題（例 : 環境、格
差拡大）に対応すべく、新たに 17 ゴール・169 ターゲットからなる「持続可能な開
発目標（Sustainable Development Goals）
」（以下「SDGs」という。）が策定さ
れました。
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３ 前計画の取り組みと課題
⑴ 人づくり
持続可能な社会を構築していくためには、市民・市民団体・事業者・学校等・行政の各主体
が自らの問題としてとらえ、自発的に活動するとともに、お互いの活動や立場を理解・尊重し、
適切な役割分担のもと、環境問題に取り組むことが必要です。
前計画では、下記８つの具体的な方向性を示し、環境市民を育成する「人づくり」に取り組
みました。

〜環境市民の育成〜
市民の環境教育の機会創出

環境意識の醸成・行動の促進

地域における環境教育の支援

人づくり

環境保全に向けた実践活動の機会創出
発達段階に応じた環境教育の実施

学校等における環境教育の充実

佐世保市学校版環境 ISO

※2

の推進

学校等における環境教育の支援

指導者の育成
環境教育プログラムの充実

指導者の教育
環境教育プログラムの充実

環境関連講座等への参加者数は、させぼエコプラザ

※３

が主催する講座等が活用されるように

なったことや、環境教育プログラムが充実したことで、2017（平成 29）年度で 3,803 人と
なり 2012（平成 24）年度の 1,151 人から増加していますが、講座等の事前準備や講師の人
手不足などの課題があります。これは、学校等に対する支援についても、同様であり、させぼ
エコプラザの体制整備、指導者の育成を進める必要があります。
また、現在関わりが少ない大学生などの若者世代が参加できるような仕組みづくりも必要で
す。

※２

佐世保市学校版環境 ISO……学校、家庭、地域における環境負荷の低減を目指した、小・中学校及び義務教育学校での
環境にやさしい学校づくりを支援する本市の認証制度のこと。

※３

させぼエコプラザ……本市の環境教育及び地球温暖化対策の拠点「佐世保市地球温暖化防止活動推進センター『させぼエ
コプラザ』」として、環境保全に関する各種イベントや家具のリユース販売等を行っている施設。
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⑵ 地域づくり
深刻化する地球温暖化等の環境問題に対応していくためには、各主体単体による取り組みで
は限界があることから、さまざまな主体が協働取組を行い、それぞれの主体の特性を相互補完
的に組み合わせ、効果的・効率的に推進していくことも必要です。
前計画では、下記５つの具体的な方向性を示し、地域において環境保全に取り組む多様な主
体のつながりを強め、地域が一体となって進める「地域づくり」に取り組みました。

〜多様な主体と豊かな自然環境を活かしたフィールドの活性化〜
地域づくり

環境に関する情報の共有

交流機会の増大
地域環境ワークショップの開催
地域の環境保全活動支援

地域資源の活用・活性化

各主体の活動の掘り起こし
自然環境の保全

自主的に活動を行っている団体等へ講師を派遣する制度（どこでも環境教室、させぼエコプ
ラザ出前講座等）の活用が図られており、利用者が増加していますが、事前準備や講師の人手
不足などの課題があり、させぼエコプラザの体制整備、指導者の育成を進める必要があります。
また、本市が実施する大気や水質、希少野生生物生息状況等の調査結果、事業者や市民団体
等が行う環境保全活動の実施状況などの情報を、本市やさせぼエコプラザのホームページへ、
わかりやすく掲載することや、積極的に SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）
等を活用し情報発信し、地域の現状についての理解を深めることが重要です。

コラム

どこでも環境教室

本市では、市民等からの要望に応じ、市内各地に講師を派遣し、環境問題や環境調査の方法など
についての情報提供を行う『どこでも環境教室』を実施しています。
市内の学校、PTA、公民館・自治会・町内子供会、企業などが計画する学習会やイベントなどが
対象となります。

写真 日宇川を調べよう（黒髪小学校）

写真 身近な環境について（九十九地区公民館）
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⑶ ネットワークづくり
これまでの「人づくり」と「地域づくり」をより一層推進していくために、前計画では、下
記４つの具体的な方向性を示し、本市の環境教育の推進拠点であるさせぼエコプラザを中心と
し、各主体の協働取組を促進する「ネットワーク」を構築し、あらゆる主体の環境保全活動が
活発に行われるような仕組みづくりに取り組みました。
ネットワークづくり

〜拠点機能の充実〜
ネットワークの構築・充実

連携のしくみづくり

市民団体の活動サポート
環境情報の整備・活用

拠点機能の充実

人材・プログラムバンクの整備

環境教育の推進拠点であるさせぼエコプラザについては、2017（平成 29）年７月から、新
たに「地球温暖化防止活動推進センター

※４

」の機能を付与し、環境教育と地球温暖化対策の強

化を図っており、させぼエコプラザの利用者数は増加しています。
佐世保市環境アドバイザー、環境保全活動団体等登録制度を 2017（平成 29）年度から運
用したばかりのため、登録数が少ない状況です。
今後は、独自に活動を行っている団体とのネットワークづくりや、活動支援、協働、連携し
て環境保全活動に取り組める仕組みづくりが重要となってきます。

コラム

地球温暖化防止活動推進センター「させぼエコプラザ」

佐世保市戸尾町にある「させぼエコプラザ」では、環境学習イベントや環境学習教材の貸し出し
などを行っています。
環境について学びたい方や初めての方でも気軽に来ていただけるよう、環境学習イベントの中に
は、「エコクッキング講座」など、楽しみながら学べる講座も用意されています。
環境活動に参加してみたい、環境に関する調べものや勉強をしたいと思った時は、させぼエコプ
ラザを訪ねてみてください。

写真 させぼエコプラザ正面玄関

※４

地球温暖化防止活動推進センター……「地球温暖化対策の推進に関する法律」によって定められたセンターで、各都道
府県知事や政令指定都市等市長によって指定される。主な業務は地球温暖化防止に関する「啓発・広報活動」、
「活動支援」、
「照会・相談活動」、「調査・研究活動」、「情報提供活動」など。
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⑷ 総合指標及び活動指標の目標達成状況
① 総合指標の目標達成状況
No.

総合指標名

現況値
2012 年度

実績値
2017 年度

目標値
2018 年度

達成
状況

1

エコライフ※５実践度

72％

72.1％

現況値より増

★★☆

2

エコオフィス※５実践度

54％

45.8％

現況値より増

★☆☆

3

環境保全の取り組みに対する
市民満足度

36.8％

38.0％

現況値より増

★★☆

現況値
2012 年度

実績値
2017 年度

目標値
2018 年度

達成
状況

37 回

79 回

50 回

★★★

現況値より増

★★★

② 活動指標の目標達成状況
No.

活動指標名

1

環境関連講座実施回数

2

環境関連講座への参加者数

1,151 人

3,803 人

3

指導者養成講座等の開催数
（ ）は累計

2回
（累計）

2回
（3 回）

4

学校等に対する支援校数

11 校

8校

26 校

★☆☆

5

こどもエコクラブの会員数

1,547 人

603 人

現況値より増

★☆☆

6

環境学習サイト
｢e カンキョウ @ サセボ｣ のアクセス数

2,776 件

5,300 件

☆☆☆

7

環境マネジメントシステム取得
事業所数（累計値）

63 組織

74 組織

現況値より増

★★★

8

e 宣言 @ サセボ認定団体数

18 団体

21 団体

現況値より増

★★☆

9

させぼエコプラザの利用者数

5,496 人

8,347 人

7,400 人

★★☆

_（注１）

(1,880 件 )

5回
★☆☆
(2014 年度からの累計 )

10

させぼエコプラザに登録されている
指導者の数

0人

6人

30 人

★☆☆

11

させぼエコプラザに登録されている
環境保全団体等の数

0 団体

4 団体

10 団体

★☆☆

12

させぼエコプラザに登録されている
環境教育プログラム数

41 件

50 件

50 件

★★☆

★★★ 目標を大幅に上回っている

★★☆ 目標を達成している

★☆☆ 目標未達成

☆☆☆ 比較が困難

（注１）

環境学習サイト「e カンキョウ @ サセボ 」のアクセス数は、2016（平成 28）年２月から独自のサイトから佐世保市
ホームページへ統合させたことから、単純比較ができなくなったためカッコ書きとしています。

※５

エコライフ・ エコオフィス……市民・事業者が日常生活や事業活動による地球環境への影響を認識し環境に配慮した行
動に取り組むこと。
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コラム ［ESD］持続可能な開発のための教育
出典：文部科学省ホームページ（今日よりいいアースへの学び）
      http://www.esd-jpnatcom.mext.go.jp/about/index.html

ESD は、Education for Sustainable Development の略で「持続可能な開発のための教育」
と訳されています。
現在、世界には、環境・貧困・人権・平和・開発といった様々な地球規模の課題があります。
ESD とは、地球に存在する人間を含めた命ある生物が、遠い未来までその営みを続けていくた
めに、これらの課題を自らの問題として捉え、一人ひとりが自分にできることを考え、実践してい
くこと（Think Globally, Act Locally）を身につけ、課題解決につながる価値観や行動を生み出し、
持続可能な社会を創造していくことを目指す学習や活動です。
つまり、ESD は持続可能な社会づくりの担い手を育む教育です。

