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本書の
使い方
「環境ボランティアなび 2017」に関心を寄せていただき、ありがとうございます！
本冊子は、子どもから大人まで、ありとあらゆる方々に向けて「環境ボランティア」(環ボ
ラ)をご紹介しています。「環境ボランティア」とは、一口で言うと「環境」のためになる「ボランテ
ィア活動」です。自分の住む地域の美化活動(ゴミ拾い、公園整備)から、地球規模の環境課
題に立ち向かう活動(絶滅危惧種の保護活動、海外への支援活動)まで、まさしく「渋谷から赤
道直下まで」、様々な活動があります。
「ボランティア活動なんて、履歴書に書くためにちょっと参加すればいいかな」
「自分の時間を割いてまで参加するモチベーションが…」
と、思う方もいるかもしれません。

○エコロジカル・フットプリント — 日本人の暮らしをするには地球が２.４個分必要！？
「人間がどれほど自然環境に依存して暮らしているか」という事をわかりやすく数値化した「エコロジカル・
フットプリント」という指標をご存知でしょうか。それによると日本人一人当たりの暮らしは、４.４ha を必要とし
ているという計算であり、世界の平均は２.２ha／人です。
世界中の人が、私たち日本人と同じ暮らしをするとしたら、なんと地球が２.４個も必要となるのです。まさ
しく私たちの暮らしは、ひとつしかない地球を踏みつけて成り立っているのというのが、残念ながら現状で
す。
○持続可能な開発のための 2030 アジェンダ／SDGｓ
— ひとつしかない地球で暮らすために
2015 年９月、こうした状況を改善し、世界全体が持続で
きる暮らしを目指し、「持続可能な開発目標」(Sustainable
Development Goals：SDGs)を中核とする「持続可能な開
発のための２０３０アジェンダ」が国連サミットで採択されま
した。
ひとつしかない地球で、全人類が持続可能な社会を形
成するために、2030 年までに人類が達成すべきゴールが
全部で 17 個示され、具体的なターゲットが 169 個示され
ています。17 個のゴールのうち、少なくとも 12 個が環境に
関連しています。
「誰一人取り残さない」を合言葉に、世界中で同じ目標に
向けて動き出した、2030 アジェンダ。逆に言うと、「誰一人
関係のない人間はいない」ということになります。ぜひ、本
冊子を手に取ったことをきっかけに、あなたの暮らしと環境
問題の接点を考え、できることから始めてみませんか。
○本書の使い方
関心のあるページから、ご覧になって頂ければ幸いです。
興味はあるけど、何から始めよう >>>>>>>>>>>>>>>>> あなたにピッタリの環ボラ見つかる 環ボラ占い
今すぐ活動したい！どんな活動があるのかな？ >>>>>> 活動団体紹介
自分の住む地域の団体が知りたい。>>>>>>>>>>>>>>>>> 中間支援組織紹介
○マッチングいたします！
・企業としてＣＳＲ活動を充実させたいが、適切な団体を探したい。
・個人で参加したいけど、活動の内容を検討したい。
・学校の活動として受入れてくれる団体はあるのか、相談したい。
当方までご連絡いただければ、お手伝いいたします。
お気軽にお問い合わせください。（相談無料）
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【お問い合わせ】
関東地方環境パートナーシップオフィス（関東ＥＰＯ）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-53-67
コスモス青山 B1F
TEL: 03-3406-5180 /MAIL: kanto-epo@geoc.jp

あなたにぴったりの活動が見つかる、環ボラ占い
すごいなぁと思うの
は誰？
私はどちらかというと

体験するなら？

A.アウトドア派

A.カヌーでリバークルーズ

B インドア派

B.ゴムボートで激流下り

憧れるのはどっち？
A.変わった面白い人生
B.平凡な暮らしがしたい。

A.ノーベル賞を受賞し、
難病の患者さんに道を開いた
山中教授
B.盲目のヘレンケラーを献身的に
育てたサリバン先生
C.無農薬、無肥料で“奇跡のリン
ゴ”を作った木村さん

好きな芸術のジャンルは？
A.クラシック音楽や伝統芸能
B.ポップミュージックや
現代アート

休日にコーヒーが飲みたく
なった。あなたなら？
A.チェーン店でも、とにかく近所に
行く。
B.雰囲気・味のためなら、遠くて
も行く。

尊敬するのはどっち？
A.坂本竜馬

もらうならどっちが嬉し
い？

B.地域で頑張るシニア

なれるなら何になりた
い？

A.産地直送のお野菜セット
B.ひのきの香りたっぷり快眠枕

A.ハリウッド俳優の通訳
B.ベンチャーの凄腕経営者
C.スクープお任せ！新聞記者

診断結果は次ページ ⇒
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環ボラ占い診断結果
タイプ①のあなた
心の奥に熱いモノを秘めているあなた。国内外に影響力のある国際 NGO や全国展開している団体を裏方でサポート
する事務局ボランティアから始めてみませんか。

タイプ②のあなた
ボランティアをやってみたいけど、ちょっと自信がないあなた。環境ボランティアは都会でも室内でもできることはありま
す。まずは、地域で活動する NPO の事務局ボランティアで簡単なお手伝いをしてみませんか。

