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背景：Background 概要：About ポイント：Point 

環境分野：Theme 協働方法：Category 

連携図：Relation 

『札幌圏に拠点を置き、設置者が異なる環境分野の 
  中間支援組織間の協働による中間支援機能の強化』 

作成日：2012/10/15 

【主体】 
EPO北海道、公益財団法人北海道環境財団、札幌市環
境プラザ、NPO法人北海道市民環境ネットワーク 

【関連DATA】 
・環境☆ナビ北海道 
http://enavi-hokkaido.net/ 
・E☆navi版北海道環境白書 
http://enavi-hokkaido.net/wp/index.html 

北海道の人口の１/３が暮らす札幌には、環境分野の
支援組織がそれぞれのミッションで市民・民間の活
動支援に取り組んでいた。そこでEPO北海道から
「環境中間支援ネットワーク推進会議準備会」の設
置を呼びかけ、各拠点の設置者の参画も得て、2008
年5月にワークショップ形式の意見交換会がスタート
した。 

2008年度から４つの拠点のスタッフとその設置者が
集まり、国、道、政令指定都市それぞれの政策拠点
と民設拠点によるパートナーシップ組織「環境中間
支援会議・北海道」が誕生し、情報提供サービス
「環境☆ナビ北海道」を共同で運営。さらに、北海
道大学大学院環境科学院とも連携協定を結び、協働
事業「E☆navi版北海道環境白書」づくりを進めてい
る。 

・日頃から組織間の交流があり、本音の意見交換を
行っていた。 

・活動エリゕが広く同じ土壌、支店を持っていた。 
・環境省、北海道、札幌市の担当者が業務として参

画し、協力が得られているため政策ニーズを踏ま
えた意見交換ができる。 

・外部フゔシリテーターを依頼し、客観的な進行管
理ができた。 

・お互いの立場を尊重、「棲み分け」ではなく、強
みを活かし「できるところがやる」方式をとった。 

・４つの組織それぞれが本事業を事業計画上に位置
付け、重点的に活動している。 

□森林保全 □温暖化防止・エネルギー □ESD・環境教育 
□生物多様性・自然保護 □大気・水・土壌の保全 □ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  □まちづくり □ラフスタル 
□エコツーリズム  ☑その他（環境分野の中間支援組織の強化） 

☑事業協力・事業協定 □企画立案 □実行委員会・協議会  ☑共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
北海道大学大学院環境科学院、社団法人北海道商工会
議所連合会エチ・ー・エス推進機構、財団法人北
海道国際交流センター、NPO法人さっぽろ自由学校
「遊」、NPO法人Envision環境保全事務所 
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背景：Background 概要：About ポイント：Point 

環境分野：Theme 協働方法：Category 

連携図：Relation 

『オホーツク・紋別ESDツアー「オホーツクの森と海、 
           そしてアイヌの歴史と現在」の実施』 
 

作成日：2012/10/16 

【主体】 
NPO法人さっぽろ自由学校「遊」、EPO北海道 

【関連DATA】 
・ESD-J事業「ESD×生物多様性」          
 プロジェクトに選定 
・生物多様性交流フェゕ（開催地：名古屋市）における取組紹介 
・参考URL：
http://www.epohok.jp/modules/newdb/detail.php?id=67 
 

2009年1月に開催した「北海道的ESDを構想する～
森と海から考えるESDのプログラムづくり～（NPO
法人さっぽろ自由学校「遊」との協働事業）」の際
に、ESDのネットワークをづくりを目的に作成され
たプログラムを実施した。 

2009年9月、EPO北海道、NPO法人さっぽろ自由学
校「遊」は、オホーツク・紋別ESDツゕー「オホー
ツクの森と海、そしてゕヌ民族の歴史と現在」を
紋別地区の方々と連携して開催した。北海道におい
て持続可能な地域を考える時、欠かせないのが漁業、
農業などの一次産業とゕヌ民族の文化であると考
え、一次産業とゕヌ民族が抱える問題を現場に見
に行くツゕーを実施し、紋別地区の関係者をつなぐ
とともに、道外からの関心層を呼び込んだことで、
現在は紋別地区にある河川流域の保全などに取り組
むネットワークが立ち上がり、自律した活動となっ
ている。 

ツゕー実施までに、ESDに関わるテーマ、組織の洗
い出し、協力依頼、調整のため３回現地に伺った。 
 
ポントは、 
１．EPOの得意分野（行政、環境分野など）と

「遊」の得意分野（市民団体、先住民族問題な
ど）を持ち寄り、役割分担したこと 

２．紋別地区のキーパーソンである畠山氏にご協力
頂いたこと 

３．よそ者（PARC、ESD-J）を巻き込んだこと 
主に、上記の３点により一過性で終わらない継
続性のある活動に発展したと考えている。 

□森林保全 □温暖化防止・エネルギー  ☑ESD・環境教育 
 ☑生物多様性・自然保護 □大気・水・土壌の保全  ☑ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  ☑まちづくり □ラフスタル 
□エコツーリズム  □その他（     ） 

□事業協力・事業協定  ☑企画立案 □実行委員会・協議会  ☑共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
道立オホーツク流氷科学センター、ゕヌ協会紋別支部、紋別
市、紋別市立博物館、草鹿牧場、三室番屋復活プロジェクト、
上藻別駅逓保存会、オホーツク・ガリンコタワー㈱、NPO法人
ゕジゕ太平洋資料センター（PARC）、ESD-J 

http://www.epohok.jp/modules/newdb/detail.php?id=67
http://www.epohok.jp/modules/newdb/detail.php?id=67
http://www.epohok.jp/
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背景：Background 概要：About ポイント：Point 

環境分野：Theme 協働方法：Category 

連携図：Relation 

『大沼における持続可能なまちづくりのための 
                  利害関係を越えた意見交換の場づくり』 
 

作成日：2012/10/15 

【主体】 
七飯町、（財）北海道国際交流センター（HIF）、EPO北海道 
 

【関連DATA】 
・大沼ラムサール協議会    会長：金澤晋一氏 
・参考URL： 
http://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/detail/0000
0620.html 
 

2008年に北海道国際交流センター（HIF）から大沼
における持続可能な地域づくりに対する協力依頼を
受けた。関係者にヒゕリングすると、大沼地区の
方々は同じ思いを持っていたことから、パートナー
シップによる持続可能な地域づくりのためのモデル
創出事業を開始した。 

2009年からESD連続セミナーなどを大沼で開催し、
大沼地区に関わる方々に対して、〝持続可能性“に関
するセミナーをHIFとともに開催し、意識醸成を図っ
た。2010年にはCOP10のサドベントへ協働出展
し、大沼の現状を多くの人に周知するため全国へ向
けて発信した。2011年にはラムサール条約登録湿地
候補地に選定され、七飯町に対して同条約に関する
勉強会を開催した。2012年は七飯町と連携し、同条
約に対する地元の賛意を得るための説明会を開催し、
同年6月には大沼ラムサール協議会が発足し、ラム
サールをテーマに関係者が集まる場を創出した。 

EPOはあくまで黒子であるため、とにかく地域の
ニーズを聞き出した。ヒゕリングを通して信頼関係
を築き、大沼地区の深い関係性を知る事ができた。 
また、大沼地区は長い間、水質問題による利害が対
立していたため、地域で話し合うテーマとして、水
質に関わるもの以外を意識して選んだ。 
請負団体のリソースも活用し、企業の水に関する助
成金を大沼地区へ紹介した結果、大沼で活動するた
めの資金を得る事ができた。 
さらに、ラムサールセンター、北海道環境教育研究
会、霧多布湿原ナショナルトラストなどの地域外の
リソースを活用し、大沼地区と地域外とをつないだ
ことで、大沼地区における意識醸成に役立った。 

□森林保全 □温暖化防止・エネルギー  ☑ESD・環境教育 
 ☑生物多様性・自然保護  ☑大気・水・土壌の保全 □ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  ☑まちづくり □ラフスタル 
□エコツーリズム  □その他（     ） 

 ☑事業協力・事業協定  ☑企画立案  ☑実行委員会・協議会  ☑共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
（社）七飯大沼国際観光コンベンション協会、大沼漁業協同組合、
新函館農業協同組合七飯基幹支店、（財）自然公園財団大沼支部、
大沼地区連合会、北海道渡島総合振興局、大沼マルストーン22、
ゕサヒビール㈱、北海道コカ・コーラボトリング㈱、大沼森林公園
ボランテゖゕ 
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背景：Background 概要：About ポイント：Point 

環境分野：Theme 協働方法：Category 

連携図：Relation 

『宗谷環境観光プロジェクト  
             ～地域の環境資源で観光まちづくり～』 
 

作成日：2012/10/15 
 

【主体】 公財）北海道環境財団 

【関連DATA】 
事業に貢献いただいた（特活）サロベツ・エコ・ネットワークはサロベツ
湿原の保全に積極的に取り組んでおり、サロベツ湿原センター（環境省）
の指定管理も受けている。 http://www.sarobetsu.or.jp/center/ 
 
地域の環境資源や活動を、できるだけ運用の手間をかけずに更新する手法
として、「宗谷エコロジーゕクションポータル VIEWPOINT」を作成、公
開している（サーバーは（公財）北海道環境財団内、運営は財団及び宗谷
地域のICT系NPOと連携）。  http://www.heco-spc.or.jp/soya/ 

2008年に、EPO北海道が「宗谷環境教育ステークホ
ルダーミーテゖング～宗谷！感動をつなぐ環境教
育！の展開～」を開催。その際、形成された宗谷地
区の環境教育関係者のネットワークが本事業の基盤
となった。 

（公財）北海道環境財団が、三井物産環境基金の活
動助成を受けて実施した事業「宗谷ESDプロジェク
ト（宗谷環境観光プロジェクト）」（2010年4月～
2012年7月）に参画。稚内地区、サロベツ地区（稚
内・豊富・幌延）において、地域の環境や観光系の
ステークホルダーでチームを構成し、意見交換をも
とに、１泊２日のツゕーを３回実施した。また、単
発のツゕーの開催で終わらぬよう、環境観光パンフ
レットや地域の環境活動ポータルサト、観光まち
づくりのマニュゕルを作成した。さらにプロジェク
ト中、EPO北海道としては、サロベツ原野の砂丘林
保全に向けた取り組みを支援した。 