ESD の考え方
ESD の学習や活動で取り上げるテーマ・内容は必ずしも新しいものではありません。むしろ、
それらを ESD という新しい視点から捉え直すことにより、個別分野の取組に、持続可能な社会の
構築という共通の目的を与え、具体的な活動の展開に明確な方向付けをするものです。また、それ
ぞれの取組をお互いに結びつけることにより、既存の取組の一層の充実発展を図ることを可能にし
ます。
ESD で育みたい力
○持続可能な開発に関する価値観
（人間の尊重、多様性の尊重、非排他性、
機会均等、環境の尊重等）
○体系的な思考力
（問題や現象の背景の理解、
多面的かつ総合的なものの見方）
○代替案の思考力（批判力）
○データや情報の分析能力
○コミュニケーション能力
○リーダーシップの向上
ESD の歩み・・・「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」
1992 年にリオ・デ・ジャネイロで行われた「環境と開発に関する国連会議」（国連地球サミット）
では、「持続可能な開発」が中心的な考え方として「環境と開発に関するリオ宣言」や「アジェン
ダ 21」に具体的に示され、現在の地球環境問題に関わる世界的な取り組みに大きな影響を与える
ことになりました。その中に、持続可能な開発の実現に向けて教育が果たす役割も記されています。
その後、2002 年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルグサミット）」で当時
の小泉総理大臣が持続可能な開発における人材育成の重要性を強調し、「持続可能な開発のための
教育の 10 年」を提唱しました。これを受け、同年、国連第 57 回総会決議により、2005 年から
2014 年までの 10 年を「国連 ESD の 10 年（DESD）」とし、ユネスコが主導機関に指名されました。
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１ 本計画の目指すべき姿
佐世保市環境基本計画における重点プロジェクトでは、６つの基本目標をそれぞれの主体が自
ら取り組んでいくために、させぼエコプラザを拠点として、「エコライフの推進」と「環境教育の
推進」を掲げ 2022 年度までに重点的に取り組んでいくこととしています。
佐世保市環境基本計画の重点プロジェクトにおける「環境教育の推進」では「環境教育プログ
ラムの実施」「地域における環境教育の充実」「学校における環境教育の充実」の３つを示してい
ます。
しかし、させぼエコプラザだけではなく、それぞれの主体が自発的に活動するとともに、お互
いの活動や立場を理解・尊重し、適切な役割分担のもと、取り組まなければ、重点プロジェクト
は機能しません。
そこで本計画においては、前計画の評価・課題を踏まえ、取り組みを基本的に踏襲しつつ、併
せて国や県の動向、佐世保ならではの取り組みも踏まえながら、佐世保市環境基本計画の重点プ
ロジェクトにおける「環境教育の推進」を中心に総合的な環境教育の推進を目指します。

望ましい環境像
自然と共に生きるまち

目指すべき姿

させぼ

〈佐世保市環境基本計画〉
快適な
生活環境
の保全
自然環境
の保全

大気・水
環境
の保全

６つの
基本目標

ごみの減量
・資源化

環境保全活動 地球温暖化
の推進
の対策

けん引

環境市民の育成

重点プロジェクト
SASEBO“e”PROJECT
情報発信・PR
エコライフの
推進
新規事業の
開拓

環境教育プログラムの
実施
環境教育の
推進
地域における
環境教育の充実

それぞれの基本目標を
それぞれの主体が
自ら取り組んでいくために
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活動支援

学校における
環境教育の充実

第２章 基本的方向性と具体的施策展開
今私たちは、気候変動

※６

への対応、生物多様性

※７

の保全、健全な物質循環

※８

など多くの課題に

直面しています。こうした環境問題は、日々の暮らしに深く関わっている私たち自身が家庭、学校、
職場、地域等における日々の生活の一部として、そして市民団体による活動の中で、私たち一人
ひとりが取り組まなくてはなりません。
「自然と共にいきるまち させぼ」を未来の子どもたちへ継承するためには、環境保全の重要性
に気づき、考え、それぞれの立場に応じて自発的・積極的に環境に配慮した行動ができる市民“環
境市民”を育てる環境教育を推進し、持続可能な社会を目指していく必要があります。

【総合指標】
計画の進捗状況や環境の状態を総合的に評価する指標として、日常生活で、環境保全に向け
た取り組みがどのくらい行われているか、その実践度「エコライフ実践度」をアンケート調査
で計ります。

エコライフ実践度
2017 年度現況値

2022 年度目標値

72.1％

73.0％以上

〈第２次佐世保市環境教育等推進行動計画〉
佐世保市
ならではの取り組み

新たな行動計画
施策展開

重点プロジェクト
（環境教育の推進）を
推進するための
各主体の取り組み

国や県の
動向
前行動計画での
課題

人づくり

地域づくり

ネットワーク
づくり

前行動計画の施策の方向性
※６

気候変動……近年では地球温暖化とほぼ同義で用いられることが多く、気候変動枠組条約では、地球の大気の組成を変化
させる人間活動に直接又は間接に起因する気候の変化であって、比較可能な期間において観測される気候の自然な変動
に対して追加的に生ずるものと定義されている。

※７

生物多様性……地球上には、様々な生きものが互いに「つながりあい」そして「バランスをとりながら」生きており、生
きものとそのつながりの豊かさを「生物多様性」という。

※８

物質循環……環境の中では多くの物質が形態を変えつつ循環している。例えば生物体を構成する窒素は植物によって固定
されて有機物となり、その後、枯死したり、食べられたりしながら動物の体の一部を構成し、最終的には分解されて大
気中に戻る。この一連の流れを物質循環という。
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２ 各主体に期待される役割
環境教育を効果的に進めていくためには、市の各種事業による推進だけでなく、市民や市民団
体、学校等、事業者、行政の各主体が役割を分担しつつ、対等な立場で連携・協働しながら、市
全体が一体となった取り組みを進めていく必要があります。
役割分担を示すことで、本市が実施する環境教育に関する施策や、各主体の自主的・積極的な
取り組みにおいて、それぞれの主体の活動の指針となるとともに、主体間の協働取組の促進を図
ります。
ここでは、「市民」・「市民団体」・「事業者」・「学校等」・「市行政」の５つに分けて、各主体に
期待される役割を示します。

⑴ 市民
市民は、家庭や地域において、日常生活の中で環境について考え、ライフスタイルを見直し、
各家庭の中で自主的な環境負荷の低減に取り組むことが重要です。
また、積極的に地域や市民団体などの環境保全活動に参加することや、親から子へ、そして孫
へと、世代を超えて学びあうことにより、知恵や知識を伝え合い深め合うとともに、力を合わせ
て取り組みを積み重ねていくことも重要です。

■佐世保市環境基本条例

第４条（市民の役割）

市民は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、自らの行動を環境の視
点から見直し、日常生活において良好な環境を損なうことのないよう配慮するとともに、資源及び
エネルギーの利用並びに廃棄物の排出等による環境への負荷の低減に努めるものとする。
２ 市民は、市民団体、事業者及び市と協働し、良好な環境の保全等の活動（以下「環境保全活動」
という。）に努めるものとする。

■佐世保市環境基本条例

第３条（基本理念）

良好な環境の保全等は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
⑴ 環境問題は優先的課題との認識のもと、生活の豊かさの追及と良好な環境の保全等の調和を図り、
持続的発展が可能な社会を構築していくこと。
⑵ 佐世保市の豊かな緑と水辺に恵まれた自然環境を守り、多様な動植物が生息できる環境を保全、
再生及び創造し、自然と人が共生するとともに、健全で恵み豊かな環境が、将来にわたって維持
されるよう努めていくこと。
⑶ 地球環境保全は、人の日常の暮らしや事業活動が地球全体の環境と密接に関連していることから、
市民、市民団体、事業者及び市は、それぞれの役割を認識し、相互の対等なパートナーシップと
公平な負担により取り組んでいくこと。
⑷ 地球規模で考え、地域から行動するためには、環境教育・環境学習の充実が必要であり、誰もが、
環境問題に関心を持ち、参加し、理解して、正しい情報や知識に基づく行動につながる仕組みを
構築していくこと。
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⑵ 市民団体
市民活動団体（NPO や NPO 法人、ボランティア団体など）、地区自治協議会や町内会などの
地域の住民自治組織、PTA などの学校単位の組織など、様々な団体が積極的に環境に関する情報
を収集し、率先して環境にやさしい活動を実践するとともに、本市ならではの豊かな自然環境な
ど地域の資源を活用して学びの場を創出し、環境活動に取り組むことが重要です。
特に、環境活動を専門として活動している団体については、地域において環境保全の意欲の増
進や環境保全活動を実践する重要な役割を果たす主体となります。それぞれの分野で、これまで
培ってきた専門的な知識やノウハウ、行動力を活かし、あらゆる主体を対象に、より専門的な環
境教育の機会や活動の場を提供するとともに、地域ひいては市全体の環境保全活動の中心的役割
を担うことが期待されます。

■佐世保市環境基本条例

第５条（市民団体の役割）

市民団体は、基本理念にのっとり、環境保全活動を推進するとともに、市民への情報提供及び市民
の参画又は活動機会の充実に努めるものとする。
２ 市民団体は、市民、事業者及び市と協働し、環境保全活動に努めるものとする。

コラム

佐世保市市民協働推進計画＜第三次計画＞（2016（平成 28）年３月）

   『市民協働推進計画』は、「市民協働推進指針」（2005（平成 17）年９月策定）を具体化し、ど
のようにして市民と市民、市民と行政との協働を推し進めていくべきか、その行動計画を定めるも
のです。
本市では、2008（平成 20）年３月に「市民協働推進計画＜第一次計画＞」を策定し、2016（平
成 28）年３月に「市民協働推進計画＜第三次計画＞」を策定しました。

市民協働の概念
市民協働とは、市民と市民、市民と行政が相互の主体の尊重と理解、そして信頼のうえに立ち、各々
の責任を自覚して、対等・平等なパートナーとしての関係で課題の予防や解決を図るものであり、
市民が安心して暮らし続けられるまちづくりを目指すためのひとつの手法です。
市民協働の理念
市民協働の理念の基礎となる普遍的な原理は、市民自治と民主主義の実現です。
また、市民自治が貫かれるには、市民一人ひとりが主権者として自由に、そして平等に意思決定
に参加できる民主主義の確立が不可欠です。
本計画は、市民自治と民主主義を普遍的原理としたうえで、市民協働の理
念を次のとおりとします。
① 共生 すべての市民が、個人として尊重され、幸福な生活に向けて互いの
多様性を認め合い、共に安心して生きていくことができること。
② 参加 すべての市民に、政治、経済、文化活動など、あらゆる社会参加が
保障されること。
③ 平等 すべての市民に、佐世保市で暮らし続けるための機会が平等に提供
されること。
17

