交流・ネットワークづくり
県民、
NPO等、
事業者、
行政などの各主体が、
交流を通してそれぞれの取組に関する理解を深めるとと
もに、
情報の共有や経験の蓄積をしながら連携、
協働を進め、
地域における取組の輪を広げています。
●環境活動団体等交流会・環境学習推進協議会の開催
●環境学習全県ネットワーク構築
●環境学習の場の確保（セミナーパーク研修室を無償で提供）
●環境活動団体等の支援（学習教材の貸出、パネル・ポスター等作成協力）
●自然ふれあいゾーン活用体験学習

●環境活動団体支援事業
環境活動団体が実施する自然環境保全等の活動を通じて、子ども達や住民等が自然共生型の地域づくりを
推進し、環境に配慮した行動がとれるようになることを目的として、活動にかかる経費の一部を助成します。

令和3年度

環境学習推進センター事業一覧

環境学習推進センターは、地球温暖化対策、循環型社会の形成、自然環境の保全等、「環境」
に関する幅広い課題について、広く県民、民間団体等がそれぞれの目的に沿って、自発的に
行う学習を総合的に支援しています。

5つの柱で総合的に支援

「環境」情報の
発信・提供

助成対象団体：県内に活動拠点を有し、かつ県内で 1 年以上活動している環境活動団体
助成対象事業：
「野生動植物の保全等」
「
、自然環境の保全・再生」
「
、自然とのふれあい」
のいずれかの事業であって、
こども
（高校生以下）
の参加者が原則5人以上で、
年間2回以上の実践活動を行うもの
助
成
額：1事業あたり20万円を限度
助成対象経費：材料・道具等の購入費、機材・会場使用料、講師謝金等
申 請 締 切：令和3年5月13日（木）

●希少野生動植物種保護支援員の募集
絶滅のおそれのある野生動植物の保護活動や自然環境の保全活動に参加し、希少野生動植物保護対策の大切
さを地域の人に広めることができる「希少野生動植物種保護支援員」を育成しています。
「希少野生動植物種保護支援員」には、野生動植物の保護や生物多様性に関心のある方ならどなた
でも応募できます。
（資格、経験は必要がありません。小学生は、保護者と一緒に申込み）

環境学習
教材の
充実・活用

環境学習
指導者の
登録・派遣

環境学習
人材づくり

交流・
ネットワーク
づくり

「環境」情報の発信・提供
「環境」に関する各種情報や活動の機会を提供しています。
●ホームページ「環境学習のひろば」の運営
環境学習推進センターの講座や活動団体のイベント案内、学習教材の紹介、指導者や活動団体の紹介等を掲載
URL https://eco.pref.yamaguchi.lg.jp/learning/index.php
E-mail kankyo.c@hito21.jp

●情報誌「ecoサポート」の発行（3回/年）

利用時 間

月曜日から金曜日

8時30分〜17時15分

（ただし、土日、祝日及び
12/29〜1/3を除く）

アクセ ス

●JR山陽本線

四辻駅から約3km（車で約5分）
新山口駅から約10km（車で約15分）

●山陽自動車道

山口南 IC から車で約5分

●中国自動車道

小郡 IC から車で約20分

お問合 せ

〒754−0893 山口市秋穂二島1062
（山口県セミナーパーク内）

（公財）山口県ひとづくり財団 県民学習部 環境学習推進センター
TEL：083-987-1110 FAX：083-987-1720

【URL】https://eco.pref.yamaguchi.lg.jp/learning/index.php 【E-mail】kankyo.c@hito21.jp

環境学習推進センターの講座案内や実施報告、指導者や民間団体の活動内容の紹介など、「環境」に関する様々
な情報を掲載

●メールマガジン（1回/月）
環境学習推進センターの講座案内や国、県等の「環境」に関する各種情報、県内の環境学習関連施設や民間団体
のイベント情報等を掲載 ※ご覧になりたい方は、ホームページから登録できます。