□森林保全  ☑温暖化防止・エネルギー  ☑ESD・環境教育 
 ☑生物多様性・自然保護 □大気・水・土壌の保全 □ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR   ☑まちづくり □ラフスタル 
 ☑エコツーリズム  □その他（     ） 

 ☑事業協力・事業協定 □企画立案 □実行委員会・協議会 □共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
（特活）風のがっこう稚内、（特活）稚内新エネルギー研究会、稚
内観光協会、稚内市／（特活）サロベツ・エコ・ネットワーク、環
境省稚内自然保護官事務所、豊富町、EPO北海道 ほか 
 

北海道においては、持続可能な地域振興と観光交流、
環境保全が密接な関係にある。このプロジェクトに
おいては、地域のパートナー団体が、地域の環境・
文化資源のブランデゖングや、潜在的なステークホ
ルダー（例えば環境分野と観光分野）の交流と協働
（ツゕー造成における連携協力）を担う、中間支援
機能を果たすことができるよう配慮した。 
 今回は札幌圏の道民を対象とした着地型の観光を
企画したが、専門知識についてはEPO北海道が北海
道庁が主催する観光まちづくりのセミナーを紹介し、
本事業だけにとどまらない全道的なネットワークを
得た。 一方、課題として、地域パートナーの体制
変更が事業に大きく影響したことがあり、中長期的
な見定めとリスク管理が必要だと感じられた。 
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http://www.heco-spc.or.jp/soya/
http://www.heco-spc.or.jp/soya/
http://www.heco-spc.or.jp/soya/
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http://www.heco-spc.or.jp/soya/
http://www.epohok.jp/
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背景：Background 概要：About ポイント：Point 

環境分野：Theme 協働方法：Category 

連携図：Relation 

『女性の活力を最大限活かした 
   日本復興プロジェクト「結結プロジェクト」』 

作成日：2012/10/11 

【主体】 
NPO法人JKSK(女子教育奨励会） 

【関連DATA】 
車座参加レポート（EPO東北HP) 
第1回 2011/7/15-16 
http://www.epo-
tohoku.jp/NEWS/eponews/11/0721.html 
第3回 2012/4/13-14 
http://www.epo-
tohoku.jp/NEWS/eponews/12/0413.html 

「被災地で活躍する女性リーダーを紹介してほし
い」と、NPO法人JKSKメンバー（女子教育奨励会）
の、EPO東北とつながりがある方から依頼があり、
環境分野で活動してきた女性リーダーを紹介した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東北と首都圏の女性リーダーが出会う場を設け、長
期的な支援の在り方を考えることを目的に被災地で
車座が開催された。初日に被災現場・ボランテゖゕ
センター訪問、被災地から参加している女性リー
ダーたちの活動報告、車座フリートーク、翌日はグ
ループセッションが行われた。 
現場を知り、現状を知り、何ができるかを考える工
程で、支援連携に留まらず、車座をきっかけに2つの
プロジェクトが生まれている。 
 
 
 

・団体の意思決定に関わる人々が集まることで、車
座で話し合われたことはその後すぐに動きだし、第1
回開催後に支援連携が行われた。また、これを発端
に２つのプロジェクトが創出されている。 
 
・首都圏と現場の温度差を解消するために、現場を
見て現状を知ってもらうことに重点を置いてスケ
ジュールが組まれている。 
 
 
 
 

□森林保全 □温暖化防止・エネルギー □ESD・環境教育 
□生物多様性・自然保護 □大気・水・土壌の保全 □ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR ☑まちづくり □ラフスタル 
□エコツーリズム ☑その他（東日本大震災） 

☑事業協力・事業協定 □企画立案 □実行委員会・協議会 □共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

結結プロジェクト 

新規 
プロジェクト 

JKSK 

EPO 首都圏の 
女性リーダー 

被災地の女性
リーダー 

すでにあったつながり  

開催後にできたつながり 

【パートナー】 
首都圏の女性リーダー、被災地の女性リーダー、 
EPO東北 

http://www.epo-tohoku.jp/
http://www.epo-tohoku.jp/NEWS/eponews/11/0721.html
http://www.epo-tohoku.jp/NEWS/eponews/11/0721.html
http://www.epo-tohoku.jp/NEWS/eponews/11/0721.html
http://www.epo-tohoku.jp/NEWS/eponews/11/0721.html
http://www.epo-tohoku.jp/NEWS/eponews/12/0413.html
http://www.epo-tohoku.jp/NEWS/eponews/12/0413.html
http://www.epo-tohoku.jp/NEWS/eponews/12/0413.html
http://www.epo-tohoku.jp/NEWS/eponews/12/0413.html
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背景：Background 概要：About ポイント：Point 

環境分野：Theme 協働方法：Category 

連携図：Relation 

『ESD推進セミナーinあおもり  
     「広げよう”青森力”育てよう高校生の”環境力”」』 
 

作成日：2012/10/10 

【主体】 ESD推進セミナーinあおもり実行委員会 
青森県環境生活部環境政策課、青森市環境部環境政策課、ストップ
温暖化センターあおもり、NPO法人青森県環境パートナーシップセ
ンター、NPO法人ECOリパブリック白神、EPO東北 

【関連DATA】 
セミナーレポート（EPO東北HP) 
http://www.epo-tohoku.jp/eporepo/2011/0128.html 
 
本セミナー開催でできたつながりから、五所川原農林高等学校
の参加生徒、教師に3.11あの時ヒゕリングを実施 
（2012/9/25） 
http://www.epo-tohoku.jp/3.11stage2012/10.html 

NPO法人青森県環境パートナーシップセンターとの
打ち合わせが発端。通常のセミナーでは集まる年齢
層が高いことから、若い世代が主役となるセミナー
を開催することで、これからを担う世代を育ててい
く機運を高め、「青森力」の発信をしたいと提案が
あった。 

7月に企画を立案、関係者に参加を打診しながら企画
を修正し、11月に第1回実行委員会を開催、高校生が
主役のセミナーを開催することを決定した。 
実行委員会メンバーが高校へ出演を打診、県内NPO
や市民への広報を行った。 
3回の実行委員会を経て2012年1月28日（土）にセ
ミナーを開催、環境活動に取り組む農業高校の生徒3
グループが活動発表を行った。司会は環境への関心
が高いフリーゕナウンサーが行い、基調講演者
（NPO法人森は海の恋人）と高校生とのフリートー
クの時間を交えた。 

農業高校とつながりを持っているNPO法人青森県環
境パートナーシップセンターと協働を進めたことで、
高校生が主役のセミナーを実現できた。 
実行委員会ではNPO法人青森県環境パートナーシッ
プセンターに議長をお願いし、実行委員がそれぞれ
役割を担うよう議事を進めてくださった。そのため
事前の準備、広報、当日運営では各人が積極的に関
わり、ベントを盛り立てた。 
学校側では社会人が集まる場での発表の機会を望ん
でおり、参加者も学生が熱心に環境保全活用や研究
に取り組んでいることを知って、互いに良い刺激と
なった。終了後には地元NPOが学校との連携を打診
する姿も見られた。 

□森林保全 □温暖化防止・エネルギー  ☑ ESD・環境教育 
□生物多様性・自然保護 □大気・水・土壌の保全 □ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  □まちづくり □ラフスタル 
□エコツーリズム  □その他（     ） 

□事業協力・事業協定 □企画立案  ☑実行委員会・協議会 □共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
青森県立五所川原農林高等学校、青森県立弘前実業高等学校藤崎校
舎、ESD-J、NPO法人森は海の恋人、 

実行委員会 
EPO 

NPO法人森は海の恋人 

農業高校 

ESD-J 

地元NPO 

地元行政 
フリーアナウンサー 

すでにあったつながり 
開催後にできたつながり 

参加者 
地元NPO 

出演者 

http://www.epo-tohoku.jp/eporepo/2011/0128.html
http://www.epo-tohoku.jp/eporepo/2011/0128.html
http://www.epo-tohoku.jp/eporepo/2011/0128.html
http://www.epo-tohoku.jp/3.11stage2012/10.html
http://www.epo-tohoku.jp/3.11stage2012/10.html
http://www.epo-tohoku.jp/3.11stage2012/10.html
http://www.epo-tohoku.jp/3.11stage2012/10.html
http://www.epo-tohoku.jp/
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背景：Background 概要：About ポイント：Point 

環境分野：Theme 協働方法：Category 

連携図：Relation 

『グリーンサンタ®被災小学校・幼稚園訪問』 
作成日：2012/10/11 

【主体】 
グリーンサンタ基金 

【関連DATA】 
セミナーレポート（EPO東北HP) 
http://www.epo-
tohoku.jp/NEWS/eponews/11/1215.html 
 
グリーンサンタ公式HP 
http://www.greensanta.jp/ 
グリーンサンタ基金公式HP 
http://www.greensanta.or.jp/ 

グリーンサンタ基金では、クリスマスにあわせてグ
リーンサンタ®来日を企画。被災地の子どもたちを
元気づけるため、被災幼稚園・小学校訪問相談が

EPO東北に寄せられ、訪問先をコーデゖネートした。 

グリーンサンタ基金の依頼によりEPO東北が仙台市
内の幼稚園・小学校をコーデゖネートした。津波被
害のため別の小学校・中学校の校舎を借りている学
校、仮設住宅から通う子ども達の多い地域4カ所を選
定した。 
グリーンサンタ®は、デンマークの環境親善大使で、
森の色と同じグリーンの色を着ている理由を話し、
木や花を大切にすることを子ども達と約束する。そ
のお礼に歌や踊りのパフォーマンスを披露し、プレ
ゼントを渡し、子ども達を元気づけた。 

訪問の合間に被災現場へ行き、訪問先の子ども達が
被災前に通っていた校舎、家のあった場所を案内し
た。この影響もあり、1日に4カ所を訪問するハード
スケジュールであったが、サンタや通訳ガドの集
中力が途切れることはなく、1日を通して熱のこもっ
た質の高いパフォーマンス披露となった。 
クリスマスにあわせたサンタ訪問、プレゼントは多
く団体が行い、被災地では受け入れ疲れをしている
地域もあった。双方にとって快い訪問となるよう、
場所の選定・訪問連絡には特に配慮を行った。 

