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    第５章 計画の推進 

 

  ５５－－１１  年年代代にに応応じじたた環環境境教教育育  

 環境教育をより効果的に推進するために、年代・分野に応じた行動指針を設定し、

それぞれの年代に応じた環境教育を、幼児から高齢者まで継続的に実施します。 

 

１ 幼児期（保育園・幼稚園） 

  幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる時期です。この時期の環境教

育は、身近な自然や動植物とのふれあいを通して自然を大切にする心を育むことや、

日々の生活の中で環境に関する感性を養っていくことが大切です。 

分 野 行動指針 事  業 

自然共生社会 ・自然や生物にふれあう 

・生物を育て、命の大切さ

を知る 

・森の昆虫教室 

・おかざきエコプロジェクト 

「川のいきものハカセ」 

「森のめいたんてい」 

循環型社会 ・ものを大切にする ・おかざきエコプロジェクト 

「リサイクルだいさくせん」 

低炭素社会 ・省エネルギー活動を実践

する 

・おかざきエコプロジェクト 

 「もったいない」 

 

  

２ 小学校期 

  小学校期は、環境教育の基礎づくりの段階にあります。身近な自然や人々との関

わりについて興味・関心を持つところから始まり、地域、市内、国内、さらに地球

全体の環境や人々へと広がっていきます。様々な体験や観察を通して理解を深め、

環境保全について自らできることを考え行動する力を育むことが大切です。 

分 野 行動指針 事  業 

自然共生社会 ・自然や生物にふれあう 

・生物を育て、命の大切さ

を知る 

・生物多様性やつながりに

ついて理解を深める 

・野外活動、緑化活動に参

加する 

・森の昆虫教室 

・学校で環境教室 

 「ホタル学校で環境教室を！」 

 「わたしたちと水」 

 「なるほど！生物多様性」 

 「知っていますか？外来生物」 

・夏休みこども教室 

循環型社会 ・ものを大切にする 

・３Ｒの大切さを知る 

・資源回収、美化活動、地

・学校で環境表室 

 「ごみとリサイクル」 

・クリーンセンター見学 
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域の清掃活動などに参加

する 

・親子リサイクル教室 

低炭素社会 ・省エネルギー活動を実践

する 

・地球温暖化について理解

する 

・学校で環境教室 

 「地球温暖化防止と省エネ活動」

持続可能な社会 ・ＥＳＤへの理解を深める  

 

 

３ 中学校期 

  中学校期は子どもと大人の中間的な成長段階で、 

自我が強まる時期といえます。地球規模の環境問題 

や世界の人々に興味・関心を持ち、環境問題の相互関係について把握する力や問題

解決能力を養っていくとともに、環境問題について自ら考え、より主体的な環境保

全活動を実践できる力を養っていくことが大切です。 

分 野 行動指針 事  業 

自然共生社会 ・生物を育て、命の大切さ

を知る 

・生物多様性やつながりに

ついて理解を深める 

・野外活動、緑化活動に参

加する 

・学校で環境教室 

 「なるほど！生物多様性」 

 「知っていますか？外来生物」 

 

循環型社会 ・３Ｒの大切さを知る 

・資源回収、美化活動、地

域の清掃活動などに参加

する 

 

低炭素社会 ・省エネルギー活動を実践

する 

・地球温暖化について理解

する 

・学校で環境教室 

 「地球温暖化防止と省エネ活動」

持続可能な社会 ・ＥＳＤへの理解を深める  
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４ 若年期（高校・大学・社会人） 

高校・大学期は、自立心が高まる時期でもあります。環境問題を理論的に学び、

地球規模での環境問題について理解を深めるなど、幅広い視点を持つとともに、ボ

ランティアとして環境保全活動に参加するなど、環境問題に意欲的に取り組む態度

や知識、技能を身に付けていくことが大切です。 

分 野 行動指針 事  業 

自然共生社会 ・生物多様性やつながりに

ついて理解を深める 

・野外活動、緑化活動に参

加する 

・主体的な環境保全活動を

行う 

・高校生向け環境教室 

・自然体験活動リーダー養成講座 

・大学生による環境教室 

循環型社会 ・３Ｒの大切さを知り、実

践する 

・地域の清掃活動などに参

加する 

・高校生向け環境教室 

・大学生による環境教室 

低炭素社会 ・省エネルギー活動を実践

する 

・地球温暖化について理解

する 

・エコドライブ、アイドリ

ングストップを実践する

・高校生向け環境教室 

・大学生による環境教室 

持続可能な社会 ・ＥＳＤへの理解を深める

・環境に配慮した行動を実

践する 

 

