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調査の実施概要 

 

(1) 調査の目的 

 本調査は、愛知県の「地域における地球温暖化防止活動促進事業」の一環として、愛知県において、地球

温暖化対策関連の活動に取り組む民間団体等（企業除く）の活動内容、活動状況について把握することを

目的に実施した。 

 調査結果については、今回の調査団体の活動が広く認知されるようウェブサイト等での公開・紹介を行い、関

係機関等への情報提供も実施する。 

 

(2) 調査実施概要 

調査実施

主 体 

愛知県地球温暖化防止活動推進センター 

（一般社団法人環境創造研究所） 

調査対象 県内で活動する民間団体 ２団体 

調査方法 

調査方法 

・各団体のリーダー等の活動の中心人物への１時間程度のヒアリングに

よる調査を行った。 

・調査後、調査結果のとりまとめ内容を各ヒアリング対象者に確認いた

だいた。 

調査時期 
・ヒアリング①：平成 29 年 1 月 5 日（木） 

・ヒアリング②：平成 29 年 1 月 6 日（金） 

 

(3) 調査項目 

●団体の活動内容、活動状況 

●構成員等の人数、構成員の主な所属先や職業等 

●活動の頻度や時間帯など 

●活動の運営方法 

●活動による効果・影響 

●活動上の課題 

●行政・企業・ほかのＮＰＯ等民間団体との連携状況・連携の可能性 

 （ほかの推進員との連携状況） 

●行政・企業等との連携・協力において課題となっていること 

●行政・企業等に期待したいこと 

●愛知県センターに期待する役割 

など 
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【ヒアリング対象団体①】海部地区地球温暖化防止隊（あちち防止隊） 

団体の概

要・設立目

的等 

海部地区環境事務組合は、環境の保全を第一として地域のごみ・し尿の処理を行ってい

る。また、最近の地球環境問題、特に地球温暖化の解決にはライフスタイルの見直しが必

要ではあるものの、具体的な取組みに結びつきにくい現状であることを踏まえ、海部地区

環境事務組合では、積極的に地球温暖化防止のＰＲ活動を行うことでエコ生活者を増や

し、ごみの減量・リサイクルの推進、更に地域づくりをも目指して活動するものとしてい

る。 

設立 2005年 10月 

構成員 ＥＡ21委員会（実行計画推進委員会）委員 9名 

主な活動場

所、連絡先 

●八穂クリーンセンター 

〒498-0068弥富市鍋田町八穂 399番地 3 

TEL（0567）68-6500 

主な 

事業内容 

  八穂クリーンセンターでの地球温暖化防止ＰＲコーナーの常設展示 

  同リサイクルフェアでの地球温暖化防止ＰＲ＋体験コーナー出展 

  市町村イベントへの地球温暖化防止ＰＲ展示等の出展 

  学校等への八穂環境学習教室プログラムと連携した出前講座の実施 

  温暖化防止ＰＲ体験グッズの製作及び活用、貸出 等 

 

 海部地区環境事務組合は、環境経営システム「エコアクション 21」の認証を取得しており、環

境目標の一つに設定している「環境に配慮した事業推進」の中で、具体的取組みに「環境学習

教室等の開催」を位置づけている。 

 地球温暖化防止に関連する環境学習教室等の取組みにおいて、海部地区地球温暖化防止隊「あ

ちち防止隊」を主体とするリサイクルフェア（海部地区環境事務組合主催イベント）でのＰＲ

コーナーの設置、学校等への出前教室、放課後教室（子育て支援課）における教室開催を行っ

ているほか、「八穂環境学習教室」を毎月開催している。 

 なお、海部地区地球温暖化防止隊「あちち防止隊」は、地球温暖化対策地域協議会の登録団体

になっている。 

 「あちち防止隊」の活動の運営は、「エコアクション 21 委員会」の委員 9 名が担っており、月

1 回実施する委員会の中で各種報告などを行っている。 

 活動内容の一つであるリサイクルフェアでのＰＲコーナー設置は、八穂クリーンセンターで年

2 回（6 月、10 月の日曜日）開催している「リサイクルフェア」で、温暖化防止の学習ができ

るコーナーを設置する取組みで、地球温暖化問題に関する展示や自転車での人力発電機体験な

どを行っている。 

 学校等への出前教室は、事務組合構成 7 市町村の小中学校等に出向き、講師（主にエコアクシ

ョン 21 委員会の委員など事務組合職員）がリユースやゴミ問題について話すと共に、クリー

ンセンターで回収されたガラスの空き瓶に生徒達がエッチング工作を行ってリユース体験を

するプログラムを実施している。この出前教室は参加校から大変好評で、参加校（参加生徒数）

は年々増加している。 

 出前教室の参加が増加傾向にある要因としては、小学 4 年生のゴミ問題に関わるカリキュラム
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に合わせて校外学習等としてクリーンセンターの見学に来訪する事務組合構成市町村の学校