☑森林保全 □温暖化防止・エネルギー □ESD・環境教育 
☑生物多様性・自然保護 □大気・水・土壌の保全 □ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  □まちづくり □ラフスタル 
□エコツーリズム  ☑その他（東日本大震災） 

☑事業協力・事業協定 □企画立案 □実行委員会・協議会 □共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
仙台市立荒浜小学校、学校法人七郷学園 七郷幼稚園、仙台市立東六
郷小学校・東六郷幼児学園、仙台市立七郷小学校、EPO東北 
 

グリーンサンタ基金 EPO 

相談 

協力 

被災幼稚園・小学校 
校長、教師、PTA 

連携 訪問 

http://www.epo-tohoku.jp/NEWS/eponews/11/1215.html
http://www.epo-tohoku.jp/NEWS/eponews/11/1215.html
http://www.epo-tohoku.jp/NEWS/eponews/11/1215.html
http://www.greensanta.jp/
http://www.greensanta.or.jp/
http://www.greensanta.or.jp/
http://www.epo-tohoku.jp/
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背景：Background 概要：About ポイント：Point 

環境分野：Theme 協働方法：Category 

連携図：Relation 

『 EPO東北 再生可能エネルギー交流会事業』 
 

作成日：2012/10/26 

【主体】 
EPO東北 

【関連DATA】 
セミナーレポート（EPO東北HP) 
 

東日本大震災ではラフランが全てストップする
という持続不可能な社会を経験した。エネルギーに
困窮する中、再生可能エネルギー分野では独自のエ
ネルギー元として機能した事例がある。非常時に何
が活用され、不測の事態にどう備えるべきか。また、
社会リスクの軽減という観点から地域のエネルギー
システムの有り方を見つめ直し、東北から発信する
提言へとつなげるため、関係者の議論を深める交流
会を企画した。 

2011年度に交流会を開催したが、情報共有に留まっ
た。2012年度は開催手法を見直し、2回の交流会を
経て情報の整理を行い、提言に向けた議論を深める。 
第1回目は、震災時にどのエネルギーは活かされ、活
用されなかった分野の原因は何か、改めて情報の整
理を行う。各EPOから寄せられた質問への回答を共
有しながら、備えておくべき対策やこれからの再生
可能エネルギー、地域エネルギーの在り方について
議論を深める。 

・大震災を経て、東北では再生可能エネルギーへの
関心が高まっている。震災を経験したからこそで
きる企画である。 

・県境を越え、異なったエネルギー分野の団体が議
論を深めることで、垣根を越えたネットワークづ
くりを目指す。 

・社会的・歴史的にも日本のエネルギーシステムを
根本から考え直す時期に来ており、草の根的な議
論を提言に繋げる役割をEPO東北が担う。 

□森林保全  ☑温暖化防止・エネルギー □ESD・環境教育 
□生物多様性・自然保護 □大気・水・土壌の保全 □ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  □まちづくり □ラフスタル 
□エコツーリズム  □その他（     ） 

☑事業協力・事業協定 □企画立案 □実行委員会・協議会 □共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
NPO法人グリーンシテゖ、高畠町、株式会社ソーラー
ワールド、盛岡ゕビリテゖーセンター、NPO法人遠野
エコネット、NPO法人川崎町の資源をいかす会、塩釜
市団地加工業協同組合、鳴子まちづくり株式会社、い
わき環境研究室、いわて生協、ENEX株式会社 
 

EPO 
【風力】 

青森／グリーンシティ 

【バイオマス】 
山形／高畠町 

岩手／盛岡アビリティセンター、いわて生協 
宮城／塩釜市団地加工業協働組合 

【薪】 
岩手／NPO法人遠野エコネット 

宮城／NPO法人川崎町の資源をいかす会 

【地熱】 
秋田／ENEX株式会社 

宮城／鳴子まちづくり株式会社 

【太陽光】 
山形／ソーラーワールド 

http://www.epo-tohoku.jp/
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背景：Background 概要：About ポイント：Point 

環境分野：Theme 協働方法：Category 

連携図：Relation 

『フューチャーセンター・ウィーク2012@GEOC  
～GEOCがフューチャーセンターになる2週間～ 』 

作成日：2012/10/30 

【主体】 
フューチャーセンターネットワーク、 
国際大学GLOCOM、環境パートナーシップ会議、 
GEOC 
 

【関連DATA】 
環境・ソーシャルビジネス支援（プラットフォーム支援） 

http://www.geoc.jp/socialbusiness/platform  
 

フューチャーセンターとは、多様なセクターがセク
ターの壁を超えて、「未来志向の創造的な対話の
場」をつくっていくことで、社会を変えていこうと
いう試みである。GEOCでは、GEOCの目的である
「持続可能な社会づくりのために多様な主体が参画
し、パートナーシップを育む場」と同様のコンセプ
トを持つこのプロジェクトに協力し、場所を提供す
ることにした。 

フューチャーセンター・ウゖークとして、5月末～6
月初旬までの2週間、集中的に、全国各地で様々な
テーマの対話の場が展開された。GEOCでは、フュー
チャーセンターネットワークに参加しているフュー
チャーセンターデゖレクター（主催者）に会場を提
供した。14のセッションが開催され、延べ500名以
上が来館した。また、開催前には、主催者を対象と
したプレベントも開催しました。 

・普段、環境活動・事業をしている組織・個人しか
GEOCに来館しないが、フューチャーセンターに取り
組むデゖレクターを取り込むことで、普段来館しな
い人が多く来くきっかけとなった。 
 
・また、今回、フューチャーセッションを開催する
ことで、継続的にセッションを開催する主催者が現
れた。（新たなネットワークの創出） 

□森林保全 □温暖化防止・エネルギー  ☑ ESD・環境教育 
□生物多様性・自然保護  □大気・水・土壌の保全  □ごみ・３R・資源の循環
☑ソーシャルビジネス・CSR  ☑まちづくり  □ラフスタル 
□エコツーリズム  □その他（     ） 

□事業協力・事業協定 □企画立案  □実行委員会・協議会  ☑共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
フューチャーセンター主催者（FUtures、認知症FC、
ピープルデザン研究所、「青少年・若者の教育・
キャリゕ・就労」FC、他） 

国際大学 
GLOCOM 

会場提供 
GEOC 

FC 
主催者 

FC 
主催者 

FC 
主催者 

FC 
主催者 

FC 
主催者 

FC 
主催者 

FC 
主催者 

FC 
主催者 

FC 
主催者 

フューチャーセンター 
ネットワーク 

環境パートナー 
シップ会議 

FC 
主催者 

FC 
主催者 

FC 
主催者 

フューチャー 

セッション開催 

参加者 参加者 

参加者 参加者 

参加者 

参加者 

来館 

協力 

協力 

http://www.geoc.jp/socialbusiness/platform
http://www.geoc.jp/
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参加者 参加者 参加者 参加者 参加者 参加者 参加者 

『シブヤのミライ展 –People Design Mixture 』 
作成日：2012/10/30 

【主体】 
ピープルデザン研究所、GEOC 

【関連DATA】 
People Design Mixture 
http://www.peopledesign-mix.org/ 
 
「シブヤのミラ展 –People Design Mixture」開催 
http://www.geoc.jp/news/15063.html 

平成24年4月～10月にかけてピープルデザン研究
所とGEOCは、環境・まちづくり・福祉など分野を超
えた持続可能なまちづくりについて、多様な人が未
来を語り合う場(セッション)をデザンしてきた。
「公園・緑のあるまち」「魅力的なストリートのあ
るまち」「ペットと暮らすまち」「外国人にとって
フレンドリーなまち」「障がい者・高齢者と共に暮
らすまち」「水道水が気軽に飲めるまち 渋谷のオ
ゕシスを探そう」など、様々な切り口でミラを
語ってきた。 

渋谷を舞台に、今まで出会っていなかったモノ・ヒ
ト・コト・団体をミックスし、「展示」「セッショ
ン(語り合う場)」「ベント」などの形で、シブヤの
将来像を考える場をつくる。エコロジー×ハンデゖ
キャップ、モビリテゖ×フゔッション …意外な組み
合わせを提案し、来場者と一緒に体験、考え、語り
合う。GEOCを「シブヤのミラ会場」として、渋谷
で活動する団体に関する展示、フューチャーセン
ターやモビリテゖの試乗会などを行う。同時に、表
参道のBA−TSU ART GALLERYを「モビリテゖのミ
ラ会場」として、モビリテゖとフゔッションの展
示や、関連企業とのセッションを行う。 

・これまで、GEOCは渋谷に位置していたが、地域の
まちづくりにあまり関与してこなかった。ピープル
デザン研究所と出会うことで、環境視点からのま
ちづくりに関与する機会が生まれた。 
 
・また、ピープルデザン研究所は、「ピープルデ
ザン」という「フゔッション性を重視し、同時に
機能性を兼ね備えているデザン」という概念を提
唱しており、福祉、交通、その他様々なテーマに拡
張可能であり、GEOCと連携することで、お互いの活
動の幅が広がった。 

□森林保全 □温暖化防止・エネルギー  ☑ ESD・環境教育 
□生物多様性・自然保護  □大気・水・土壌の保全  □ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  ☑まちづくり  ☑ライフスタイル 
□エコツーリズム  □その他（     ） 

□事業協力・事業協定  ☑企画立案  □実行委員会・協議会  ☑共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
青山コモンズ、東急不動産株式会社、BA-TSU ART 
GALLERY、ゕサヒグループホールデゖングス株式会社、
トヨタ自動車株式会社、大和ハウス工業株式会社、セ
グウェジャパン株式会、ハンドバクジャパン 他 

GEOC 
ピープルデザイン 

研究所 

シブヤの未来会場 

共催 

モビリティの未来会場 

BATSU ART 
GALLERY 

協力 

青山コモンズ 

東急不動産 

ゕサヒグループ 
ホールデゖングス 

トヨタ自動車 

大和ハウス工業 greenbird 

ハンドバク 
ジャパン 

セグウェ 
ジャパン 

生態計画研究所 渋谷川ルネッサンス 
虹とねいろ 

プロジェクト 
グラデゖエ 

他 

参加 参加 

リソース提供 会場提供 会場提供 リソース提供 

http://www.peopledesign-mix.org/
http://www.peopledesign-mix.org/
http://www.peopledesign-mix.org/
http://www.geoc.jp/news/15063.html
http://www.geoc.jp/news/15063.html
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背景：Background 概要：About ポイント：Point 