第２章 基本的方向性と具体的施策展開

⑶ 事業者
事業者は、環境と経済の両立を目指した事業活動を進める中で、様々な環境問題の解決に寄与
することができ、それにより、事業者自身に新たな企業価値を創出し、環境と経済の両面からの
持続性を高めます。
こうした取り組みを推進するためには ISO14001
メントシステム

※11

※９

やエコアクション 21

※10

等の環境マネジ

導入、地域社会の一員として、事業者が自ら環境保全活動に参加することや、

環境に関する情報や学びの機会、体験の機会の場を提供するとともに、市民団体や学校など他の
主体との環境保全に関する情報交換や協働・連携することが大切です。
また、職場における環境保全の意欲の増進及び環境教育は、社会人への環境教育等を行う有効
な機会の一つであり、職場において環境教育を受けることにより、その人の家庭や地域における
取り組みにつながることが期待されます。
このようなことから、事業者が社会や環境に与える影響は大きく、積極的な行動が益々求めら
れています。

■佐世保市環境基本条例

第６条（事業者の役割）

事業者は、基本理念にのっとり、積極的に環境に配慮した事業活動に努めるとともに、自らの責任
と負担において、その事業活動によって良好な環境を阻害することがないよう適切な措置を講ずる
よう努めるものとする。
２ 事業者は、資源及びエネルギーの有効利用並びに廃棄物の発生抑制等により、環境への負荷を
低減するよう努めるものとする。
３ 事業者は、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合に、適正に循環的な利用
が促進されるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
４ 事業者は、市民、市民団体及び市と協働し、環境保全活動に努めるものとする。

※９

ISO14001……ISO（国際標準化機構）による環境マネジメントシステムの国際規格。この規格に基づいたシステムを運
用することにより、環境負荷を減らすことができるだけでなく、認証登録されることにより、対外的に環境に配慮した
経営をしていることを示すことができる。

※10

エコアクション 21……全ての事業者が、環境への取り組みを効果的、効率的に行うことを目的に、環境に取り組む仕組
みを作り、取り組みを行い、その結果を社会に公表するための方法について環境省が策定したガイドラインに基づく認証・
登録制度。ISO14001 規格をベースとしており、中小企業等でも取り組みやすい環境マネジメントシステムとなっている。

※11

環境マネジメントシステム……事業者等が自主的に環境保全に関する取り組みを進めるにあたり、環境に関する方針や
目標等を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくために構築する仕組み。
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⑷ 学校等
学校等は、集団生活の仕方や社会規範など様々なことを学ぶ場です。学校等で学んだことは将
来の行動にも大きく影響していくため、教育活動の全体を通じて、児童生徒等の発達の段階に応
じた環境教育を行うこと、各教科間の関連に配慮しながら進めることが必要とされています。
また、異なる学年や小・中学校、義務教育学校等の間の連携、地域住民や市民団体、事業者等
との連携に配慮しながら進めることが重要です。
さらに、幼稚園・保育所等は、幼児が自然の不思議さや美しさ、環境の面白さ等を、遊びや体
験活動を通じて身近な環境に触れ合うことで、様々な気づきが得られるよう取り組むことが重要
です。こうした自然を含めた環境についての実体験を通しての理解が、将来の人間の生活におけ
る自然のもつ意味や、持続可能な環境の保全について学ぶ環境教育の基盤となっていきます。

⑸ 市行政
市行政は、市全体の環境保全活動を活性化させるため、各主体が環境保全のための具体的な
行動や環境教育といったそれぞれの役割に取り組むための支援や、多様な主体と連携・協働を
図り、環境教育を推進する重要な役割を担っています。
また、職員一人ひとりが環境について学び、環境意識を高めて、市民の模範となる行動をす
るとともに、市行政も、一事業者として率先して環境に配慮した行動を実行することが必要で
す。

■佐世保市環境基本条例

第７条（市の役割）

市は、基本理念にのっとり、市域の自然的社会的条件に応じた良好な環境の保全等に関する基本的
かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
２ 市は、自ら行う事業の実施に当たって環境への負荷の低減に努めるものとする。
３ 市は、良好な環境の保全等のための広域的な取組みを必要とする施策においては、国、長崎県
及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
４ 市は、市民、市民団体及び事業者と協働し、環境保全活動に努めるものとする。
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コラム

地球温暖化とは
出典：パンフレット「私たちにできること ～地球温暖化について～」，佐世保市 2018 年 3 月
よぶん

地球の表面は、太陽の熱で温められています。余 分な むかしの地球
うちゅう
に さ ん か
よ ぶ ん
熱は 宇 宙に出ていきますが、その一部は大気中の二酸化 余分な
たんそ

おんしつこうか

きゅうしゅう

炭 素などの「温 室効果ガス」に吸 収されて地球全体の気
たも

温をちょうどよく保っています。
おんしつこうか

ふ

熱を放出

うちゅう

ところが温 室効果ガスが増 えすぎると宇 宙に出るはず
だった熱が地球に残ってしまい、だんだん地球全体の気
おんだんか

温が上がってしまいます。このことを「地球温 暖化」と
いいます。

きゅう

ここ 100 年くらいの間で人や社会の活動が急げきに活
発になり、石油や石炭などの燃料をたくさん燃やしたこ
おんしつこうか

ふ

とによって、温 室効果ガスが増 えていると考えられてい
ます。

おんだんか

き ぼ

いじょう

地球温 暖化によリ、世界的な規 模 での異 常気象が発生

⬇

いまの地球
よ ぶ ん

余分な
熱が残る

えいきょう

して、多くの生き物に影 響が出てくることが心配されて
います。これは世界全体の問題であることから、世界の
国々のみんなで協力して解決していくことが求められて
います。

おんしつこうか

温室効果ガスって？
たも
地上から出る熱を大気中に保 つはた
ら き が あ る 気 体 の こ と で す。 地 球 は
おんしつ こ う か
温 室効 果ガスのほどよい働きのおかげ
で、平均気温 14℃前後という生き物に
かんきょう たも
とって住みやすい環境が保たれています。
おんしつこうか
ふ
けれども、温 室効果ガスが増 えすぎ
ると、地球全体の気温が上がりすぎて
ぎゃく
おんしつこうか
しまい、逆 に温 室効果ガスがないと、
地球の平均気温はマイナス 19℃になる
といわれています。

に さ ん か た ん そ

二酸化炭素って？
に さ ん か た ん そ

おんしつこうか

二 酸化炭素は温 室効果ガスのひとつ
おんしつこうか

で、今の日本が出している温室効果ガス
に さ ん か た ん そ

のほとんどが二 酸化炭素です。生き物
がはく息や、ものを燃やすと出てくる
気体にふくまれている身近なものです。
みなさんが使っている電気の多くは、
燃料を燃やしてつくられています。例
えば、テレビを見て電気を使うことは、
にさんかたんそ

二酸化炭素を出すことになります。
おんしつこうか

一方で、木や草は、温 室効果ガスで
に さ ん か た ん そ

きゅうしゅう

ある二 酸化炭素を吸 収し、酸素を出し
ます。
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コラム

家庭でできる 10 の取組

みんなで止めよう温暖化～ムダをなくして、地球と家計にやさしい生活を～
ごみをたくさん捨てたり電気などのエネルギーをたくさん使ったりすると、地球温暖化が進み、
私たちのくらしや自然環境に悪影響を与えます。
ここでは、家庭でできる身近な省エネの取り組みを紹介しています。地球にも家計にも優しいエ
コライフを目指して、チェックしてみましょう！
１．エアコンを使うときは、冷房時は室温 28℃・暖房時は室温 20℃を目安に。
カーテンなどで日差しを調整したり、着るものを工夫したりすることで冷
暖房の利用を減らすことができます。
２．使っていない照明はこまめに消灯。一つの部屋で家族団らん。
だれもいない部屋の照明を消すことはもちろんですが、家族が同じ部屋で
過ごすことで、冷暖房も節約できます。
３．テレビ番組は選んで、見る時間を減らしましょう！
だれも見ていないテレビを、つけたままにしていませんか？
見たい番組だけを選んで見るようにしましょう。
４．冷蔵庫は整理して使いましょう！
冷蔵庫は正しく使わないと、電気をムダにしてしまいます。
ものを詰め込みすぎないようにしましょう。
５．ガスの炎が、なべ底からはみ出さないようにしましょう！
ガスの炎を必要以上に大きくしていませんか？
炎を大きくしても、約半分がムダになっています。
６．シャワーのお湯はこまめに止め、１分減を目標に！
	 身体を洗っている間はお湯を止めて、家族全員が１日１分減らすように
	 しましょう。
７．洗濯物は、容量の８割を目安にまとめ洗いをしましょう！
少量の洗濯物を毎日洗うよりも、洗濯機の容量に合わせて洗濯回数を少な
くした方が効果的です。
８．自動車を運転するときは、エコドライブを心がけましょう！
自動車の燃料であるガソリンの使用量を減らすことで、地球温暖化の原因
である二酸化炭素を減らすことができます。
９．買い物のときはマイバックを使いましょう！
マイバックを使って、食材がムダにならないよう、必要なものを必要な量
だけ買いましょう。
10．ごみカレンダーをチェックして、きちんと分別・リサイクル。
私たちは、たくさんのごみを出していますが、その中には資源として利用
できるものも含まれています。
きちんと分別して、限りある資源を有効活用しましょう。
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コラム

気候変動の影響

地球温暖化等による気候変動は、私たちの日常生活、事業活動に大きな影響を与えます。大雨や
短時間大雨の発生頻度の増加、海面の上昇、自然環境への影響、農林水産業への影響、人の健康や
活動への影響などがいわれています。
農林水産業への影響としては、気温の上昇により、収量や品質の低下、栽培に適した地域の変化
などが生じています。
自然環境への影響としては、気温の上昇により、動植物の生息・生育環境の変化が生じています。
これまで広く知られてきた「緩和策」と呼ばれる、温室効果ガスの排出量を減らす努力などに加
えて、これからの時代は、すでに起こりつつある気候変動の影響への「適応策」を施していくこと
が重要になっています。

