佐世保市環境教育等推進行動計画

目

次

contents

第1章

計画の基本的事項‥ ‥‥‥‥‥２

１

定義‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２

２

環境教育の推進方針‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２

３

計画の目的‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４

４

計画の期間‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４

５

計画の位置づけ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４

第2章

計画改定の視点‥ ‥‥‥‥‥‥９

１

計画改定について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９

２

計画改定の背景‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９

３

各主体の取り組みの現状と課題‥‥‥‥‥ １６

第3章

各主体に期待される役割‥ ‥２５

１

市民‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２５

２

市民団体‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２７

３

事業者‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２８

４

学校等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２９

５

市行政‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３０

第 4 章 基本的方向性と具体的施策展開‥‥ ３２
１

人づくり‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３５

２

地域づくり‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４０

３

ネットワークづくり‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４３

第5章

計画の推進‥ ‥‥‥‥‥‥‥４５

１


推進体制‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
４５

２

計画進捗管理のための指標‥‥‥‥‥‥‥ ４６

資

料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４９

計画の構成
計画の基本的事項

第１章

環境教育の推進方針

定義

計画の期間

計画の目的

計画の位置づけ

計画改定の視点

第２章

計画改定の背景

・環境問題の深刻化
・世界・国の動向

計画改定に
ついて

・市民 ・市民団体
・事業者・学校等
・市行政

各主体に期待される役割

第３章
市

各主体の取り組みの
現状と課題

民

市民団体

事業者

学校等

市行政

基本的方向性と具体的施策展開

第４章

施策の方向
持続可能な社会の
構築

３つの柱
・人づくり
・地域づくり
・ネットワークづくり

計画の推進

第５章
推進体制

進捗管理指標
1

第1章

計画の基本的事項

佐世保市環境教育等推進行動計画

１．環境教育がはぐくむべき能力

１

定義

「環境教育」とは、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

①「未来を創る力」
・ 社会経済の動向やその仕組みを横断的・包括的に見る力
・ 課題を発見・解決する力

るための知識を第三者に伝達することで、人の持つ能力を引き出したり、新たに身につけたりす

・ 客観的・論理的思考力と判断力・選択力

るために行われる教育及び環境保全等について興味関心を持ち、自ら探求していく学習です。

・ 情報を活用する力

「環境保全活動」とは、地球環境保全、公害の防止、生物多様性の保全等の自然環境の保護及び
「環境保全の意欲の増進」とは、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

・ 計画を立てる力
・ 意思疎通する力（コミュニケーション能力）
・ 他者に共感する力

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、環境保全活動を

・ 多様な視点から考察し、多様性を受容する力

行う意欲を増進するために行われるものです。

・ 想像し、推論する力
・ 他者に働きかけ、共通理解を求め、協力して行動する力

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

・ 地域を創り、育てる力

境の保全に関する取り組みです。

・ 新しい価値を生み出す力

第
３章

「協働取組」とは、市民、市民団体、事業者等、市行政がそれぞれ適切に役割を分担しつつ対等

第
２章

整備、循環型社会の形成その他の環境の保全を主たる目的として自発的に行われる活動です。

第
１章

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

等

「持続可能な社会」とは、健全で恵み豊かな環境が地球規模から身近な地域まで保全されるとと
ることができる社会です。

②「環境保全のための力」

第
４章

もに、それらを通じて世界各国の人々が幸せを実感できる生活を享受でき、将来世代にも継承す

・ 地球規模及び身近な環境の変化に気付く力
・ 資源の有限性や自然環境の不可逆性を理解する力

環境教育の推進方針

国が平成２４年６月に策定した「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。）では、①環境問題に関心を持ち、

・ 環境配慮行動をするための知識や技能

第
５章

２

・ 環境保全のために行動する力
・ 地域の自然を理解する能力

等

②環境に対する責任と役割を理解し、③環境保全に参加する態度と環境問題解決のための能力を
育成することで、行動に結びつく人材を育てることの必要性が示されています。
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（以下、「環境市民」と
いう。）の育成が最も重要な課題であるとの認識のもと、計画を推進します。
また、国の基本方針において、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並びに環境教育に求められる要素が示されています。本市において
も国の基本方針を踏まえて、環境教育を推進します。

・ 自然体験、社会体験、生活体験など実体験を通じた様々な経験をする機会を設けること。

資料

このようなことから、本市の環境教育の推進にあたっては、環境保全の重要性に気づき、考え、

２．環境教育に求められる要素
地域を教材とし、より実践的に実感をもって学ぶこと
・ 双方向型のコミュニケーションにより、気付きを「引き出す」こと
・ 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
・ 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
・ 郷土の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

2
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３

計画の目的

本計画は、市民の環境保全活動を促進し、佐世保市環境基本計画の基本目標６に掲げる「環境

意識の高いまち～活動する環境市民～」を実現していくための計画です。
さらには、これらの取り組みを効果的に進める上で協働取組が重要であることに鑑み、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

（都道府県及び市町村の行動計画）
第8条

都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、その都道府県又は市町村の区域の

自然的社会的条件に応じた環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取

第
１章

環境保全活動並びにその促進のための環境保全の意欲の増進及び環境教育が重要であること、

■環境教育等促進法

組の推進に関する行動計画を作成するよう努めるものとする。

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。

■佐世保市環境基本計画

基本目標 6【環境保全活動の促進】

環境意識の高いまち～活動する環境市民～
30 年後のめざすべき姿

第
２章

本市の各計画・条例との関連
第6次佐世保市総合計画
後期基本計画
平成24年3 月

され、全市で浸透しています。環境保全に関する啓発や教育が積極的に行われ、環境保全
のために何をすればよいのかが広く理解され、実践されています。

佐世保市環境基本計画
（中間見直し）
平成25 年3月

第
３章

・家庭ですべきこと、事業所ですべきことなど、環境保全に関わる取組がわかりやすく紹介

佐世保市環境基本条例
平成17 年3月

・市民一人ひとりが環境の変化に気づける仕組みができています。ホームページで環境の情
体の環境の情報を常に確認することができます。
・情報交流がすすみ、環境に対する市民の意識が高まっています。市民のみならず、観光に
訪れた人も佐世保市の環境に対する姿勢や取組を理解し、行動しています。
業者、行政の間のコミュニケーションが盛んに行われ、行動力ある地域コミュニティがつ
くられています。

国・県の施策との関連
国

長崎県

佐世保市

環境基本法

長崎県環境基本条例

佐世保市環境基本条例

平成５年11 月

計画の期間

本計画の計画期間は平成２６年度（２０１４年度）からの５年間とし、目標年次は平成３０年度

平成９年10 月

環境基本計画

長崎県環境基本計画

環境教育等による環境
保全の取組の促進に
関する法律

環境保全の意欲の増進及
び環境教育の推進に関す
る長崎県基本計画

平成24 年4 月

平成23 年3 月

平成17 年３月

佐世保市環境基本計画
（中間見直し）
平成25年３月

資料

４

平成26 年3月

第
５章

・野生生物の保護や地球温暖化防止行動などの環境保全活動を通じて、市民、市民団体、事

佐世保市環境教育等
推進行動計画

第
４章

報が受発信できるシステムなどを通して、自分が住んでいる地域のみならず、佐世保市全

（２０１８年度）とします。その中で、具体的な施策や取り組みについては、社会情勢や計画の進
捗状況などを踏まえて、適宜見直しを図るものとします。

５

計画の位置づけ

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、佐世保市の他の関連計画や個別施策、国の基本方針等との整合を図り、佐世保市環境
基本計画の「基本目標６
ます。

4

環境保全活動の促進」を推進するための部門別計画としても位置づけ

平成24年10月

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

平成17 年3 月

佐世保市環境教育等
推進行動計画
平成26 年３月

平成24年6月

5
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■佐世保市環境基本条例（平成 17 年 3 月制定、4 月施行）
（環境教育及び環境学習の推進）

基本目標１～５と、基本目標１～５の共通基盤となる基本目標６で構成される。

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

第
１章

第 17 条

■佐世保市環境基本計画（改定版）【中間見直し】（平成 25 年 3 月）

画的に実施するものとする。
（１）学校教育における環境教育の推進のための施策
（２）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

地球温暖化防止

地球温暖化防止に取り組むまち
〜くらしの中の省エネルギー〜

第
２章

（３）良好な環境の保全等に関する広報啓発活動

基本目標１

（４）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

基本目標２

〜子孫に残す海、山、川、里山〜

第
３章

■第 6 次佐世保市総合計画（平成 24 年 3 月）

自然環境の保全

多様な自然を守り伝えるまち

佐世保市の行財政運営に関する計画の最上位に位置し、基本構想に掲げた将来像やまちづ
くりの基本目標等を実現するため、各政策・施策の取り組み内容や達成目標等を示すもの。

快適な生活環境とまちづくり
基本目標４

〜市民も観光客も快適な環境〜

環境に負荷を与えないまち

第
５章

施策① 環境保全活動の促進

大気環境と水環境の保全

自然と調和した美しいまち

第
４章

基本目標5
基本目
人と自然が共生するまち

基本目標３

〜きれいな空気と清らかな水〜

政策１
環境に配慮したまちづくり

基本目標５

ごみの減量化とリサイクル

省資源、資源循環のまち

資料

施策② 環境負荷の低減

〜ものを大切にする生活〜

施策① ごみの適正排出・減量化
政策２
循環型のまちづくり

施策② ごみの適正処理
施策③ 生活排水の処理

6

基本目標６

環境保全活動の促進

環境意識の高いまち
〜活動する環境市民〜

7

第2章
■佐世保市市民協働推進計画〈第二次計画〉（平成 23 年 3 月）

１

○市民協働の３原則

計画改定の視点

佐世保市環境教育等推進行動計画

計画改定について

佐世保市では、平成９年に「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

第
１章

策を推進するとともに、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「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