環境分野：Theme 協働方法：Category 

連携図：Relation 

意見交換会 

『 「福島に寄り添う円卓会議」と 
除染ボランティアガイドライン作成』 

作成日：2012/10/30 

【主体】 
東日本大震災支援全国ネットワーク、日本ボランテゖ
ゕコーデゖネーター協会、環境パートナーシップ会議、 
福島の野菜を食べる会、持続可能な社会をつくる元気
ネット、CSOネットワーク 
 

【関連DATA】 
冊子『除染作業への参加を考えているボランテゖゕの
方に知ってもらいたいこと』について

http://www.epc.or.jp/news/index.php?page=article
&storyid=34 

2011年10月、福島県の自治体が、除染作業へのボラ
ンテゖゕを募ったことがきっかけとなり、ボラン
テゖゕが自己判断を行うための情報を発信する必要
があることから、震災復興・支援を行っている各中
間組織が主体となり、「福島に寄り添う円卓会議」
を組織した。 

各中間支援組織が連携して意見交換会を重ね、5月1
日の手引書の公開した。市民団体だけで語り合うの
ではなく、行政・専門家・実践者等の声を聴く場づ
くりをもちつつ、非営利セクター間の合意形成を
図った。 

・マルチステークホルダープロセスによって、賛
成・反対の意見を持った各主体の参加がある中で、
暫定的とはいえ、一つの成果文書にまとめあげてい
くことができた。 
 
・「除染」という行為に対して、賛成・反対の意念
はあるが、現実として、除染作業・ボランテゖゕを
行おうとする個人・団体がいるため、そのような方
に向けて、あらかじめ知ってもらいたい情報を整
理・発信することができた。 
 

□森林保全 □温暖化防止・エネルギー  □ ESD・環境教育 
□生物多様性・自然保護  □大気・水・土壌の保全  □ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  □まちづくり  □ラフスタル 
□エコツーリズム  ☑その他（ 除染 ） 

□事業協力・事業協定 □企画立案  ☑実行委員会・協議会  □共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

東日本大震災支援 
全国ネットワーク 

福島に寄り添う円卓会議 

日本ボランテゖゕ 
コーデゖネーター協会 

環境パートナーシップ 
会議 

福島の野菜を 
食べる会 

持続可能な社会を 
つくる元気ネット 

CSOネットワーク 

参加者 参加者 参加者 参加者 参加者 参加者 参加者 

参加・意見 情報提供・フゖードバック 

場の開催 
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人を育む 
基盤の整備 

ＷＧ 

持続可能 
な地域づくり 

ＷＧ 

ともに生きる 
社会の形成 

ＷＧ 

地球規模課題 
への参画 
ＷＧ 

「地域円卓会議の 
ススメ」発行 

『社会的責任向上のための 
ＮＰＯ／ＮＧＯネットワーク（NNネット） 』 

作成日：2012/10/30 

【主体】 
NPOサポートセンター、大阪ボランテゖゕ協会、 
環境パートナーシップ会議、国際協力NGOセンター
（JANIC）、参画プラネット、CSOネットワーク、 
ダバーシテゖ研究所、難民を助ける会、日本NPOセ
ンター、IIHOE 

【関連DATA】 
社会的責任向上のためのNPO/NGOネットワーク

http://ameblo.jp/sr-nn/ 
「地域円卓会議のススメ」 
http://www.sr-
nn.net/dl/chiikientaku_leaflet_light.pdf 

草の根の市民の声を集め、他のセクターとの対話と
協働を進めながら、自らの力で社会問題の解決を目
指すNPO等は、今、新しいステージに進むことを求
められ始めている。そこで、NPO等の①自発的な参
画と連携を通じて、②セクター間の対話を促進し、
③市民セクターの定着と社会的な位置づけの向上を
目指すとともに、④あらゆる組織が社会的責任と信
頼を高め、⑤住みよい社会を創造することを目的と
して、志を持つ広範なNPO等による開かれたネット
ワーク組織を設立することとした。 

主要な中間支援組織が自主的に集まって市民セク
ターの社会的位置づけの向上を目指し活動。NNネッ
トが実践してきた「社会的責任」に関する取り組み
を、実践者と共有し議論するフSRォーラム2012の開
催。また、社会的責任に関する円卓会議に参画し、
マルチステークホルダーの円卓による課題解決の手
法をまとめた手引書の出版、各地での啓発活動など
を行っている。 

・NPOセクターとしての意見集約と発言を行うネッ
トワークができたことにより、政府セクター・産
業セクターなど、異なるセクターとの合意形成を
図る窓口ができた。 

・NNネットができたことにより、NPO内で分野の異
なる団体の交流が促進され、情報共有や人材育成
の基盤ができつつある。 

□森林保全 □温暖化防止・エネルギー  □  ESD・環境教育 
□生物多様性・自然保護  □大気・水・土壌の保全  □ごみ・３R・資源の循環
☑ソーシャルビジネス・CSR  □まちづくり  □ラフスタル 
□エコツーリズム  □その他（     ） 

□事業協力・事業協定 □企画立案  ☑実行委員会・協議会  □共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

NPOサポート 
センター 

NNネット 

大阪ボランテゖゕ協会 
環境パートナーシップ 

会議 

国際協力NGO 
センター 

参画プラネット 

ダバーシテゖ研究所 難民を助ける会 

日本NPOセンター 

IIHOE 

社会に発信 

会員 
団体 

会員 
団体 

会員 
団体 

会員 
団体 

会員 
団体 

会員 
団体 

会員 
団体 

幹事団体 

社会的責任に関する 
円卓会議 

SRフォーラム開催 

参画 

・・・ ・・・ 
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『環境ボランティア見本市2012』 
作成日：2012/9/30 

【主体】 
環境ボランテゖゕ見本市運営委員会、関東地方環境事
務所、GEOC、関東EPO  
 

【関連DATA】 
環境ボランテゖゕ見本市2012 
○日時：平成24年７月14日(土) 10時～１6時 
○会場：国連大学中庭・GEOC 
○参加者数：1400人 
http://www.geoc.jp/news/12792.html  

様々な組織と環境ボランテゖゕを軸に連係。昨年、
「全国ボランテゖゕフェステゖバル」関連で共催し
た、東京ボランテゖゕセンターとの関係を継続し、
ボランテゖゕ募集・コーデゖネートなどで協力を得
た。また、今年はプレセミナーとして、新しいボラ
ンテゖゕの形として注目される「プロボノ」に関す
るセミナーを、有志のプロジェクトチームと一緒に
実施した。 

環境ボランテゖゕ見本市は、環境ボランテゖゕを
やってみたい市民と、環境団体の出会いを提供する
ベントで今年で８回目。様々な分野の36の団体が
ブースを構え、セミナーやワークショップを通じて、
多くの来場者と交流。事前にプレセミナーとして、
「プロボノカレッジ」を開催した。備品等に関して
も、（社）国土緑化推進機構の実施する、東日本大
震災の被災地支援の一環としての「木づかい運動」
の机、椅子、什器などを展示しお借りした。 

東京ボランテゖゕ市民活動センターには、運営ボラ
ンテゖゕの募集と当日コーデゖネート、「夏のボラ
ンテゖゕ募集」の説明会への参加や、見本市出展団
体の東ボラ企画への参加など、様々な形で協働した。
運営委員会は、プレセミナーの運営に関しては、任
意のプロボノチームであるチャレボノプロジェクト
チームと一緒に企画を練り上げ、ベントタトル
の考案から当日のフゔシリテートサポートなど、協
働で実施した。 

☑森林保全 □温暖化防止・エネルギー  ☑ ESD・環境教育 
☑生物多様性・自然保護  ☑大気・水・土壌の保全  ☑ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  □まちづくり  ☑ライフスタイル 
□エコツーリズム  □その他（     ） 

☑事業協力・事業協定 □企画立案  ☑実行委員会・協議会  ☑共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
出展団体、東京ボランテゖゕ・市民活動センター、渋
谷区社会福祉協議会、(特活)a-con、チャレボノプロ
ジェクトチーム 

参加 
団体 

運営委員会 

関東地方 
環境事務所 

フゔーマーズ
マーケット 
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渋谷ボランテゖゕ
センター 

参加 
団体 

参加 
団体 

参加 
団体 

共催 

参加 
団体 

参加 
団体 

支援 

参加 
団体 

参加 
団体 

参加 
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『パートナーシップで取り組む地域公害問題』 
 

【主体】 
特活ちば環境情報センター・Atelier Motherly(ゕトリ
エ マザリー)  
 

【関連DATA】 
Atelier Motherly(ゕトリエ マザリー) 
主宰：土井麻記子氏 
H23政策提言事業で「優秀に準ずる提言」 
http://ameblo.jp/highquarityhandcrafts/entry-
11147950640.html  

H23政策提言事業で「優秀に準ずる提言」となった
案件。課題は現在進行形であり、かつ地域全体に関
わる大きなテーマ。今後、関東EPOとして何が出来
るかを模索しつつ、主体に伴走しながら展開する予
定。 

千葉市在住のゕトリエマザリーの土井氏が粉塵を認
知して以来、市へのゕプローチを行うと共に、近所
の仲間に声をかけ粉塵を回収、ゕンケート調査を実
施。調査・研究結果を報告書にまとめ千葉市に提出
し、ＪＦＥの工場見学、質問等も行った。それらの
成果をまとめ、H23環境政策提言に応募。ＥＰＯが
開催した政策提言セミナーや審査の過程を通じて、
提案をブラッシュゕップし、準ずる提言に選ばれた
ことで、環境省水・大気環境局の担当ともつながり、
その後、担当者を招いての勉強会開催に至る。 
今後、関東EPOとして、セミナー・研究会の開催な
どを含め、どのようなサポートが出来るか検討中。 

