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３ 拠点機能の拡充 

【現状と課題】 

○ 県環境科学研究センターでは平成27年３月に、県環境科学研究センターの施

策の推進方向を示す「山形県環境科学研究センター基本方針」を見直し、環境

の変化に対応しセンターが担うべき機能の一つに「環境教育拠点機能（様々な

主体が県民に対して環境教育を推進していくうえで拠点となる機能）」を掲げ

ています。 

○ 環境教育拠点機能の今後の展開方向の主なものとして「教育機能の強化」を

挙げ、学校や地域、企業からの相談に総合的に対応する体制、各々のニーズを

踏まえ派遣調整する体制の構築、ＮＰＯ等と連携した情報発信機能の強化等に

より機能の充実を図っていくこととしています。 

○ 県環境科学研究センターにおける取組み状況は、以下のとおりです。 

・ 環境教室や出前講座の実施、親子で楽しむ環境科学体験デーの開催、水生

生物調査やこどもエコクラブへの支援 

・ 環境情報棟で、環境に関する相談への対応や図書やビデオ、資材等の貸出

し 

・ 県環境アドバイザーや地球温暖化防止活動推進員を、学校や地域で開催す

る環境学習会等に派遣 

・ 環境保全活動の実践者の交流を図るため、環境地域づくり担い手連携推進

セミナー等を開催 

 

 

【県環境科学研究センターにおける環境教育の取組み状況】 

１ 県環境科学研究センター利用者数の推移（平成27～29年度） 

 幼児 小学生 中学生 高校生 大学生 大人 計 

H27 89 777 14 11 0 965 1,856 

H28 103 535 32 13 3 882 1,568 

H29（H30.2末） 106 543 23 23 0 745 1,440 

 ※環境情報棟利用者数、親子で楽しむ環境科学体験デー参加者数、環境教室（所内開催）参加者数等を合計 

２ 県環境科学研究センターにおける環境教育の取組み 

 平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（H30.2末） 

◆環境情報の提供 

 図書等の貸出 48件 50件 24件 

 環境相談、情報提供等 63件 39件 108件 

◆学習機会の提供 

 親子で楽しむ環境科学体験デー 428名 364名 436名 

 水生生物調査（環境省事業） 60団体（1,892名） 47団体（1,407名） 49団体（1,344名） 

 
環境教室 

所内開催 15団体（423名） 20団体（320名） 19団体（333名） 

 出前講座 38団体（1,374名） 25団体（719名） 44団体（1,676名） 

 
講師派遣 

環境アドバイザー 31件（1,795名） 32件（1,762名） 21件（779名） 

 地球温暖化防止活動推進員 40件（1,176名） 45件（2,694名） 43件（1,765名） 
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○ 地元の市町村では、県環境科学研究センターの環境教育拠点機能を積極的に

活用した環境教育を実施しています。 

 

    【県環境科学研究センターを活用した市町村の取組み例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 県立自然博物園においては、小、中学校と連携し自然環境学習の一環として

自然観察学習機会を提供しています。野外案内を希望しない来園者も多く、環

境学習機能の十分な活用が必要です。 

○ 県森林研究研修センター、県教育センター、県環境科学研究センターは、教

職員の研修事業で連携していますが、県内の環境学習拠点について、再生可能

エネルギーの導入、水資源・森林の保全、生物多様性の保全、自然環境の保全

等の県の重点施策に対応した幅広い体験学習の場の提供、学習プログラムの作

成、情報発信、連携促進などの機能拡充・整備が必要です。 

○ 平成28年度に、米沢市及び酒田市の小中学校を対象に実施したアンケート調

査では、県環境科学研究センターを「利用したことがある」と回答したのは
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14.3％に留まっています。 

米沢市や酒田市など、県環境科学研究センターから離れた地区では、出前講

座等の活用が効果的と考えられるため、事業の一層の利用促進に向けた対策が

必要です。 

 

 学校における環境教育に関するアンケート（平成28年度） 

        図表3-4 県環境科学研究センター事業の認知・利用の度合い 

 

 

 

 