市民協働の３原則

市民の育成を図っています。
また、平成１７年には「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
計画」を改定するなど、市民・市民団体・事業者・行政などさまざまな主体が協働する中で、環境へ

自主性・主体性尊重

対等・平等

情報公開・透明性確保

市民協働によるまちづくり

まちづくりに様々な形態で

市民協働によるまちづくり

に参加するすべての市民と

参加するすべての市民は、

は、その過程に関わる情報

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、改正された

行政は、常にお互いに自主

相互に対等・平等であると

が常に公開され、透明性が

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

性と主体性を尊重して行動

ともに、行政とも対等・平

確保されるとともに、的確

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佐世保市の地域

します。

等なパートナーとして行動

でわかりやすく市民に提供

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

します。

されるなかで行われます。

うものです。

行

政

ることの自覚

切かつ適時に公開

佐世保市のまちづくりについて自ら

市民がまちづくりに参加しやすい環

主体となって課題を提起

境の整備、市民活動の育成・支援

課題の解決などを市役所や他の市民

積極的な市民参加を促し、対等・平

に提案するなどの積極的行動

等な立場に立って協力

【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

（１）環境問題の深刻化

私たち人間は、地球上の他の生物と同様に、地球全体の環境の一部を形成しており、私たちが
生態系の中で生きていることを理解することは、生物の、そして人間のいのちを尊ぶ心をはぐく
むことにもつながります。しかし、私たち人間の現代社会における物質的豊かさは、化石燃料を
はじめとした地球上のあらゆる資源を利用することで得られており、地球環境に大きな負荷をか
けています。
近年の環境問題の特徴としては、ＰＭ 2.5（微小粒子状物質）などによる大気汚染や水質汚濁

資料

まちづくりに必要な各種情報を適

計画改定の背景

第
５章

まちづくりの主人公が市民自身であ

第
４章

民

第
３章

市

の負荷の少ない持続可能な社会の構築に向けた取り組みを推進してきました。

２

○市民・行政に求められる姿勢

第
２章

題や情勢への対応を図るための「環境基本計画」の改定や、これらに対応して「環境教育・環境学習

等の身近な環境問題のみならず、地球温暖化や資源の枯渇、物質循環や生態系のかく乱など、そ
の影響範囲が広く、かつ将来の世代にも長期的で深刻な影響を与えかねない地球規模の問題と
なっています。
これらの問題は、私たちの将来の生活基盤を根底から揺るがすほどの深刻さがあるにもかかわ
らず、その影響がすぐには目に見えにくく、かつ、さまざまな要因が絡んだ複雑な問題であるこ
とが特徴です。しかしながら、これらの原因の多くは、以前に比べて便利で物質的に豊かになっ
た私たち一人ひとりの日常生活や、このような生活を支える大量生産、大量消費、大量廃棄を前
提とした社会経済システムに起因しています。
このため、私たちの活動に起因する環境負荷が、環境に大きな影響を及ぼしていることを理解
し、問題の本質や取り組みの方法を自ら考え、解決する能力を身につけ、自ら進んで環境問題に
取り組む人材を育てていくことが不可欠となります。

8
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日本では、地球温暖化問題について、1998 年に地球温暖化対策の推進に関する法律が制定さ
れ、国・地方自治体・事業者・国民が一体となって地球温暖化対策に取り組む枠組みが定められま

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」
が採択されました。
日本においても NPO 法人持続可能な開発のための教育の 10 年推進会議が設立され、2006

炭素社会）。生物多様性についても、2008 年に生物多様性基本法が制定され、2012 年には生

年（平成 18 年）には「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」関係省庁連絡会議において「わ

物多様性国家戦略 2012 － 2020 が策定されています（自然共生社会）。また、2000 年に制定

が国における『国連持続可能な開発のための教育の 10 年』実施計画」が策定されました。この計

された循環型社会形成推進基本法により、廃棄物等の発生抑制や循環資源の利用などの取り組み

画においては環境教育を、「持続的な社会を構築するためのさまざまな教育と密接に関連するも

が進められています（循環型社会）。

の」としています。

第
１章

した。2005 年には京都議定書が発効され、国際的に温室効果ガス削減に取り組んでいます
（低

第
２章

また、2011 年（平成 23 年）3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震や、これに伴い引き
起こされた津波、原子力発電所等の事故、そして幾度となく繰り返される余震などを受けて、被
災地のみならず広く国民の間で、価値観や意識の大きな変化が起きています。とりわけ、人と人

■ベオグラード憲章

との絆や、地域とのつながりが見直される中、地域コミュニティ活動や環境保全活動、ボランティ

１.関心：個人及び社会集団が、全環境とそれにかかわる問題に対する関心と感受性を身に

環境教育や環境保全活動等の推進にあたっては、こうしたさまざまな主体の意識をさらに高め
るとともに、環境問題の解決に向けて各主体が相互に連携して地域が一体となって取り組むこと
ができる仕組みづくりを行うことが重要になっています。

つけること。

第
３章

ア活動など、社会への貢献が強く意識されるようになりました。

環境教育の目標

２.知識：個人及び社会的集団が全環境とそれにかかわる問題、及び人間の環境に対する厳
しい責任や使命についての基本的な理解を身につけること。
３.態度：個人及び社会集団が、社会的価値や環境に対する強い感受性、環境の保護と改善

第
４章

に積極的に参加する意欲などを身につけること。
４.技術：個人及び社会集団が、環境問題を解決するための技能を身につけること。

（２）世界の動向
環境教育については、1972 年の「ストックホルム人間環境宣言」から、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。
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
した。

６.参加：個人及び社会集団が、環境問題を解決するための行動を確実にするために、環境
問題に関する責任と事態の緊急性についての認識を深めること。

■トビリシ宣言

環境教育の目標

１.認識：社会集団と個々人が、環境全体及びそれに関連する問題に対する感受性や関心を

資料

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

的、経済的、社会的、美的その他の教育的見地に立って評価できること。

第
５章

1975 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

５.評価能力：個人及び社会集団が、環境状況の測定や教育のプログラムを生態学的、政治

獲得することを助ける。
２.知識：社会集団と個々人が、環境及びそれにともなう問題について基礎的な知識を獲得

さらに、1977 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 年（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。

したり、環境及びそれにともなう問題の中で様々な経験を獲得することを助け
る。
３.態度：社会集団と個々人が、環境の改善や保護に積極的に参加する動機、環境のために
関与する感性、価値観を獲得することを助ける。
４.技能：社会集団と個々人が、環境問題を確認したり、解決する技能を獲得することを助
ける。
５.参加：環境問題の解決に向けた活動にあらゆるレベルで積極的にかかわらせる機会を、
社会集団と個々人に提供する。

2002 年（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（Education for Sustainable Development
10

以下「ＥＳＤ」という。
）の 10 年」（2005 年～
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■ ESD とは、一人一人が自然環境や資源の有限性、地域の将来性など、様々な分野とのつ
ながりを認識し、持続可能な社会の実現に向けて行動する人材を育成する教育。
◇ ESD で大切とされる視点
では、以下のような６つの概念と７つの能力を示しています。
自然・文化・社会・経済は、起源・性質・状態などが異なる多種多様な事物
（ものご
自然・文化・社会・経済は、互いに働き掛け合い、それらの中では物質やエネ
ルギーが移動・循環したり、情報が伝達・流通したりしていること
３．有限性

自然・文化・社会・経済は、有限の環境要因や資源（物質やエネルギー）に支え
持続可能な社会は、基本的な権利の保障や自然等からの恩恵の享受などが、
地域や世代を渡って公平・公正・平等であることを基盤にしていること

５．連携性

持続可能な社会は、多様な主体が状況や相互関係などに応じて順応・調和し、

てきました。
そして 2003 年（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ました。
2006 年（平成 18 年）に改定された環境基本計画では「持続可能で豊かな、かつ多様性を持っ
た地域の集積として、環境的側面、社会的側面が統合的に向上する持続可能な日本社会を生み出
すこと」を中長期的な目標としており、そのための基盤として「国民一人一人が環境や持続可能な
社会づくりに関して学び、体験することにより、自らの問題として環境問題に関心を持ち、それ
ぞれの立場で具体的に行動するようになることを目指す」ことが示されています。
また、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

互いに連携・協力することにより構築されること

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

持続可能な社会は、多様な主体が将来像に対する責任あるビジョンをもち、

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、2011 年（平成 23 年）には「環境の

それに向かって変容・変革することにより構築されること

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」

〈７つの ESD の視点に立った学習指導で重視する能力・態度（例）〉
合理的、客観的な情報や公平な判断に基づいて本質を見抜き、も
のごとを思慮深く、建設的、協調的、代替的に思考・判断する力
２．未来像を予測して計画を立てる力

過去や現在に基づき、あるべき未来像（ビジョン）
を予想・予測・期待し、それを他者と共有しなが

３．多面的・総合的に考える力

人・もの・こと・社会・自然などのつながり・かかわり・ひろがり
（システム）
を理解し、それらを多面的、総合的に考える力

４．コミュニケーションを行う力

自分の気持ちや考えを伝えるとともに、他者の気持ちや

さらに、2012 年（平成 24 年）6 月には「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」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