JFEは大きな会社であり、勤務している人も多く、行
政としても税収の大きな柱である。しかし、特に子
育てをしている状況では、粉塵の実害は何とか解決
したいし、公害をおおっぴらにすることの地域対立
や地域メージの低下を避けたいというジレンマに
ある。対立構造にしないで、パートナーシップで解
決する方法を模索している。 

□森林保全 □温暖化防止・エネルギー □ESD・環境教育 
□生物多様性・自然保護  ☑大気・水・土壌の保全  ☑ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  ☑まちづくり □ラフスタル 
□エコツーリズム  □その他（     ） 

□事業協力・事業協定  ☑企画立案 □実行委員会・協議会 □共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
千葉県、千葉市、JFEスチール、地元住民、環境省、
GEOC 

環境省 
水・大気局 

JFE 
スチール 

千葉県 
(自治体、議会) 

千葉市 

(自治体、議会) 

住民 

関東環境
事務所 

地域関係者 

支援 関東EPO 

ゕトリエマザリー 

作成日：2012/9/30 
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『東京グリーン・キャンパス・プログラム』 
 

【主体】 
緑地管理ボランテゖゕの会、明星大学「クローバー」  
 

【関連DATA】 
緑地管理ボランテゖゕの会 
http://ryos.info/ryokuch/shyoukai.htm 
明星大学「クローバー」 
東京都環境局自然環境部 
 「東京グリーン・キャンパス・プログラム」 
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/volunt
eer/green_campus/about.html 

同じ地域にいながら、あまり繋がりがない大学と地
元の関係性を、こうした制度を設けることで、効果
的につなげている事例。 

東京都は、多様な主体との協働による緑地保全活動
の一環として、「東京グリーン・キャンパス・プロ
グラム」を実施している。これは、都と大学が協定
を結び、次世代の担い手である大学生に、緑地保全
活動に参加する機会を提供することで、緑の保全に
対する関心の喚起や行動力の醸成を促すことを目的
としている。 

事業を実施する東京都としては、導入部分でサポー
トすれば、後は地域団体と大学との関係で事業が継
続していくので、動き出してしまえば費用は殆どか
からず労力もあまり必要としない。課題としては、
大学からの申し出がないと難しいため、４事例しか
ない点だと言える。 

☑森林保全 □温暖化防止・エネルギー  ☑ ESD・環境教育 
☑生物多様性・自然保護  ☑大気・水・土壌の保全 □ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  ☑まちづくり  ☑ライフスタイル 
□エコツーリズム  □その他（     ） 

☑事業協力・事業協定 □企画立案 □実行委員会・協議会 □共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
東京都、日野市 

作成日：2012/9/30 

http://www.geoc.jp/kanto_epo/
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背景：Background 概要：About ポイント：Point 

環境分野：Theme 協働方法：Category 

連携図：Relation 

『富士山における適正利用推進協議会』 
 

【主体】 
関東地方環境事務所 

【関連DATA】 
『富士山における適正利用推進
協議会』  
○事務局：環境省関東地方環境
事務所箱根自然環境事務所内 
協議会に関する事務は、環境省、
山梨県及び静岡県が共同で実施
http://www.env.go.jp/park/f
ujihakone/effort/fuji_kyogika
i.html 

これまで、富士山の地元自治体である山梨・静岡両
県では、協働して活動する機会が多くはなかった。
そこで景観を損ねる、様々な管理者が設置する看板
類の整理統合を目的に、「富士山標識関係者連絡協
議会」を設置。これまで、これだけの規模で参加者
が集まる事が無かったことから、標識だけの調整に
留まらず、より様々な形で連係していくことを目的
に、本協議会が設置された。 

富士山の適正利用に係る関係者で情報を共有し、標
識類の整備等の連携した施策の推進を図ることによ
り、富士山における安全かつ快適な利用の推進及び
自然環境の保全、良好な風致景観の確保及び形成に
寄与することを目的として平成２１年３月に設置。 

富士山の世界文化遺産登録を目指して、静岡山梨の
両県の連係は進みつつある。標識類の設置といった
具体的な調整機能を有することから、地域全体の適
正利用に向けて、今後の取り組みが期待される。 

☑森林保全 □温暖化防止・エネルギー  ☑ ESD・環境教育 
☑生物多様性・自然保護 □大気・水・土壌の保全  ☑ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  ☑まちづくり □ラフスタル 
□エコツーリズム  □その他（     ） 

☑事業協力・事業協定 □企画立案  ☑実行委員会・協議会 □共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
文化庁文化財部、 林野庁関東森林管理局、 国土交通省中部地方整備
局、 国土交通省中部地方整備局、 環境省関東地方環境事務所、 防衛
省陸上自衛隊富士学校、 防衛省陸上自衛隊北富士駐屯地業務隊、 山
梨県観光部、 山梨県県土整備部、 山梨県森林環境部、 山梨県企画県
民部、 山梨県総務部、 山梨県教育委員会、 山梨県警察本部、 富士五
湖消防本部、 富士吉田市、 富士河口湖町、 鳴沢村、 富士吉田市外
二ヶ村恩賜県有財産保護組合、 鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組
合、 山梨県道路公社、 静岡県くらし・環境部、 静岡県危機管理部、 
静岡県文化・観光部、 静岡県交通基盤部、 静岡県教育委員会、 静岡
県警察本部、 富士宮市、 御殿場市、 小山町、 富士市、 裾野市、 富
士山本宮浅間大社、 富士山奥宮境内地使用者組合、 富士五湖観光連
盟、 富士山吉田口旅館組合、 富士山五合目観光協会、 表富士宮口登
山組合、 御殿場口山内組合、 須走口山内組合 

作成日：2012/9/30 

山梨県内
自治体（3） 

関東環境
事務所 

富士山本宮
浅間大社 

山小屋組合（3） 

山梨県 静岡県 

静岡県内
自治体（5） 

国の省庁（6） 

山梨県警、教育委 静岡県警、教育委 

財産保護組合(2) 
観光協会、組合等（4） 

その他関係団体 

http://www.env.go.jp/park/fujihakone/effort/fuji_kyogikai.html
http://www.env.go.jp/park/fujihakone/effort/fuji_kyogikai.html
http://www.env.go.jp/park/fujihakone/effort/fuji_kyogikai.html
http://www.env.go.jp/park/fujihakone/effort/fuji_kyogikai.html
http://www.env.go.jp/park/fujihakone/effort/fuji_kyogikai.html
http://www.geoc.jp/kanto_epo/
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背景：Background 概要：About ポイント：Point 

環境分野：Theme 協働方法：Category 

連携図：Relation 

『リコージャパン㈱エコひいき事業』 
 

作成日：2012/9/1 

【主体】 
リコージャパン㈱ 

【関連DATA】 
 

https://sites.google.com/site/ecohiki/home 
 

・EPO中部運営会議委員による事業提案 
・地域環境保全団体へのフゔンドレジングの必要

性 
・企業の地域戦略、CSR事業展開の必要性 

・「環境経営」「地域団体への助成」を両立させる
協働モデル事業を、リコージャパン㈱と地域の市
民団体と協働で企画運営。 

・リコージャパン㈱の営業社員による顧客賛同数に
応じて地域環境保全団体への助成金額を決定し、
選考会を経て原則10団体に助成。助成団体への活
動ヒゕリングや経験交流会を行い、新しい協働の
芽づくりの機会創出を展開する。 

・企業側の環境を話題にした営業訪問の機会創出と、
環境保全団体の活動の拡大促進といった、両者を
win-winにする企画立案、運営プロセスづくりを
地域のステークホルダーと協議し、地域ニーズに
基づく事業の発展を図った。 

・リコージャパン㈱の資金提供による外部資金事業 
・2006年度より協働事務局スタート。（2012年度

は事業検討）。 

☑森林保全  ☑温暖化防止・エネルギー  ☑ ESD・環境教育 
☑生物多様性・自然保護  ☑大気・水・土壌の保全  ☑ごみ・３R・資源の循環
☑ ☑ソーシャルビジネス・CSR  ☑まちづくり  ☑ライフスタイル 
☑エコツーリズム  □その他（     ） 

☑事業協力・事業協定  ☑企画立案 □実行委員会・協議会 □共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム  ☑資金提供  ☑その他（協働による企画運営 ） 

【パートナー】 
NPO法人地域の未来・志援ｾﾝﾀｰ、 
ｺﾐｭﾆﾃｨ・ﾕｰｽ・ﾊﾞﾝｸmomo、日本福祉大学、 
外部選考委員(企業、行政、中間支援組織等） 
NPO、EPO中部 
 

地 域 

環境保全 
 
 
環境改善 

助成 
団体 社 員 

お客様 

環境改善活動 
「エコひいき」説明 

賛同 
<エコカード> 

ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 

助成金 

<エコカード> 
収集数により決
定 

助成応募 

助成団体 
選定 

投票 

活動参加 

投票 

EPO中部 
リコージャパン㈱ 
中部営業本部 

地域のNPO、 
有識者 

協働運営 

支援領域 

・環境経営、販売
プロセスの改善 

・地域環境力の活
性化へ 

https://sites.google.com/site/ecohiki/home
http://www.epo-chubu.jp/
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背景：Background 概要：About ポイント：Point 

環境分野：Theme 協働方法：Category 

連携図：Relation 

『郷土（ふるさと）の森づくり事業』 
 

作成日：2012/9/1 

【主体】 
郷土種子を活動したなごやの緑化及び生物多様性
保全協議会 

【関連DATA】 
 
https://sites.google.com/site/kyodokyogikai/ 
 

・中日本高速道路㈱の環境報告書を読む会（主催
EPO中部）への参加、中部地方環境事務所主催の
政策提言事業への応募案件 

・郷土種子を活用した植樹、生物多様性保全の必要
性 

・都市部の緑被率を拡大する必要性 
・企業の環境技術、地域の森づくり活動、行政施策

をコラボレーションさせ、地域課題の解決につな
げる 

・郷土種子を活用した名古屋の緑化、緑地の回復、
新たな森づくりを進める試行的な事業。 

・都市緑化の質を高め、郷土の緑を未来に継承して
いくため、郷土（地域の自生種）を採取、育成、
植樹する、企業、行政、NPO、関係団体の協働に
よる名古屋の新たな取り組みである。 