【推進施策】 

○ 様々な分野の環境学習の課題に取り組むため、環境ＮＰＯ等民間団体や環境

学習支援団体等県内の様々な主体との連携を強化し、県民の環境保全への意識

を高める環境教育拠点機能の充実と利用促進を図ります。 

① 再生可能エネルギー等の教材の展示・体験機能の拡充 

・ 平成26年度に作成した、県環境科学研究センターに隣接する県企業局メ

ガソーラーの仕組みと村山市周辺の環境施設を紹介する子ども向けの教

材（パンフレットやプレゼンテーション用データ）等を活用した、再生可

能エネルギーに関する環境教育を引き続き行います。 

② ＳＮＳ等を活用した情報発信・相談等機能の強化 

・ 県環境科学研究センター環境情報棟で、環境に関する相談への対応や図

書、ビデオ、資材等の貸出しを実施します。さらに、図書等の活用推進の

ため、県内図書館とのネットワークを構築します。 

・ 環境ＮＰＯとの連携により、再生可能エネルギー等環境分野に関する相

談窓口を引き続き設置し、県民や事業者からの相談等に対応します。 

・ 環境教育に関する相談受付、出前講座、環境アドバイザーや地球温暖化

防止活動推進員の派遣等の取組みを充実します。 

・ 環境教育を実践している指導者、民間団体等の環境教育内容の収集・整

理（データベース化）・提供を行います。 

・ 県内で広く活用されるよう、県の広報誌やホームページ、フェイスブッ

ク等のＳＮＳ等を活用した情報発信と、学校、放課後子ども教室等への普

及活動を実施します。 

③ 県環境学習支援団体のネットワーク化 

 県環境学習支援団体の周知と活用促進を図るとともに、環境学習支援団体

や関係機関のネットワークの構築を図ります。 

④ 相談窓口における学習プログラムの紹介・提供 

・ 相談窓口において、地球温暖化、ごみ、自然と生き物、水や森林など、

身近なものを題材とした環境学習プログラムを紹介・提供することにより 

14.3% 50.0% 28.6% 
7.1% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

知っていた（利用したことがある）  

知っていた（利用したことはない）  

知らなかった 

未回答 

「学校における環境教育に関するアンケート調査（H28.10月環境企画課）」  
（米沢市、酒田市の小中学校（60校）を対象に実施） 
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活用を促進します。  

○ 県環境科学研究センターのほか、県地球温暖化防止活動センターは地球温暖

化防止に関する環境教育、県教育センターは学校における環境教育、県森林研

究研修センター及び自然博物園は森林環境教育に係る環境学習拠点として機

能の充実を図るとともに各拠点との連携を図ります。 

○ 政府が指定する「環境教育等支援団体」（国民や民間団体等が環境保全活動

や環境教育等の活動を効果的に行うために、他地域における同様の活動等に関

する情報の提供や、各分野における専門的な助言、指導者などのあっせん又は

紹介などのサービスを提供する団体）と連携し、県のホームページで周知する

など県民の活用を推進します。 

 

環境教育等支援団体の指定制度 

 
(環境省ホームページ資料から引用) 

４ 体験の機会の場の認定 

【現状と課題】 

○ 平成23年６月の法の改正により、安全確保に関する信頼性がある民間の土地

や建物の所有者等が提供する自然体験活動等の「体験の機会の場」を都道府県

が認定する制度が創設されましたが、全国で13団体（平成29年11月時点、本県

の認定はなし）の認定、年間体験者数は約30,000人（H27年度実績）に留まっ

ています。 

○ 県では、この「体験の機会の場」の認定制度に類似した「県環境学習支援団

体認定制度」を平成16年度から実施しています。県内で環境学習施設の見学や

環境学習講座等を通じて、環境学習を支援している事業者や民間団体を認定し

ているもので、一定の要件を満たす団体を認定により広く周知することで、県

民に質の高い環境学習の機会の提供を行っています。 

 認定団体については、県ホームページで紹介しているほか、パンフレットを

作成し、各学校や公民館等へ配付して周知をしています。 

○ 認定団体数を増やすだけではなく、団体の活躍の機会の創出、県民の利用数

の増につながるような広報の工夫が必要です。 
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○ 「体験の機会の場」の認定制度は、平成16年度から実施する本県の環境学習

