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＊この計画の全文は、県のホームページからご
　覧いただけます。

　ご相談窓口
　　環境教育に関するご相談をお受けします。お気軽にお電話ください。
　　　山形県環境科学研究センター　環境企画部
　　　電話　０２３７－５２－３１２４

　インターネットによる情報提供
■やまがたの環境教育“道案内役”のページ
　　環境学習を支援してくれる施設、講師の派遣、講座開催など、環境教育を
　　手助けする情報を集約しています。

■つなぐ環境やまがた通信
　　環境保全活動などに取り組む団体が情報発信する
　　ブログの最新情報がご覧いただけます。

■つなぐ環境やまがた通信ブログ、ツイッター
　　山形県環境企画課では環境教育関連情報を
　　ブログとツイッターで発信しています。

　　　ツイッターアカウント
　　　山形県環境エネルギー部環境企画課　tunakanyamagata　　

　　すべて山形県環境企画課のページからアクセスできます。
　　県ホームページトップページ＞組織別一覧＞環境エネルギー部＞環境企画課
　　http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/050015/

　山形版サステナブル・
　ライフスタイル絵巻　
本県の自然や歴史、風土などに
合った低炭素でサステナブルな

（持続可能な）人と環境にやさ
しい山形の未来の暮らし方を描
いた絵巻です。計画本文中のイ
ラストはこの絵巻から引用して
　います。

平成25年３月
山　形　県

山形県環境教育行動計画
[概要版]
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はじめに 基本的な考え方
計画策定の背景 計画の性格 １ 環境教育の基本的な方針

計画の期間

○地球温暖化、廃棄物問題、生物多様性の喪失等の世界規模
での環境問題は深刻化しており、低炭素社会、循環型社
会、自然共生社会といった環境に配慮した社会を構築して
いくことが重要となっています。

○平成23年３月に発生した東日本大震災における原子力発電
所の事故を受けての国民の価値観や意識変化などへの対応
の必要性が生じました。

○平成23年６月に「環境教育等による環境保全の取組の促進
に関する法律」が改正され、新たに地方公共団体に環境教
育等行動計画の策定が努力義務とされました。

○この計画は、これらに対応し、平成17年２月に策定した現
行の「山形県環境教育推進方針」を見直し、本県の環境教
育等の推進に関する基本的な考え方と施策について定める
ものです。

　環境教育は、家庭、学校、職場、地域などのあらゆる場において、事業活動や地域の自然
や社会に応じた内容で行われるものですが、各場面で共通した本県の環境教育の基本的な方
針は以下のとおりです。

○法第８条第１項で規定する都道府県の区域の自然的社会的
条件に応じた「行動計画」です。本県の環境を保全・創
造・活用する活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並
びに協働取組みの推進に関する基本的な考え方と施策を示
すものです。

○第３次山形県環境計画の基本目標６「環境教育を通じた環
境の人づくり」を達成するための分野別計画です。

　平成25年度から、上位計画である第３次山形県環境計画の
終期の平成32年度までとします。

計画の特色
○自然環境の保全に加え、

再生可能エネルギーの導
入など創造・活用する視
点で新たに取り組みま
す。

○環境教育を通して目指
す理想的な人間像とし
て“山形愛の人”を掲
げます。○家庭、学校、職場、地

域等で、県民みんなが
自ら参加、協働する施
策を目指します。

■環境教育の要素
　●豊かな環境とその恵みを大切に思う心を育むこと
　●いのちの大切さを学ぶこと　　
　●自ら考え、判断、行動する機会を与え、自発性を育てること
　●実体験を通した様々な経験をする機会を設けること、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、環境の中の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
　●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、県民の消費生活が直接見えない部分で環境に影響を与えて
　　いることについて、気付きを引き出すこと

■環境教育を推進する手法
　●自主性、主体性を持った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への位置付け
　●知識や理解に実感を持たせ、行動に結びつけるため、実践体験を環境教育の中心に位置付け
　●体系的かつ総合的な環境教育を進めることができる効果的な仕組みを構築