タイプ③のあなた
好奇心旺盛で、ちょっとミーハーなあなた。国際感覚にも優れていますので、得意の外国語力を活かして、グローバ
ルに活動する団体で翻訳ボランティアにトライしてみてはいかがでしょうか。

タイプ④のあなた
人から指示されるより、自分から行動していきたいあなた。今まで培ってきたアイデア力や実行力を活かしながら、団
体のブレーンとして企画・事業運営に関わってみませんか。プロボノワーカーへの登録もお勧めです。

タイプ⑤のあなた
美的・ファッションセンス抜群なあなた。また、人やモノを見る目や文章能力もありますので、広報や取材ボランティア
として社会に情報発信してみませんか。

タイプ⑥のあなた
思いや考えを人に伝えることはちょっと苦手。だけど誠実で人からの信頼も厚いあなたは、地道に取り組む調査活動
ボランティアはいかがでしょうか。

タイプ⑦のあなた
人が好き、特に子どもが好きなあなたは、環境教育プログラムや自然体験キャンプなど、子ども向けのイベント補助ボ
ランティアがおススメです。

タイプ⑧のあなた
根が真面目、責任感の強いあなたは、“続けられないと悪いなぁ…”と思って、ボランティア活動にためらいが。単発で
参加できるイベントや観察会、クリーンアップ活動などに気軽に参加してみませんか。

タイプ⑨のあなた
楽しいことが大好きなあなたはいつもポジティブで周囲の人を明るくします。行動力もありますので、主に若者や女性
が率いる団体の保全活動やイベントのボランティアに参加してみてはいかがでしょうか。

タイプ⑩のあなた
環境ボランティアに興味はあるけど、山や海は遠いし・・・というあなた。都市周辺の緑地や街中でもできますよ。地域
の緑化・緑地保全活動に参加してみませんか。

タイプ⑪のあなた
田舎暮らしに憧れるあなた。思い切って、大好きな自然の中で農作業体験のボランティアをしてみませんか？自分で
作るお米や野菜の味は格別です。

タイプ⑫のあなた
日本の林業を何とかしたいなぁ…という問題意識を持っているあなた。ズバリ、行動あるのみ！ぜひ、植林・間伐、竹
林整備ボランティアにチャレンジしてください。
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きみにぴったりの活動が見つかる、環ボラ占い！

Q1.今日は日曜日！
何して遊ぶ？？
A.外で生き物を探そう！
B 科学館で実験だ！

Q2.あなたは総理大臣です。
どっちの会議に出よう？
A.世界中の大臣が
集まる会議！
B.日本の平和を
守る会議！

Q4.夏休みの旅行は
どこに行く？？
A.東京スカイツリー
B.自然の中でキャンプ

Q5.自然環境を守るために、
やってみたいのはどっち？？
A.数が少なくなってしまった
動物を守る！
B.さばくに木を植えて森を
育てる！

Q7.ひとつだけ魔法が
使えるとしたら？
A.汚れた物をきれいにする魔法
B.こわれた物を直す魔法
C.失くした物を見つける魔法
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Q7 へ飛ぶ！
Q3.みんなの住む街、
どんな街にしたい？？
A.子どももお年寄りも、
みんなが楽しい街
B.木や花や虫が
たくさんの街

Q6.動物がこまっている！
それはどんな動物？
A.山をこわされておうちがなく
なってしまったタヌキ
B.温暖化でおうちがなくなってし
まったシロクマ

環ボラ占い結果はっぴょう！
せいぶつ た よ う せ い

生物 多様性 （生きもの）
生きものを大切にする、やさしい心を持っているきみ♪自然の中で過ごす時間も
大好きだね！生きものについて調べたり、すみかをきれいにして、身近な生きも
のを守ってあげよう！

せいぶつ た よ う せ い

さとやま

生物 多様性 (里山 )
困っている人を見たらほうっておけない、頼れる存在のきみ！勉強やおそうじも
テキパキとできちゃうね。田んぼや森のボランティアに参加して、荒れてしまっ
た里山をみんなでなおしていきましょう♪

ちきゅうお ん だ ん か

地球 温暖化
きみの心の中には、いつも広く大きな世界が広がっているんじゃないかな？動物
や自然を大切にする性格の持ち主でもあるね。「地球温暖化」のボランティアに参
加して、地球を温暖化から守るんだ！

ごみ・３R （リデュース・リユース・リサイクル）
都会も自然の中も大好きで、お友だちと協力する事が得意なきみ！きれいな物が
好きで、芸術的な一面もあるね。ごみ拾いのボランティアに参加して、汚れてし
まった街や自然を一緒にきれいにしませんか♪

しんさいふ っ こ う

震災 復興
小さな事はあまり気にしない、大きな心の持ち主！お友だちにもやさしく、みん
なを明るくする人気者のきみ♪「震災復興」のボランティアに参加して、一緒に
素敵な街を創造しよう！

こ く さ い きょうりょく

国際 協 力
いろんな事に興味があって、学校での発表も得意なきみ！「海の向こうの世界は
どうなっているんだろう」と思った事はないかい？「国際協力」のボランティア
に参加して、一緒に地球の平和を守ろう！
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