支援団体認定制度と類似した制度であるため、法に基づく体験の機会の場の認

定を受けた団体を、審査を経ずに県環境学習支援団体に認定できるよう要綱を

改正しました。 

 

体験の機会の場の認定 

 
（環境省ホームページから引用） 

 

【推進施策】 

○ 安全確保に関する信頼性がある民間の土地や建物の所有者等が提供する自

然体験活動等の「体験の機会の場」について、法に基づき、適切に認定し、周

知します。 

○ 県環境学習支援団体認定数の増加を踏まえ、現行制度の継続と活用を促進し、

学習機会の充実を図ります。 

○ 県環境学習支援団体認定数の増加と周知による活用を促進します。 

○ 地域の環境資源や人材を活用し、様々な環境分野に関して、子どもの考える

力や行動する意欲を養う、学ぶ機会を提供する環境学習プログラムを作成し、

活用を促進します。 

 

５ 情報の積極的公表 

【現状と課題】 

○ 県のホームページにおいて、「廃棄物・リサイクル総合情報サイト」や「や

まがた緑環境税」のページなど体系的に情報が入手できるページを作成して

います。 

  また、パンフレットやリーフレット等も電子ファイルで常時公開しています。 

○ 安全で良好な生活環境の確保のため、有意な情報の迅速な提供に努めていま

す。例えば、環境大気常時監視測定局での測定値を１時間ごとに県のホームペ

ージで「空気のよごれ情報」として公開し、環境基準を超え健康被害のおそれ

がある場合には速やかに警報等を発令することとしているほか、人身被害のお

それがあるクマの目撃情報について、目撃場所がわかりやすいように市町村

名・地区名と地図上にその位置を記載して公開しています。 
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○ 野生動物との接触による事故等の予防のため、「クマとのトラブルを予防し

よう！」「クマに注意！－思わぬ事故をさけよう－」「高病原性鳥インフルエン

ザによる被害の予防について」「特定外来生物「ヒアリ」について」などの注

意事項をわかりやすい表現で記載するよう努めています。 

○ 山形県環境白書を発行し県のホームページで公表、さらに、図や表を用い、

県民にわかりやすく要約した概要版も作成し、県内学校等へ配付しています。 

○ 県民に情報を活用してもらえるよう公開ページへのわかりやすい誘導、子ど

も向けの情報提供も必要です。 

○ 県のホームページやパンフレットの配付などにより、各施策について情報提

供していますが、共通課題として、それぞれの取組みの県民の認知度が低いこ

とが挙げられます。環境教育に係る施策の効果的な周知、情報提供が必要です。

（再掲） 

 

【推進施策】 

○ 県民のニーズを踏まえ、各種刊行物、インターネット、マスメディア等で

の広報を推進します。 

○ 幅広い視点から的確な環境情報を体系的に収集・整理し、環境白書、県ホ

ームページ及び県環境科学研究センター等の環境教育施設により一元的にわ

かりやすく提供するとともに、県の広報誌やホームページ、フェイスブック

等のＳＮＳ等を活用した情報発信を行います。（再掲）また、子ども向けの情

報提供も積極的に行います。 

○ 環境汚染やクマ等野生生物による被害など緊急時の対応を含め迅速な情報

提供を推進します。 

 

６ 国際的な視点での取組み 

【現状と課題】 

○ 2014年（平成26年）、政府において、ＥＳＤの推進の必要性や、その具体的

な方向性について検討がなされ、「国連ＥＳＤの10年」の後継プログラムとし

て「持続可能な開発のための教育に関するグローバル・アクション・プログラ

ム（ＧＡＰ）」（2015～2024）が展開されることとなりました。 

○ 文部科学省及び日本ユネスコ国内委員会では、ユネスコスクール※をＥＳＤ

の推進拠点として位置付けています。 

 

 

 

 

 

