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第１章　総論

１　策定までの背景

（１）環境教育の必要性

○　本県は、数多くの秀麗な山々、県土を縦貫する母なる川最上川に代表され、全

国一の面積を誇るブナの天然林をはじめとする原生的な美しく豊かな自然に恵ま

れています。また、生活との関わりの中で育まれてきた里地里山などで地域に固

有の生活文化や豊かな生態系を形成してきました。

○　一方で近年は、開発行為や侵略的な外来生物の侵入等による生態系への影響や

人と野生鳥獣の軋轢なども発生しています。

○　世界人口の急増や新興諸国の経済成長を背景に、石油をはじめとする各種資源

に対する需要が増加し、資源の枯渇や環境負荷への対応が国際的な課題となって

います。特に、地球温暖化の防止のため、低炭素社会の実現に向けた国際的な取

組みが求められており、二酸化炭素など温室効果ガスの排出量の少ない生活スタ

イルや産業システムの構築が急務となっています。

○　さらに、平成23年３月に発生した東日本大震災における福島第一原子力発電所

の事故により、エネルギー政策の抜本的な見直しが求められるなど、大きな価値

観や意識の変化が生じています。 

○　これらの現在の環境問題の多くは、日常生活と密接に関係していることから、

一人ひとりが世界の人々や自然環境との関係性の中で生きていることを認識し、

問題解決のために行動することが求められています。

○　そのためには、環境教育を通じて、県民の環境保全への意識を高めるとともに、

環境を保全、創造・活用する取組みに主体的に参加できる人材を育成することが

必要です。 

（２）国と本県のこれまでの動き

○　本県では、平成11年３月に「山形県環境基本条例」（以下、「条例」とい

う。）を制定しました。この条例では、環境が人間のみならず、あらゆる生命の

母胎であり、かつ、限りあるものであることを深く認識し、持続的発展が可能な

豊かで美しい山形県の構築を目指し、県民、事業者及び行政が相互に協力しあい、

環境の保全及び創造に関する取組みを進めることを宣言しています。

○　また、環境教育について、県は、県民及び事業者の環境の保全及び創造につい

ての理解を深めるとともに、環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進

されるよう、市町村その他の関係機関と協力して環境の保全及び創造に関する教

育及び学習の振興その他の必要な措置を講ずるものとしています。

○　県では、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため

に、条例第10条に基づき、環境計画を策定しています。平成24年３月に策定し

た「第３次山形県環境計画」では、基本目標の一つに「環境教育を通じた環境の

人づくり」を掲げ、環境教育を重要施策として推進しています。

○　国では、平成15 年７月に「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進

に関する法律」が制定されました。この法律は、健全で恵み豊かな環境を維持し

つつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展するこ

とができる社会を構築するために、環境保全活動を促進することを目指したもの

です。国民、民間団体、事業者、行政などの各主体が自ら進んで行う環境保全活
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動が大切であり、一人ひとりが環境についての理解を深め、取組みを進めること

ができるよう環境教育を推進することとしています。

○　この法律が制定されたことを受けて本県では、平成17年２月に「山形県環境教

育推進方針」を策定し、環境保全の意欲増進及び環境教育の推進に取り組んでき

ました。

○　平成23 年６月には、情勢の変化等に対応するため、この法律（法律名も改正さ

れ「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」となった。以下、

「法」という。）が一部改正されました。これまで進めてきた環境保全活動、環

境教育を一層推進するために、今後は、「体験学習に重点を置く取組」から「幅

広い実践的人材づくりと活用」に力点を移していくこととしています。

○　また、国では法に基づき、平成24年６月に「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」（以下、「国の

基本的な方針」という。）を策定し、環境保全活動等の推進についての基本的な

事項、施策について示しています。 

○　今回の法改正で新たに示された主なポイントとして、以下の３点が挙げられま

す。

・法の目的に「協働取組」の推進を追加して、企業・民間団体・行政などの協働

をますます重要視していくこと

・学校教育における環境教育の一層の充実

・環境教育に関わる民間団体への支援方策

○　さらに、地方公共団体における環境教育推進の枠組みが具体化され、以下の２

点が新規に定められました。

①行動計画の作成

・　法第８条において、都道府県に対し「区域の自然的社会的条件に応じた環

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

する行動計画（以下、行動計画という。）」の作成に努めることとされまし

た。

②推進協議会の設立

・　行動計画を作成しようとする都道府県は、行動計画の作成に関する協議及

び行動計画の実施に係る連絡調整を行うための「環境教育推進協議会（以下、

協議会という。）」を組織することができるとされています。

　　また、協議会は、県、県教育委員会、学校教育及び社会教育の関係者、そ

の他、関係する国民、民間団体等、学識経験者をもって構成することとなっ

ています。

○　これらを踏まえ、本県では、さらなる環境教育の推進のため、法に基づき、平

成24年９月に「山形県環境教育推進協議会」を設置し、現行の「山形県環境教育

推進方針」を行動計画として見直し策定することとしました。

２　計画の性格

○　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。
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３　計画の期間

○　本計画の期間は、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。
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第３次山形県環境計画