図 緩和策と適応策
（出典：気候変動適応情報プラットフォーム http://www.adaptation-platform.nies.go.jp）

適応策に関する本市の取り組み
表 気候変動への適応策に関する本市の取り組み
（出典：佐世保市環境基本計画（2018 年度～ 2027 年度））

区

分

行

政

の

取

り

組

み

高温に強いコメの品種への変更を推進します。

農 業
林 業
水産業

森林・水・土壌環境の保全・自然災害に強い森林 • 田園空間づくりを推進し、
維持 ・管理に努めます。
県の農林技術センターと連携し、高温対策の方法、高温の注意喚起の情報を提
供していきます。
藻場の保全活動について国や県と連携して支援していきます。
気候変動の影響が原因と考えられる 自然災害等に係る対策を推進します。
水源地上流域の保水力や水質の向上等の水源かん養機能を維持するとともに、

自然災害 土砂の流失防止等のため 、水源かん養林の保全に努めます。
沿 岸 域 私有林の森林整備に対する補助や経営委託導入による市有林・私有林一体と

健
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康

なった森林整備の推進により、水源のかん養や災害の防止、温室効果ガスであ
る二酸化炭素の吸収等森林の持つ多面的機能の維持向上に努めます。
熱中症の予防や対処方法を、広報紙やホームページ、ラジオ、チラシの配布、
健康教育等を活用し、普及啓発を行います。
蚊の発生状況を調査することにより、蚊媒介感染症の発生の予防、まん延の防
止につなげます。
蚊媒介感染症について、個人及び地域で実施可能な予防方法を広報紙やホーム
ページで情報提供します。

第２章 基本的方向性と具体的施策展開

３ 具体的な施策展開
本計画では、“環境市民”を育成し、「自然と共にいきるまち させぼ」の実現に向け、「環境教
育プログラムの実施」、「地域における環境教育の充実」、「学校等における環境教育の充実」の３
つの柱を中心として、事業を推進します。

⑴ 環境教育プログラムの実施
環境教育の実践にあたっては、感性を働かせるというインプットだけではなく、その中から見
出した意味や価値を他者に表現するというアウトプットまでを含めた一連の過程として整理し、
学びを深めていくことが重要です。
年代や生活のあり方に応じた環境教育を進めるほか、自然体験に限らず、持続可能な社会づく
りを支える現場に触れる社会体験、日常の生活と異なる文化や慣習などに触れる生活体験など、
時には、日常で深く接して来なかった人との出会いが、自身や社会等の新しい価値を発見する一
助となり、心を動かす大きな要因にもなり得ます。

① 年代やテーマに応じた環境関連講座等の開催
市行政の取組
環境問題とその解決へ向けた行動への学習意欲、関心の向上を目指し、年代、活動の場やテー
マに応じた環境関連講座等を開催し、市民の体験活動の場や機会の充実を図ります。
【関連する主な取組】
幼児向け環境イベント、自然体験会、野生生物保護活動、させぼエコプラザ各種講座、
大学との連携、市職員への講座 など

市民、市民団体、事業者、学校等の取組
取

組

内

容

市民

環境問題に関心を持ち、行政が行う環境関連講座等などを
活用し、環境について学びます。

市民団体 事業者

○

行政が行う環境関連講座等に協力します。

学校等

○

○

○

○

○

○

活動指標
2017 年度
現況値

2022 年度
目標値

環境関連講座等の実施回数

101 回

110 回

環境関連講座等の参加者数

4,320 人

4,730 人

指

標

名
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コラム

各ライフステージにおける環境教育等の基本的方向性
（第２次長崎県環境教育等行動計画より）

ライフステージに応じた環境教育等
環境教育等に求められる役割はライフステージごとに異なることから、各段階に応じた取組を行
う必要があります。その際、ライフステージに応じたアプローチ（感性→関心→理解→探究→行動）
など、中・長期的な視点が求められます。
そのため、各ライフステージにおける環境教育等の基本的方向性を踏まえた取組を行い､ 幼児期か
ら高齢者までのすべての世代を対象に、生涯にわたって行動に結びつくような人づくりを目指します。
なお、幼児期における環境保全に関する意識の形成は、その後の環境意識の形成に大きな影響を
与えますが、幼児期から小学校低学年にかけては様々な感覚に働きかけることが有効であり、生涯
の記憶として残りやすいことから、遊びや創造の要素も踏まえつつ、楽しみながら学べる体験活動
や環境教育の内容を重視し、成長とともに知識の習得や探究へとつなげていくことが大切です。

幼 児 期
小 学 校
低 学 年
小 学 校
高 学 年
中 学 生
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○ 身の回りの環境に関心を持ち、様々な体験や活動を通して、いのちの大切さや自
然に対する感受性、思いやりの心や身近な物を大切にする心を育むことが期待さ
れる。
○ 日常生活や集団生活において五感で自然と親しめる機会などを通して、様々な環
境に好奇心や探求心を持って関わり、それらを生活や遊びに取り入れていこうと
する力を養うことが期待される。

○ 様々な体験や学習を通して、自然に対する感受性、いのちを大切にする感覚を育み、
周囲の様々な環境との関わりを通して身近な環境や環境問題に関心を持つことが
期待される。
○ 「もったいない」の精神を育むとともに、日常生活において節電・節水の意識や、
ごみのポイ捨てをしないなど、環境に配慮した生活習慣を習得することが期待さ
れる。

○ 体験的・探求的な学習を通して、自然の仕組みや自分の生活と環境との関わりにつ
いて理解することが期待される。
○ 日常生活の中で、ごみの分別・リサイクルなど、環境に配慮した行動を実践するこ
とが期待される。

○ 体験的・探求的な学習を通して、持続可能な社会づくりの重要性の認識や、環境に
関する科学的理解を踏まえた知識の習得が期待される。
○ 環境問題解決のための自分の考えを持つことや、環境や資源に配慮した消費や食の
意識など、環境に配慮する態度を育むことが期待される。

第２章 基本的方向性と具体的施策展開

高 校 生

○ 専門的・発展的な環境教育を通して環境問題を総合的に理解し、自然科学や環境へ
の関心を高め、課題解決に向け多角的な立場で考察する姿勢や態度を身につけるこ
とが期待される。
○ 地域の環境保全活動に主体的に参加することにより、地域との協働を通じて他者と
協力して問題を解決していく姿勢や態度を育むことが期待される。

大 学 生
専門学校生

○ 専門課程、ボランティア体験、地域連携や国際理解教育などを通して、環境問題を
多面的に捉え、各主体と連携を図りながら、地域の課題解決に向けて、主体的に働
きかける態度を育むことが期待される。
○ 日常生活の中で、生活様式を見直し、環境に配慮したライフスタイルを確立してい
くことが期待される。

社 会 人 世 代

○ 環境問題を正しく理解し、日常生活を通じて環境教育の成果を実践するとともに、
新たな環境課題についても積極的に理解を深めることが期待される。
○ 家庭においては、率先して省資源や省エネルギー等、環境に配慮した生活に取り組
むことで模範を示すことや、子どもたちが学校等で学んだことや実践していること
を話し合ったり、取り入れたりすることによって、持続可能な社会づくりの必要性
について理解を深めることが期待される。
○ 職場においては、自らの仕事と環境との関わりを学びながら、環境配慮の取組に参
加することが期待される。
○ 地域においては、環境保全活動に自ら参加したり、子どもたちが接する機会を設け
て環境保全活動の大切さを伝えたりすることや、シニア世代から様々な知恵を学び、
次の世代に伝えていくことなども期待される。

シ ニ ア 世 代

○ 生活様式の変遷なども含め、環境に配慮した生活に関連する、昔ながらの生活の知
恵や経験を、子や孫といった次の世代に伝えていく役割が期待される。
○ 地域での清掃・美化活動、植林などの環境保全活動において、指導者やサポーター
としての活躍が期待されるとともに、実践ノウハウを次の世代に伝えていく役割も
期待される。
○ 先代から受け継いだ地域の自然環境や風土、歴史、文化等を次世代に伝承するなど、
地域における多世代交流を通じ、地域理解を促進する役割が期待される。
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コラム

本市で実施している環境教育の取り組み

幼児向け環境教育プログラム体験会
幼稚園教諭及び保育士の方を対象に、幼児向け環境教
育プログラムを実際に体験していただく体験会を実施し
ています。
通常の教育・保育の中で簡単に実施可能なプログラム
を体験していただき幼児向けの環境教育を知ってもらう
機会としています。
写真 体験会の様子（すこやかプラザ）

長崎短期大学との連携事業
本市では、長崎短期大学と連携した事業を実施してい
ます。
保育学科の学生に、幼児を対象とした環境教育の手法
を学んでもらうことで、将来活躍する場において環境の
視点を取り入れた幼児への教育の実施が期待されます。

写真 短大と実施した自然観察会の様子（うみかぜ広場）

自然観察会・体験会
本市では、体験等を通じて、市民の方が自然と触れ合う機会を設け、自然を大切にし、共存する
意識を高めてもらうための観察会・体験会を実施しています。

写真 自然観察会の様子（世知原町）
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写真 自然体験会の様子（小森川）
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⑵ 地域における環境教育の充実
地域における環境教育を充実させるためには、ふるさとから学び、地域ぐるみで身近な環境を
守り、良くしていこうとする意識・能力の向上が求められています。
地域内の資源（人材や自然環境など）が最大限活用され、環境負荷の少ない、また豊かな社会
生活を送ることができる持続可能な「地域づくり」を進めるためには、個人の意識や行動を変え
るだけではなく、地域コミュニティの中で各主体の協働取組を促進し、環境保全活動を活発化さ
せることが必要です。
また、本市の環境教育の拠点である“させぼエコプラザ”を中心に、人材の育成、地域ごとの
支援組織づくり、それらの組織間をつなぐ拠点の整備を進めます。

① 市民や市民団体、事業者等に対し講師の派遣
市行政の取組
地域において環境教育や実践活動を展開している市民や市民団体、事業者等に対し、情報の提
供や講師の派遣等を行い、地域の自主的な活動を支援します。
【関連する主な取組】
どこでも環境教室、長崎県環境アドバイザー派遣