   ○ 環境省では、文部科学省の協力の下、ＥＳＤの視点を取り入れた環境教育プ

ログラムを作成し、全国47都道府県において、各地域の自然環境や歴史・文化

などの特性を活かした地域版ＥＳＤプログラムへ改良しながら、学校等での実

証事業を行いました。 

     本県では、環境ＮＰＯが中心となり、各家庭における子ども達を中心とした

エコライフの実践を目指したプログラムを作成し、放課後児童クラブ等におけ

 
【参考：ユネスコスクール】 
 ユネスコ憲章に示されたユネスコの理念を学校現場で実現するため、平和
や国際的な連携を実践する学校で、平成 29 年 10 月現在で、世界 181 か国で
11,000 校以上、日本国内の加盟校数は、1,034 校となっており、本県では、
小学校３校、中学校１となっています。 
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るプログラムの実践を行いました。 

○ 平成27年９月に国連サミットで採択された「持続可能な開発目標（ＳＤ 

Ｇｓ）」を踏まえ、政府は、平成28年５月に「ＳＤＧｓ推進本部」を設置し、

12月に実施指針を決定しました。平成29年12月に、推進本部は、「ＳＤＧｓア

クションプラン２０１８」を決定し、ＳＤＧsを原動力とした地方創生が主要

な柱の一つとして打ち出されました。ＳＤＧｓ実施指針において、８つの優

先課題と具体的な施策が示され、「省・再生可能エネルギー、気候変動対策、

循環型社会」と「生物多様性、森林、海洋等の環境保全」などが位置付けら

れています。 

○ 平成28年４月、文部科学省及び環境省の共同提案により、ＥＳＤの取組み推

進に向けた全国的なＥＳＤ活動支援センター（全国センター）が開設されると

ともに、平成29年には、全国８つの地方ＥＳＤ活動支援センターが順次開設さ

れ、ＥＳＤ活動を支援する情報の共有、現場のニーズを反映したＥＳＤ活動の

支援、ＥＳＤ活動のネットワーク形成、人材育成機能の４つの役割を担うこと

となっています。（東北地方ＥＳＤ活動支援センターは７月に開設。） 

 

 

 

 

 

 

○ 県教育センターでは、平成28年度から、採用２年目・３年目フォローアップ

研修として、ＥＳＤの概論やＥＳＤに関するプログラム作成手法について学ぶ

「ＥＳＤの授業づくり講座」を開設しています。（再掲） 

○ 「持続可能な社会づくりの担い手を育む教育」（ＥＳＤ）をより一層推進す

ることは、ＳＤＧｓの達成に直接・間接につながります。 

○ このような動きをとらえ、本県においても、ＳＤＧｓにつながる環境教育（Ｅ

ＳＤ）を推進していく必要があります。 

 

【推進施策】 

○ 政府のＳＤＧｓ推進本部による取組みに連動して、本県においても持続可能

な開発目標（ＳＤＧｓ）を見据えた環境教育（ＥＳＤ）を推進します。 

○ 県内外の取組み事例の紹介等によるＳＤＧｓの普及啓発と取組みを促進し

ます。 

○ 県教育センターにおけるＥＳＤ授業づくり講座等の実施による、環境教育の

充実を図ります。 

○ ネイチャーゲーム等の海外の環境教育プログラムを活用し、身近な自然を活

用した体験学習の機会を提供します。 

 

【参考：東北地方ＥＳＤ活動支援センター】 
 東北地方ＥＳＤ活動支援センターの事務局は、東北環境パートナーシップ
オフィス（ＥＰＯ東北：仙台市）が担っています。 
 ＥＰＯ東北は、環境省東北環境事務所と公益財団法人みやぎ・環境とくら
し・ネットワークが協働して運営している中間支援組織で、環境教育等促進
法に基づき国が体制を整備し、環境教育の拠点機能を担っている東北唯一の
機関です。 
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出典「持続可能な開発のための教育（ESD）とユネスコスクール」パンフレット（日本ユネスコ国内委員会） 
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【地域版ＥＳＤの取組み】

 

出典 環境省ＥＳＤ環境教育プログラム実証等事業（平成27年度） 地域版環境教育プログラムガイドブック 

（実施団体：ＮＰＯ法人環境ネットやまがた） 