山形愛の人

■ 環境教育で重視すること
　一人ひとりが世界の人々や自然環境との関連性の中で生きていることを認識し、身近なところから
「自発的に」問題解決のために行動できる「人づくり」を重視します。
　　　　　　　　　　　　　
■ 環境教育を通して目指す理想的な人間像　　
　　
　　

○山形の環境を守り、創る原動力は、地域を知り、
　地域とともに生きようとする、山形を深く愛する心です。
○山形そのもの（＝山形の環境）に深い愛情を注ぎ、
　その恵みに感謝しながら、守り、創造・活用し、
　それらを次世代に引き継ぐため、責任を持って自発的に行動できる人。
　さらに世界的な視野に立ち、その深い愛情を地球そのもの（=地球環境）にも注ぐことができる人と
　考えます。
　　
具体的には……
●先人から守り継がれ、育まれてきた美しく豊かな自然の歴史に思いを馳せ、次世代に引き継げる人
●さらに次世代に引き継ぐとともに、今我々が直面しているエネルギー問題などの課題の解決のため地
域の持つ資源を最大限に活かし、責任を持って未来につながる地域を創り続けるために行動できる人
●県内だけに留まらず、世界的視野に立って地球環境にも思いを馳せ、県外へ対しても山形のよさを発
信するとともに、連携していくことができる人

計画の位置付け

環境教育等による環境保全の取組の
促進に関する法律（第８条）

（国の）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取組の推進に関する基本的な方針

山形県環境基本条例
（第10条）

第３次山形県総合発展計画

第３次山形県環境計画

《分野別計画》山形県環境教育行動計画

《学校における環境教育の在り方》山形県環境教育指針
（平成25年度以降改訂予定）
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○民間団体、事業者、行政等が地域住民に対して提供
●県環境学習支援団体など民間団体、事業者による学習機会の提供
●県内四つの県民の森、県立自然博物園、県立博物館、青少年自然の家など

○公民館や町内会、子ども育成会、放課後こども教室等を通して地域住民に対して提供
●地域内の公園清掃、路上のごみ拾い、資源回収など環境保全活動の機会の提供
●地域に受け継がれている生活文化、伝統芸能などを子どもたちに伝承

○事業者、行政が所属職員に対して提供
　●従業員研修、職員研修
　●事業活動での環境負荷低減の工夫

○家庭での教育
●食などを通しものを大切にする「もったいない」の精神を育む
●家族ぐるみでエコなライフスタイルを実践【県民運動への参加】

環境教育等の推進のための施策２ 環境を保全・創造・活用する活動及び意欲の増進、環境教育
　 並びに協働取組みを推進するための施策を実施する際の基本的な方針

　県では、以下の四つ基本的な方針のもと、環境を保全・創造・活用する活動及び意欲
の増進、環境教育並びに協働取組みを推進するための施策を実施します。

■家庭、学校、職場、地域等で、県
民みんなが自ら参加、協働する
施策を推進します。

■県民、学校、事業者、民間団体、
市町村等の参加、協働する主体
の対等な立場を尊重し、適切な
役割分担で取り組みます。

■環境教育において、「場」、「主
体」、「地域づくりなど環境教育
以外の施策」とのつながりを重
視します。

推進イメージ

それぞれの場で行われる環境教育

○幼稚園、保育所
●森のようちえん

など、自然に親
しむ機会の充実

○小学校・中学校・高校
●各教科
●少年自然の家での林間学校など
●校内での環境保全活動
●生徒会活動、学校行事などの特別活動

○大学
●教養科目
●専門科目
●ボランティア
●クラブ､サークル
●インターンシップ
●NPO活動への参加

○大学院、ビジネス
サークル等
●環境関連コース

家　庭

学　校
な　ど

職　場

地　域

幼　児 小・中学校 高　校 大　学 社会人

こ
れ
ら
の
場
と
、県
民
、学
校
、事
業
者
、民
間
団
体
、

行
政
等
の
主
体
と
施
策
の
つ
な
が
り
を
重
視

１ 学校、地域等幅広い場における環境教育
■学校における環境教育

●学校教育における環境教育の在り方を示す「山形県環境教育指針」（平成19年3
月）を改訂します。

●再生可能エネルギーの導入や水資源・森林の保全、生物多様性の保全、自然環境
の保全に加え活用する視点など新たな施策に対応した学校で取り組みやすい学
習プログラム例の作成、学校訪問等による普及活動を行います。