●フェイスブック（随時）
環境学習講座の案内やイベント等の情報を発信

●セミナーパークロビーに環境学習コーナーを設置
テーマを定めた企画展示、パソコンによる情報検索、図書の閲覧、写真展の開催（植
物、野鳥等）、環境クイズコーナーの設置等

環境学習教材の充実・活用
学習教材を整備し、希望者に貸し出して、地域や学校等での環境学習活動を支援しています。
●学習教材の整備（図書等の購入、啓発パネルの作製）
●学習教材の貸出（啓発パネル、DVD など）

環境学習人材づくり

③希少野生動植物保護対策推進事業

「環境」について考え、環境配慮の取組を実践できる人材を育成するため、子どもから大人までを
対象に、環境学習の機会を充実します。
各種講座等の詳細は、開催の都度、市町役場や図書館などに参加者募集案内を配置するとともに、ホームペー
ジ「環境学習のひろば」やメールマガジン、フェイスブックなどでお知らせしています。
すべて参加費は無料で、申込み期限は、概ね開催日の20日前までとしています。参加を希望される方は、
参加者募集案内やホームページをご覧いただき、それぞれの講座等の申込方法に沿って申し込んでください。

１ 「環境」について考え、環境配慮の取組を幅広く実践できる若者の育成
講座名

対象者

開催日

「環境」の現状や課題等についての体験学習を通じて、環境への負荷の少ないライフスタイルを実践するための基礎を養います。
5月23日（日）周南市徳山動物園園長補佐

ときわ公園で学ぶ
「私たちの環境と未来」
宇宙兄弟×山口県 特別ミッション
〜温暖化から地球を救え〜
角島の海辺の生き物

木原一郎先生

宇部市ときわ動物園・ときわミュージアム
を旅する植物館職員

6月 6日（日）
小学生と
保護者
30人程度

景清洞・サファリランドで命をつなぐ
動物たち

9月12日（日）やまぐち総合教育支援センター職員
10月17日（日）山口市立良城小学校

杉村智幸先生

他
世界

他
他

日本洞窟学会 村上崇史先生
秋吉台自然動物公園サファリランド職員

10月31日（日）

②夏休み子どもエコ合宿

セミナーパークの施設を活用した講座を通じて、学校や地域等における環境保全活動等の中心的な役割を担う者を育成します。
夏休み子どもエコ合宿
〜温暖化から地球を救え ! 〜

小学４〜６年生
30人程度

6月12日（土）秋吉台の植物・鳥類についての学習と自然観察会
希少野生動植物
種保護支援員
周南市八代のツル保護対策についての学習とナベ
12月12日（日）
30人程度
ヅル観察会

第２回支援員研修会

３

持続可能な社会づくりに向けた新たな環境学習の提供と参加の場づくり

ＥＳＤやＳＤＧｓについての学習会や、
「環境」をテーマにした講演会の開催等、様々な学習の場を提供します。
講座名

対象者

8月28日（土）やまぐち総合教育支援センター職員
〜29日（日）山口県樹木医会会員 他

③自然環境保全学習会

開催日

講師・内容等

①持続可能な地域づくり研修会

ＥＳＤやＳＤＧｓについての学習を通じ、持続可能な地域づくりに向けた取組を促します。
ＳＤＧｓ達成に向けた環境学習

講師・内容等

①親子環境学習講座

動物たちとの共存 〜徳山動物園〜

第１回支援員研修会

事業名

環境問題に関心をもち、理解するとともに、解決に向けて日常生活や社会活動において、環境への負荷の
少ないライフスタイルを実践し、循環型社会や自然と共生する社会の実現に向けて行動する若者を育成します。

事業名

絶滅のおそれのある野生動植物の保護活動や自然環境の保全活動に参加する、
「希少野生動植物種保護支援員」を養成します。

一般県民
80人程度

6月20日（日）東京都市大学教授

佐藤真久先生

②環境学習講演会

県民の皆様の環境学習への関心と意欲を高めるため、
「環境」をテーマに、著名人による県民を対象とした講演会を開催します。
環境学習講演会
（夢トークやまぐち講演会Ⅱ）