※12

、させぼエコプラザ出前講座

※13

など

市民、市民団体、事業者、学校等の取組
取

組

内

容

行政からの情報や講師の派遣制度等を活用します。

市民

市民団体

事業者

学校等

○

○

○

○

○

○

行政が行う情報提供や講師派遣に協力します。

活動報告
指
講師等の派遣回数

※12

標

名

2017 年度
現況値

2022 年度
目標値

56 回

80 回

長崎県環境アドバイザー派遣……環境保全の意識を高め、地域における自主的な環境保全活動を促すために、市町、学校、
住民団体等が主催する環境問題に関する講演会、研修会及び講習会等に、環境アドバイザーを長崎県が派遣する制度。

※13

させぼエコプラザ出前講座……地域・学校向けの環境教育プログラムの提供・提案を行い、させぼエコプラザから講師
を派遣する制度。
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② 地域資源（人材や自然環境など）を活用した環境教育の展開
市行政の取組
指導者の育成・確保のために、市民団体や事業者等の各主体と連携して、指導者養成講座等を
実施し、そこで育成された人材や、環境保全活動を行っている市民団体等が活動・活躍できる場
や機会を提供します。
本市ならではの西海国立公園「九十九島」をはじめとする自然豊かなフィールドを活かした自
然体験学習会や観察会等を通し、自然環境保全活動を推進します。また、農林水産業や地域にお
ける産業、地域における環境保全に関する文化や歴史の継承にも配慮して幅広い視点を持って取
り組みます。
【関連する主な取組】
指導者養成講座、させぼ環境アドバイザー

※14

・佐世保市環境保全団体等登録制度

※15

、

大学との連携、九十九島ビジターセンターとの連携、自然体験会、野生生物保護活動 など

市民、市民団体、事業者、学校等の取組
取

組

内

容

市民団体

事業者

学校等

指導者養成講座等への参加、行政と連携し指導者の育成・
確保に努めます。

○

○

○

行政と連携し、市民に向けた環境啓発を行います。

○

○

○

○

○

○

行政が行う自然体験学習会や観察会に参加します。

市民

○

行政が行う自然体験学習会や観察会へ講師等として協力し
ます。

活動指標
2017 年度
現況値

2022 年度
目標値

6人

12 人

環境保全団体等登録数

4 団体

10 団体

自然体験会等の実施回数

25 回

現況値より増

自然体験会等の参加者数

517 人

現況値より増

指

標

名

環境アドバイザー登録人数

※14

させぼ環境アドバイザー登録制度……環境保全に関して知識・経験を有する者を「させぼ環境アドバイザー」とし
て登録し、地域における環境保全に関する知識の普及を図るとともに、環境教育の推進に資することを目的として
2016（平成 28）年度に制定。

※15

佐世保市環境保全団体等登録制度……市内において、さまざまな環境保全活動を行っている市民団体等を「佐世保
市環境保全活動団体」として登録し、登録団体が実施する環境保全活動を推進し、その取り組みの輪を広げることを
目的として 2016（平成 28）年度に制定。
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③ 実践活動の機会創出、環境保全活動支援
市行政の取組
植樹活動や環境美化活動などの実践活動は、多くの市民や事業者等に環境意識を醸成する環境
教育の場となることから、実践活動の機会の充実を図り、多くの主体に参加を促していきます。
自主的に活動を実施している団体に対して必要な支援を実施し、地域の環境保全につなげるだ
けでなく、環境教育や環境保全活動の場や機会を確保することにもつなげていきます。
【関連する主な取組】
資源集団回収、ごみ減量アドバイザー派遣

※16

、市民大清掃、させぼ美し化プロジェクト

※17

、

※18

こどもエコクラブ支援、環境マネジメントシステム取得支援、e 宣言 @ サセボ認証登録制度
など

市民、市民団体、事業者、学校等の取組
取

組

内

容

植樹活動や環境美化活動に積極的に参加します。
環境家計簿をきっかけとして、家庭におけるエネルギー使
用量を把握し、日々の取り組みのチェック・改善につなげ
ます。
環境マネジメントシステムの取得や環境に良い事業活動を
実践します。

市民

市民団体

事業者

学校等

○

○

○

○

○
○

活動指標
2017 年度
現況値

2022 年度
目標値

49,352 人

50,000 人

環境保全団体等の活動への参加者数

1,018 人

2,000 人

環境マネジメントシステム取得事業所数

74 事業所

84 事業所

21 団体

30 団体

指

標

名

環境美化活動等への参加者数

e 宣言 @ サセボ認定団体数

※16

ごみ減量アドバイザー派遣……ごみの減量化及び資源化を目的として、市民の自主的なごみ減量化等を支援するた

※17

させぼ美し化プロジェクト……国県道を含めた道路空間に花を植栽し、観光都市としての魅力向上を目指す目的で

め、「地域団体」や「学校」等が主催する講習会等に「ごみ減量アドバイザー」を派遣する制度。
2010（平成 22）年度から運用している。
※18

e 宣言 @ サセボ認定認証登録制度……佐世保市内の事業所や企業団体等の事業活動において、環境に配慮したエ
コオフィス活動を推進するとともに、自発的な宣言によって、環境に配慮した取り組みへつなげることを目的として、
佐世保市が認定する制度。
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④ 拠点機能の充実
市行政の取組
市が実施する大気や水質、希少野生生物生息状況等の調査結果、市民団体や事業者等が行う環境
保全活動の実施状況などの情報を地域に向けて積極的に発信し、地域の現状についての理解を深め
ます。
させぼエコプラザを拠点として、各主体が有する環境に関する情報を発信・共有することで、協
働取組を行う主体同士の相互理解と信頼醸成へつなげます。
また、各主体が行っている優れた活動を表彰等することで、環境教育や環境保全活動を推進して
いきます。
【関連する主な取組】
環境学習サイト「e カンキョウ @ サセボ」

※19

、させぼエコプラザホームページ・SNS など

市民、市民団体、事業者、学校等の取組
取

組

内

容

市民

市民団体

事業者

学校等

させぼエコプラザのホームページ等を通じて、環境の現状
を把握し、自らの行動に反映させます。

○

○

○

○

自らの環境保全活動を、インターネット等を活用し、積極
的に発信します。

○

○

○

○

各主体との環境情報を共有します。

○

○

○

○

させぼエコプラザを活用します。

○

○

○

○

活動指標
指

標

させぼエコプラザの情報発信回数
させぼエコプラザの利用者数

※19

名

2017 年度
現況値

2022 年度
目標値

81 回

100 回

8,347 人

11,000 人

環境学習サイト「e カンキョウ @ サセボ」……佐世保市の環境情報のほか、環境教育・環境学習に役立つ情報を発信
しているサイト。（http://www.city.sasebo.lg.jp/kankyo/kanhoz/kankyou.html）
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コラム

九十九島

日本本土最西端に位置する九十九島は、大小 208 の島々
からなる風光明媚な景勝地で、数えきれないほど多くの島
があることから、
「たくさん」という意味の「九十九」の名
がついたと言われています。有人島が４島、他はすべて無
人島でほぼ全域が 1955（昭和 30）年に西海国立公園に指
定されており、海岸線の 81.5% にあたる 288.5km が自
然海岸のまま保全された美しい風景が広がっています。
佐世保市は九十九島を市民のかけがえのない財産として
大事に受け継いで行くため９月 19 日を「九十九島の日」
と定め、九十九島をはじめ、広く自然や環境の大切さを考

写真 九十九島

えるきっかけになることを願っています。

世界で最も美しい湾クラブ
「世界で最も美しい湾クラブ」とは、湾を活かした観光振興や経済発展についての情報交換や景
観保全活動を行う目的で、27 の国と地域 44 湾（2018（平成 30）年 10 月現在）からなるフラン
スのヴァンヌ市に本部を置く NGO です。
日本国内では、松島湾 (宮城県)、富山湾 (富山県)、駿河湾 (静岡県)、宮津・伊根湾（京都府）の
４つの湾が選ばれており、2018（平成 30）年４月 19 日に、国内５番目として九十九島湾が世界
で認められた湾として新たに加盟しました。

図 世界で最も美しい湾、九十九島
（出典：させぼ・おぢかの観光情報サイト「海風の国」 https://www.sasebo99.com/kujukushimabay/）
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コラム

九十九島ビジターセンター

2010（平成 22）年７月に西海パールシーリゾート（現
九十九島パールシーリゾート）内に環境省が建設した施設
で、西海国立公園九十九島地域の自然情報の発信基地です。
西海国立公園九十九島の美しい景観や豊かな自然を広く
紹介し、その中に生きる様々な生き物たちの多様ないのち
の営みを学ぶことが出来ます。
また、自然観察会などの九十九島の自然を体感するイ
ベントも開催しています。

写真 九十九島ビジターセンター
（提供：九十九島ビジターセンター）

西海国立公園 九十九島ビジターセンター

年中無休、入館料無料

〒 858-0922 佐世保市鹿子前町 1053-2

開館時間：【３月～ 10 月】9:00 ～ 18:00

TEL：0956-28-7919

コラム

FAX：0956-28-7351

【11月～ ２月】9:00 ～ 17:00

西海国立公園
出典：環境省ホームページ（西海国立公園）https://www.env.go.jp/park/saikai/point/index.html

公園の特長
島と海、自然と文化のクロスロード
指定：昭和 30 年 3 月 16 日
面積（陸域のみ）：24,646ha
長崎県

西海国立公園は九州西北部に位置し、佐世保の九十九島から生月・平戸島、そして五島列島へと
続く、大小 400 余りの島々からなる多島海景観を特色とする公園です。九十九島の微少島嶼群と
樹枝状溺れ谷地形、生月・平戸島の柱状節理の発達した海食崖、五島列島の大瀬崎に代表される海
食崖と外洋性多島景観など、多様な海岸景観を持っており、また、平戸島から福江島にかけて様々
な火山地形も観察することができます。
このような複雑な地形に対応して、多様な生態系が形成されています。浅海域に藻場、湾奥部に
干潟が発達し、希少な生物のゆりかごとなっています。陸域はシイ・カシ類の二次林が発達し、野
焼き草原や岩角地も見られる一方で、植物は大陸系、暖流系から固有種までと多様です。また秋の
ハチクマの西への、アカハラダカの南への大規模な渡りも見所です。
人の生活域であるため、キリシタン信仰に関わる文化や教会、捕鯨文化、佐世保鎮守府関連の軍
事遺跡も見所です。
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コラム 「e 宣言 @ サセボ」認証登録制度
「e 宣言 @ サセボ」認証登録制度とは、佐世保市内の事
業所や企業団体等の事業活動において、環境に配慮したエ
コオフィス活動を推進するとともに、自発的な宣言によ
って、環境に配慮した取り組みへつなげることを目的とし
て、企業や事業者が、地球温暖化防止のため独自に取り組
むエコ活動を「環境自主宣言（環境に e（いい）宣言）」し、
佐世保市が認定する制度です。
登録は随時受け付けています。