・政策提言事業において中日本高速道路㈱からの提
案を基に、関係するステークホルダーへの呼びか
け、協議を重ね、協議会設立とともに事業化（平
成22年）。 

・愛知県森と緑づくり税、ユニー㈱からの寄付金、
NEXCO総研からの寄付金により運営。 

☑森林保全 □温暖化防止・エネルギー  ☑ ESD・環境教育 
☑生物多様性・自然保護 □大気・水・土壌の保全 □ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  □まちづくり □ラフスタル 
□エコツーリズム  □その他（     ） 

☑事業協力・事業協定  ☑企画立案  ☑実行委員会・協議会 □共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働  ☑政策協働 
□ゕダプトプログラム  ☑資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
なごや東山の森づくりの会、戸田川みどりの夢くらぶ、
なごやの森づくりパートナーシップ連絡会、中日本高
速道路㈱、名古屋市緑政土木局、(財)名古屋市みどり
の協会、EPO中部 

・都市部の緑化、生物
多様性保全 

・新たしい緑化の仕組
みづくりへ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

既存植生 

 
 
 
 
 
 

植生の回復 緑地の 
創出 

スキーム1 
緑地内植樹 

スキーム３ 
緑地外植樹 

スキーム２ 
緑地外植樹 

NEXCO中日本 
育苗 

八竜緑地 
種子・ 
苗木採取 

種子・ 
苗木採取 

植樹 植樹 

戸田川緑地 
なごや西の森 

（土地：名古屋市） 

なごや東山の森 
（土地：名古屋市） 

中間支援：EPO中部 

https://sites.google.com/site/kyodokyogikai/
https://sites.google.com/site/kyodokyogikai/
https://sites.google.com/site/kyodokyogikai/
http://www.epo-chubu.jp/
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背景：Background 概要：About ポイント：Point 

環境分野：Theme 協働方法：Category 

連携図：Relation 

『ＥＳＤの導入による小・中・高等学校のカリキュラム
改善を目指した研修プログラムの開発』事業 

作成日：2012/9/1 

【主体】 
愛知県総合教育センター、あま市甚目寺小、東浦町
緒川小、岡崎市立新香山中、一宮市立葉栗中、 
愛知県立豊田東高、EPO中部 
 

【関連DATA】 
http://www.epo-
chubu.jp/02_works/Report/c_esd.html 
http://www.apec.aichi-
c.ed.jp/shoko/101syuu/101esd/esd_index.html 
http://www.apec.aichi-
c.ed.jp/shoko/99syuu/kannkyou/kannkyou.htm 

・平成20年度より学校と地域連携によるESD展開に
ついてNPO、企業、行政、教員等と「ESD主体基
盤プロジェクト」を立ち上げ意見交換を実施。平
成20年度より愛知県総合教育センター、指定校に
よるESDに関する研究会を開始。 

・H20･21年度、愛知県総合教育センターと「環境教
育の在り方に関する研究－持続可能な社会構築を
目指して－」を実施。H22・23年度、愛知県総合
教育センターと「生きる力をはぐくむＥＳＤ実践
カリキュラムの開発に関する研究」を実施。H24
年度教員研修モデルカリキュラム開発プログラム
（独立行政法人教員研修センター170万円）を受
託し、「ＥＳＤの導入による小・中・高等学校の
カリキュラム改善を目指した研修プログラムの開
発」を実施。併せて、研究成果を広く提示し、学
校と地域の連携によるESD実践の拡大、併せてユ
ネスコスクールへの登録促進を行う。 

・学校と地域の地域連携によるＥＳＤ展開という、
文科省、環境省の領 

 域連携による事業展開（教材開発及び授業実践） 
・ＥＳＤ授業プログラム、カリキュラムの作成過程

における地域のＮＰ 
 Ｏや企業の資源やノウハウの効果的ンプット。 
・学校におけるＥＳＤ実践の社会化、見える化。 
・教員間のＥＳＤ情報及び実践成果・評価の共有に

よるＥＳＤ実践の拡大。 
・愛知県内のユネスコスクール登録（申請）校と北

陸地域の実践校との交流の場の創出。 
・高等教育機関の支援によるＥＳＤ地域展開の検討。 

□森林保全 □温暖化防止・エネルギー  ☑ ESD・環境教育 
□生物多様性・自然保護 □大気・水・土壌の保全 □ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  □まちづくり □ラフスタル 
□エコツーリズム  □その他（     ） 

☑事業協力・事業協定  ☑企画立案 □実行委員会・協議会 □共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【ステークホルダー】 
 金沢大学環境保全センター、なごや環境大学、
中部ESD拠点、ESD実践校他 

・教員向け教
材の開発 

・ユネスコス
クールへの
登録 

・学校と地域と
の連携によ
る 

 実践の拡大 愛知県 
総合教育
センター 

EPO 
中部 

授業カリキュラムのアドバイ
ス、指導、情報提供等 

あま市 
甚目寺小 

東浦町 
緒川小 

一宮市立 
葉栗中 

愛知県立 
愛知商業高 

岡崎市立 
新香山中 

愛知県立 
豊田東高 

企業 
NPO 
大学 

中部
ESD 
拠点 

なごや 
環境 
大学 

金沢大学 
環境保全センター 

ESD実践校 

ステークホルダー 開発研究メンバー 

事業
連携 
情報
共有 

愛知
県立
刈谷
高 

http://www.apec.aichi-c.ed.jp/shoko/101syuu/101esd/esd_index.html
http://www.apec.aichi-c.ed.jp/shoko/101syuu/101esd/esd_index.html
http://www.apec.aichi-c.ed.jp/shoko/101syuu/101esd/esd_index.html
http://www.epo-chubu.jp/
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背景：Background 概要：About ポイント：Point 

環境分野：Theme 協働方法：Category 

連携図：Relation 

『野洲市における事業型環境NPOとの 
             環境基本計画の協働』 
 

作成日：2012/10/1 

【主体】 
野洲市環境課、NPO法人家棟川流域観光船 
 

【関連DATA】 
野洲市環境基本計画 
http://www.city.yasu.lg.jp/ 

平成22年度環境省事業型環境NPO支援事業近畿地区
採択団体。 

琵琶湖水質保全、河川美化啓発事業として地域住民
及びエコツーリストに対し、家棟川河口部や野洲川
北流跡の内湖で、手漕ぎの屋形舟を運行する。漁師
（船頭）が、川やびわ湖と共に営まれてきた地域の
暮らし（魚・水鳥・水生植物など生態系、水郷景観、
自然環境、伝統文化、歴史など）について語る。び
わ湖の漁師料理を通じて、水と共に暮らす文化の継
承、農水産物の普及を図る。 

野洲市環境基本計画との連携を促す助言を行うこと
で事業の持続性や事業への社会的信用が高まる（本
事例にて実証）。 

☑森林保全 □温暖化防止・エネルギー  ☑ ESD・環境教育 
☑生物多様性・自然保護  ☑大気・水・土壌の保全  ☑ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  ☑まちづくり □ラフスタル 
☑エコツーリズム  □その他（  ） 

□事業協力・事業協定 □企画立案 □実行委員会・協議会 □共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働  ☑政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
野洲市家棟川流域周辺の自治会（約90）、他関係団体、 
地元小学校、地元企業 
 

http://www.kankyokan.jp/pc/
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背景：Background 概要：About ポイント：Point 

環境分野：Theme 協働方法：Category 

連携図：Relation 

『生物多様性国家戦略改訂に向けた近畿からの提言』 
 

作成日：2012/10/1 

【主体】 

環境省生物多様性地球戦略企画室、近畿地方環境事務
所野生生物課 
 

【関連DATA】 
生物多様性国家戦略 
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/wakaru/initi
atives/index.html 
 

生物多様性国家戦略改定に向け、全国8カ所で実施さ
れた地方座談会において、地域性を大切にした事例
や意見の必要性について環境省、近畿の様々な主体
の双方におけるニーズがあったため、きんき環境館
のネットワークを活かして場づくりを行った。 

生物多様性国家戦略改訂に向けた地方座談会に合わ
せ、近畿地方環境事務所、近畿で生物多様性保全の
推進を行っているネットワーク生物多様性かんさい
と共に一般向けの座談会を企画した。関西の文化と
生物多様性のつながりに着眼し、様々な主体からの
視点を入れながら戦略改訂への提言を行った。 

場づくり前に環境省のニーズと地域の想い事前ヒゕ
リングを実施。場の進行において内発性を高める助
言・情報提供の実施。 

□森林保全 □温暖化防止・エネルギー  ☑ ESD・環境教育 
☑生物多様性・自然保護 □大気・水・土壌の保全 □ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  □まちづくり □ラフスタル 
□エコツーリズム  □その他（  ） 

□事業協力・事業協定  ☑企画立案 □実行委員会・協議会 □共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
地域団体、博物館、事業者、地方公共団体 
 

課題共有 
知恵の共有 

協働事業実
施など 

媒介機能：きんき環境館 

環境省 

きんき 
環境館 

国の環境施策 
情報提供 

地域の事例、
提言 

収集・蓄積 

地域の事例
など検証・考

察 

地方公共団体 

博物館 

NPO・NGO等 

事業者 

きんき環境館による  ●ラウンドテーブルの場づくり、プロジェクトの運営事務局 
  「場」の運営      ●地域事例・提言の収集、検証、考察、蓄積 
                ●専門家や他主体とのマッチングなど 

http://www.kankyokan.jp/pc/
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背景：Background 概要：About ポイント：Point 

環境分野：Theme 協働方法：Category 

連携図：Relation 

『琵琶湖～淀川つながろうフォーラム 
            （2008～2010）』 
 

作成日：2012/10/1 

【主体】 
ウォーターステーション琵琶（国交省中間支援機能）、きんき環境館 
 

【関連DATA】 
国土交通省淀川河川事務所 
淀川管内河川レンジャー 
http://www.river-ranger.jp/ 
国土交通省琵琶湖河川事務所 
琵琶湖河川レンジャー 
http://www.water-station.jp/ranger/ 
ウォーターステーション琵琶の会 
http://www.water-station.jp/relation/biwaparty.php 