　《分野別計画》山形県環境教育等行動計画（仮称）

山形県環境基本条例

（第１０条）

第３次山形県総合発展計画

《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）

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

山形県環境教育等行動計画の位置づけ



第２章　基本的な考え方

１　環境教育の基本的な方針

（１）本県の環境教育で重視すること

○　条例では、「持続的発展が可能な豊かで美しい山形県」を目指す将来像として

います。この実現に向け、本計画の上位計画である「第３次山形県環境計画」で

は、基本目標の一つとして「環境教育を通じた環境の人づくり」を掲げています。

○　この目指す将来像を実現させるためには、一人ひとりの意識を変え、家庭、学

校、職場、地域等における日々の生活の一部として、そして民間団体による活動

の中で、環境の保全に継続して取り組む必要があります。

○　これらの活動は、県民一人ひとりが環境の保全への理解を深め、「自発的に」

行わなければ継続できません。

○　本県の環境教育では、「環境の保全・創造・活用」を目指すとともに、「環境

そのものを教材として活かしながら」自発性を育むことを重視した人づくりを推

進します。

　　

　　

（２）環境教育を通じて目指す理想的な人間像

○　環境保全を推進していくために求められる人間像として、国の基本的な方針で

は、以下の例を挙げています。

・知識の習得にとどまらず、自ら考え、公正に判断し、主体的に行動し、成果を

導き出すことのできる人間

・知識を得て理解した内容を他者に伝えることのできる人間

・他者と議論し、合意形成することのできる人間

・「人と自然」「人と人」「人と社会」のつながりやきずなを想像し、理解する

ことのできる人間

・他者の痛みに共感し、共に働き、汗を流すとともに、協働することのできる人

間

・理想とする社会像を自ら描き、それぞれの立場と役割で社会づくりを担ってい

ける人間

・既成概念にとらわれず、新しい価値を創り出すことのできる人間
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「持続可能な開発」

　「持続可能な開発」という理念は、「環境と開発に関する世界委員会（ブ

ルントラント委員会）」が1987 年（昭和62 年）に公表した報告書「我ら共

有の未来」の中で初めて提示され、その内容は国際的な議論等の中で深めら

れています。現在、その考え方として、以下の４つの共通的理解があります

・ 長期的視点を持っていること

・ 環境との共存共栄を図る中で人々が生き、暮らすこと

・ 世界全体で社会経済の持続可能性を高めようとしていること

・ 多様な立場の人々の参加、協力、役割の分担が不可欠であること



○  このような要素を備えた人材は、環境保全に限って求められるものではなく、

持続可能な社会づくりのために求められる理想的な人間像と言えます。こうした

人材は環境教育のみならず、学校、家庭、地域、職場等における、あらゆる教育

の取組みによって育成されていくべきものとされています。

○　これらに加え、本県では、「山形への愛情を持った人」を環境教育を通じて目

指す理想的な人間像とします。

　

　具体的には、以下の３点が挙げられます。　

　　　

・　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　　

・　県内だけではなく、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

（３）環境教育に求められる要素

○　環境教育は、学校、家庭、地域、職場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、各場面で共通して求めら

れる基本的な要素として、以下のことを重視していきます。

・　豊かな環境とその恵みを大切に思う心をはぐくむこと　

・　いのちの大切さを学ぶこと（外来種や増えすぎた野生生物が本来あるべき生

態系を乱し、様々な被害の原因となっているとき、これらの生物を駆除する活

動が、他の動物や植物のいのちを守り育むために必要な場合もあることを、バ

ランスよく学ぶことも重要）。

・　自ら考え、判断、行動する機会を与え、自発性を育てること

・　実感を伴わない学びは具体的な行動にはなかなか結びつかないため、自然体

験、社会体験、生活体験など実体験をする機会を設けること

・　地域への愛情に裏打ちされた行動につなげるため、地域を教材としより実践

的に実感をもって学ぶこと

・　知識の一方通行に終始させるのではなく、双方向型のコミュニケーションに
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【山形への愛情を持った人】

○　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。　　　

○　持続的発展が可能なやまがた創りのために求められる、理想的な人物

　像は、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と考えます。



より、学習の参加者から気付きを「引き出す」こと　　

・　人間と環境との関わりに関するものと、環境に関連する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が大切であること

・　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

（４）環境教育において推進する手法

○　環境教育については、その目指すところや内容に加え、その効果的な実施のた

めの手法について研究、実践が積み重ねられています。過去の蓄積を踏まえ、以

下の考え方に基づき、環境教育に関する施策を実施していきます。

・　環境教育の活動を、自発性、主体性を持った具体的な行動へと促し、問題解

決に向けた成果を目指すという一連の流れの中に位置付けること

・　知識や理解に実感を持たせ、行動に結びつけるため、自然や暮らしの中での

体験活動や実践体験を環境教育の中心に位置付けることや、子どもにとっては

遊びを通じて学ぶという観点が大切にする一方、指導に当たっては、体験や遊

び自体が目的化されないよう留意すること

・　あらゆる場、あらゆる機会において、体系的かつ総合的な環境教育を進める

ことが可能となるような効果的な仕組みを構築すること
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環境教育が育むべき能力

○　国の基本的な方針では、環境教育を通じて目指す人間像に求められる能力と

　　して、大きく「未来を創る力」と「環境保全のための力」を挙げています。

　　これらを育むのが環境教育の役割と考えられています。

「未来を創る力」

　・社会経済の動向やその仕組みを横断的・包括的に見る力

　・課題を発見・解決する力

　・客観的・論理的思考力と判断力･選択力

　・情報を活用する力

　・計画を立てる力

　・意思疎通する力（コミュニケーション能力）

　・他者に共感する力

　・多様な視点から考察し、多様性を受容する力

　・想像し、推論する力

　・他者に働きかけ、共通理解を求め、協力して行動する力

　・地域を創り、育てる力

　・新しい価値を生み出す力　　等

「環境保全のための力」
　・地球規模及び身近な環境の変化に気付く力

　・資源の有限性や自然環境の不可逆性を理解する力

　・環境配慮行動をするための知識や技能

　・環境保全のために行動する力    等
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環境教育等の定義