資料

ら、ものごとを計画する力

が公布されました。

第
５章

１．批判的に考える力

第
４章

６．責任制

「持続可能性」についての考え方は１９９３年
（平成５年）に制定された環境基本法、１９９４年

第
３章

られながら、不可逆的に変化していること
４．公平性

の環境教育が求められつつあります。

第
２章

と）
から成り立ち、それらの中では多種多様な現象
（出来事）
が起きていること
２．相互性

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

（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

〈６つの持続可能な社会づくりの構成概念（例）〉
１．多様性

日本での環境教育は、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

第
１章

ESD の視点に立った学習指導の枠組みとして国立教育政策研究所教育課程研究センター

（３）国の動向

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。

考えを尊重し、積極的にコミュニケーションを行う力
５．他者と協力する態度

他者の立場に立ち、他者の考えや行動に共感するとともに、他
者と協力・協同してものごとを進めようとする態度

６．つながりを尊重する態度

人・もの・こと・社会・自然などと自分とのつながり・かかわり
に関心をもち、それらを尊重し大切にしようとする態度

７．進んで参加する態度

集団や社会における自分の発言や行動に責任をもち、自分の役
割を理解するとともに、ものごとに主体的に参加しようとす
る態度
出典：+ ＥＳＤプロジェクト
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■環境教育等促進法（抜粋）
（目的）
この法律は、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な

経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会（以下「持続可能な社会」とい
う。）を構築する上で事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体（以下「国民、民間団
体等」という。）が行う環境保全活動並びにその促進のための環境保全の意欲の増進及び環境
とに鑑み、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について、基
本理念を定め、並びに国民、民間団体等、国及び地方公共団体の責務を明らかにするととも
に、基本方針の策定その他の環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働
寄与することを目的とする。

○水鳥や水生生物の生息地である湿地の保全の

○環境庁発足

ための「ラムサール条約」採択
1972 年

○ストックホルムで「国連人間環境会議」開催

1973 年

○絶滅危惧の保護のための「ワシントン条約」

○「自然環境保全法」制定

採択
1975 年

○ベオグラード（旧ユーゴスラビア）で
「国連環境教育会議」開催

1977 年

○トビリシ（グルジア共和国）で「トビリシ会議」
開催

1984 年

○日本の提唱により、国連「環境と開発に関する
世界委員会」設置

1992 年

○リオデジャネイロで国連環境開発会議
「地球サミット」開催
○「環境基本法」制定

環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育は、地球環境がもたらす恵み

1994 年

○「第一次環境基本計画」策定

を持続的に享受すること、豊かな自然を保全し及び育成してこれと共生する地域社会を構築

1997 年

第３条

すること、循環型社会を形成し、環境への負荷を低減すること並びに地球規模の視点に立っ
て環境の保全と経済及び社会の発展を統合的に推進することの重要性を踏まえ、国民、民間
体がそれぞれ適切な役割を果たすとともに、対等の立場において相互に協力して行われるも
のとする。
２

環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育は、森林、田園、公園、河川、湖沼、

○気候変動枠組条約第 3 回締約国会議開催
〈京都議定書採択〉

1998 年

○「地球温暖化対策の推進に関する法律」制定

2000 年

○「循環型社会形成推進基本法」制定
○「第二次環境基本計画」策定

2001 年
2002 年

○環境省発足
○ヨハネスブルクで国連持続可能な開発のための
世界サミット「リオ +10」開催

2003 年

○「環境保全活動・環境教育推進法」制定

関心を深めることの重要性を踏まえ、生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する

2005 年

○「我が国における「国連持続可能な開発
のための教育の 10 年」実施計画」策定

態度が養われることを旨として行われるとともに、地域住民その他の社会を構成する多様な

○「京都議定書」発効
2006 年

○「第三次環境基本計画」策定

2007 年

○「21 世紀環境立国戦略」策定

の理解が深まるよう、必要な配慮をするとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意

2008 年

○「生物多様性基本法」制定

し、並びに農林水産業その他の地域における産業との調和、地域住民の生活の安定及び福祉

2010 年

の維持向上並びに地域における環境の保全に関する文化及び歴史の継承に配慮して行われ

2011 年

３

環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育は、森林、田園、公園、河川、湖沼、

海岸、海洋等における自然環境をはぐくみ、これを維持管理することの重要性について一般

るものとする。

資料

海岸、海洋等における自然体験活動その他の体験活動を通じて環境の保全についての理解と

主体の参加と協力を得るよう努め、透明性を確保しながら継続的に行われるものとする。

第
５章

団体等の自発的意思を尊重しつつ、持続可能な社会の構築のために社会を構成する多様な主

第
４章

1993 年

（基本理念）

第
３章

取組の推進に必要な事項を定め、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に

1971 年

日本の動き

第
２章

教育が重要であることに加え、これらの取組を効果的に進める上で協働取組が重要であるこ

世界のできごと

第
１章

第１条

世界と日本の主なできごと

○生物多様性条約第 10 回締約国会議開催
○「第四次環境基本計画」策定
○「環境保全活動・環境教育推進法」改正

2012 年

○リオデジャネイロで国連環境開発会議
「地球サミット」開催

14
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３

各主体の取り組みの現状と課題

（１）市民

平成 24 年度に実施した佐世保市の環境問題に関するアンケートの結果を見ると、環境に対す
要」や「環境に関する情報をもっと知りたい」という回答が前計画改定時よりも増加していること
から、情報発信を含めた環境教育への関心が高まっており、引き続き取り組みを進めることが重
要となっています。

ごみと資源物の分別をきちんと行いリサイクルに努めている
テレビや照明をつけっぱなしにしないようにしている
物は大切にし、修理したりして長く使うようにしている
シャワーはこまめに止めて利用するよう心がけている

ぱなしにしない」「エコドライブの実施」などの省エネルギーに関する取り組みの実施率が前計画

自動車を使用する際には、不要なアイドリング、空ぶかしや急発進などを
しないようにしてエコドライブを行っている

しかし、市民が日常の取り組みで障害と感じていることとして、「エコ製品の購入費用が高い」
回答が依然として上位に位置していることから、市民一人ひとりが環境問題の現状について理解
し、継続的な取り組みとして定着していくため、環境教育のますますの充実が必要です。

食材は地元産の旬のものを購入するよう努めている
冷暖房の設定温度は、冷房は２８℃・暖房は２０℃を目安として、
節電に心掛けている

第
３章

や「何をどのように取り組めばよいのかわからない」、
「取り組みを維持することが難しい」などの

第
２章

また、日ごろ行っている環境保全への取り組みについての設問では、
「テレビや照明をつけっ
改定時よりも増加しています。

第
１章

る考え方についての項目に対し、「子どもたちが環境保全について理解を深めるための教育が必

■日常の取組み状況

食器を洗う際などの給湯の温度は、冷たく感じない程度の低めの
温度設定にしている
詰め替え商品や再使用、再生利用しやすい商品やエコマークの
ついた商品を優先して購入している

「平成２４年度

第
４章

食材は無駄なく使い、火力を調整するなど省エネを心がけて調理する
エコクッキングを行っている
生ごみの減量化に取り組んでいる

佐世保市の環境問題に関するアンケート」

風呂の残り水を洗濯に使うなど、日常の生活で節水に努めている

■環境に対する考え方
自然環境を大切にしたい

使っていない電化製品はコンセントからプラグを抜いている

子供たちが環境保全について理解を深めるための教育が必要

米のとぎ汁、油や食べ残しを排水口へ流さないようにしている

将来の環境が心配である

休日などはできるだけ外出し、自然とふれあうように心がけている

大量のごみを出したりする今の生活を改めなければならない

地域における環境保全活動に参加している
（地域の清掃、資源集団回収など）

市の政策や取組みに協力したい
環境保全のため、積極的に行動していきたい

なるべく公共交通機関や自転車などの利用や徒歩を心がけている

「便利さや経済の発展」よりも「環境」を優先すべきである

環境家計簿をつけ、環境に優しい日常生活となっているか
チェックしている

環境問題について何が正しい情報か分からない

0%

自分の生活も環境の悪化につながっている

16

ややそう
思う

0%
どちらともいえない

資料

環境に関する情報をもっと知りたい

大変そう
思う

第
５章

買い物の際は、買い物かごや買い物袋を持参している

50%
あまりそう
全くそう
思わない
思わない

無回答

100%

50%

いつも行っている

時々行っている

行っていないが今後行いたい

今後も行わない、又は行っていない

100%

17
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（２）市民団体
①目的型市民活動団体

■日常の取組みの障害と感じていること

ＮＰＯ法人やボランティア団体に代表される組織で、地域において、自然環境の保全活動、ご

第
１章

みの減量・リサイクルなど様々な分野で活動しています。また、市民への環境教育の場や機会の

環境にやさしい商品、製品の購入費用が高い

提供などにおいても重要な役割を果たしています。

何をどのように取り組めば良いのか分からない
取組みを持続することが難しい

しかし、目的型市民活動団体の多くは、活動を支える資金や人員の不足と、組織運営を担うこ

手間がかかる

とができる人材の不足という問題を抱えており、それぞれの団体が本格的な力を発揮するにはま

取り組んだ成果が実感できない

第
２章

だまだ時間が必要な状況です。目的型市民活動団体の活性化のためには、社会資源を仲介する“中

特に障害を感じることはない

間支援機能”を持つ拠点機能の整備を進めるとともに、他の主体との相互連携の促進を図ること

取組みに対しての優遇措置（助成金等）が少ない

が求められます。

取り組まない場合でも、負担・規制・罰則などがない
行うきっかけがない
今の生活が快適なので、変えたくない

第
３章

②地縁型市民活動団体

その他

自治会やＰＴＡ等に代表される組織で、定例会議やチラシ等の組織内回覧による情報の提供・

無回答

0

200

400

600
人

収集のほか、清掃活動や資源集団回収活動、各種学習講座の開催など、市民のくらしの課題を解
決する組織として地域に根ざした活動を展開しています。こうした活動は市民にとって環境保全