●各学校のニーズに対応するための施策のマッチング事業を実施します。

■学校の教職員の資質の向上
●県教育センターの研修機会の拡充、教職員同士の実践の共有機会の充実を図り

ます。
●教職員が学習プログラムを作成する際に必要な支援や情報提供を受けられる環

境づくりを行います。

■家庭や地域等幅広い場における環境教育の推進
●家庭のアクションやごみゼロやまがた県民運動等で家庭向けの学習機会の充実

を図ります。
●親子で環境について学ぶ機会の充実を図ります。
●住民自らが取り組む地域課題の解決、地域の環境資産を活用する活動を支援し

ます。
●県の各部局課の施策を環境教育の教材として積極的に学習機会を提供します。
●「環境やまがた大賞」により優良な活動事例を顕彰し、周知します。

■人材の育成・活用
●指導者間の情報交換や研修機会の充実を図ります。
●若い世代の人材育成のため、大学生や職場の環境保全

活動の活性化を推進します。
●育成した人材の活動機会の提供、コーディネートを行

います。

■各主体の連携
●環境学習の日・旬間（仮称）を制定し、イベント開催な

どにより環境学習を推進する機運を醸成します。
●県教育委員会と知事部局など県内部の連携を強化し、

一体的な施策を推進します。

■環境教育の更なる改善に向けた調査研究
●環境学習拠点における幅広い内容の学習プログラムの

作成や他指導者への普及を図ります。

■プログラムの整備
●検討チームを設立し、学習プログラムの作成及び改訂、

普及活動を実施します。
●県環境学習支援団体の拡充、連携により多彩な学習プ

ログラムを提供します。

■情報の提供
●環境学習についての効果的な周知、情報提供を行います。

２ 職場における環境を保全・創造・活用する活動及び意欲の増進、
　 環境教育並びに協働取組み

　職場における、環境を保全・創造・活用する活動や環境教育等は、その職場の環境負荷低減のみならず、職場の事業をより
環境に良いものとし、ひいては持続可能な経済システムを構築していく上での基盤です。社会人への環境教育や若い人材の育
成等を行う有効な機会であり、家庭や地域における取組みにつながることも期待できます。

●事業者の森づくり活動などに対する活動経費の支援や適切な助言、指導等を行います。
●個々の職員に対する研修等への積極的な参加の促進を図ります。
●「山形県環境保全推進賞」（主催：山形県環境保全協議会）により優良事例を表彰し、周知を図ります。

ごみゼロやまがた県民運動キャラクター

水生生物調査の様子

みなさん、こんにちは。
僕、「ごみゼロくん」だゼロ。
僕は、ごみを出さない方法を、みんなに教えるためにやって
きたんだゼロ。
ちょっとした心がけで、ごみは減らすことができるゼロ！
みんなできることから始めるゼロ‼

やまがた
エコ・スマイルコンテスト

省エネポスター
最優秀受賞作品

•施策の推進
•進捗状況の把握
•率先行動

① 展示・体験機能
② 情報発信・相談等機能
③ 学習の場の提供
　 （学習プログラム作成・提供など）

•事業の推進
•情報提供・共有化
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○民間団体、事業者、行政等が地域住民に対して提供
●県環境学習支援団体など民間団体、事業者による学習機会の提供
●県内四つの県民の森、県立自然博物園、県立博物館、青少年自然の家など

○公民館や町内会、子ども育成会、放課後こども教室等を通して地域住民に対して提供
●地域内の公園清掃、路上のごみ拾い、資源回収など環境保全活動の機会の提供
●地域に受け継がれている生活文化、伝統芸能などを子どもたちに伝承