○　法においては、「環境保全活動」、「環境保全の意欲の増進」、「環境教

　育」、「協働取組」を次のとおり定義しています。

　①環境保全活動

　　・　地球環境保全、公害の防止、生物の多様性の保全等の自然環境の保護

　　　及び整備、循環型社会の形成、その他の環境の保全（良好な環境の創出

　　　を含む。以下、環境の保全という。）を主な目的として自発的に行われ

　　　る活動

　②環境保全の意欲の増進

　　・　環境の保全に関する情報の提供並びに環境の保全に関する体験の機会

　　　の提供及びその便宜の供与であって、環境の保全について理解を深め、

　　　環境保全活動を行う意欲を増進するために行われるもの

　③環境教育

　　・　持続可能な社会の構築を目指して、家庭、学校、職場、地域などのあ

　　　らゆる場において、環境と社会、経済及び文化とのつながり、その他の

　　　環境の保全についての理解を深めるために行われる環境の保全に関する

　　　教育及び学習

　④協働取組

　　・　国民、民間団体等、行政がそれぞれ適切に役割を分担しつつ対等の立

　　　場において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、

　　　環境教育、その他の環境の保全に関する取組み

○　①から③の関係性は以下の図のようになります。自発的な環境保全活動の

　推進のためには、環境教育により環境保全についての意識を深める必要があ

　ります。

環境の保全に関する

「情報の提供」

「体験の機会の提供、その便宜の供与」

環境保全の意欲の増進

「家庭、学校、職場、地域などあらゆる場で

　行われる」

「環境と社会、経済、文化とのつながり、

　その他の環境の保全に理解を深めるための

　教育・学習」

環境教育

環境の保全を目的として

自発的に行われる活動

環境保全活動



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を推進するための施策を実施します。

（１）学校、家庭、地域、職場等あらゆる場、あらゆる機会であらゆる世代

が参加できる施策

○　持続可能な社会の構築のために行うものであるという認識のもとに、学校、家

庭、地域、職場等あらゆる機会、あらゆる場において子どもから大人まであらゆ

る世代で誰もが環境学習に参加できるような施策を推進します。

（２）自発的な意思の尊重

○　県民、学校、民間団体、事業者等は、それぞれの問題意識や使命感、興味や関

心等の自発的な意思によって環境保全活動を行っています。このような自発的な

意思は、環境保全活動等を始めるきっかけや活動を継続していく動機となるため、

各主体の自発的な意思を尊重しながら施策を推進します。

（３）県民、学校、民間団体、事業者等の様々な主体の参加、協働

○　県民、学校、民間団体、事業者等の各主体の自主的な取組みが大きな成果を得

るためには、多くの人が参加し、それぞれの持つ能力、資源、資金等を活かし、

協働していくことが必要です。

（４）参加協働する主体の対等な立場と適切な役割分担

○　環境保全活動に参加する県民、学校、民間団体、事業者等は、それぞれ異なる

得意分野や特色を持っています。各主体が対等な立場を尊重し、お互いの得意分

野や他の主体にはできない役割を理解した上で、互いの足りない部分を補い合い、

適切な役割分担のもと、効果的な環境保全活動を行うことができるように施策を

推進します。

（５）環境教育において場と主体と施策のつながりを重視

○　環境は、様々な形で県民生活や社会経済活動に関わっており、環境教育に関す

る取組みは、相互に連携し合っていくことが大切です。環境教育が様々な場、

様々な主体、様々な施策と連携するように、以下により環境教育に関する施策を

推進します。

①場のつながり

　　環境教育は、学校、家庭、地域、職場等の様々な場で行われることが必要で

あることから、それぞれの場における教育効果が、他の場における教育や活動

につながっていくように努めます。

②主体のつながり

　　環境教育は、学校だけでなく、県民、民間団体、事業者、行政等の様々な主

体が関わることから、各主体がその特徴を活かし、他の主体と連携、協働しな
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がら活動を展開できるように努めます。

③施策のつながり

　　環境教育は、地域づくり、民間活動、事業者の社会貢献活動など様々な社会

活動に関わることから、効果的、総合的に実施できるように、他の施策と適切

につながるように努めます。
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第３章　環境教育等の推進のための施策

１　学校、地域等幅広い場における環境教育

（１）学校における環境教育

【現状と課題】

○　平成19年３月に県教育委員会では、「山形県環境教育指針」を改訂し、本県の

学校教育における環境教育の在り方を示しています。平成23年３月には、社会環

境の大きな変化に対応し、「第５次山形県教育振興計画」の見直しを行いました。

環境教育については「これからの社会を主体的に生きぬく力の育成」のための施

策として重点施策の一つに位置付けています。

○　全体計画を作成して環境教育に取り組む学校は約５割に留まっています。

　　児童等が自ら体験し、気づき考えることを中心とした学校の教育活動全体を通

じた環境教育の実践に体系的に取り組めるよ

うな仕組みづくりが必要です。

○　学校と地域の団体や企業、住民と連携

した取組みは、小学校では約６割、中、

高等学校では約３割となっています。各

学校のニーズに合わせた施策、両者連携

のコーディネートがさらに必要です。

○　再生可能エネルギーの導入、水資源・

森林の保全、生物多様性の確保や自然環

境の保全のみならず活用する視点など、

新たな環境課題に取り組む必要性があり

ます。

○　学校林の環境教育への活用のため、安全な学習環境の整備と森林環境学習指導

の研修会を開催していますが、継続的な指導者の育成が必要です。

○　環境教育に係る大学との様々な連携について、働きかけが必要です。
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学校における環境教育で重点をおいて取り組んでいる分野