コラム

写真 認定証の交付

こどもエコクラブ

「こどもエコクラブ」とは、幼児（３歳）から高校生までなら誰でも参加できる環境活動クラブ
です。
子どもたちの環境保全活動や環境学習を支援することにより、子どもたちが人と環境の関わりに
ついて幅広い理解を深め、自然を大切に思う心や、環境問題解決に自ら考え行動する力を育成し、
地域の環境保全の環を広げることを目的としています。
こどもエコクラブホームページ（http://www.j-ecoclub.jp/）

エコまる

あったかハート

かるいフットワーク

やわらかアタマ

チャレンジゴコロ

エコねえ

図 こどもエコクラブイメージキャラクターとその仲間たち
（出典：こどもエコクラブホームページ（http://www.j-ecoclub.jp/））

コラム

させぼエコプラザ

ホームページ、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）

させぼエコプラザでは、ホームページや SNS を活用し、環境に関する情報やイベント情報等を
発信しています。

図 エコプラザ Twitter

図 エコプラザ Facebook
33

第２章 基本的方向性と具体的施策展開

⑶ 学校等における環境教育の充実
学校等では、幼小中の学習指導要領等において、環境に関する内容が充実されており、環境教
育のための特別な時間を設けることなく、全ての教科等の教育活動の中で環境に関わる学習内容
が取り上げられています。また、環境に関する学習は、総合的な学習の時間において実践されて
いる学校もあります。
総合的な学習の時間への講師派遣や、学校生活で環境に良い取り組みが行われている学校に対
する学校版環境 ISO 認定等、各段階に応じたきめ細かい支援を行っていきます。

① 発達段階に応じた環境教育の実施
市行政の取組
環境教育に求められる役割や必要な手法は発達段階ごとに異なることから、各段階に応じたき
め細かい支援等を行い、学校等での環境教育を一層充実させていきます。
学校版環境 ISO をはじめ、環境教育に取り組む学校等に対し、環境に関する情報の提供や講師
の派遣、環境教材の貸し出し等を行い、学校等の環境教育を支援します。
【関連する主な取組】
幼児向け環境イベント、どこでも環境教室、長崎県環境アドバイザー派遣、
させぼエコプラザ出前講座、地域環境インタビュー

※20

、学校版環境 ISO 認定制度 など

市民、市民団体、事業者、学校等の取組
取

組

内

容

学校等における環境教育の取り組みに協力する。

市民

市民団体

事業者

○

○

○

学校等

行政やさせぼエコプラザの講師派遣制度等を活用する。

○

児童・生徒等が主体となって環境にやさしい行動をとる。

○

活動指標
2017 年度
現況値

2022 年度
目標値

学校等に対する支援校数

13 校

20 校

学校等に対する支援回数

37 回

50 回

学校版環境 ISO 認定校数

19 校

35 校

指

※20

標

名

地域環境インタビュー……小中学校・義務教育学校の児童・生徒が校区内の事業所等を訪問し、環境保全に向けた
取り組みについて聞き取り調査や意見交換等を行う。
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コラム

発達段階を考慮した環境教育の推進【幼稚園・小学校】
出典：国立教育政策研究所 教育課程研究センター
『環境教育指導資料【幼稚園・小学校編】』 出版年月 2014 年 11 月

幼児期に経験させたい内容
⑴ 自然に親しむ経験

「自然に親しみ、その大きさ、美しさ、不思議さなどを感じる」「身近な自然や自然物に触れて、いろいろ
な遊びを楽しむ」など、自然と関わり遊びを楽しむ経験や、「身近な動植物に親しみをもち、いたわったり世
話をしたりする」など、動植物と関わる経験は、幼児期に欠かせない。こうした自然に対する感性を豊かに
していく経験は、将来の「環境を感受する能力」「環境に興味・関心をもち、自ら関わろうとする態度」につ
ながっていく。

⑵ 身近な環境に興味や関心をもち，働き掛ける経験

幼児期では、特に子供が身近な環境に興味や関心をもち、主体的に働き掛けていくことが重要である。こ
うした中で、「生活の中で、様々なものに触れ、その性質や仕組みに興味や関心をもつ」「身近なものや遊具
等に興味をもってかかわり、考えたり、試したりして工夫して遊ぶ」など、子供なりに環境との関わり方に
気付いたり、問題を解決しようとしたりする経験が、将来の「問題を捉え、その解決の構想を立てる能力」「情
報を活用する能力」につながっていく。

⑶ 人やものとの関わりを深め，先生や友達と共に生活することを楽しむ経験

「様々な環境とのかかわりの中で、感動したことを伝え合う」
「先生や友達と共に過ごすことの喜びを味わう」
「友達と楽しく活動する中で、共通の目的を見いだし、工夫したり、協力したりなどする」「自然などの身近
な事象に関心をもち、取り入れて遊ぶ」「身近なものを大切にする」などの人やものとの関わりを深め、共に
生活をすることを楽しむ経験は、将来の「合意を形成しようとする態度」「自ら進んで環境の保護・保全に寄
与しようとする態度」につながっていく。

小学校における環境教育の指導の重点
⑴ 体験の重視

一般に子供は、具体的に事物と関わりをもち、それらを身体や簡単な道具を使って操作することを好む。
また、イメージを浮かべたり、言葉や造形などで表現したり、具体的な行動に表したりすることが多い。し
たがって、子供が身の回りの環境に触れ、それらについて考えを巡らすようにすることが望ましい。
このような活動や体験は、小学校において特に大切なことである。また、学校教育のみならず、家庭や地
域社会における体験の場や機会の充実を図ることが大切であり、その意義やねらい、具体的な活動内容を家
庭や地域に啓発していくことも重要である。

⑵ 身近な問題の重視

環境問題というと、ともすれば地球規模の環境問題、例えば、地球の温暖化、オゾン層の破壊、熱帯林の
減少などが取り上げられがちである。まずは、身の回りの社会現象や身近な自然現象などに目を向け、自ら
考えるようにすることが大切である。それぞれの学校の地域の特徴などをよく考えることで、それぞれの地
域に応じた特徴ある環境教育の取組を工夫することが考えられる。子供は、自分の生活の場に密着した形で
問題を見いだし、関心や意欲をもって環境に関わる学びを深めていくことになり、自ずと活動は学校外への
広がりをもつようになる。家庭や地域と連携を図り、協力体制を整え、全教職員の共通理解の下、身の回り
の問題を重視した環境教育の取組が期待される。

⑶ 総合的な把握の必要性

環境問題を認識するためにまず身近な問題から取り上げて、興味・関心をもたせることが重要である。子
供の発達に応じて、それが地球規模の問題につながっていることや地域的な広がりをもつようになっている
ことを認識するとともに、それらの問題が相互に深く関わっていることを理解するなど、多層な環境問題を
総合的に把握する必要性を感じ、それを捉えさせることが大切である。
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コラム

発達段階を考慮した環境教育の推進【中学校】
出典：国立教育政策研究所 教育課程研究センター
『環境教育指導資料【中学校編】』 出版年月 2017 年３月

中学校における環境教育の指導の重点

⑴ 環境に対する豊かな感受性や探求心を育成する
生徒の豊かな感受性や探求心を育成するためには、生徒が自らの課題に主体的に関わっていくこ
とが重要です。
そのため中学校においても、生徒の身近な事物や生活に関わりの深い事物・現象の中から、環境
に関わる課題を取り上げ、その感受性を高めることが必要です。また、それと同時に、中学校段階
であれば、自ら書籍を使って調べたり、インタビューを行ったり、有識者の講演を聞いたりする中
で、地域的な規模から地球的規模に至る様々な実社会の課題へと探求心を喚起することも必要です。
このように、体験・経験を通したものであれ、書籍やインターネットからの情報を通したものであ
れ、学習する内容が生徒自らの課題と合致している場合には、生徒はその豊かな感受性を研ぎ澄ま
し、活動の過程も探求的になっていくことが期待されます。
⑵ 環境に関する思考力や判断力を育成する
環境に関する思考力や判断力を育成するため、中学校段階ではその発達段階にふさわしい多面的、
総合的に環境に関する問題を捉える視点が必要です。また、そこでは信頼できるデータか否かの取
捨選択、収集したデータや根拠に基づく合理的な判断なども求められます。
中学校段階になれば、地球規模の問題（例えば、地球の温暖化、オゾン層の破壊、熱帯林の減少
など）に関心を持っている生徒も多いものと思われます。しかし、実際にはそれを表層的に捉えて
分かったつもりになっていたり、身近に起こっている具体的な問題と関連付けられなかったりする
生徒も少なからず存在するものと考えられます。身近な問題でも立場が変わると見方が変わること
や、身近な問題が地域的な広がりを持ち、場合によっては地球的規模の問題にも関連することなど、
環境に関する様々な事物、事象が「つながっている」という見方が大切です。このように、生徒が
環境問題を多面的に把握するような機会を設定して、環境問題を総合的に捉えられるようにしてい
くことが大切であり、そうすることで、環境に関する思考力や判断力が育成され、高まっていくこ
とが期待されます。
⑶ 環境に働き掛ける実践力を育成する
環境教育では、生徒が環境について学習することにより、日常生活を環境に配慮したものに変え
たり、家庭や地域社会の中で実際に行動したりする実践力につなげることが大切です。
そのため中学校段階においては、環境について自ら調べたことや発見したことを基に、クラスや
学年内で話し合ったり、全校行事で発表し合ったりするなど、まずは自らの活動を積極的に発信す
る機会を設定することが望まれます。さらに、校内での協働的な学習に加えて、地域社会に向けても、
成果を発信したり、意見をもらったりしてより良い実践に結び付けるなど、学校外の様々な人と組
織とのつながりを持たせることは貴重な体験となります。生徒の発案した環境に関連するアイデア
や提案が地域社会に取り上げられ、活用されていく様子を生徒が見れば、未来に向けて大いに希望
を抱くことができるようになるものと思われます。
その前提として、学校と家庭や地域社会との連携は重要で、様々な環境に関する体験や活動の場
や機会を設定していくことが大切です。そして、その体験や活動の意義やねらいを明確にした上で、
生徒の行動を通して家庭や地域と連携を図り、より良い環境の創造に向けて協働していくことが期
待されます。
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第３章 計画の推進