○事業者、行政が所属職員に対して提供
　●従業員研修、職員研修
　●事業活動での環境負荷低減の工夫

○家庭での教育
●食などを通しものを大切にする「もったいない」の精神を育む
●家族ぐるみでエコなライフスタイルを実践【県民運動への参加】

環境教育等の推進のための施策２ 環境を保全・創造・活用する活動及び意欲の増進、環境教育
　 並びに協働取組みを推進するための施策を実施する際の基本的な方針

　県では、以下の四つ基本的な方針のもと、環境を保全・創造・活用する活動及び意欲
の増進、環境教育並びに協働取組みを推進するための施策を実施します。

■家庭、学校、職場、地域等で、県
民みんなが自ら参加、協働する
施策を推進します。

■県民、学校、事業者、民間団体、
市町村等の参加、協働する主体
の対等な立場を尊重し、適切な
役割分担で取り組みます。

■環境教育において、「場」、「主
体」、「地域づくりなど環境教育
以外の施策」とのつながりを重
視します。

推進イメージ

それぞれの場で行われる環境教育

○幼稚園、保育所
●森のようちえん

など、自然に親
しむ機会の充実

○小学校・中学校・高校
●各教科
●少年自然の家での林間学校など
●校内での環境保全活動
●生徒会活動、学校行事などの特別活動

○大学
●教養科目
●専門科目
●ボランティア
●クラブ､サークル
●インターンシップ
●NPO活動への参加

○大学院、ビジネス
サークル等
●環境関連コース

家　庭

学　校
な　ど

職　場

地　域

幼　児 小・中学校 高　校 大　学 社会人

こ
れ
ら
の
場
と
、県
民
、学
校
、事
業
者
、民
間
団
体
、

行
政
等
の
主
体
と
施
策
の
つ
な
が
り
を
重
視

１ 学校、地域等幅広い場における環境教育
■学校における環境教育

●学校教育における環境教育の在り方を示す「山形県環境教育指針」（平成19年3
月）を改訂します。

●再生可能エネルギーの導入や水資源・森林の保全、生物多様性の保全、自然環境
の保全に加え活用する視点など新たな施策に対応した学校で取り組みやすい学
習プログラム例の作成、学校訪問等による普及活動を行います。

●各学校のニーズに対応するための施策のマッチング事業を実施します。

■学校の教職員の資質の向上
●県教育センターの研修機会の拡充、教職員同士の実践の共有機会の充実を図り

ます。
●教職員が学習プログラムを作成する際に必要な支援や情報提供を受けられる環

境づくりを行います。

■家庭や地域等幅広い場における環境教育の推進
●家庭のアクションやごみゼロやまがた県民運動等で家庭向けの学習機会の充実

を図ります。
●親子で環境について学ぶ機会の充実を図ります。
●住民自らが取り組む地域課題の解決、地域の環境資産を活用する活動を支援し

ます。
●県の各部局課の施策を環境教育の教材として積極的に学習機会を提供します。
●「環境やまがた大賞」により優良な活動事例を顕彰し、周知します。

■人材の育成・活用
●指導者間の情報交換や研修機会の充実を図ります。
●若い世代の人材育成のため、大学生や職場の環境保全

活動の活性化を推進します。
●育成した人材の活動機会の提供、コーディネートを行

います。

■各主体の連携
●環境学習の日・旬間（仮称）を制定し、イベント開催な

どにより環境学習を推進する機運を醸成します。
●県教育委員会と知事部局など県内部の連携を強化し、

一体的な施策を推進します。

■環境教育の更なる改善に向けた調査研究
●環境学習拠点における幅広い内容の学習プログラムの

作成や他指導者への普及を図ります。

■プログラムの整備
●検討チームを設立し、学習プログラムの作成及び改訂、

普及活動を実施します。
●県環境学習支援団体の拡充、連携により多彩な学習プ

ログラムを提供します。

■情報の提供
●環境学習についての効果的な周知、情報提供を行います。

２ 職場における環境を保全・創造・活用する活動及び意欲の増進、
　 環境教育並びに協働取組み

　職場における、環境を保全・創造・活用する活動や環境教育等は、その職場の環境負荷低減のみならず、職場の事業をより
環境に良いものとし、ひいては持続可能な経済システムを構築していく上での基盤です。社会人への環境教育や若い人材の育
成等を行う有効な機会であり、家庭や地域における取組みにつながることも期待できます。