（平成 22年度子どもの環境学習調査から）

●学校で環境教育に関する全体的な計
　画を策定しているか　
           している    41.9％
   　　　　していない　 55.4％

●地域に連携・支援してくれる団体や
　企業、住民がいるか　　
  
  いる  小学校  　　　 59.0％   
　　　　中・高等学校   約 35％　　
 
（平成 22 年度子どもの環境学習調査から）



【推進施策】

○　本行動計画の策定に対応し、「山形県環境教育指針」（平成19年3月）を改訂

し、体験を重視した環境学習や、学校の教育活動全体を通した環境教育を推進し

ます。

○　再生可能エネルギーの導入、水資源・森林の保全、生物多様性の確保、自然環

境の保全のみならずこれらを活用する視点など、新たな環境課題についての関心

をさらに高め、持続的な発展を可能な社会を築くための認識や実践力の育成を目

指します。

○　総合的な学習の時間の活用や、社会科、理科、家庭科など各教科の学習活動で

行われる環境教育の関連付けを図ります。

○　生徒会活動や学校行事などの特別活動を含め、学校の教育活動全体を通して環

境教育に取り組みます。

○　「高校生環境ものづくり発表会」など、小、中学校、高等学校の取組みの成果

を発表、情報交換する機会の充実を図ります。　

○　学校の多岐にわたるニーズに対応するため、積極的に学校現場に赴き、適切な

施策などを紹介する相談、県環境学習支援団体等とのマッチングを図るしくみづ

くりを行います。

　　また、学校支援地域本部事業など社会教育の各施策と連携を図ります。　

○　地域の自然や文化等地域社会に存在する環境資産について、環境教育の素材と

して積極的に活用できるよう保全、整備し、情報提供していきます。

○　新たな環境課題について、学校で取り組みやすくなるよう学習プログラム例や

教材を作成します。また、県環境学習支援団体等と協力しながら、学校への訪問

等により普及活動を行います。

○　太陽光発電設備など学校が有する環境を考慮した施設を積極的に環境教育に活

用していけるよう学習プログラム例を作成、提案していきます。

○　高等学校において、再生可能エネルギー研究を推進します。

○　地域との協力体制構築の支援、森林環境教育指導者研修や森林環境学習副教材

により学校林等を活用した森林環境教育を支援します。

○　大学生等の環境教育イベントなど各種施策への参加を促し、企業、ＮＰＯ等多

様な主体との交流機会を提供します。

（２）学校の教職員の資質の向上

【現状と課題】

○　子どもの自発性を重視した環境教育を推進するには、学校や地域の持つ固有で

多様な環境から、新たな教材や学習プログラムを、教職員が自発的に作成できる

資質を持つことが必要です。現場の教職員たちの内発的な環境教育への意欲の増

進策、それを学校として組織化する工夫が求められています。

○　県教育センターでは、小、中、高等学校、特別支援学校の教員を対象に、環境

教育指導者養成講座（２日間）を実施しています。開催にあたっては、大学、大

学院や環境関係ＮＰＯなどの協力を得ています。平成24年度からは、先生応援サ

ポートプラザ(土曜開催講座)や出前サポート講座も実施しています。

○　教職員が参加しやすいよう研修開催時間等の配慮を進めてきていますが、学校

現場でも環境教育が組織として進められる環境の醸成や仕組みづくりもさらに推

進する必要があります。
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【推進施策】

○　環境教育指導者養成講座を大学やＮＰＯなどの協力を得ながら引き続き実施し

ていきます。さらに、平成25年度よりイブニング講座（仮称）を実施し、教職員

の研修機会の拡充を図ります。

　　その際には、環境教育に取り組む教員同士が、実践を共有する機会を充実させ、

環境教育への意欲の増進を図ります。　

○　学校現場において、学習プログラムを作成する際にすぐ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。