１ 推進体制
市全体が一体となって事業を推進していくために、下図の推進体制により進行管理を行ってい
きます。なお、推進体制は必要に応じて見直します。
① 各主体は計画に基づく取り組みを行い、連携・協働を図り、効果的な事業を推進します。
② 市行政は、佐世保市環境教育等推進協議会に計画の進捗状況等を報告します。
③ 佐世保市環境教育等推進協議会は、報告を基に、点検・評価を行います。
④ 計画の進捗状況等を、ホームページ等を通じて公表します。
⑤ 各主体は、結果を受け、今後の取り組みに反映します。

① 各主体の取り組み

市民

学校等

市民団体

連携・協働

市行政

② 進捗状況等の報告
③ 点検・評価
佐世保市環境教育等推進協議会

④ 計画の進捗状況の公表
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反映
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１ 第２次佐世保市環境教育等推進行動計画の検討経緯
2018 年５月 16 日

第１回 佐世保市環境教育等推進協議会

		

計画策定スケジュール

		

施策の方向性の整理

2018 年７月 11 日

第２回 佐世保市環境教育等推進協議会

		

前計画の取り組み状況

		

骨子案の検討

2018 年８月 28 日

第３回 佐世保市環境教育等推進協議会

		
2018 年 10 月 25 日

第４回 佐世保市環境教育等推進協議会

		
2018 年 11 月８日

骨子案の検討

素案の検討

パブリックコメントの実施

～ 12 月７日
2018 年 12 月 12 日

佐世保市議会平成 30 年 12 月定例会
（都市整備委員会）
議案外報告：佐世保市環境教育等推進行動計画の改定について

2019 年２月 18 日

佐世保市環境政策審議会
佐世保市環境教育等推進行動計画の改定について

2019 年２月 25 日

第５回 佐世保市環境教育等推進協議会
本計画原案の提示
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２ 環境教育に関する動向
⑴ 前計画策定までの経緯
本市では、1997（平成９）年に「佐世保市環境基本計画」を策定し、総合的かつ計画的な環
境保全に関する施策を推進するとともに、2001（平成 13）年には、本市における環境教育・環
境学習を体系的に推進するための指針として「佐世保市環境教育・環境学習計画」を策定し、環
境に対する豊かな感受性や見識を持つ市民の育成を図っています。
また、2005（平成 17）年には「佐世保市環境基本条例」を制定したことから、条例の基本理
念に則り、新たな課題や情勢への対応を図るための「佐世保市環境基本計画」の改定等に対応し
て「佐世保市環境教育・環境学習計画」を改定しました。
その後、2014（平成 26）年には、改正された環境教育等促進法に基づき、さまざまな主体の
自発的な活動を支援し、その基盤となる環境教育等の推進に向けた基本方針を国が示したことか
ら、これらの内容を踏まえながら本市の地域特性に応じた独自の計画とするため、名称を「佐世
保市環境教育等推進行動計画」として改定を行いました。
前回の改定から５年が経過し、現計画の計画期間の満了を迎えること、さらには、佐世保市環
境基本計画の改定や基本方針の変更が閣議決定されたことから、これらの内容を踏まえながら「佐
世保市環境教育等推進行動計画」の改定を行うものです。

⑵ 国際的な動向
環境教育については、1972（昭和 47）年のストックホルムで開催された「国連人間環境会議」
において採択された「人間環境宣言」の中で、その重要性が指摘され、その後、様々な国際会議
において議論がなされてきました。
1975（昭和 50）年にベオグラード（旧ユーゴスラビア）で開催された国連環境教育会議にお
いて、環境教育の目的は、個人と社会集団が、総体的な環境とそれに関わる問題について関心と
感受性を持ち、人類の重要な立場と役割を理解し、環境の保護改善に参加する意欲と問題解決の
ための技能及び評価能力を身につけ、また適切な行動を起こすために、環境問題に関する責任と
事態の危急性についての認識を深めることができるようにすることとする「ベオグラード憲章」
が作成されました。
さらに、1977（昭和 52）年には、トビリシ（グルジア共和国）で開催された「トビリシ会議」
においてトビリシ宣言が採択され、環境教育の獲得すべき目標や枠組みが明確にされてきました。
また、1992（平成４）年の「環境と開発に関する国連会議（地球サミット）」で採択された「環
境と開発に関するリオ宣言（リオ宣言）」において、環境問題は、民間団体その他の様々な主体
の環境保全への取り組みが重要であり、かつ、不可欠であることが明らかにされ、社会を構成す
る個人、家庭、民間団体、事業者、行政等が、環境問題への取り組みを自らの問題としてとらえ、
自発的に活動し、お互いの活動を理解し、立場を尊重し、適切な役割分担をすることによって、
持続可能な社会づくりに取り組んでいくことが必要であるとしています。
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2002（平成 14）年には、ヨハネスブルグ ･ サミットにおいて、日本政府と日本の NGO によ
り、持続可能な開発の実現は人づくりが重要であるとの観点から「持続可能な開発のための教育
（以下「ESD」という。）の 10 年」（2005 年～ 2014 年）の採択について提唱され、同年 12 月
の国連総会において「国連 ESD のための 10 年」が採択され、日本でも様々な取り組みが始ま
っています。最終年である 2014（平成 26）年、愛知県名古屋市で開催されたユネスコ世界会
議において、「ESD に関するグローバル・アクション・プログラム」の開始が発表され、今後も
ESD を推進していくことが示されました。
2015（平成 27）年の国連サミットにおいて、世界が持続可能な道を歩むための行動をすべて
の国に求める「2030 アジェンダ」が採択されました。そこに記載された「SDGs」は、持続可
能な世界を実現するために 2030 年までに達成すべき国際社会全体の目標であり、「地球上の誰
一人として取り残さない」を理念とし、行動変革につなげるため一人ひとりが持続可能な社会づ
くりに必要な知識とスキルを得ることなどが掲げられています。

⑶ 国の動向
我が国での環境教育は、1960 年代の深刻な公害問題や自然破壊に対する解決手段としてその
重要性が認められてきましたが、近年は国際的に求められている「持続可能性」を含む広い意味
での環境教育が求められつつあります。
「持続可能性」についての考え方は 1993（平成５）年に制定された環境基本法、1994（平成６）
年に策定された環境基本計画にも盛り込まれ、その中で環境教育の重要性が明確にされてきまし
た。
そして 2003（平成 15）年７月には「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」が制定され、環境教育について国内で初めて法制化され 2011（平成 23）年には、環
境を軸とした成長を進めるうえで、環境保全活動や行政・企業・民間団体等の協働がますます重
要になっていること、ESD の動きや学校における環境教育の関心の高まりなどを踏まえ、環境
教育をなお一層充実させる必要性があることから、
「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」の改正法である「環境教育等促進法」が公布されました。
また、2012（平成 24）年６月には「基本方針」を閣議決定し、国の環境教育の基本理念を充
実するとともに、協働取組の重要性が強く示されました。
政府は、2016（平成 28）年に「ESD に関するグローバル・アクション・プログラム実行計画」
を策定し、同年、官民協働プラットフォームとして環境省・文部科学省が共同で ESD 活動支援
センター（全国センター）を設置、2017（平成 29）年度、全国８ブロックに地方 ESD 活動支
援センター（地方センター）を開設しており、全国・地方センターを中心とした ESD 推進のた
めのネットワークが構築されています。
さらに、2018（平成 30）年４月には「第５次環境基本計画」を閣議決定し、
「環境政策を通じ『持
続可能な社会』を構築し、我が国こそが先んじて『課題解決先進国』になるという、未来志向の
捉え方により、山積する課題の解決に取り組んでいく」こととしており、「経済社会システム、ラ
イフスタイル、技術といったあらゆる観点からのイノベーションの創出と経済・社会的課題の同
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時解決を実現することにより、将来に亘って質の高い生活をもたらす『新たな成長』につなげて
いく」ことが示されています。
同年６月には「体験活動」の意義を捉え直し、地域や民間企業の「体験の機会の場」の積極的
な活用を図ること及び若者の参加の促進、働き方の変化を環境活動等への参加を通した学びにつ
なげる仕組みを講じるなど具体の施策を盛り込んだ「基本方針」の変更について閣議決定がなさ
れました。
政府として、持続可能な社会づくりに向けて、さまざまな主体の自発的な活動を支援し、その
基盤となる環境教育等の推進を図るとともに、国民、事業者、民間団体、地方公共団体等のさま
ざまな主体の自発性を尊重しながら、これらと協働して持続可能な社会づくりに取り組んでいく
こととしています。

⑷ 学校教育に関する動向
2006（平成 18）年に改正された「教育基本法」においては、教育の目標の一つに「生命を尊び、
自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと」が規定されました。
また、2017（平成 29）年に改訂された幼小中の学習指導要領等において、環境に関する内容
が充実されており、環境教育のための特別な時間を設けることなく、全ての教科等の教育活動の
中で環境に関わる学習内容が取り上げられています。
さらに、環境に関する学習は、多くの学校で総合的な学習の時間をはじめ、教科横断的に様々
な教科で実践されています。
学校等においては、教育活動の全体を通じて、児童生徒等の発達の段階に応じた環境教育を行
うこと、各教科間の関連に配慮しながら進めることが必要とされており、また、この際、異なる
学年や小学校、中学校等の間の連携、地域の住民や民間団体、事業者等との連携に配慮しながら
進めることが大切であるとされています。