が多くあり、施設見学を行った学校の先生に出前教室を紹介したり、実際に出前教室を行った

ことがある学校の先生やその他のイベント等に参加した先生方から口コミで広がっているこ

との効果が大きいと考えられている。 

 

【出前教室参加校】 

平成 25年度：中学校 3（計 3校） 

平成 26年度：中学校 2・小学校 1（計 3校） 

平成 27年度：高校 1・中学校 2・小学校 3（計 6校と高齢者のサロンでも実施） 

 

 また、放課後教室でも、エネルギーについての話をするとともに、ソーラーパネル工作を行う

プログラムを実施しており、こちらも好評である。 

 毎月１回開催している「八穂環境学習教室」は、地元・尾張地域を中心に活躍されている専門

家などを講師にお招きして、各月（各教室）ごとにテーマを設定して工作体験等を行うことと

環境を関連付けた企画イベントで、平成 27 年度は次の教室を開催した。 

 

【八穂環境学習教室（平成 27年度）】 

月 テーマ 講師 参加者数 

4 アルミ缶アートでエコアーティストになろう NPO法人 缶 CANアート G 45名 

5 地球にやさしいエコケーキ パティシェール（専門学校講師） 56名 

6 
（リサイクルフェア同時開催） 

エコグリーン、温暖化防止ＰＲ ほか 
花店店主 ほか － 

7 伝統工芸「友禅染」で和風エコ体験 伝統工芸士 32名 

8 楽しいソーラーパネル工作 職員 58名 

9 レッツリユース エコ布ぞうり あまリクレーション指導者協会 45名 

10 
（リサイクルフェア同時開催） 

エコグリーン、温暖化防止ＰＲ ほか 
花店店主 ほか － 

11 伝統的「座布団」作り 布団店主 42名 

12 リース作成 トロッケンゲビンデ指導者 43名 

1 ガラスビンエッチング 職員 50名 

2 和菓子でエコ再発見パート 6 和菓子店主（専門学校理事） 50名 

3 本格シイタケつくり シイタケ農家 46名 

 

 「八穂環境学習教室」の参加者からは、「良かった」「また参加したい」などの感想が寄せられ

ており、リピーター参加者が多く、好評を得ている。また、出前教室や放課後教室での講座依

頼もリピート率が高く、継続的に依頼をしてくる学校もみられる。さらに参加した学校や教室

参加者などが別の参加校や参加者を呼び込んでくれており、これらの活動による明確な効果と

いえるものを挙げることは難しいが、参加の輪は着実に拡がっており、地球温暖化問題等への

関心度の向上にもつながっているものと考えられている。 

 「八穂環境学習教室」は参加募集を行うとすぐに定員に達するほど人気の教室ばかりであるが、

プログラムが固定化してきている現状に対して、どのように展開を図っていくべきかは、今後

の課題の一つといえる。しかし、今後も活動は継続展開し、出前教室の参加校についてはさら
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なる増加を目指していきたいと考えている。 

 現状おいては、事務組合構成 7 市町村が共同して環境イベント等の企画や開催を行うことは難

しい点が多いことは否めないが、将来、そのような展開が可能になった際には、「あちち防止

隊」がこれまでに蓄積した手法や経験を活かし、その中心的な役割を発揮することを期待した

い。 

 

 

  
リサイクルフェアに設置した地球温暖化防止 PR コーナーの様子 

 

  
【出前講座】小学校で地球温暖化防止の授業 

  
【出前講座】リサイクルのガラス瓶を活用したエッチング工作（写真左：中学校、同右：高校） 
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 【出前講座】いきいきサロンでも開催     生徒がエッチング工作を行ったガラス瓶 

 

  
      【放課後教室】ソーラーパネル工作の様子 完成した「ソーラー紙相撲」で盛り上がる児童たち 

 

  
   【八穂環境学習教室】友禅染で和風エコ体験の教室  人気のシイタケつくり教室の様子 

  
  【八穂環境学習教室】和菓子でエコを再発見の教室  レッツリユース エコ布ぞうり教室の参加者が作ったぞうり 
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【ヒアリング対象団体②】碧南市生活学校 