●事業者の森づくり活動などに対する活動経費の支援や適切な助言、指導等を行います。
●個々の職員に対する研修等への積極的な参加の促進を図ります。
●「山形県環境保全推進賞」（主催：山形県環境保全協議会）により優良事例を表彰し、周知を図ります。

ごみゼロやまがた県民運動キャラクター

水生生物調査の様子

みなさん、こんにちは。
僕、「ごみゼロくん」だゼロ。
僕は、ごみを出さない方法を、みんなに教えるためにやって
きたんだゼロ。
ちょっとした心がけで、ごみは減らすことができるゼロ！
みんなできることから始めるゼロ‼

やまがた
エコ・スマイルコンテスト

省エネポスター
最優秀受賞作品

•施策の推進
•進捗状況の把握
•率先行動

① 展示・体験機能
② 情報発信・相談等機能
③ 学習の場の提供
　 （学習プログラム作成・提供など）

•事業の推進
•情報提供・共有化



　再生可能エネルギー等新たな環境学習の課題に取り組むため、環境エ
ネルギー学習拠点機能の整備を行います。

①再生可能エネルギー等の展示・体験機能の拡充
②情報発信・相談等機能の整備
③学習プログラムの作成・提供、県環境学習支援団体のネットワーク化

すべての分野・世代に共通

●各分野について、県民みんなが参加できる施策の推進を図ります。

各分野・対象世代別　主な環境教育の内容

この計画を通して推進する県の主な環境教育施策の事例３ 拠点機能の拡充

山形県環境学習支援団体の事例

外観

図書室

県環境科学研究センター環境情報棟
セミナー室での環境教室の様子

出前講座の様子

４ 体験の機会の場の認定
　このたびの法律の改正により、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。
　県では、平成16年度から、これと類似した「県環境学習支
援団体認定制度」を実施しています。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30団体を認定して
います（平成25年２月現在）。
　この二つの制度について、「体験の機会の場」の認定制度
を適切に運用するとともに、県環境学習支援団体認定制度
を見直し、環境学習サポーター制度（仮称）を創設します。

５ 情報の積極的公表
●安全で良好な生活環境の確保に必要な情報を迅速に提供

するよう努めます。
●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を行います。
●ソーシャルメディアなどを活用し、積極的に情報発信し

ます。

６ 国際的な視点での取組み
●県内の環境教育分野での国際的取組みの促進のため先進

事例を積極的に周知､広報します。

国際的な視点での取組み（山形県立東根工業高等学校の事例）
　東根工業高等学校では、平成20年１月から、生徒による手作り太陽電池パネルの製
作に取り組んでいます。その技術を活用した「東工生徒会光プロジェクト」、「サステナ
タウン・プロジェクト」を通し、ものづくりによる国際貢献活動を実践しています。
　平成20年４月のモンゴルの留学生との交流をきっかけとして、平成21年８月には手
作り太陽電池パネルを携えて、モンゴルの新モンゴル高校を訪問しました。
　以降、ＮＰＯ法人等と協働しながら、バングラデシュやネパールへも活動の場を広げ
ています。現地の方々とともに、太陽光発電をはじめとした代替エネルギーの活用を目標として取り組んでいます。
　これらの取組みは、平成25年度から使用される高校の英語の教科書（English Communication Ⅰ（文英堂）のLesson５）
にも掲載されています。
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○環境エネルギー学習拠点における環境教育・普及啓発
　① 展示・体験機能　
　② 情報発信・相談等機能　
　③ 学習プログラム作成・提供
　　 学習プログラムを環境学習拠点施設で定期的に作成、
　　 県環境学習支援団体等民間団体と協力しながら提供