○　各市町村教育委員会等が主催する教職員向けの研修会において、環境教育が採

用されるよう働きかけ、講師を派遣するなどその開催を支援します。

（３）家庭や地域等幅広い場における環境教育の推進

【現状と課題】

○　自治会や町内会、子ども育成会による地域内の公園清掃、路上のごみ拾い、資

源回収や地域の公民館における生涯学習の一環としての環境学習や環境保全活動

は県内で取り組まれてきました。

　　しかし、これらの行事への参加者は、高齢化、固定化し、全体的に減少傾向に

あります。これらの活動への若い世代の参加を促すような施策が必要です。

　　また、家庭における環境学習への支援も必要です。

○　県では、各部局の施策について、環境保全活動への支援や環境学習の機会を提

供しています。課題としては、再生可能エネルギーの導入や水資源・森林の保全

などの新たな施策に対応した環境学習プログラムの新設のほか、施設の老朽化、

展示物等のマンネリ化が挙げられます。また、幅広い現場知識があり、かつそれ

を紹介できる人材の育成が必要となっています。

○　環境やまがた大賞を平成11年度以降42団体・個人に授与し、取組みをホーム

ページ等で紹介していますが、より多くの応募に向け表彰制度のさらなる周知等

が必要です。

＜生活環境分野の主な取組み＞

・　「全国一ごみの少ない県」を目指し、当面（平成27年度）の目標である１人

１日あたりのごみの 排出量 860ｇを達成するため、各種学習会や環境展を開催

しています。

・　「１人１日１ kgＣＯ₂削減」家庭のアクションを実施し、平成23年度は

8,417世帯から登録、6,597世帯からの報告がありました。省エネルギー住宅の

モデルである山形エコハウスも活用しながら、住宅の温暖化対策の普及啓発も

実施しています。

・　平成23年度は東日本大震災の影響による電力不足への対応として県民を挙げ

た節電・省エネ運動を夏期と冬期に実施し、各家庭への「節電ガイドブック」

の配布などを行い、結果として計画停電等を回避することができました。

＜自然環境分野の主な取組み＞

・　やまがた緑環境税により、市町村やボランティア団体等が取り組む森づくり

活動を支援しています。また、やまがた公益の森づくり支援センターと連携し、

団体、学校、市町村の要望に応じて森林環境教育現場等へ指導者を派遣してい

ます。
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・　海岸漂着物対策を推進するため、ボランティアによる海岸清掃への支援、流

木等回収・処理方法に関する調査研究や海岸漂着物対策の普及啓発・環境教育

事業等を実施しています。

・　河川や海岸を対象に「里親」として環境保全と清掃美化活動を行う団体を

「ふるさとの川アダプト事業」により支援しています。着実に参加団体は増加

しており、平成23年度は 427団体・188企業の活動を支援しました。

【推進施策】

○　町内会、子ども育成会、放課後こども教室等において環境学習を取り入れても

らうなど、親子で環境について学ぶ機会の充実を図ります。

○　これまでの地域内の公園清掃や路上のごみ拾い、資源回収等、地域の公民館等

における生涯学習の一環としての環境学習や環境保全活動が、住民自らが地域課

題を解決していく、地域の環境資産を活用していく取組みになるよう支援します。

①　やまがた社会貢献基金を活用し、地域や社会の課題解決に取り組む団体と社

会貢献したいと考える企業や県民をつなぎ、山形県内の社会貢献活動の活性化

を推進します。

②　やまがた緑環境税により、引き続き、市町村やボランティア団体等が取り組

む森づくり活動を支援します。また、やまがた公益の森づくり支援センターと

連携し、団体、学校、市町村の要望に応じて森林環境教育現場等へ指導者を派

遣するなど森林ボランティア団体の継続的な育成と支援体制を充実します。

③　農山漁村の地域資源や多面的な機能を活用した美しい農山漁村づくりを進め

るため、耕作放棄地の発生防止や景観形成等の農村環境保全に向けた地域の共

同活動、地域リーダーの育成を支援していきます。

　　また、土地改良事業の実施にあたっては環境との調和に配慮した事業執行に

努めます。

④　河川や海岸を対象に「里親」として環境保全と清掃美化活動を行う団体を

「ふるさとの川アダプト事業」で支援します。

⑤　マイロードサポート事業により、県管理道路の美化や歩道の除雪等を主体的

に行う団体に対し、活動費の助成や表示板の設置を通じた支援を実施します。 

　　また、活動団体の意見交換の機会を設け、活動の充実を図ります。

○　各部局課の施策について、環境の保全、創造、活用の視点を持って進め、環境

教育の教材として積極的に学習機会を提供します。また、県民運動など家庭向け

の環境学習機会の充実を図ります。

　　各総合支庁においては、地域の特性に応じた内容とし、親子で参加しやすいよ

う配慮します。

① 地球温暖化を防止する低炭素社会の構築

・　県民運動の柱として、家庭のアクション、事業所のアクション、自動車の

アクションを掲げ、関係団体等と連携して、重点テーマなどを設定した集中

的な取組みにより、引き続き県民参加型の運動による普及啓発を推進します。

② 再生可能エネルギー等導入の推進

・　新たに環境とエネルギーに関する学習プログラムや小学生向けの学習読本

などの教材を作成し、その普及に取り組むなど、学習機能を拡充します。　
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・　県で導入する太陽光発電や風力発電施設などを環境学習に積極的に活用し

ます。

③ ごみゼロやまがたの実現に向けた循環型社会の構築

・　「全国一ごみの少ない県」を目指し、当面（平成27年度）の目標である１

人１日あたりのごみの排出量 860ｇを達成するため、県民運動、やまがた環

境展開催などにより、県民への普及啓発を行います。

・　「高校生環境ものづくり発表会」を開催し、高校生の取組みの発表機会を

提供します。

・　リサイクルポートに指定されている酒田港の見学会や海洋センターへの展

示等を通じ、循環型社会を学習できる機会を提供していきます。

④ 豊かな環境を守り、活かす自然共生社会の構築

・　県内４つの県民の森、県立自然博物園、青少年自然の家において、自然体

験型環境学習の機会を提供します。

・　水資源の保全について県民の理解を深めるための普及啓発を行います。

・　「山形県生物多様性地域戦略（仮称）」（現在、策定作業中）に基づき、

生物多様性の重要性についての普及啓発を行います。

・　博物館において最上川をはじめとした自然のすばらしさ、生態系、生物多

様性等について学ぶ企画展を開催します。

・　少年自然の家において自然との共生文化などを学ぶ機会を提供します。　

・　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する

取組みを推進します。

・　グリーン・ツーリズムを通じて環境教育を推進します。

・　海岸漂着物対策を推進するため、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や海岸漂着物対策の普及啓発・環境教育を実