団体の概

要・設立目

的等 

生活学校は毎日の生活に直接関わっている女性を中心に身近な暮らしの中で見付けた問題

を関係する企業や行政と話し合い、実践活動によって解決していく運動である。環境問題

では廃品の分別回収、リサイクル、マイバッグ運動、缶にアルミ、スチールマークの表示

等、行政等に具体的な提案を行ってきた。 

碧南市生活学校としては、市の分別収集スタートに向けて分別方法について貢献した。河

川を汚さないために始まった家庭用廃油利用の石けんづくり、県内で初めて牛乳パックを

利用した固形石けんづくりを普及した。 

毎日の生活の中で体験したことに基づき知恵を出し合って住み良い地域社会にするために

邁進している。 

（碧南市生活学校ピーアール版より抜粋） 

設立 1987年 4月 22日 

構成員 約 70 名 

主な活動場

所、連絡先 

●活動：碧南市全域 

●連絡先：碧南市経済環境部商工課 

〒447-8601碧南市松本町 28 

TEL：0566-41-3311（代） 

主な 

事業内容 

  県、西三河、市単位で年のテーマを決めてそれに沿った活動（アンケート調査）

をする。 

  他に学習交流会、手芸、料理、施設見学、廃油（家庭用）を使っての固形石け

んを作り、廃品回収、不用品交換会ほかを実施。 

 

 生活学校は女性による住み良い社会づくりを行うことを目的に設立されている団体であり、碧

南市生活学校は、今年度・平成 28 年度で発足から 30 周年を迎えた。その記念誌を今年度中

に作成、発行する予定である。 

 発足当時は、県の補助や市の支援などを得ながら、料理教室を中心に開催していた。料理教室

は事業者（食品会社）の協力を得て、事業者が自社商品のＰＲを兼ねながら、その商品を用い

た料理方法を紹介する教室として開催されている。これは現在も継続しており、年 1 回開催さ

れている。 

 現在取組んでいる活動として食品ロス削減があり、冷蔵庫の中の残り物を活用できるレシピ作

りなどを行っている。団体の活動内容は、地球温暖化問題に直接的に関わる活動内容ではない

ともいえるが、食品ロスやリサイクル（ゴミ問題）など、暮らし方と環境問題は密接に関連し

ており、それらは地球温暖化問題にもつながっていると考えている。 

 また、毎年 11 月に碧南市が開催する「市民ふれあいフェスティバル」では、一年間の活動内

容を紹介するパネル展示や各種テーマを設定したアンケート調査などを行っている。今年度・

平成 28 年度のフェスティバルでは生活学校（全国及び碧南市）の 30 年のあゆみのパネル展

示を行ったほか、食品ロス削減に関連して、「フードドライブ住民意識調査」を実施し、325 名

から回答を得た。この調査結果をもとに、次年度以降の取組みに向けて、「食品ロス削減全国運

動」に取組む予定である。具体的な活動内容は未定であるが、賞味期限切れ寸前の食品を集め

て希望する人や団体に提供していく活動を展開していきたいと考えている。 

 フェスティバルでは、不用品交換会や小物づくり教室なども実施しているほか、コーヒーやま
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んじゅうの販売も行い、その売上はささやかではあるが、出展運営に協力した会員の反省会の

一部としている。 

 そのほかの活動に、廃油の回収とそれを活用した固形石けんづくりも行っている。 

 廃品回収も実施しており、随時回収し、業者への引渡しを年 1、2 回行っている。回収物は新

聞、ダンボール、アルミ缶、牛乳パックなどである。 

 ここで回収した牛乳パックは、固形石けんの型取りに用いている。また、フェスティバルで開

催している小物づくりの手芸で、笛やトレイ、寿司箱、鉛筆たて、懐紙入れなどを作る際の材

料としても活用している。 

 料理教室は、地元の食材を用いつつ様々なテーマで開催している。保健センターの職員を講師

にした健康をテーマにした料理や、料理研究家を講師に招いた地産地消をテーマにした料理な

どを展開している。 

 活動していく上での課題としては、社会全体の高齢化と共に、共働き家庭の増加、ママさんサ

ークルなど少人数グループが増えてきていることなどがあり、一つの団体だけで大きな活動を

展開することは難しくなってきていることがあげられる。 

 将来的には子ども等の基本的な躾や礼儀、マナーなどを伝える場の提供などにも取組んでいき

たいと考えている。それらは環境意識の向上、地球温暖化問題の啓発等にもつながっていくの

ではと考えている。 

 

 

 
碧南市生活学校が関係した記念誌等 

（平成 28年度に 30周年の記念誌を発行予定） 
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料理教室の様子（写真の講師は料理研究家の故・橋本巌先生）      布ぞうり作り教室 

  
        傘の直し方講習会         エコキャップ集め 

  

  
 

市民ふれあいフェスティバルでの出展の様子 

左上：アンケート調査の実施、右上：手芸・小物づくり、

下：バザー（不用品交換会） 