○県環境アドバイザーの講座・セミナーへの派遣
○県環境学習支援団体が提供する講座・施設見学
○環境について学ぶ基礎となる科学教育の推進
　サイエンス・ナビゲーター派遣など

幼児 小・中学生 高校生 大学生 社会人

家庭のアクション、省エネ川柳・標語等コンテスト　　大人から幼児まで、家庭内のコミュニケーションを通した取組み

地球温暖化防止活動推進員による出前講座　　学校の授業、公民館行事、自治会等での学習支援

県で導入する太陽光発電や風力発電施設の活用　　　学習プログラムを作成し、当該施設で学習機会の提供

ごみゼロやまがた県民運動
　○ごみゼロやまがたキャンペーン（「１人１日当たり100ｇごみ減量化運動」）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　街頭啓発、ごみゼロやまがた県民運動キャラクター「ごみゼロくん」の着ぐるみを活用し、イベント等へ積極的に参加

省エネポスター等コンテスト
幼稚園・保育所、学校での取組み

　省エネコンテスト
特別活動（ホームルー
ム活動や生徒会活動）
における生徒の主体的
な取組み

幼児向け
教材の作成

遊びを通した
学び・体験

小学生向け教材、
学習プログラムの作成

学校での活用のため普及
活動を実施

環境マイスター
店頭等で省エネルギーなどに関する情報を提供し
環境にやさしい商品を推奨

　　　　事業所のアクション
従業員によるエコスタイルチャレンジ
山形エコアクション21取得の取組み

自動車のアクション
エコドライブ教室の開催

普 及 啓 発 環 境 教 育

高校での再生可能エネル
ギー研究を推進

森のようちえん

グリーン・ツーリズム子ども農山漁村交流プロジェクト

全国水生生物調査　下水道教室、出前講座、浄化センターの見学　　　河川等水環境保全について学習　
全国継続星空観察　酸性雨一斉調査　　　　　  大気環境保全について学習
 
 学校、自治会、NPOなどの参加

小学５年生向け森林環境
学習副教材の作成

森林ボランティア団体による環境学習の提供
県内四つの県民の森、県立博物園、青少年自然の家における自然体験型環境学習の機会を提供

森づくり報告会、やまがた森の感謝祭などイベントや情報誌の発行

水資源の保全、生物多様性の保全など　新たな課題への県民の理解を深めるための普及啓発

海岸漂着物対策の環境教育
飛島クリーンアップ作戦を始めとしたボランティア海岸清掃支援、流木等回収・処理方法に関する調査研究など

食農教育
「食と緑の交流プラザ」と連携し、食と農に関する情報提供や相談を実施

ふるさとの川アダプト事業
地域住民が河川や海岸を対象に「里親」として実施する環境保全・清掃美化活動

マイロードサポート事業
地域住民による道路美化活動

高校生環境
ものづくり発表会

県内高校生によるパネル
展示とステージ発表

学校林を活用した森林環境教育
地域との協力体制構築、指導者研修

○やまがた環境展の開催
　・県内外の企業や団体による
　　環境技術や環境配慮の
　　取組みについてのブース出展
　・環境学習体験コーナー

　○ごみゼロやまがた県民大会の開催　　　
　　・リユース食器レンタルシステム
　　　実演（芋煮のふるまい）
　　・環境科学体験コーナー
　　・ごみゼロ推進功労者表彰

　　やまがた絆の森協定
森づくりのイベントや活動への
社員や顧客等の参加など

学校が有する施設の積極的な活用
太陽光発電施設など環境を考慮した施設について

学習プログラムを作成

セミナー・講演会の開催
再生可能エネルギーの地域導入等

専用窓口の設置
幅広い情報発信・相談機能の充実
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　再生可能エネルギー等新たな環境学習の課題に取り組むため、環境エ
ネルギー学習拠点機能の整備を行います。