第
４章

活動の実践の場、環境意識を醸成する場となっており、地縁型市民活動団体は市民活動を支える
担い手として重要な役割を果たしています。
しかしながら少子高齢化、人口減少、ライフスタイルの変化等により、自治会への加入率やコ
ミュニケーションの低下など課題となっています。

第
５章

地域全体でよりよい環境を創造しようと取り組む意識や能力を向上させていくためには、地域
コミュニティ内での交流の促進や、地域資源（人材や自然環境など）の活用・活性化が求められて
います。

日常的な生活圏にはあまりとらわ

18

資料

目的型市民活動団体

地縁型市民活動団体
日常的な生活圏を活動の範囲とし、

れることなく、特定の目的の実現を

市民間の相互扶助を目的として活動

目指して活動する団体であり、ＮＰＯ

する団体であり、町内会・自治会や

法人やボランティア団体等をいい

ＰＴＡなどの地域に根ざした活動団

ます。

体をいいます。

19
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（３）事業者

（４）学校等

市内事業者の多くは経費削減や環境関連法令への対応など、経済や社会のしくみの中で公害防

学校等における環境教育は、教育活動全体を通して行われています。小・中学校においては、
省エネルギー・省資源、生ごみ堆肥化による野菜の栽培、自然体験学習など、各学校において特

んでいます。中には、ISO14001 やエコアクション 21 などの環境マネジメントシステムを確

色のある環境教育が実施されています。また、小・中学校は学習指導要領の改訂により、各教科

立し運用する事業者もあり、事業活動の中で積極的に環境負荷を減らす取り組みも見られます。

において環境に関するものが多く取り入れられています。

さらに、消費者の環境意識の向上に伴い、環境にやさしい商品・サービスの提供が行われてお
り、このことは環境負荷の低減にも貢献していると言えます。また、マイバックの促進や独自の
機会を提供したり、地域活動へ積極的に参加したり、環境問題への貢献に向けた取り組みが広がっ
ています。

幼稚園・保育園等においても、川遊びなどの体験活動を通した環境教育を実施しているところ
もあります。
学校等において環境教育を進めていくためには、学校等全体で総合的に取り組みを進めること

第
２章

エコポイントサービスの導入、地域での清掃活動のほか、事業所を市民に開放し環境教育の場や

第
１章

止技術や省エネ・省資源技術を確立し、自らの事業活動において自主的に環境負荷低減に取り組

も大切となりますが、子どもの発達段階に応じた環境教育を行うことが必要です。
また、専門家派遣制度や地域資源（人材や自然環境など）を活用するなど、あらゆる主体と連

こうした事業者の活動が広く周知されることで、市民からの社会的な信頼性の向上を得るとと

携した取り組みが期待されます。

第
３章

もに、事業者の取り組み意欲の増進につなげ、さらなる環境に配慮した事業活動の促進を生み出
す必要があります。
今後、地域における事業者の取り組みを活発化し、地域が一体となった環境保全活動につなげ
ていくためには、各地域のニーズや事業所の取り組みの把握、また事業者間のみならず他の主体

佐世保市では、環境にやさしい学校づくりめざし、子どもたちを中心に環境市民の育成を
目的とした認定制度「佐世保市学校版環境ＩＳＯ」を推進しています。
【平成２５年度

第
４章

との相互連携の促進が求められています。

■佐世保市学校版環境ＩＳＯ

認定校一覧】

（小学校）早岐小学校・江上小学校・港小学校

佐世保市では、事業所等が自主的に取り組む地球温暖化防止のためのエコ活動について
『環境自主宣言 ( 環境にｅ（いい）宣言 )』したものを認定する制度
「ｅ宣言＠サセボ」を実施し
ています。

赤崎小学校・俵浦小学校・黒島小学校

第
５章

■ｅ宣言＠サセボ（環境自主宣言認定制度）

相浦西小学校・楠栖小学校
（中学校）黒島中学校・小佐々中学校

現在、15 団体が、「ｅ宣言＠サセボ」認定団体としてエコ活動等に取り組まれています。

資料

■佐世保市環境学習支援室

【認定団体一覧（平成２６年３月現在）】

平成２３年４月、させぼエコプラザ内に「佐世保市環境学習支援室」を開設し、「学校版環

○セントラルホテル佐世保

○株式会社山口組

○株式会社西肥緑化土木

○永代ハウス株式会社

○株式会社マゴオリ

○イオン九州株式会社イオン大塔店

○西部産業株式会社

○株式会社アールデ

○ホテルローレライ

○西部ガス株式会社佐世保支店

○共立自動車学校・日野

○株式会社親和テクノ

○株式会社三洋ホンダ

○共立自動車学校・大野

○株式会社微研テクノス

境ＩＳＯ」の取得支援から、環境保全活動・環境教育に関するアドバイス、資料作成、教材の
貸し出し、ゲストティーチャーの派遣など、学校に対する支援を行っています。

（順不同）

環境学習支援室による授業の様子

20
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■市行政の主な取り組み（平成２４年度現在）

（５）市行政

主な取り組み

本市では、平成１３年６月に「佐世保市環境教育・環境学習計画」を策定して以降、法令改正や
関係計画との整合を図りながら必要な見直しを行いつつ、環境教育に関する取り組みを展開して
これまでの取り組みにより、市民一人ひとりの環境問題に対する知識や関心は高まってきてい

情報の整備・活用

環境教育等推進行動計画の策定

管

課

環境保全課

環境学習サイト“ｅカンキョウ＠サセボ” 環境保全課

自然とあそぼう

環境保全課

となるのは日々の生活の場における多様な主体の取り組みです。また、個々の取り組みから団体、

自然観察会

環境保全課

事業者、学校、地域へと、その輪が広がり、多様な主体が相互に連携・協働する中で、環境への

少年科学教室

少年科学館

ビオトープ観察会

九十九島動植物園

サマースクール

九十九島動植物園

かえっこバザール

させぼエコプラザ

エコクッキング教室

させぼエコプラザ

体験型環境学習

させぼエコプラザ

クリーンセンター見学

環境部施設課

学校版環境 ISO 教職員向け研修会

教育センター・環境保全課

どこでも環境教室

環境保全課

長崎県環境アドバイザーの派遣

環境保全課

こどもエコクラブ支援

環境保全課

環境保全に向けた実践活動は生活の様々な局面において行われることが重要であり、その中心

負荷の少ない持続可能な社会の構築に向けた取り組みを推進することが重要となっています。
このため、各主体の環境問題に対する学習意欲や活動をつなぎ、活性化させるための機能の整

環境教育の機会提供

備が求められており、さまざまな主体の取り組みが相互に連携できる仕組みづくりを促進する必
要があります。
《本市のこれまでの取り組み》
平成１３年

６月

平成１４年 １２月

佐世保市環境教育・環境学習計画策定
地域レベルでの自然環境保全への意識高揚を図るため“ 佐世保市レッドデ

人材育成

ータブック”発行
平成１５年

３月

こどもエコクラブの普及を目指し、本市においてこどもエコクラブ全国大
会を開催
環境負荷低減に対する取り組みをより実質的に推進するためＩＳＯ
14001 認証取得
市民協働による環境教育・環境学習の推進を目的として“佐世保市環境教育

環境にやさしい学校づくり、 学校版環境 ISO の推進
地域づくりの推進
地域環境ワークショップ

環境保全課
環境保全課

ワークショップ”を設置

資源集団回収

廃棄物減量推進課

平成１６年１０月

本市の環境情報ネットワーク“エコネット”を開設

市民大清掃、空き缶回収キャンペーン

廃棄物減量推進課

平成１７年

３月

本市における環境教育・環境学習の拠点として“させぼエコプラザ”を開設

海の市民大清掃ビーチ・クリーンアップ

海の日協賛会（港湾部管理課）

平成１７年

５月

本市の環境学習サイト“ｅカンキョウ＠サセボ”を開設

ごみ拾いウォーキング

健康づくり課

平成１９年

４月

学校、家庭、地域における環境負荷の低減を目指し“学校版環境ＩＳＯ”制

希少野生生物の保護活動

環境保全課

資源集団回収報奨金等交付制度

廃棄物減量推進課

ごみ減量アドバイザーの派遣

廃棄物減量推進課

町内分別説明会

廃棄物減量推進課

ホタル調査

環境保全課

希少野生生物調査

環境保全課

実践活動の機会創出

度創設
平成 2 1 年

3月

佐世保市環境教育・環境学習計画改定

平成 2 5 年

3月

佐世保市環境基本計画（中間見直し）

平成 2 5 年

4月

佐世保市独自の環境マネジメントシステムの導入

実践活動支援制度

環境情報把握

資料

平成１５年１０月

環境教育の支援

第
５章

環境保全課

第
４章

やってみよう！川の水チェック

環境教育をますます充実していく必要があります。

第
３章

環境保全課

第
２章

パンフレット等の作成

るものの、依然として、積極的な行動や継続した取り組みにつながっていない面があることから、

第
１章

きました。

総合的・計画的な
施策の推進

所

環境調査（水質、騒音、振動、悪臭、大気） 環境保全課
22
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第3章
～地球温暖化～