43

資料編

３ 佐世保市環境教育等推進協議会条例
佐世保市環境教育等推進協議会条例（平成 30 年条例第 49 号）
（趣旨）
第１条 この条例は、佐世保市附属機関設置条例（平成 30 年条例第 40 号）第２条第１項の規
定により設置される佐世保市環境教育等推進協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営
について、必要な事項を定めるものとする。
（所掌事務）
第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び調整を行う。
⑴ 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律（平成 15 年法律第 130 号）第８条
第１項に規定する行動計画（以下「行動計画」という。）の作成に関すること。
⑵ 行動計画の推進に関すること。
⑶ 前２号に掲げるもののほか、環境教育に係る重要事項に関すること。
（委員）
第３条 協議会は、委員 16 人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又
は任命する。
⑴ 学校教育、幼児教育及び社会教育の関係者
⑵ 市民団体等の関係者
⑶ 事業者の代表者
⑷ 学識経験を有する者
⑸ 公募による市民
⑹ 市の職員
⑺ その他市長が必要と認める者
（委員の任期等）
第４条 委員の任期は、２年以内とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、
委員の職を失うものとする。
２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
３ 委員は、再任されることができる。
４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
（会長及び副会長）
第５条 協議会に会長及び副会長を置く。
２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
３ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代
理する。
44

資料編
（会議）
第６条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに
よる。
（意見の聴取等）
第７条 協議会は、必要に応じ委員以外の者に、協議会への出席を求め、その意見若しくは説明
を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
（庶務）
第８条 協議会の庶務は、環境部環境保全課において処理する。
（委任）
第９条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成 30 年４月１日から施行する。
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４ 佐世保市環境教育等推進協議会
区

分

学校教育

幼児教育

市民団体

学識

事業者

所

教育委員会

行政

属

氏

名

役

職

楠栖小学校

片渕

満里子

校長

広田中学校

山口

政則

校長

佐世保市保育会

山口

進太郎

佐世保私立幼稚園協会

古川

昌史

くりのみ学園主事

させぼ市民環境サポートセンター

豊澤

健太

代表理事

ふるさと自然の会

川内野

山澄地区自治協議会

橋山

良男

会長

長崎県立大学

○ 芳賀

普隆

講師

長崎国際大学

◎ 小島

大輔

講師

させぼパール・シー
イオン九州

市民

委員名簿

株式会社

株式会社

イオン大塔店

善治

川久保

晶博

藤原幼児園長

会長

常務取締役

樺嶋

隆光

人事総務課長

公募市民

山本

了子

公募市民

学校教育課

陣内

康昭

課長

子ども政策課

須藤

貴光

課長

環境保全課

吉村

彰治

課長

（◎会長、○副会長、敬称略、順不同）
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５ 用語集
あ行
ISO14001
ISO（国際標準化機構）による環境マネジ
メントシステムの国際規格。この規格に基づ
いたシステムを運用することにより、環境負
荷を減らすことができるだけでなく、認証登
録されることにより、対外的に環境に配慮し
た経営をしていることを示すことができる。

環境教育
持続可能な社会の構築を目指して、家庭、
学校、職場、地域その他のあらゆる場におい
て、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
習のこと。

e 宣言 @ サセボ認証登録制度
佐世保市内の事業所や企業団体等の事業活
動において、環境に配慮したエコオフィス活
動を推進するとともに、自発的な宣言によっ
て、環境に配慮した取り組みへつなげること
を目的として、佐世保市が認定する制度。

環境負荷
人の活動により、環境に与えられる影響で
あって、環境の保全上の支障となるおそれの
あるもの。

エコアクション 21
全ての事業者が、環境への取り組みを効果
的、効率的に行うことを目的に、環境に取り
組む仕組みを作り、取り組みを行い、その結
果を社会に公表するための方法について環境
省が策定したガイドラインに基づく認証 · 登
録制度。ISO14001 規格をベースとしてお
り、中小企業等でも取り組みやすい環境マネ
ジメントシステムとなっている。
エコライフ · エコオフィス
市民 · 事業者が日常生活や事業活動による
地球環境への影響を認識し環境に配慮した行
動に取り組むこと。

か行
環境学習サイト「e カンキョウ @ サセボ」
佐世保市の環境情報のほか、環境教育 · 環
境学習に役立つ情報を発信しているサイト。
（http://www.city.sasebo.lg.jp/kankyo/
kanhoz/kankyou.html）

環境保全活動
地球環境保全、公害の防止、生物の多様性
の保全等の自然環境の保護及び整備、循環型
社会の形成その他の環境の保全（良好な環境
の創出を含む。）を主たる目的として自発的
に行われる活動。
環境保全の意欲の増進
環境の保全に関する情報の提供並びに環境
の保全に関する体験の機会の提供及びその便
宜の供与であって、環境の保全についての理
解を深め、及び環境保全活動を行う意欲を増
進するために行われるもの。
環境マネジメントシステム
事業者等が自主的に環境保全に関する取り
組みを進めるにあたり、環境に関する方針や
目標等を自ら設定し、これらの達成に向けて
取り組んでいくために構築する仕組み。
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気候変動
近年では地球温暖化とほぼ同義で用いられ
ることが多く、気候変動枠組条約では、地球
の大気の組成を変化させる人間活動に直接又
は間接に起因する気候の変化であって、比較
可能な期間において観測される気候の自然な
変動に対して追加的に生ずるものと定義され
ている。
協働取組
市民、市民団体、事業者、学校等、市行政
がそれぞれ適切に役割を分担しつつ対等の立
場において相互に協力して行う環境保全活
動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他
の環境の保全に関する取り組みのこと。
ごみ減量アドバイザー派遣
ごみの減量化及び資源化を目的として、市
民の自主的なごみ減量化等を支援するため、
「地域団体」や「学校」等が主催する講習会
等に「ごみ減量アドバイザー」を派遣する制
度。

さ行
させぼ美し化プロジェクト
国県道を含めた道路空間に花を植栽し、
観光都市としての魅力向上を目指す目的で
2010（平成 22）年度から運用している。
させぼエコプラザ
本市の環境教育及び地球温暖化対策の拠点
「佐世保市地球温暖化防止活動推進センター
『させぼエコプラザ』」として、環境保全に関
する各種イベントや家具のリユース販売等を
行っている施設。
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させぼエコプラザ出前講座
地域 · 学校向けの環境教育プログラムの提
供 · 提案を行い、させぼエコプラザから講師
を派遣する制度。
させぼ環境アドバイザー登録制度
環境保全に関して知識 · 経験を有する者を
「させぼ環境アドバイザー」として登録し、
地域における環境保全に関する知識の普及を
図るとともに、環境教育の推進に資すること
を目的として 2016（平成 28）年度に制定。
佐世保市学校版環境 ISO
学校、家庭、地域における環境負荷の低減
を目指した、小 · 中学校及び義務教育学校で
の環境にやさしい学校づくりを支援する本市
の認証制度のこと。
佐世保市環境保全団体等登録制度
市内において、さまざまな環境保全活動を
行っている市民団体等を「佐世保市環境保全
活動団体」として登録し、登録団体が実施す
る環境保全活動を推進し、その取り組みの輪
を広げることを目的として 2016（平成 28）
年度に制定。
持続可能な開発のための 2030 アジェンダ
2001（平成 13）年に策定された極度の貧
困と飢餓の撲滅など，2015（平成 27）年
までに達成すべき８つの目標を掲げた、開発
分野における国際社会共通の目標である「ミ
レニアム開発目標（MDGs）」の後継として
国連で定められた、2016（平成 28）年か
ら 2030 年までの国際目標のこと。
MDGs の残された課題（例 : 保健、教育）
や新たに顕在化した課題（例 : 環境、格差拡
大）に対応すべく、新たに 17 ゴール ·169
ターゲットからなる「持続可能な開発目標
（Sustainable Development Goals）」
（SDGs）が策定された。
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な行
持続可能な社会
自然と共生する知恵や自然観も踏まえ、情
長崎県環境アドバイザー派遣
報通信技術（ICT）等の科学技術も最大限に
環境保全の意識を高め、地域における自主
活用しながら、経済成長を続けつつ、環境へ
的な環境保全活動を促すために、市町、学校、
の負荷を最小限にとどめ、健全な物質・生命
住民団体等が主催する環境問題に関する講
の「循環」を実現するとともに、健全な生態
演会、研修会及び講習会等に、環境アドバ
系を維持・回復し、自然と人間との「共生」
イザーを長崎県が派遣する制度。
や地域間の「共生」を図り、これらの取り組
みを含め「低炭素」をも実現する循環共生型 は行
の社会（環境・生命文明社会）のこと。
物質循環
環境の中では多くの物質が形態を変えつ
生物多様性
つ循環している。例えば生物体を構成する
地球上には、様々な生きものが互いに「つ
窒素は植物によって固定されて有機物とな
ながりあい」そして「バランスをとりながら」
り、その後、枯死したり、食べられたりし
生きており、生きものとそのつながりの豊か
ながら動物の体の一部を構成し、最終的に
さを「生物多様性」という。
は分解されて大気中に戻る。この一連の流
れを物質循環という。

た行

地域環境インタビュー
小中学校 · 義務教育学校の児童 · 生徒が校
区内の事業所等を訪問し、環境保全に向けた
取り組みについて聞き取り調査や意見交換等
を行う。
地球温暖化防止活動推進センター
「地球温暖化対策の推進に関する法律」に
よって定められたセンターで、各都道府県知
事や政令指定都市等市長によって指定され
る。主な業務は地球温暖化防止に関する「啓
発 · 広報活動」、「活動支援」、「照会 · 相談活
動」、
「調査 · 研究活動」、
「情報提供活動」など。
どこでも環境教室
市民等からの要望に応じ、市内各地に講師
を派遣し、環境問題や環境調査の方法などに
ついての情報提供を行う佐世保市の制度。
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