琵琶湖～淀川流域では様々な保全活動が行われてい
るが、それらをつなぐネットワークが弱く、具体的
な交流や顔の見える関係性がなかったため、国交省
が琵琶湖にもつ中間支援機能ときんき環境館の協働
により、省庁間、行政区域を超え、琵琶湖～大阪湾
の保全に携わる主体間をつなぐ意見交換会やエコツ
ゕーを協働実施。 

※当初より3カ年の共同計画で実施 
平成20年度 現場を見る→課題を知る  
平成21年度 相手を知る→課題解決を通して 
            関係が深まる 
平成22年度 実現可能な協働案→役割分担・内発的 
               なネットワーク 
 
平成23年度以降、琵琶湖・淀川流域における総合的
なパートナーシップとして、琵琶湖・淀川流域の
様々な主体の連携による、流域を意識した主体的な
環境保全の取組、協働関係を関係者が自発的に創出 

団体の活動テーマや主体が多様であることを活かし、
ネットワーク自体がESDとなるようコーデゖネート。 

☑森林保全  ☑温暖化防止・エネルギー  ☑ ESD・環境教育 
☑生物多様性・自然保護  ☑大気・水・土壌の保全  ☑ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  ☑まちづくり □ラフスタル 
☑エコツーリズム  □その他（  ） 

☑事業協力・事業協定  ☑企画立案 □実行委員会・協議会  ☑ 共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
近畿地方環境事務所、国交省淀川河川事務所、国交省琵琶湖
河川事務所、琵琶湖河川レンジャー、淀川河川レンジャー、 
滋賀と大阪のNPO（20団体以上） 
 きんき

環境館 
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琵琶湖流
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団体 

琵琶湖河川レ
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背景：Background 概要：About ポイント：Point 

環境分野：Theme 協働方法：Category 

連携図：Relation 

『近畿の地方公共団体職員間の持続可能な地域づくりに 
              向けた学び合いの場づくり』 
  

作成日：2012/10/1 

【関連DATA】 
環境教育等促進法 
http://www.env.go.jp/policy/suishin_ho/kaisei_2
011.html 

地方自治体の地域連携フォローゕップ時に、地方公
共団体間の連携がほとんど行われておらず、情報交
換の場づくりのニーズが多く聞かれたため。 

これまでの地方自治体環境部署職員対象の環境施策
立案・推進の支援実績を活かし、行政区域を超えた
職員間のコミュニケーションを促す場の運営を試行。
場の運営で抽出された課題や知恵、地域情報などは、
きんき環境館の中間支援業務により蓄積した情報や
人的ネットワークなどを基に検証を行い、地方自治
体への情報提供などを通して、地域の実情にあった
環境施策を推進。 

事前に参加地方自治体への個別ヒゕリングを行い、
自治体の予感している課題解決案が予想に高められ
る助言・情報提供が実施できるよう、地方環境事務
所とEPOとの進行シミュレーションを行う。 

□森林保全  ☑温暖化防止・エネルギー  ☑ ESD・環境教育 
☑生物多様性・自然保護 □大気・水・土壌の保全 □ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  ☑まちづくり □ラフスタル 
□エコツーリズム  □その他（  ） 

□事業協力・事業協定 □企画立案 □実行委員会・協議会 □共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供  ☑その他（政策推進 ） 

【パートナー】 
地方自治体環境部署の職員（中間管理職、中堅職員等、
テーマにより対象は異なる） 
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など検証・
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地方公共団体 

きんき環境館による  ●ラウンドテーブルの場づくり、プロジェクトの運営事務局 
  「場」の運営      ●地域事例・提言の収集、検証、考察、蓄積 
                ●専門家や他主体とのマッチングなど 

http://www.kankyokan.jp/pc/
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背景：Background 概要：About ポイント：Point 

環境分野：Theme 協働方法：Category 

連携図：Relation 

『地域における環境政策提言力向上セミナー』 
 

作成日：2012/10/25 

【主体】 
中国環境パートナーシップオフゖス（ＥＰＯちゅうごく） 
地球環境パートナーシッププラザ（ＧＥＯＣ） 
 

【関連DATA】 
 
 
 

ＥＰＯネットワークによる連携事業であり、学習か
ら実践までを通した総合的な環境政策提言力向上の
機会となった。 

地域の環境課題の解決のための「しくみ」を担う、
市民・ＮＰＯ・ＮＧＯ・企業等の政策提言能力向上
を目的とする。ワークショップ形式により、政策提
言を効果的に行うための市民調査の事例紹介と、実
践的な企画力を養成するためのグループワークを
行った。また、セミナー後のフォローゕップを通し
て、参加者の中から第11回ＮＰＯ／ＮＧＯ・企業の
環境政策提言（環境省）に応募提案する人・団体が
生まれた。 

【人材】 
セミナー講師（川北秀人氏）の招聘及び参加者の実
践活動のフォローゕップ 
【協働に係った時間】 
企画から実施までの半年間。 
【資金源】 
中国環境パートナーシップオフゖス管理運営予算 
【プロデューサーに聞く！ここがポント】 
セミナーで学ぶだけではなく、実践を通じて力を身
につけることと、実際に政策提言を行うための支援
が必要。 

□森林保全 □温暖化防止・エネルギー □ESD・環境教育 
□生物多様性・自然保護 □大気・水・土壌の保全 □ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  □まちづくり □ラフスタル 
□エコツーリズム  ☑その他（政策提言力向上  ） 

☑事業協力・事業協定  ☑企画立案 □実行委員会・協議会  ☑共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
人と組織と地球のための国際研究所（ＩＩＨＯＥ） 
特定非営利活動法人ひろしまＮＰＯセンター 
 

ＥＰＯ 
ちゅうごく 

ＧＥＯＣ ＩＩＨＯＥ 
ひろしま 

ＮＰＯセンター 

環境省 
参加者 

（ＮＰＯ・ＮＧＯ・企業等） 

ネットワーク・連携 

政策提言 

フォローアップ セミナー 

http://www.epo-cg.jp/
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背景：Background 概要：About ポイント：Point 

環境分野：Theme 協働方法：Category 

連携図：Relation 

『ＥＳＤフォーラム』 
 

作成日：2012/10/25 

【主体】 
中国環境パートナーシップオフゖス（ＥＰＯちゅうごく） 
 

【関連DATA】 
 
 
 

ユネスコ日本政府代表部の特命全権大使である木曽
功氏を招いたことにより、教育に係る様々な主体が
集まり学び合う機会となった。 

ＥＳＤ関係者や環境教育関係者、ＥＳＤに関心を
持っているＮＰＯ・一般市民が集まり、中国地方に
おけるＥＳＤ取組とユネスコ日本政府代表部の講演
及び意見交換を通じて、ＥＳＤの理解促進や学びあ
いを図った。 

【人材】 
多様な分野でＥＳＤに取り組む主体のネットワーク 
【協働に係った時間】 
企画から実施までの半年間。 
【資金源】 
中国環境パートナーシップオフゖス管理運営予算 
【プロデューサーに聞く！ここがポント】 
社会全体と中国地方の両方の視点からＥＳＤについ
て学び合う。 

□森林保全 □温暖化防止・エネルギー  ☑ ESD・環境教育 
□生物多様性・自然保護 □大気・水・土壌の保全 □ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  □まちづくり □ラフスタル 
□エコツーリズム  □その他（     ） 

□事業協力・事業協定  ☑企画立案 □実行委員会・協議会 □共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
ユネスコ日本政府代表部／岡山ＥＳＤ推進協議会／岡
山市京山地区ＥＳＤ推進協議会／ＮＰＯ法人ひろしま
自然学校／公益財団法人しまね自然と環境財団／公益
財団法人山口県人づくり財団環境学習推進センター 
 

ＥＰＯ 
ちゅうごく 

岡山ＥＳＤ 
推進協議会 
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背景：Background 概要：About ポイント：Point 

環境分野：Theme 協働方法：Category 

連携図：Relation 

『CSRによる福祉施設での古紙リサイクル』 
 

【主体】 
地元大手企業A 
 

【関連DATA】 
 
 
 

社内から発生する古紙リサクルを進めたいと四国
ＥＰＯに相談があった。前年は、製紙会社へ依頼し
て自社の古紙のみを使った製品を作ったが、多額の
コストが発生した。費用をあまりかけずに取り組め
る方法について模索していた。 

地元大手企業Aが、福祉作業所スング（ＮＰＯ法人
障害児者ゴーゴースクラムが運営）に古紙と作業費
用を提供し、CSRとしてリサクルコースター等の
作成を発注する。 

NPOとEPOの信頼関係や、ＮＰＯ法人障害児者ゴー
ゴースクラム担当者の積極性、障害者が取り組める
程度の企業からの依頼内容であったことなど。 

□森林保全 □温暖化防止・エネルギー □ESD・環境教育 
□生物多様性・自然保護 □大気・水・土壌の保全  ☑ごみ・３R・資源の循環
☑ソーシャルビジネス・CSR  □まちづくり □ラフスタル 
□エコツーリズム  □その他（     ） 

☑事業協力・事業協定 □企画立案 □実行委員会・協議会 □共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
四国ＥＰＯ、ＮＰＯ法人障害児者ゴーゴースクラム 
 四国EPO 

 

地元大手企業
A 

 

ＮＰＯ法人障
害児者ゴー
ゴースクラム 

ＣＳＲによる古紙リ
サイクルの実施 

相談 

紹介 

協力依頼 

リサイクルコースター 
の作成 

古紙と費用の提供 

作成日：2012/10/26 

http://4epo.jp/
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背景：Background 概要：About ポイント：Point 

環境分野：Theme 協働方法：Category 

連携図：Relation 

『環境ＮＰＯ・市民団体向け助成金セミナーの開催』 
 

【主体】 
ＴＯＴＯ株式会社 
 

【関連DATA】 
TOTO水環境基金ホームページ 
http://www.toto.co.jp/company/environ
ment/social/mizukikin/index.htm 

ＴＯＴＯ（株）よりＴＯＴＯ水環境基金へ対する四
国からの申請が少ないため、告知のための助成金セ
ミナーを開催したいと四国ＥＰＯへ相談があった。 
四国外では他の助成団体主催による合同説明会等で
告知が出来ているが、四国では行われておらず、周
知する機会がない。 