各主体に期待される役割

佐世保市環境教育等推進行動計画

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

①地球温暖化とは？
の多くは宇宙に出ていきますが、一部は大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスに吸収
されて、地球に残ります。大気中の温室効果ガスが適切な量なら、地球全体の気温はほ
どよく保たれますが、温室効果ガスが増えすぎると、地球に余分な熱が残り、地球全体

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

第
２章

の気温が上がってしまいます。

第
１章

地球の表面は太陽のエネルギーで温められています。温められた地球から放出された熱

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。

れる役割を示しています。

これを「地球温暖化」といいます。

１

市民

第
３章

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、自主的な環境負荷の低減に

取り組みます。
また、環境保全活動を通して、地域コミュニティを形成する原動力となります。
①ライフスタイルを見直し、家庭や地域において省エネ・省資源を実践します

第
４章

・ 太陽光など再生可能エネルギーの利用や、省エネ・省資源に取り組むとともに、ごみの減量
化や資源化、リサイクル等に心がけ、環境に配慮した生活（エコライフ）を実践します。
・ 環境家計簿等を活用して、ライフスタイルを見直し、改善します。
②環境に配慮した製品の購入・サービスの利用を心がけます
バランスが崩れた状態

②地球温暖化の影響

第
５章

バランスが取れた状態

・ リサイクル商品、省エネ機器など環境に配慮した製品を購入します。
・ できるだけ公共交通機関の利用を心がけ、マイカーの利用に際しては、エコドライブを実践
します。

●気温の変化

③環境に関する情報収集に努めます

すごく暑い日が増えたり、寒い日が減ったりします。
●海面の上昇
気温が高くなると、氷河が溶けたり、海水の温度が上がったりすることにより海水の
体積が増え、海面が上昇します。

資料

・ 市のホームページ（「ｅカンキョウ＠サセボ」など）や市民団体や事業所等のホームページ、広
報紙、環境関連の情報誌等を通じて、環境の現状を把握し、自らの行動に反映させます。
④環境に関する学習会等へ積極的に参加します
・ 生涯学習として環境について学びます。

●自然環境への影響
植物や動物は、自分たちにあった条件の場所でないと生きていけません。地球温暖化
が進むと、そうした条件が変わってしまい、今までいたところに住めなくなってしま
います。

・ 市民団体や事業者、市などが実施する環境教育に関するイベント、学習会などへ積極的に参
加し、環境について学びます。
⑤環境保全活動に積極的に参加します
・ 資源集団回収や市民大清掃など、市民団体等が行う実践活動に積極的に参加し、環境保全活

●人の健康や活動への影響
熱中症が増え、マラリアなどの伝染病の発生が増える可能性があります。

動を実践します。

資料：環境省「こども環境白書」
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市民の役割（佐世保市環境基本条例より）
第４条
市民は、（佐世保市環境基本条例の）前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっ
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

市民団体は、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。
①団体の活動内容や環境に関する情報を積極的に発信します
・ ホームページや会報等を通じて、団体の活動や環境に関する情報を発信します。
②イベントや学習会等において、各主体が環境について学ぶ機会を提供します

第
２章

活動」という。）に努めるものとする。

市民団体

第
１章

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

２

・ 専門的な知識やノウハウを活かし、あらゆる主体の環境保全の意欲の増進を図ります。
・ 専門的知識を有した人材を講師として、学校や地域等へ派遣します。
③地域社会と連携・協力し、実践活動の場を提供します

■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。
和を図り、持続的発展が可能な社会を構築していくこと。

④人材の育成・確保に努めます
・ 継続した団体運営や発展的な活動に資する人材の育成・確保に努めます。
⑤各主体とのネットワークを構築します
・ させぼエコプラザの拠点機能を活用し、さまざまな主体とのネットワークを構築します。

第
４章

（１）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

第
３章

・ 環境保全活動の場の提供や環境教育におけるコーディネートの役割を担います。

（２）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

市民団体の役割（佐世保市環境基本条例より）

（３）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

第５条

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

市民団体は、
（佐世保市環境基本条例の）基本理念にのっとり、環境保全活動を推進するとと

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。

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。

資料

（４）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、

第
５章

来にわたって維持されるよう努めていくこと。

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。

26

27

佐世保市環境教育等推進行動計画

３

事業者

事業者の環境保全に向けた事業活動は、市民からの社会的な信頼性の向上を得られるだけでな

４

学校等

学校等は、集団生活の仕方や社会規範などさまざま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、環境教育を通してどのようなことを教えていくのか、

されます。

学んでいくのかが重要となります。

①環境に配慮した事業を実施します

①発達段階に応じた環境教育を実施します

・ 環境に配慮した商品・サービス等を積極的に調達・提供し、経済活動を通じた環境保全活動に
貢献します。
②従業員への環境教育を実施します
・ 従業員へ環境教育を行い、職場における環境負荷の低減に努めます。また、職場のみならず、
家庭や地域における取り組みにつなげます。
・ 事業所を環境教育の場として開放、受け入れを行います。
・ 人材を講師として学校・地域等へ派遣します。
・ 従業員の環境教育・環境保全活動への参加を支援します。
・ 環境保全の取り組みを発信することで、環境保全の意欲の増進を図ります。

・ 小・中学校においては、佐世保市学校版環境 ISO や市が行う支援事業などを利用して省エネ
ルギー・省資源に取り組みます。
③地域と連携し、校区の地域性を活かした環境教育を行い、家庭や地域に波及させます
・ 地域の資源、文化、人材等を活用した環境教育を推進し、学校のみならず、家庭や地域にも
取り組みを広げます。
④専門的知識を活かして環境教育等を支援します（高等教育機関）
・ 地域でのイベントや環境教育・環境保全活動の機会において積極的にその活動を支援します。
⑤環境教育に関する知識を深めます
・ 教職員等は環境教育に関する研修会等を通じ、環境に関する知識を深めます。

■佐世保市学校版環境ＩＳＯ教職員向け研修会

第
５章

事業者の役割（佐世保市環境基本条例より）

②省エネルギー・省資源に取り組みます

第
４章

④事業における環境保全の取り組みについて積極的に発信します

を実施します。

第
３章

③環境保全活動への参加や支援を行います

・ 幼児期においては遊びや体験活動を通じて環境に触れ合うなど、発達段階に応じた環境教育

第
２章

・ 環境負荷の少ない事業活動「エコオフィス」を実践します。

第
１章

く、事業者の環境保全の意欲の増進につながり、さらなる環境に配慮した事業活動の促進が期待

佐世保市では、学校版環境ＩＳＯを円滑に導入するため、毎年夏休みに、小・中学校の
第６条
事業者は、
（佐世保市環境基本条例の）基本理念にのっとり、積極的に環境に配慮した事業活

研修会では、学校版環境ＩＳＯの制度の説明から、実際に計画を作るワークショップを
実施し、制度への理解を深めています。

資料

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

教職員向け研修会を実施しています。

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。
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５

市行政

～地球温暖化を防ぐためにやってみよう～

市行政は、市全体の環境保全活動を活性化させるため、多様な主体と連携・協働を図るとともに、

環境教育推進のための基盤を整備します。
・ 関連施策間の連携・調整を図り、事業を推進します。
・ 環境教育推進のための基盤を整備し、各主体の活動を支援します。
・ 各主体の意見を十分聴くとともに、各主体の参加や協力を得て、適切に連携・調整を図って
②環境教育の拠点として、させぼエコプラザの機能の充実を図り、地域・学校等における環境教
育を支援します
・ 各主体間の橋渡しを行い、環境関連施策への多様な主体の参画を促進します。
すく、的確に提供します。
・ 佐世保の自然・地域性を活かした環境教育プログラムを開発・実施するとともに、各主体が活
用しやすい仕組みを作ります。
・ 世代やテーマに応じた環境教育の機会や環境保全に向けた実践活動の機会を創出します。

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。
年間

年間

市の役割（佐世保市環境基本条例より）

④冷蔵庫は、整理して使いましょう。
年間

市は、
（佐世保市環境基本条例の）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。

約 15㎏ -CO2 の削減

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。
年間

約５㎏ -CO2 の削減

⑥シャワーのお湯はこまめに止め、１分減を目標に。
年間

約 29㎏ -CO2 の削減

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。
年間

約 2㎏ -CO2 の削減

資料

第７条

約 20㎏ -CO2 の削減

第
５章

・ 小・中学校における体系的な環境保全の取り組みを普及します。

約 7㎏ -CO2 の削減

③テレビ番組は選んで、見る時間を減らしましょう。

・ 情報提供や講師派遣、どこでも環境教室等を実施し、地域の自主的な活動を支援します。
・ 各主体の協働取組がスムーズに行えるネットワークを構築します。

約 29㎏ -CO2 の削減

第
４章

・ 各主体と連携し、環境教育の指導者となりうる人材の育成・確保に努めます。

年間

第
３章

・ 環境教育に関する情報を整理し、地域のニーズに応じた環境に関する情報を早く、分かりや

①エアコンの設定温度は、冷房 28℃・暖房 20℃を目安に。

第
２章

いきます。

■家庭でできる 10 の取組

第
１章

①環境保全に向けた基本的かつ総合的な施策を策定し実施します

⑧自動車を運転する時は、アイドリングストップを。
年間

約 40㎏ -CO2 の削減

⑨マイバッグを使って、必要なものだけ買いましょう。
年間

約 58㎏ -CO2 の削減

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。
１年間取組を続けると
「家庭でできる 10 の取組」を続けることで、年間で約 206㎏の二酸化炭素の削
減（杉の木約 15 本分の二酸化炭素吸収量に相当）につながります。
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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・行政等の各主体が自らの問
環境基本計画においては、市民、市民団体、事業者、市行政が協働で取り組む重点プロジェク