施します。

・　食農教育について、農林水産業及び農山漁村の果たす役割について理解を

深めるため、県民、学校等に対し、「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行います。

・　子ども農山漁村交流プロジェクトによる受入体制整備を支援し、受入地域

協議会の設置を進め、交流拡大を図ります。

⑤ 安全で良好な生活環境の確保

・　環境省主唱により全国的に実施される水生生物調査への参加支援、親子の

下水道教室の開催、浄化センターの見学等により水環境の保全について理解

を深めます。

・　やまがた酸性雨ネットワークの活動支援を引き続き行い、酸性雨一斉調査

や交流会などを通じて、情報交換・交流促進を図っていきます。また、環境

省主唱により全国的に実施される星空継続観察への参加支援等を通じて大気

環境の保全について啓発を行います。

⑥環境教育に必要な共通基盤

・　公民館等が主催する科学教室にサイエンス･ナビゲーターを派遣するほか、

県試験研究機関において夏休み親子科学教室を開催します。また、高校生を

対象とした科学教室サポーター養成講座を開催し、科学教室等の支援ができ

る人材の育成を図ります。

○　環境やまがた大賞をはじめ、各分野の優良活動事例を表彰し、イベントで活動

発表会を実施するなど積極的に受賞者の活動を周知、広報します。
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（４）人材の育成・活用

【現状と課題】

○　県が委嘱している 784名の県地球温暖化防止活動推進員（平成25年１月現在、

各業界団体等が認定する環境マイスター（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する販売員等）からの委嘱者を含む。）が、

地球温暖化防止や省エネルギーについて普及啓発活動をしています。

○　県内４つの県民の森において、「森の案内人」が利用者の案内や体験活動を支

援しています。

○　県では、県環境アドバイザーを委嘱し、学校や地域で開催する環境学習会等に

平成23年度は 43回派遣しています。

○　環境リーダー養成講座、環境地域づくり担い手連携セミナー等を開催し、指導

者同士の交流機会を提供しています。

○　しかし、高齢化による人材の不足、若い世代への委嘱者の拡大や、育成した人

材の受け皿となる組織や活動機会の提供、無料で利用できるこれらの制度の認知

度向上が課題となっています。

【推進施策】

○　学校教員退職者など環境に関する専門的な知見や実践経験を有する人材の発掘

に取り組みます。

○　若い世代の人材育成のため、大学生のサークル活動、職場での環境保全活動の

活発化を推進します。

○　環境学習拠点施設で、指導者として必要な知識や技術を身につけるための研修

の実施、活動に必要な情報提供の充実を図ります。

○　環境地域づくり担い手連携セミナー等、スキルアップに向けた指導者間の情報

交換機会の充実とパートナーシップの構築を進めます。

○　養成、委嘱した人材の活躍の機会の充実のため、イベントへの積極的な参加機

会を提供するほか、学校や地域などとつなぐための情報提供、コーディネートを

行います。

○　山形発の環境マイスターの認定拡大を支援し、活動の充実を図っていきます。

○　県の独自の委嘱や人材認定事業において、国の認定している「環境カウンセ

ラー」と連携していきます。また、森林インストラクターなど、国で登録してい

る民間団体等の環境教育の指導者を育成・認定事業により育成等された人材の活

用を図ります。

 

 

 