ＴＯＴＯ（株）は、ＴＯＴＯ水環境基金の募集が始
まる前（7月）に、助成金のことが四国では知られて
いないと考え、周知のための説明会を（株）コメリ
との合同説明会という形式で高松にて開催した。開
催に当たって、四国ＥＰＯへ相談や協力の依頼があ
り、必要に応じた情報提供やコーデゖネートを行っ
た。 

ＴＯＴＯ（株）が四国ＥＰＯに相談した理由は、環
境省事業であることから公益性、信頼感があったこ
とや、四国を対象にしていることからセミナー開催
の狙いに合致していたため。 

□森林保全 □温暖化防止・エネルギー □ESD・環境教育 
□生物多様性・自然保護  ☑大気・水・土壌の保全 □ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  □まちづくり □ラフスタル 
□エコツーリズム  □その他（     ） 

☑事業協力・事業協定 □企画立案 □実行委員会・協議会 □共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
四国ＥＰＯ、株式会社コメリ、高松市市民活動
センター 
 

四国EPO 

TOTO
（株） 

(株)コメリ 

高松市市民
活動セン
ター 

助成金セミナー
の実施 相談・協力依頼 アドバイス 

協力 
広報協力 

運営 

参加協力 

参加依頼 

講師協力 

協力相談 

【連携図】 

作成日：2012/10/26 

http://4epo.jp/
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『生物多様性デジタル写真コンクール』 
 

【主体】 
EPO九州 
 

2010年に開催されたCOP10後、2011年~2012年が
国連生物多様性の10年と制定された。生物多様性保
全について多主体と連携しながら、広く一般に知っ
てもらうため、実施に至った。 

生物多様性保全について重要なモデル地域となる場
所を選定し、そこで活動する団体・行政、さらに企
業と連携しながら、写真多コンクールを開催してい
る。地域の人々がその価値に気付き、その場所の保
全と活用が、地域の人々を含め、多主体で進められ
ることを期待している。 

【人材】 
場所を選定し、パートナーをコーデゖネート 
【協働に係った時間】 
募集開始から表彰式まで約８カ月 
【資金源】 
環境省 九州地方環境事務所予算 約80万 主に広報/
審査員謝金等、企業からの副賞提供 
【プロデューサーに聞く！ここがポント】 
パートナーおよび、広報協力者をいかに増やすかが
重要。ニッチな場所を選定しがち、かつテーマも美
しい風景等ではなく、生物多様性に係るものになる
ので、効果的な広報手段がとても大事。 

□森林保全 □温暖化防止・エネルギー □ESD・環境教育 
☑生物多様性・自然保護 □大気・水・土壌の保全 □ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  □まちづくり □ラフスタル 
□エコツーリズム  □その他（     ） 

□事業協力・事業協定  ☑企画立案 □実行委員会・協議会 □共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

EPO 
環境省九州地方

環境事務所 

企業 

学校 

地元NPO
等団体 

メディア 

審査委員 

自治体 

資金 

副賞等提供 写真コンクール入賞者 

広報等協力 
一般の方 

作成日：2012/10/24 

【関連DATA】 
写真コンクール入賞作品 
２０１１ 江津湖湧水デジタル写真コンクール 
http://www.epo-
kyushu.jp/pc/content/view/342/40/ 
２０１２  阿蘇千年の草原デジタル写真コンクール 
http://www.epo-
kyushu.jp/pc/content/view/626/37/ 

【パートナー】 
環境省 九州地方環境事務所、自治
体、地元NPO等団体、企業、メ
デゖゕ、審査委員、 

http://www.epo-kyushu.jp/pc/
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『アースウィークくまもと』 
 

【主体】 
ゕースウゖークくまもと実行委員会 
 

【関連DATA】 
ゕースウゖークくまもと 
http://www.kankuma.jp/earthwee
k/ 

２０年以上に続く、熊本県内の活動団体が実行委員
会形式で実施してきた環境ベント。地元の活動団
体と連携しながら、参加団体の活動内容の把握と
パートナーシップを推進する機会となっている。 

 2010年から、ゕースウゖークくまもと実行委員会
に加わった。継続して協賛している企業には、ゕー
スウゖークくまもとに対する理解と連携を深める
きっかけとなること、また新規に本ベントに関心
をもっていただく企業を開拓することを目的に、
「協賛企業ブース」を提案した。また、九州地方環
境事務所が主催するプログラムを持ち込み、活動団
体が中心となっていた本ベントに、行政、新たに
企業がベント当日も参加し、さらに多主体による
連携が促進することを期待した。 

【人材】実行委員を担う団体 
【協働に係った時間】毎年５ヶ月前から準備を開始。
振り返りも行う。 
【資金源】企業からの協賛金、地元メデゖゕからの
寄付金、 
【プロデューサーに聞く！ここがポント】 
２０年以上積み重ねてきた信用・ノウハウを糧に、
活動団体・行政・企業等に協力してもらいながら、
新たなゕデゕを取り入れ進化していくこと。参加
団体同士の合意形成も重要。 

□森林保全 □温暖化防止・エネルギー □ESD・環境教育 
□生物多様性・自然保護 □大気・水・土壌の保全 □ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  □まちづくり  ☑ライフスタイル 
□エコツーリズム  □その他（     ） 

□事業協力・事業協定 □企画立案  ☑実行委員会・協議会 □共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
活動団体、協賛企業、熊本市、 

EPO 

アースウィーク実行委員会 

活動団体 協賛企業 

熊本市 

 
九州地方 
環境事務所 

 
普及啓発 プログラム

持ち込み 

作成日：2012/10/24 

http://www.epo-kyushu.jp/pc/
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『九州ESDネットワーク』 
 

【主体】 
北九州ESD協議会、北九州サステゖナビリテゖ
研究所、EPO九州 
 

【関連DATA】 
北九州ESD協議会 
http://www.k-esd.jp/ 
北九州サステゖナビリテゖ研究所 
https://sites.google.com/site/npoksks/ 
九州環境ボランテゖゕ会議 
http://www.q-support.org/ 
（九州環境サポートセンター） 
組織概要・関連URL・主な受賞歴等 

２０１４年のESD会合に向けて、九州のESD活動団
体のネットワークづくりに向けた声掛けが、北九州
ESD協議会よりあり、共同してネットワークづくり
を進めることとなった。 

主要主体である北九州ESD協議会、北九州サステゖ
ナブル研究所、EPO九州が取組む各種事業等を活用
し（資金リソースの相互活用）、ESD活動団体のつ
ながりづくりに取組む。 
２０１２年度に発案し、２０１２年９月、１１月と
意見交換を重ねる。 

主要主体の職員が基本的な取組の合意をもち、【時
間コスト】数回の打合せ、各種会議での意見交換を
とおして、【資金源】各主体の事業予算等を工夫 
無理な組織づくりに固執せず、ゆるやかなネット
ワークづくりに向けた取組みを心がけている。 
ただし、ネットワークへ参加いただく単位を団体を
基本とし、そのつながりを地域に波及できる主体と
している。 

□森林保全 □温暖化防止・エネルギー  ☑ ESD・環境教育 
□生物多様性・自然保護 □大気・水・土壌の保全 □ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  □まちづくり □ラフスタル 
□エコツーリズム  □その他（     ） 

□事業協力・事業協定 □企画立案 □実行委員会・協議会  ☑共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金  ☑戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
北九州市、各県のESD団体、九州環境ボラン
テゖゕ会議 
 

場づくり 

ネットワークの
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九州環境ボランティア会議 

北九州ESD協議会 
RCE 
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各地の団体 

各地の団体 

各地の団体 

各地の団体 

各地の団体 
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場の共有 
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作成日：2012/10/24 

http://www.k-esd.jp/
http://www.k-esd.jp/
http://www.k-esd.jp/
https://sites.google.com/site/npoksks/
http://www.q-support.org/
http://www.q-support.org/
http://www.q-support.org/
http://www.epo-kyushu.jp/pc/
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『九州環境教育ミーティング』 
 

作成日：2012/10/24 

【主体】 
九州環境教育ミーテゖング 

【関連DATA】 
九州環境教育ミーテゖング 
http://www.keem.info/ 
２０１０ 生物多様性  熊本大会 
２０１１ 綾の照葉樹林 綾大会 
２０１２ 錦江湾     鹿児島大会 

１５年以上続く、九州での環境教育関係者のミー
テゖングプログラムに、２０１０年の生物多様性
テーマの大会から事務局関与し、窓口オフゖスとし
て関わりをもった。 

毎年３月第１土日を開催日として、４回の実行委員
会を開催地域で開いて準備を進めている。 
各テーマごとの分科会が設けられ、九州各地の環境
教育関係者が手作りですすめるプログラム。 
EPO九州は事務局として共催（２０１０年～）して
いる。 

代表・副代表を始めとするキーパーソンに加え、実
行委員として２０名程度が毎年手弁当で協力。【資
金源】基本的に参加費でまかない、助成金等につい
ても積極的に確保している。 
九州地域の主要な環境教育関係者が集う貴重な場と
して、１５年以上続くローカルでの環境教育ミー
テゖングは、外部から連携依頼等も多く、実行委員
会と併催してのセミナー等をEPOが仲介。 
また、この分野の専門家人材バンク的な機能を果た
している。 

□森林保全 □温暖化防止・エネルギー  ☑ ESD・環境教育 
□生物多様性・自然保護 □大気・水・土壌の保全 □ごみ・３R・資源の循環
□ソーシャルビジネス・CSR  □まちづくり □ラフスタル 
□エコツーリズム  □その他（     ） 

□事業協力・事業協定 □企画立案  ☑実行委員会・協議会  ☑共催 
□委託・指定管理 □補助・助成・負担金 □戦略協働 □政策協働 
□ゕダプトプログラム □資金提供 □その他（     ） 

【パートナー】 
EPO九州、九州各地の環境教育団体・個人。
特に事務局担当の美里NPOホールデゖング
ス、くすの木自然館、なみのやすらぎ交流
館などとは連携が深い。 
 

本部事務局 
 

大会事務局 

一時的、事業運
営的な立場 

実行委員会 
※会議で実行委員の
意思表明された方々 

参加者 
関心のある方々 
実行委員ではない
方々。 
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