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

トとして、
「地域における環境学習支援プロジェクト」「学校における環境学習支援プロジェクト」

分担のもと、環境問題に取り組むことが必要です。そのためには環境教育を推進し、環境市民を

本計画においては、
これらの重点プロジェクトを中心に総合的な環境教育の推進を目指します。

第
１章

育成する「人づくり」に継続的に取り組むことが重要となります。

「オリジナル環境教育プログラムの開発プロジェクト」の３つを示しています。

また、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。そのためには、「人づくり」

《重点プロジェクト①》地域における環境学習支援プロジェクト

て進めることが必要です（地域づくり）。

《環境活動の支援》

学ぶ意欲のある

・学習機会の充実（環境関連講座など）

に、市民の環境意識を高め、

・活動機会の充実（植樹・美化活動など）

多くの市民が実践活動できる

・情報提供、講師派遣（どこでも環境教室など）

す。

《市民》
活動を実践する

《市民団体》

・活動する主体間のネットワーク構築

《事業者》

（させぼエコプラザを拠点）

さらに、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、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を行います（ネッ

第
３章

向けた実践活動を行うため

ような環境を整備していきま

第
２章

市民が主体的に環境保全に

のみならず、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

トワークづくり）。
本計画では、これらの「人づくり」、「地域づくり」、「ネットワークづくり」の３つの柱を中心と
して、事業を推進します。

第
４章

《重点プロジェクト②》学校における環境学習支援プロジェクト

題につ
学校、地域）の中で環境問題につ

《行政の支援》

心を高
いて学ぶ機会を創出し、関心を高
行動を
めることで環境に配慮した行動を
援しま
行うことができるよう支援しま

・教育現場での
・教育現場での利用、普及

波及

波及
《地域》
・環境を考え学ぶ機会づくり

（地域環境ワークショップなど）

人づくり

《家庭》
・家庭での実践

〜環境市民の育成〜

地域づくり
〜多様な主体と豊かな自然環境を
境を
活かしたフィールドの活性化
化〜

《重点プロジェクト③》オリジナル環境教育プログラムの開発プロジェクト
地域の特性に応じた独自の環境教

問合せ

育プログラムを開発・整理し、市全
体の環境教育・環境学習の情報基盤
を構築するとともに、このプログラ
ムを様々な主体が活用しやすいよう
仕組みづくりを推進します。

32

《総合窓口》
させぼエコプラザ

《利用希望者》

・学校
・事業者

・市民団体

・事業者
希望に沿った
教育プログラム
の提供

・学校等における環境教育
・学校等
・学校
校
環境教育の充
の充実
実
・指導者
導
導者の育成、環境教育プロ
導者
者
プログ
ラムの充実
ラムの
ラム
ム

照会

（環境保全活動など）

・市民団体

・環境意識の醸成、行動の
・環境意
、行動の促進

・地域資源の活
の活
の活用、活
活性化

《実施者》

・市民

・交流機会
機会の増
の増
の
増大

資料

す。

《小・中学校》

・環境教育プログラムの充実
・環境保全の普及啓発

第
５章

子どもたちが、日常生活（家庭、

（環境調査など）

・市行政

・連携のし
のしくみづくり
・拠点機能
機能の充実
ネットワークづくり
〜拠点機能の充実〜

（出前講座など）
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本計画を推進していくために、より具体的な施策の方向性を示したのが以下の図です。「人づ
くり」では８つ、「地域づくり」では５つ、「ネットワークづくり」では４つの具体的な方向性を示
しています。

１

人づくり

～環境市民の育成～

市民の環境保全活動を促進していくためには、市民の環境保全の意欲の増進を図るとともに、

自発的な活動が学校や地域、職場等のあらゆる場で定着していくような環境づくりを行うことが

〜環境市民の育成〜
市民の環境教育の機会創出

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

へ参加する態度・問題解決能力の育成を通じて具体的な行動を促し、問題解決に向けた成果を目
指すという一連の流れの中に位置づけた施策を実施します。年代や生活のあり方に応じて環境教
育を進め、行動に結びつく人材を育てていくことが重要となります。
また、環境教育を充実させるためには、地域において環境教育を行うことができる人材や環境
に関する専門知識を持つ人材の育成、そして、そうした人材が活動できる機会や場を確保するこ
とも重要となります。

第
３章

人
づ
く
り

地域における環境教育の支援

環境教育にあたっては、環境問題に関する関心の喚起から、理解の深化、そして環境保全活動

第
２章

環境意識の醸成・行動の促進

第
１章

必要です。

佐世保市学校版環境ＩＳＯ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

交流機会の増大

地域環境ワークショップの開催

問題解決能力の育成

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

ネットワークづくり

34

段階的な環境教育

資料

地域づくり

環境に関する情報の共有

環境保全に向けた実践活動

第
５章

〜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〜

第
４章

指導者の育成
環境教育プログラムの充実

参加する態度

指導者の掘り起こし・育成

理解の深化

〜拠点機能の充実〜
連携のしくみづくり

拠点機能の充実

ネットワークの構築・充実

関心の喚起

市民団体の活動サポート
環境情報の整備・活用
人材・プログラムバンクの整備

35
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〜環境市民の育成〜
市民の環境教育の機会創出

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

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、地域の環境保全活動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/

佐世保市学校版環境ＩＳＯ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

■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

第
３章

指導者の育成
環境教育プログラムの充実

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

第
２章

人
づ
く
り

地域における環境教育の支援

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のクラ

第
１章

環境意識の醸成・行動の促進

■こどもエコクラブ

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
などで、参加者が概ね 20 名以上のものが派遣の対象となります。

第
４章

（１）環境意識の醸成・行動の促進
①市民の環境教育の機会創出
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、年代やテーマに応じた

第
５章

環境関連講座の開催や地域資源（人材や自然環境など）を活用した環境教育を展開し、市民の体験
活動の場や機会を充実させます。

関連する主な事業：環境学習推進事業、エコプラザ各種講座、動植物園各種講座など

資料

②地域における環境教育の支援
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。

関連する主な事業：どこでも環境教室、こどもエコクラブ支援など
③環境保全に向けた実践活動の機会創出
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、環境意識の醸成・環境配慮行動の促進を図るため、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。

関連する主な事業：資源集団回収、市民大清掃など
36
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（３）指導者の育成、環境教育プログラムの充実

（２）学校等における環境教育の充実
①発達段階に応じた環境教育の実施

①指導者の育成

学校等において、環境教育を効果的に進めていくためには、学校等全体で総合的・継続的に取
幼児期から小学校低学年は、特に感受性が豊かなことから、身近な自然環境に触れる体験学習
等の実施や、小学校中・高学年以上では自然体験学習の他に、日常生活において体験的・探究的な

実施し、そこで育成された人材が活動できる場や機会を提供します。

第
１章

り組みを進めることも大切ですが、子どもの発達段階に応じた環境教育を行うことも必要です。

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
なお、地域社会における指導者のみならず、小・中学校の教職員等も含め、幅広く人材の育成
について取り組みます。

活動を通した環境教育を推進します。

第
２章

関連する主な事業：学校版環境ＩＳＯ教職員向け研修会など
関連する主な事業：環境学習推進事業、環境市民育成事業、エコプラザ各種講座など
②環境教育プログラムの充実
②佐世保市学校版環境ＩＳＯの推進

環境負荷低減を中心とした「生活系分野」、佐世保の自然を守り、自然から学ぶ「自然環境分

め、自ら考えて行動できるようにすることは重要です。

野」を中心に環境教育プログラムを開発・整理します。

第
３章

子どもたちが、環境問題やこれに関係する資源やエネルギーの問題についての正しい理解を深

「自然環境分野」については、島と海・緑に囲まれ自然豊かな本市の特徴を活かした「佐世保

小・中学校の継続的・発展的な環境対策を支援するための認証制度である「佐世保市学校版環境
ＩＳＯ」を推進し、学校における環境教育・実践活動の促進を図ります。

ならでは」のプログラム充実を目指します。
環境教育のプログラムの開発・整理にあっては、各主体と連携・協力し、地域の特性に応じた

第
４章

体系的なプログラムの整備を行います。

関連する主な事業：環境市民育成事業など
関連する主な事業：プログラムバンクの整備（させぼエコプラザ）など
③学校等における環境教育の支援

第
５章

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

動植物

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。

・動物

関連する主な事業：環境市民育成事業、どこでも環境教室など

小・中学校において、ＩＳＯ１４００１の
「ＰＤＣＡサイクル」の考え方を取り入れた環境

・街中、公園

管理を実践し、学校における環境負荷の低減を行います。この取り組みを通じて、子どもた

・ビオトープ

・希少野生生物

生活
○エネルギー

力を身につけていきます。

○ご
PDCAの繰り返しによる継続的改善

見直し

「振り返り」

点検

Check

「日々取り組みをチェック」
「結果をチェック」

方針 「環境宣言」
計画

実施

Do

Plan

「取り組むことの決定」
「目標や実施事項の決定」

「省エネ･省資源を実践」
「活動を広める」

山野の自然
・森林

ちは、日常生活（家庭、学校、地域）の中で環境に配慮した行動を行うとともに、管理する能

Action

38

市街地の自然

資料

～佐世保市学校版環境 ISO の概要～

・植物

・草原

み

○水質汚濁
○大気汚染

水辺の自然

里山の自然

・海

・里、耕作地

・河口

・雑木林

・川

・ため池、水路
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２

地域づくり

～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～

～地域環境ワークショップ～

地域における環境保全活動には、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。
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。