一般県民
300人程度

9月 5日（日）講演のテーマ及び講師は調整中

●山口「環境絵日記」
子どもたちが夏休みに家族や学校、地域の人たちと一緒に環境について考え、調べ、行動し、その経験を絵
日記という形で楽しみながら表現することで、自ら家庭や地域で環境に配慮した行動をとれるようになることを
目的として「環境絵日記」の作品を募集します。
応 募 資 格：県内の小学生
応 募 期 間：令和3年7月下旬〜9月上旬（予定）
表
彰：優秀者を表彰し、作品を展示します。

本県の豊かな自然環境とその保全活動等について学び、地域の環境保全や改善に向け主体的に働きかける能力を育成します。
竜王山

春の自然観察会

秋吉台

春の植物観察会

こころとからだで森を感じてみよう
〜森林セラピー体験〜

4月25日
（日）山陽小野田語り部の会
一般県民
30人程度

嶋田紀和先生

他

5月 9日（日）秋吉台地域エコツアー インタープリター 中沢妙子先生
10月 3日（日）山口市徳地森林セラピー基地

森の案内人

④幼児環境学習セミナー

幼稚園・保育所等における「環境学習」の取組を支援するため、幼少期からの環境学習の重要性についての研修会を開催します。
幼児環境学習セミナー

２

幼稚園・保育所
等関係者
50人程度

ＮＰＯ法人 大地といのちの会
理事長 吉田俊道氏

8月 4日（水）

地域や学校における環境学習指導者の養成・実践活動リーダーの育成

地域や学校等における環境学習・環境教育の指導者を養成するとともに、環境保全や環境の改善等の実践
活動の中心となって取り組む人材を育成します。

事業名

講座名

対象者

開催日

講師・内容等

①環境保全活動等実践講座

様々な「環境問題」についての学習を通じ、地域における環境保全や環境改善活動等のリーダーとなる人材を育成します。
ＳＤＧｓ循環型社会をめざす
次世代自動車の利活用促進
地球温暖化の現状と省エネ・節電対策

7月 8日（木）山口大学名誉教授
一般県民
30人程度

食品ロスの現状とその削減に向けた取組

浮田正夫先生

7月29日（木）山口東京理科大学教授
11月25日（木）山口大学教授

貴島孝雄先生

福代和宏先生

12月 9日（木）山口県立大学准教授

今村主税先生

環境学習指導者の登録・派遣
県民の皆様の「環境の保全」についての理解を深め、地域における取組を促進するため、学校や
環境保全団体、消費者団体などが県内各地で行う講演会や体験学習会などに、環境学習指導者バン
クに登録している専門的知識や豊富な経験等を有する指導者を派遣します。
指導者の派遣経費（旅費、謝金等）は、当センターが負担します。
《講師派遣の流れ》

講師派遣希望者

一般県民
30人程度

派遣要請

環境学習指導者

環境アドバイザー

環境パートナー

こどもエコクラブアドバイザー

指導方法

環境学習講演会等での
講演・講義

体験学習会等での指導

「こどもエコクラブ」活動の
助言・指導

派遣先

地域や学校等における環境学習を促進するため、専門的な知識や技術を有する環境学習指導者を養成します。
「水生生物による水質調査」等指導
者養成研修会

環境学習推進センター

指導者の区分

②環境学習指導者養成研修会

5月13日
（木）「親と子の水辺の教室」や「マイクロプラスチック
調査」等の指導者を養成
日本工営 ( 株 ) 中央研究所 後藤益滋先生
6月 1日（火） 山口県環境保健センター職員

派遣申請

派遣手続
指導内容等

環境保全団体、消費者団体、PTA、子ども会、婦人会

等

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、
大学、高等専門学校、保育所、放課後児童クラブ 等

「こどもエコクラブ」
登録団体

環境学習推進センターホームページ「環境学習のひろば」に、手続きの方法を掲載しています
○山口県環境学習指導者バンク派遣要領（派遣対象：環境保全団体、消費者団体 等）
○学校等への環境学習指導者派遣要項（派遣対象：学校、幼稚園、放課後児童クラブ 等）
指導者の経歴や指導分野等は、当センターのホームページで検索することができます