－15－

人材認定等事業の登録

（環境省資料から）



（５）プログラムの整備

【現状と課題】

○　学校の環境保全活動について平成21年度から二酸化炭素の模擬排出量取引学習

を実施しました。県立高校の、平成23年度の電力不足に対する全校を挙げた節電

の取組みが本事業の趣旨に合致するなど一定の成果がありました。

○　森林環境教育指導者研修や森林環境学習副教材「やまがたの森林」及びガイド

ブック、野外での活動プログラムや活動の際の留意事項をまとめた「森林環境教

育の手引き（野外活動）」を作成しています。

○　再生可能エネルギーの導入、水資源・森林の保全、生物多様性の確保、自然環

境の保全のみならず活用する視点等、新たな題材について学習プログラムの作成

が必要です。

○　現場にマッチングしたプログラムの作成及び改訂、現場で活用されるよう普及、

指導する人材の育成が課題です。

【推進施策】

○　再生可能エネルギーの導入、水資源・森林の保全、生物多様性の確保、自然環

境の保全のみならず活用する視点等、新たな題材についても対応できるよう、大

学教授、民間団体、教育関係者等からなる学習プログラムの作成検討チームを設

立します。

　　学校で参考にできる学習プログラム例や県環境学習支援団体等民間団体で活用

できる学習プログラムを環境学習拠点施設で定期的に作成し、県環境学習支援団

体等民間団体と協力しながら提供していきます。

　　また、学習プログラムの検証、改訂にも取り組みます。

○　県環境学習支援団体を拡充し、民間団体等各主体が提供する多彩な学習プログ

ラムの活用を推進するため、情報収集、学校及び地域とのマッチング、ネット

ワーク化を図ります。

○　教育現場で森林環境学習を効果的に実施するために、森林環境教育用の副教材

の活用方法のサポートに加え、指導者を育成するための研修を行います。

○　国で登録を受けている民間団体等の教材開発・提供事業の活用を図ります。

（６）情報の提供

【現状と課題】

○　各施策については県のホームページやパンフレットを配付などによりそれぞれ

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。環境教育についてまとめるなど効果的な周知、情報提供

が必要です。

【推進施策】

○　環境教育に係る各部局課の施策について、県民にわかりやすいようまとめたパ

ンフレットの配付を行います。

○　子育てサイトなどの新たな対象へのインターネットでの情報提供をはじめとし

た効果的な周知を図ります。
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（７）各主体の連携

【現状と課題】

○　各種団体の代表や学校関係者など多様な主体からなる「ごみゼロやまがた県民

会議」や「やまがた緑県民会議」、民間団体と連携した「やまがた公益の森づく

り支援センター」などを設立しています。

○　法に基づき、山形県環境教育推進協議会を設置（平成24年度）しています。

○　県内部の連絡調整組織として、環境やまがた推進本部山形県環境教育推進専門

部会を設置しています。

○　県民の行政参画については、仕組みづくりが進んでいるが、一部の関係者だけ

でなく、幅広い県民の参加を促す必要があります。

【推進施策】

○　さらに、各主体の参画の仕組みづくり、民間団体との連携をさらに推進してい

きます。

○　連携のための各主体の情報を提供するほか、交流機会の提供によりネットワー

ク化を図ります。

○　環境教育等促進法に基づき設置した山形県環境教育推進協議会として、行動計

画に基づく環境教育の推進施策について積極的に各主体が連携して取り組めるよ

う周知を図ります。

○　環境やまがた推進本部山形県環境教育推進専門部会において、県教育委員会と

知事部局などが連携して施策を実施します。

○　法改正により新設された協定制度、協働取り組みの申出制度の活用により、各

主体の連携を促進します。

　　　　

○　「環境学習の日」（仮称）を定め、前後１週間から１か月程度、環境学習推進

の重点期間として各地でイベントなどを行います。

○　親しみやすい「環境学習のマスコットキャラクター」を作成し、県民の環境学

習を推進する機運を醸成します。
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環境保全に係る協定の締結等

（環境省資料から）



（８）環境教育の更なる改善に向けた調査研究

【現状と課題】

○　環境科学研究センターにおいて、出前講座等を通じた体験型環境学習の実践を

行っていますが、幅広い内容の環境学習プログラムの作成や他指導者への普及に

課題があります。

【推進施策】

○　環境学習拠点施設において、県内外の環境学習プログラムなどの優良先進事例

の情報を収集、提供するほか、。学習プログラム検討チームにおいて定期的に学

習プログラムの改訂、調査等をしていきます。

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

【現状と課題】

○　職場における環境教育等及び協働取組は、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。

○　事業所を対象にしたエコスタイルチャレンジを実施し、平成23年度は夏は 905

事業所、冬は 660事業所が参加しています。

○　山形エコアクション 21の認証取得に係る補助金を平成22年度に創設し、地域

事務局と連携し認証取得のためのセミナーを開催しました。山形エコアクション

21の認証制度自体や取得によるメリット等の周知を一層図る必要があります。

○　山形県環境保全協議会と連携し、事業者等を対象にした環境問題に関するセミ

ナーやボランティアツアーを開催するなどし、環境学習機会を提供しています。

○　事業者の実施する環境教育研修等に環境アドバイザーを派遣しています。

○　山形県ＣＯ 2森林吸収量等評価制度を活用し、企業が取り組んだ森づくり活動を

ＣＯ 2吸収量等に換算して認証することにより、企業の環境貢献、社会貢献の意識

を醸成しています。

○　事業者に対して、森林自然環境や地域貢献等に関するセミナーを開催するなど、

環境学習機会や意見交換の場を提供しています。事業者の活動に対する活動経費

の支援や適切な助言や指導等の支援が引き続き必要です。

○　県職員について、山形県環境保全率先実行計画（第３期）、やまがたＥＣＯマ

ネジメントシステムに基づき、温室効果ガスの排出量削減など環境負荷の低減の

取組みを実施しています。コピー用紙使用量などの削減や、グリーン購入におけ

る一部の品目などで達成率の低いものがあり、個々の職員における研修等への積

極的な参加を促進する必要があります。

○　山形県環境保全推進賞（主催：山形県環境保全協議会）では、環境保全・研究、

開発等において先進的事業活動又は地域貢献活動に取り組んでいる県内事業所や

従業員を表彰しています。
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【推進施策】

○　山形県環境保全協議会と連携し、引き続き、事業者等を対象とした環境保全活

動、環境学習機会を提供するとともに、社外の団体との交流機会を提供し、両者

の連携を促進します。

○　事業者や業界団体、同業者組合等が実施する社員研修等で、環境教育を取り入

れやすくなるよう環境アドバイザーの派遣など支援制度の情報提供を行います。

○　山形エコアクション 21等について地域事務局と連携し、セミナーの開催などに

より認証取得の推進を図ります。

○　企業が取り組んだ森づくり活動をＣＯ 2吸収量等に換算して認証することにより、

企業の環境貢献、社会貢献の意識醸成を図ります。

○　企業・団体等を対象とした森林自然環境や地域貢献等に関するセミナーの開催

などによる環境学習機会や意見交換の場を提供します。

○　県職員が、県の事務・事業活動の実施にあたり、環境に配慮して展開できるよ

うに、業務や役割に応じた環境マネジメント等の研修を充実します。また、率先

して自主的な環境保全活動に取り組めるように、環境学習の機会や活動の場の情

報を提供します。

○　山形県環境保全推進賞（主催：山形県環境保全協議会）について、県内の活動

がより活発化し、より多くの応募があるよう表彰制度の周知等を行います。

３　拠点機能の拡充

【現状と課題】

○　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が、平成15年の

開設から約 10年経過し、来所者数が漸減しており出前講座の利用が増加していま

す。

・　水生生物調査やこどもエコクラブへの支援、親子で楽しむ環境科学体験デー

の開催、環境教室及び出前講座（平成23年度 39回、877名参加）の開催等に

より、環境学習機会を提供しています。

・　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、資材等の貸し出し

を実施しています。

・　県環境アドバイザーを委嘱し、学校や

地域で開催する環境学習会等に平成23年

度は 43回派遣（再掲）しています。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育成セミナーを開催しています（２日間延べ56名参加）。