環境に関する情報の共有
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

環境保全に向けた取り組みについて聞き取り調査や
意見交換等を行います。
学校の取り組みを地域に発信するとともに、児童・生
徒が身近な地域の事業所から環境保全に向けた取り
組みや技術について学ぶことができます。
さらに児童・生徒が地域の取り組みを“監査”すること
で事業所等の環境保全に対する意識・意欲を高めるこ
とができます。

第
３章

地域づくり

交流機会の増大

小・中学校の児童・生徒が校区内の事業所等を訪問し、

第
２章

〜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〜

①地域環境インタビュー

第
１章

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

②地域環境会議
小・中学校の児童・生徒と地域の大人が同じテーブルに
着き、環境負荷を減らすために地域が担うべき役割を

①環境に関する情報の共有

考えます。実践に向けた第一歩として地域の環境宣言

第
４章

（１）交流機会の増大

を行い、地域が一体となった取り組みを目指します。

地域において、環境保全の意欲の増進を図るためには、多様な主体が地域の環境に関する正確
な情報を、ホームページ等を通じて広く発信・共有する必要があります。その際、各主体が
“自ら

第
５章

の生活や環境保全の取り組み”と“地域の環境”との関係を把握できるような形で情報を共有する
ことが有効です。
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、事業所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
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
解と信頼醸成につながることも期待されます。

関連する主な事業：パンフレット等の作成、ホームページの充実など

地
域
資
源
の
共
有

促進
解決方法
の探究

振り返り

実践

地域環境
ワークショップ
地域の多様な参加

・小・中学校
・市民
・企業
・農林水産業従事者
・NPO等市民団体
・その他

資料

深めます。

環
境
意
識
の
向
上

問題意識

②地域環境ワークショップの開催
小・中学校の児童・生徒と学校区に関わる大人が交流し、それぞれの知識・知恵・ノウハウを持ち
寄り話し合う「地域環境ワークショップ」を推進します。「地域環境ワークショップ」とは、学校と
地域（企業、町内会等）の協力関係を築き、環境保全に向けた行動力のある地域コミュニティの形
成を促進するための取り組みです。

関連する主な事業：地域環境インタビュー、地域環境会議など
40
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３

（２）地域資源の活用・活性化
①地域の環境保全活動支援

ネットワークづくり

～拠点機能の充実～

「人づくり」、「地域づくり」を効果的に進めていくためには、それを支えるしくみとして各主

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ます。地域の環境保全につなが

クを長期にわたり維持するためには、環境保全について様々な認識を持つ各主体間の調整やネッ

第
１章

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がります。

体間の連携・協働を促進していく必要があります。多様な主体のパートナーシップとネットワー
トワークづくりを行う役割を担う「地域コーディネーター」や、支える役割を持つ「中間支援組

関連する主な事業：ごみ減量アドバイザー派遣、資源集団回収報奨金など

織」の存在が重要となります。
佐世保市の環境教育の拠点である“させぼエコプラザ”を中心に、地域コーディネーターの役

②各主体の活動の掘り起こし
市民、市民団体、事業者等の様々な実践事例の掘り起こしを行います。各主体に対し、実践事
例を紹介・共有することで、地域における環境保全活動を促進します。また、これらの実践事例

りする役割を担うファシリテーターとなりうる人材の育成）、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。

を整理し、環境教育への活用を図ります。

ます。このような自然環境を維持していくためには、地域の自然に触れ、自然のしくみについて

連携のしくみづくり

拠点機能の充実

理解することが必要です。自然体験学習会や観察会等を通し、自然環境保全活動を促進します。

ネットワークの構築・充実
市民団体の活動サポート

第
４章

佐世保市には西海国立公園をはじめとして、各地区において豊かな自然環境が豊富に残ってい

〜拠点機能の充実〜

第
３章

③自然環境の保全

ネットワークづくり

関連する主な事業：各主体の活動等調査

第
２章

割を担う人材の育成（あわせて活動の場で参加者の自発的な行動を上手に引き出したり促進した

環境情報の整備・活用
人材・プログラムバンクの整備

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

第
５章

配慮して幅広い視点を持って取り組むことも必要です。

（１）連携のしくみづくり
①ネットワークの構築・充実

関連する主な事業：希少野生生物の保護活動など

各主体が環境教育を推進していく際に、他の主体の情報や協力が必要となる場合があります。
させぼエコプラザを拠点に、環境教育や環境保全活動を行っている市民、市民団体、事業者等

資料

の連絡先、活動内容を集約し、スムーズに情報交換や協力の依頼ができるよう、地域コーディネー
ターを活用し、ネットワークを構築します。
また、各主体が発信した環境情報について、させぼエコプラザを通じて収集・整理した上で、ホー
ムページ等を通じ広く提供します。

関連する主な事業：人材バンクの整備（させぼエコプラザ）
②市民団体の活動サポート
環境教育や環境保全活動を行っている団体の中には、団体の運営に必要な情報、活動資金、あ
るいは活動に必要な知識・技術が不足している団体があります。「佐世保市市民協働推進計画」
啓発イベントの様子

との連携を図り、このような問題を解決できるよう支援を行います。

関連する主な事業：市民公益活動団体自立化支援事業など
42
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（２）拠点機能の充実
①環境情報の整備・活用
各主体の主体的な環境教育や実践行動を促すためには、環境の現状や環境問題に関する正しい

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、下図の推進体制を構築します。なお、推進

体制は必要に応じ見直します。

第
１章

情報、環境教育プログラム等の情報が、欲しいときに欲しい形で入手できるような仕組みづくり

１

が必要です。
させぼエコプラザを拠点とし、環境に関する情報を整理し、地域のニーズに応じて、早く、分
かりやすく、的確に発信できる情報共有システムを整備します。

関連する主な事業：させぼエコプラザホームページ充実など

合窓口となり、利用希望者と実施者の橋渡しをします。また、環境教育メニューを常時提供し、
誰でも好きな時にメニューを利用することができるサービスの運用を目指します。

照会

問合せ

《実施者》

・市民

させぼエコプラザ〜環境教育の拠点〜

連携・協働

市

民

市民団体

■環境教育の場や機会の創出
■多様な主体の実践活動の場を創出

■環境保全活動への参加・支援

■多様な主体のパートナーシップとネット

■イベント等の開催や参加

ワークの活性化 など

■各主体との連携・協働

市の環境教育関連事業

事業者

学校等

情報収集

第
５章

《利用希望者》

政（施策・事業）

第
４章

《総合窓口》
させぼエコプラザ

行

第
３章

市民や市民団体、事業者等が環境教育プログラムを利用しやすいよう、させぼエコプラザが総

・市民団体

（環境保全活動など）

・市民団体
・事業者

計画に基づく取り組み
①各主体の取り組み

②人材・プログラムバンクの整備

・学校

第
２章
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（環境調査など）

・市行政

（出前講座など）

関連する主な事業：人材・プログラムバンクの整備（させぼエコプラザ）など

②計画の進捗状況等の報告
佐世保市環境教育等推進協議会
③点検・評価

資料

希望に沿った
教育プログラム
の提供

・事業者

④計画の進捗状況等の公表

⑤各主体の取り組みに反映

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。
させぼエコプラザのイベントの様子
44

⑤各主体は、結果を受け、今後の取り組みに反映します。
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２

計画進捗管理のための指標

（２）活動指標

本計画を着実に実践に移し、その達成・進捗状況を点検・評価し、さらにそれを次の実践へと

フィードバックさせていくため、以下のとおり指標を設定します。

各主体に期待される個々の取り組みが着実に実行に移されているかどうか、実績を客観的に把
握するための指標です。取り組みの進捗状況を把握する手段であるとともに、課題を把握する手

（１）総合指標

第
１章

がかりともなります。本計画では環境基本計画基本目標６【環境保全活動の促進】で用いられて
いる「取組指標」に、重点的に取り組むべき指標を追加し、活動指標として設定しました。

計画の進捗状況や環境の状態を総合的に評価するための指標です。環境保全に関する「実践度」

わかりやすく示す指標となります。

名称
環境関連講座実施回数

〔エコライフの実践度〕
践度をアンケート調査で計ります。

目標値

72％

現況値より増

（平成 24 年度）

（平成 30 年度）

学校等に対する支援校数
こどもエコクラブの会員数

〔エコオフィスの実践度〕

目標値

54％

現況値より増

（平成 24 年度）

（平成 30 年度）

環境保全の取り組み全般に対する評価を行うため、アンケート調査で環境保全の取り組みに対
する市民の満足度を計ります。

ｅ宣言＠サセボ認定団体数
させぼエコプラザの利用者数

現況値

目標値

36.8％

現況値より増

（平成 24 年度）

環境マネジメントシステム
取得事業所数（累計値）

（平成 30 年度）

させぼエコプラザに登録されて
いる指導者の数
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
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