①再生可能エネルギー等の展示・体験機能の拡充
②情報発信・相談等機能の整備
③学習プログラムの作成・提供、県環境学習支援団体のネットワーク化

すべての分野・世代に共通

●各分野について、県民みんなが参加できる施策の推進を図ります。

各分野・対象世代別　主な環境教育の内容

この計画を通して推進する県の主な環境教育施策の事例３ 拠点機能の拡充

山形県環境学習支援団体の事例

外観

図書室

県環境科学研究センター環境情報棟
セミナー室での環境教室の様子

出前講座の様子

４ 体験の機会の場の認定
　このたびの法律の改正により、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。
　県では、平成16年度から、これと類似した「県環境学習支
援団体認定制度」を実施しています。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30団体を認定して
います（平成25年２月現在）。
　この二つの制度について、「体験の機会の場」の認定制度
を適切に運用するとともに、県環境学習支援団体認定制度
を見直し、環境学習サポーター制度（仮称）を創設します。

５ 情報の積極的公表
●安全で良好な生活環境の確保に必要な情報を迅速に提供

するよう努めます。
●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を行います。
●ソーシャルメディアなどを活用し、積極的に情報発信し

ます。

６ 国際的な視点での取組み
●県内の環境教育分野での国際的取組みの促進のため先進

事例を積極的に周知､広報します。

国際的な視点での取組み（山形県立東根工業高等学校の事例）
　東根工業高等学校では、平成20年１月から、生徒による手作り太陽電池パネルの製
作に取り組んでいます。その技術を活用した「東工生徒会光プロジェクト」、「サステナ
タウン・プロジェクト」を通し、ものづくりによる国際貢献活動を実践しています。
　平成20年４月のモンゴルの留学生との交流をきっかけとして、平成21年８月には手
作り太陽電池パネルを携えて、モンゴルの新モンゴル高校を訪問しました。
　以降、ＮＰＯ法人等と協働しながら、バングラデシュやネパールへも活動の場を広げ
ています。現地の方々とともに、太陽光発電をはじめとした代替エネルギーの活用を目標として取り組んでいます。
　これらの取組みは、平成25年度から使用される高校の英語の教科書（English Communication Ⅰ（文英堂）のLesson５）
にも掲載されています。
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○環境エネルギー学習拠点における環境教育・普及啓発
　① 展示・体験機能　
　② 情報発信・相談等機能　
　③ 学習プログラム作成・提供
　　 学習プログラムを環境学習拠点施設で定期的に作成、
　　 県環境学習支援団体等民間団体と協力しながら提供

○県環境アドバイザーの講座・セミナーへの派遣
○県環境学習支援団体が提供する講座・施設見学
○環境について学ぶ基礎となる科学教育の推進
　サイエンス・ナビゲーター派遣など

幼児 小・中学生 高校生 大学生 社会人

家庭のアクション、省エネ川柳・標語等コンテスト　　大人から幼児まで、家庭内のコミュニケーションを通した取組み

地球温暖化防止活動推進員による出前講座　　学校の授業、公民館行事、自治会等での学習支援

県で導入する太陽光発電や風力発電施設の活用　　　学習プログラムを作成し、当該施設で学習機会の提供

ごみゼロやまがた県民運動
　○ごみゼロやまがたキャンペーン（「１人１日当たり100ｇごみ減量化運動」）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　街頭啓発、ごみゼロやまがた県民運動キャラクター「ごみゼロくん」の着ぐるみを活用し、イベント等へ積極的に参加