○　県立自然博物園における取組み状況

・　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

る。また、入園者数は、12,104人（うち中学生以下  3,545人）で過去５年間

で最高だったものの、野外案内を希望しない一過性の来園者も多く、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、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、生物多様性の確保、自然環境の保全のみなら

ず活用する視点など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。
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　平成 23年度実績
　　来所者数　　　　　　 1,460名
　　環境学習器材等の
　　　　　　貸し出し件数　 120件
　　環境相談件数　　　　　 36件



【推進施策】

○　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

・　外部有識者、ＮＰＯ等環境学習実践団体、教育関係者等からなる学習拠点

機能整備検討委員会を設立し、サテライト機能、モデル設備導入、学習の場

の提供などを検討したうえで、学習拠点機能を整備していきます。

②情報発信・相談等機能の整備

・　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

しを実施する。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。

・　再生可能エネルギー等に関する情報発信・相談機能の充実のため、専用窓

口を設置します。

③学習プログラムの作成・提供

・　再生可能エネルギーの導入、水資源・森林の保全、生物多様性の確保、自

然環境の保全のみならず活用する視点等、新たな題材についても対応できる

よう、大学教授、民間団体、教育関係者等からなる学習プログラムの作成検

討チームを設立します。

　　学校で参考にできる学習プログラム例や県環境学習支援団体等民間団体で

活用できる学習プログラムを環境学習拠点施設で定期的に作成し、県環境学

習支援団体等民間団体と協力しながら提供していきます。

　　また、プログラムの検証、改訂にも取り組みます。【再掲】

・　県環境学習支援団体を拡充し、民間団体等各主体が提供する多彩な学習プ

ログラムの活用を推進するため、情報収集、学校、地域とのマッチング、

ネットワーク化を図ります。【再掲】

○　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

化防止に係る環境教育、県森林研究研修センター、県立自然博物園は森林環境教

育、県教育センターは学校における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。
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４　体験の機会の場の認定

【現状と課題】

○　環境学習支援団体は、平成24年９月現在30団体を認定、県ホームページでの

紹介の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。

○　法の改正で新たに規定された「体験の機会の場」の認定制度と環境学習支援団

体認定制度との調整が必要です。

　　　　　

【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。

○　県の環境学習支援団体認定制度については見直しを行い、環境学習サポーター

制度（仮称）を創設します。環境エネルギー学習拠点を中心に連携して環境学習

の機会を提供していきます。
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環境教育等支援団体の指定制度

（環境省資料から）

 

体験の機会の場の認定

（環境省資料から）



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。

○　印刷し配付し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（「山形県立自然博物園イベント一覧」や「山形県志津野営場ガイドマッ

プ「東北自然歩道（新奥の細道）マップ＆ガイド」など）。

○　安全で良好な生活環境の確保に必要な、緊急情報を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」として公開したり、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たりしています。

○　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」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。

【推進施策】

○　県民の安全で良好な生活環境の確保に必要な情報を迅速に伝えるよう努めます。

○　県のホームページを作成する際は、県民に活用してもらえるよう公開情報へ分

かりやすく誘導し、体系的なページ構成とします。

　　また、子ども向けの情報提供を行います。

○　県内の環境保全活動や環境学習などの情報について、ソーシャルメディアなど

を活用し積極的に発信していきます。

６　国際的な視点での取組

【現状と課題】

○　県内では環境省の施策としてのＥＳＤの認知度は低い状況ですが、特に意識し

なくとも地域の環境保全活動、環境教育の多くはＥＳＤの理念や趣旨（持続可能

な社会づくりに向けた人づくりにつながる全ての活動）に合致するケースが多数

あると見込まれます。

○　県立東根工業高校の「サステナタウ

ン・プロジェクト」の取組みをはじめ、

民間団体でも独自に国際的な取組みを

実践している事例もあります。
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●「＋ＥＳＤプロジェクト」
  環境省が中心となり官民の連携により進　 
  められています。
  取組みの一つとしてホームページを開設
　し、全国から活動を募集、登録し紹介して
　います。
  平成 23年度、環境学習支援団体へ周知、
　当県では 3件登録されています。



【推進施策】

○　これらのような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、県内の環境教育分野での国際的取組みを促進していきま

す。

○　ネイチャーゲーム等、海外の環境教育プログラムの活用を推進していきます。
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第４章　推進体制

１　各主体との連携・協働

○　持続可能な社会を構築するためには、県民、民間団体、事業者等の各主体の環境

保全活動を実効性のあるものとしていくことが必要です。このため、県は、以下に

より、各主体と連携・協働して本行動計画を推進していきます。

　　また、国、県、市町村の関係機関がより緊密に連携し、環境教育の推進に努めま

す。
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２　計画の進行管理

○　法第８条第５項に基づき、毎年１回、行動計画に基づく施策の実施の状況を公表

します。

○　行動計画に基づく施策の実施状況について、必要に応じて、山形県環境教育推進

協議会から意見、提言を受け、計画（Plan）、実施・運用（Do）、点検・評価

（Check）、見直し（Action）によるＰＤＣＡサイクルにより継続的な改善を図って

いきます。

○　本計画は、上位計画である第３次山形県環境計画の見直しに合わせて、計画全体

の見直しを行います。　　　　

　　また、法律や国の施策、環境に関する課題や社会経済状況の変化等に対応し、必

要に応じた見直しを行います。
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