46

（平成 24 年度）

（平成 30 年度）

4,422 人

現況値より増

（平成 24 年度）

2回

（平成 30 年度）

（平成 30 年度までの累計

（平成 24 年度までの累計）

11 校

5回

平成 26 年度から

26 校

（平成 24 年度）

（平成 30 年度）

1,547 人

現況値より増

（平成 24 年度）

（平成 30 年度）

2,776 件

5,300 件

（平成 24 年度）

（平成 30 年度）

63 組織

現況値より増

（平成 24 年度）

（平成 30 年度）

18 団体

現況値より増

（平成 24 年度）

（平成 30 年度）

5,496 人

7,400 人

（平成 24 年度）

（平成 30 年度）

0人

30 人

（平成 24 年度）

（平成 30 年度）

0 団体

10 団体

（平成 24 年度）

（平成 30 年度）

41 件

50 件

（平成 24 年度）

資料

〔環境保全の取り組みに対する市民満足度〕

環境学習サイト「e カンキョウ＠
サセボ」のアクセス数

50 回

第
５章

現況値

37 回

第
４章

現況値

指導者養成講座等の開催数

目標値

第
３章

日常生活や事業活動の中で、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

環境関連講座への参加者数

現況値

第
２章

足度」は世相や市民意識の変化によって評価が変わることもありますが、各施策による達成度を

（

や、環境の状態などがどのように捉えられているかを示す市民の「満足度」を用いて示します。「満

（平成 30 年度）
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佐世保市環境教育等推進行動計画の検討経緯
《平成２５年》
７月３０日

◇第１回

佐世保市環境教育等推進協議会

佐世保市の環境教育・環境学習の現状及び環境教育の法改正等について説明
８月３０日

◇第２回

佐世保市環境教育等推進協議会

本計画の骨子案提示及び概要説明
１０月

３日

◇第３回

佐世保市環境教育等推進協議会

本計画の骨子案提示及び概要説明
１１月１４日

◇経営戦略調整会議

１１月２１日

◇経営戦略会議

１２月２５日

◇パブリックコメントの実施

資 料

《平成２６年》
２月２０日

◇第４回

佐世保市環境教育等推進協議会

本計画原案の提示

【佐世保市環境教育等推進協議会委員名簿】
学校教育関係者・市民団体・学識経験者・事業者・市民・教育委員会・行政からなる「佐世保市環境
教育等推進協議会」を設置し、計画の策定を行った。

学校教育

市民団体

学識経験者

楠栖小学校教諭

福田

貴和子

小佐々中学校教諭

山田

剛

させぼ市民環境サポートセンター代表理事

豊澤

健太

ふるさと自然の会会長

川内野

佐世保市連合町内連絡協議会副会長

橋山

良男

長崎県立大学講師

○雪丸

武彦

長崎国際大学講師

◎小島

大輔

善治

させぼパール・シー株式会社取締役水族館事業部部長

川久保

イオン大塔店店次長

戸山

茂

公募市民

渋江

康敏

教育委員会

学校教育課課長

百津

眞人

行政

環境保全課課長

近藤

寿

事業者
市

民

晶博

（◎会長、○副会長、敬称略、順不同）
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用語解説
ISO14001

エコライフ・

市民・事業者が日常生活や事業

エコオフィス

環境宣言

環境に配慮した取り組みを

る中間支援組織としての役割

活動による地球環境への影響

実 践 す る こ と を、 地 域 ご と

を担う。

ISO（国際標準化機構）による

を認識し環境に配慮した行動

に宣言する佐世保市独自の

環境マネジメントシステムの

に取り組むこと。

取り組み。

あ行

自然の循環に沿う形で農林水

国際規格である。この規格に
基づいたシステムを運用する

か行

ことにより、環境負荷を減ら

環境負荷

人の活動により、環境に与え

産業を含む社会経済活動を自

られる影響であって、環境の

然に調和したものとし、また

学校、家庭、地域における環

保全上の支障となるおそれの

様々な自然とのふれあいの場

認 証 登 録 さ れ る こ と に よ り、 学 校 版 環 境

境負荷の低減を目指した、小・

あるもの。

や機会を確保することによ

ISO

中学校での環境にやさしい学

り、 自 然 の 恵 み を 将 来 に わ

をしていることを示すことが

校づくりを支援する佐世保市

環境マネジメ

事業者等が自主的に環境保

できる。

の認証制度のこと。環境マネ

ントシステム

全に関する取り組みを進め

佐世保市が運営している環境

＠サセボ

学習サイトのこと。環境問題

たって享受できる社会。
市民協働

ジメントシステムを基本的な

る に あ た り、 環 境 に 関 す る

構成としている。

方 針 や 目 標 等 を 自 ら 設 定 し、

互の主体の尊重と理解、そし

これらの達成に向けて取り

て信頼のうえに立ち、各々の

市民と市民、市民と行政が相

家庭の電気・ガス等の使用量を

組んでいくために構築する

責任を自覚して、対等・平等な

然 環 境 に つ い て の 情 報 な ど、 環境家計簿

記録して、普段知ることがで

仕組みのこと。

パートナーとしての関係で課

環境学習に役立つ情報を提供

き な い CO2（ 二 酸 化 炭 素 ）排

している。

出量を計算することで、家庭

こども

幼児（3 歳）から高校生までな

から排出される CO2 排出量を

エコクラブ

ら誰でも参加できる環境活動

事業所等が自主的に取り組む

＠サセボ

地球温暖化防止のためのエコ

題の予防や解決を図ること。

「見える化」したもの。

活 動 に つ い て『 環 境 自 主 宣 言

「環境教育等による環境保全

市民団体

市民が共通の目的のもとに運

のクラブ。子どもたちの環境

営・活 動 し て い る 組 織 の こ と

保全活動や環境学習を支援す

で、ＮＰＯ法人やボランティ

ることにより、子どもたちが

ア 団 体 に 代 表 さ れ る 組 織（ 目

( 環境にｅ（いい）宣言 )』したも

環境教育等

の取組の促進に関する法律」

人と環境の関わりについて幅

的 型 市 民 活 動 団 体 ）、 自 治 会

のを佐世保市が認定する環境

促進法

のこと。

広い理解を深め、自然を大切

や婦人会等に代表される組織

に思う心や、環境問題解決に

（地縁型市民活動団体）に区分

自主宣言認定制度。

自ら考え行動する力を育成し、

エコアクション

全ての事業者が、環境への取

環境教育

プログラム。環境問題に関す

地域の環境保全活動の環を広

21

り組みを効果的、効率的に行

プログラム

る「関心の喚起」から、
「理解の

げることを目的としている。

される。
循環型社会

資源採取、生産、流通、消費、

うことを目的に、環境に取り

深化」、そして環境保全活動へ

組む仕組みを作り、取り組み

「参加する態度」、問題解決の

を行い、その結果を社会に公

育成を通じて具体的な「行動を

表するための方法についての、

する」という環境教育の一連の

させぼ

佐世保市の環境教育拠点施設

の取り組みにより、新たに採

環境省が策定したガイドライ

流れを踏まえたもの。

エコプラザ

として、環境保全に関する各

取する資源をできるだけ少な

種イベントや家具のリユース

くした、環境への負荷をでき

環 境 保 全 の 重 要 性 に 気 づ き、

販売等を行っている施設。長

る限り少なくする社会。

考え、それぞれの立場に応じ

崎県地球温暖化防止活動推進

小企業等でも取り組みやすい

て自発的、積極的に環境に配

センターの県北部における支

環境マネジメントシステムと

慮した行動をする市民のこと。

所としても活動している。本

ン に 基 づ く 認 証・登 録 制 度。
国際標準化機構の ISO14001
規格をベースとしており、中

なっている。

環境市民

資料

環境や環境問題に関する教育

第
５章

ｅ宣言

第
４章

についての解説や、市内の自

第
３章

e カンキョウ

第
２章

す こ と が で き る だ け で な く、
対外的に環境に配慮した経営

50

生 物 多 様 性 が 適 切 に 保 た れ、

第
１章

自然共生社会

廃棄などの社会経済活動の全

さ行

段階を通じて廃棄物などの発
生抑制や循環資源の利用など

た行

計 画 で は、 市 民、 市 民 団 体、 体験学習

環 境 教 育 の 分 野 に お い て は、

事業者の環境保全活動を支え

五感を使っての自然環境調査
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など自然環境と触れ合う学習

は行

活動のこと。自然環境の大切
さを認識するために有効な学

PDCA

環境マネジメントシステムの基

習活動であるが、これを問題

サイクル

本的な枠組みで、Plan（計画）、

解決のための行動に結び付け

Do（実施・運用）、Check（点

ることが重要となっている。

検）、Action（見直し）の一連
の流れのことをいう。

地域環境

小・中学校と地域（企業、町内

ワークショップ

会等）の協力関係を築き、環境

ファシリ

活動の場で参加者の自発的な

保全に向けた行動力のある地

テーター

行 動 を 上 手 に 引 き 出 し た り、

域コミュニティの形成を促進

促進したりする役割を担う人

するための取り組みのこと。

材のこと。

地域

環境保全について、様々な認

コーディネー

識を持つ多様な主体の調整や

ター

ネットワークづくりを行う役

問題解決

環境問題の分野では、自然環

割を担う人材のこと。

能力

境の大切さを理解するだけで

ま行

なく、環境問題の原因や現状
地域コミュニ

地域住民相互の交流が行われ

について理解し、問題解決の

ティ

ている地域社会をさす。

ための知識・技術を身につけ、
問題解決に向けて行動ができ

中間支援組織

る能力のこと。

市民、市民団体、事業者の環
境保全活動を支える役割をも
つ組織のこと。各主体の連携

わ行

やその調整を図る役割をも
つ。本計画では、させぼエコ

ワーク

工夫をこらした一種の会議の

プラザがその役割を担うこと

ショップ

こと。カードを使った話し合

としている。

いやゲーム形式での自己紹介
など様々な手段を使って、「み

低炭素社会

気候に悪影響を及ぼさない水

んなが発言できる」「発想が豊

準で大気中温室効果ガス濃度

かにふくらむ」「全員参加で合

を安定化させると同時に、生

意形成する」などの点に配慮し

活の豊かさを実感できる社会。

ながら進められる。

どこでも

市民等からの要望に応じ、市

環境教室

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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