省エネポスター等コンテスト
幼稚園・保育所、学校での取組み

　省エネコンテスト
特別活動（ホームルー
ム活動や生徒会活動）
における生徒の主体的
な取組み

幼児向け
教材の作成

遊びを通した
学び・体験

小学生向け教材、
学習プログラムの作成

学校での活用のため普及
活動を実施

環境マイスター
店頭等で省エネルギーなどに関する情報を提供し
環境にやさしい商品を推奨

　　　　事業所のアクション
従業員によるエコスタイルチャレンジ
山形エコアクション21取得の取組み

自動車のアクション
エコドライブ教室の開催

普 及 啓 発 環 境 教 育

高校での再生可能エネル
ギー研究を推進

森のようちえん

グリーン・ツーリズム子ども農山漁村交流プロジェクト

全国水生生物調査　下水道教室、出前講座、浄化センターの見学　　　河川等水環境保全について学習　
全国継続星空観察　酸性雨一斉調査　　　　　  大気環境保全について学習
 
 学校、自治会、NPOなどの参加

小学５年生向け森林環境
学習副教材の作成

森林ボランティア団体による環境学習の提供
県内四つの県民の森、県立博物園、青少年自然の家における自然体験型環境学習の機会を提供

森づくり報告会、やまがた森の感謝祭などイベントや情報誌の発行

水資源の保全、生物多様性の保全など　新たな課題への県民の理解を深めるための普及啓発

海岸漂着物対策の環境教育
飛島クリーンアップ作戦を始めとしたボランティア海岸清掃支援、流木等回収・処理方法に関する調査研究など

食農教育
「食と緑の交流プラザ」と連携し、食と農に関する情報提供や相談を実施

ふるさとの川アダプト事業
地域住民が河川や海岸を対象に「里親」として実施する環境保全・清掃美化活動

マイロードサポート事業
地域住民による道路美化活動

高校生環境
ものづくり発表会

県内高校生によるパネル
展示とステージ発表

学校林を活用した森林環境教育
地域との協力体制構築、指導者研修

○やまがた環境展の開催
　・県内外の企業や団体による
　　環境技術や環境配慮の
　　取組みについてのブース出展
　・環境学習体験コーナー

　○ごみゼロやまがた県民大会の開催　　　
　　・リユース食器レンタルシステム
　　　実演（芋煮のふるまい）
　　・環境科学体験コーナー
　　・ごみゼロ推進功労者表彰

　　やまがた絆の森協定
森づくりのイベントや活動への
社員や顧客等の参加など

学校が有する施設の積極的な活用
太陽光発電施設など環境を考慮した施設について

学習プログラムを作成

セミナー・講演会の開催
再生可能エネルギーの地域導入等

専用窓口の設置
幅広い情報発信・相談機能の充実
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環境教育の手がかり

山形県環境教育行動計画［概要版］
　　　　　　平成25年３月

山形県環境エネルギー部環境企画課
　〒990-8570　
　山形県山形市松波二丁目８番１号

TEL  023-630-2308　
FAX  023-630-2133　

＊この計画の全文は、県のホームページからご
　覧いただけます。

　ご相談窓口
　　環境教育に関するご相談をお受けします。お気軽にお電話ください。
　　　山形県環境科学研究センター　環境企画部
　　　電話　０２３７－５２－３１２４

　インターネットによる情報提供
■やまがたの環境教育“道案内役”のページ
　　環境学習を支援してくれる施設、講師の派遣、講座開催など、環境教育を
　　手助けする情報を集約しています。

■つなぐ環境やまがた通信
　　環境保全活動などに取り組む団体が情報発信する
　　ブログの最新情報がご覧いただけます。

■つなぐ環境やまがた通信ブログ、ツイッター
　　山形県環境企画課では環境教育関連情報を
　　ブログとツイッターで発信しています。

　　　ツイッターアカウント
　　　山形県環境エネルギー部環境企画課　tunakanyamagata　　

　　すべて山形県環境企画課のページからアクセスできます。
　　県ホームページトップページ＞組織別一覧＞環境エネルギー部＞環境企画課
　　http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/050015/

　山形版サステナブル・
　ライフスタイル絵巻　
本県の自然や歴史、風土などに
合った低炭素でサステナブルな

（持続可能な）人と環境にやさ
しい山形の未来の暮らし方を描
いた絵巻です。計画本文中のイ
ラストはこの絵巻から引用して
　います。

平成25年３月
山　形　県

山形県環境教育行動計画
[概要版]