 

 

５ 中高年期（社会人） 

中高年期においては、環境問題について総合的な視点から環境問題を捉え、それ

ぞれの経験や立場に応じて、生活全般において主体的に環境に配慮した行動を実践

し、持続可能な社会づくりに参画し行動することが求められます。 

分 野 行動指針 事  業 

自然共生社会 ・野外活動、緑化活動に参

加する 

・主体的な環境保全活動を

行う 

・環境教育サポーター育成講座 

・自然保護活動者養成講座 

循環型社会 ・３Ｒを実践する 

・地域の清掃活動などに参

・環境教育サポーター育成講座 

・親子リサイクル教室 
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加する 

低炭素社会 ・省エネルギー活動を実践

する 

・エコドライブ、アイドリ

ングストップを実践する

・環境教育サポーター育成講座 

持続可能な社会 ・ＥＳＤへの理解を深める

・環境に配慮した行動を実

践する 

・環境教育サポーター育成講座 

 

 

６ 高齢期 

  高齢期においては、比較的自由に使える時間が多くなり、環境教育や環境保全活

動に積極的に参画する人が増える時期でもあります。今まで培ってきた環境に関す

る知識や技術を活かし、次世代に伝えていくとともに、環境教育の指導者としての

役割が期待されます。 

分 野 行動指針 事  業 

自然共生社会 ・野外活動、緑化活動に参

加する 

・主体的な環境保全活動を

行う 

・環境教育サポーター育成講座 

 

循環型社会 ・３Ｒを実践する 

・地域の清掃活動などに参

加する 

・環境教育サポーター育成講座 

・親子リサイクル教室 

低炭素社会 ・省エネルギー活動を実践

する 

・エコドライブ、アイドリ

ングストップを実践する

・環境教育サポーター育成講座 

持続可能な社会 ・ＥＳＤへの理解を深める

・環境に配慮した行動を実

践する 

・環境教育サポーター育成講座 
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６ 年代に応じた環境教育の体系図 

 年代に応じた継続的な環境教育を図にまとめると、下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　・おかざきエコプロジェクト ・学校で環境教室 ・学校で環境教室 ・学校で環境教室

　　「川のいきものハカセ」 　「ホタル学校」 　「わたしたちと水」 　「生物多様性」

　　「森のめいたんてい」 　「生物多様性」

　「外来生物」

　「ホタル学校」

・夏休みこども教室

　・おかざきエコプロジェクト ・親子リサイクル教室 ・学校で環境教室

　　「リサイクルだいさくせん」 　「ごみとリサイクル」

・クリーンセンター見学

・親子リサイクル教室

　・おかざきエコプロジェクト ・学校で環境教室 ・学校で環境教室

　　「もったいない」 　「地球温暖化防止」 　「地球温暖化防止」

循環型社会

低炭素社会

持続可能な社会

行動指針

行動指針

行動指針

環境教育事業

環境教育事業

環境教育事業

自然共生社会

行動指針

環境教育事業

中学校期
　　　　　　年　代

　分　野
幼児期（保育園・幼稚園） 小学校期

岡崎市環境学習プログラムに基づく体系的な環境教育を実施

省エネルギー活動を実践する

生物を育て、命の大切さを知る

自然や生物にふれあう

ものを大切にする

　　　　

３Ｒの大切さを知る

地球温暖化について理解する

ＥＳＤへの理解を深める

野外活動、緑化活動に参加する

生物多様性やつながりについて理解を深める

資源回収・美化活動などに取り組む
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・高校生向け環境教室※ 　・自然体験活動リーダー ・環境教育サポーター養成講座※

　　養成講座 ・自然保護活動者養成講座

　・大学生による環境教室※

・高校生向け環境教室※ 　・大学生による環境教室※ ・環境教育サポーター養成講座※

・高校生向け環境教室※ 　・大学生による環境教室※ ・環境教育サポーター養成講座※

・環境教育サポーター養成講座※

※重点プログラムに基づき新規で実施する事業

高齢期
若年期 中高年期

高校期 大学期 社会人期

　地域の清掃活動などに参加する

３Ｒを実践する

主体的な環境保全活動を行う

環境に配慮した行動を実践する

エコ通勤、アイドリングストップを実践する
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  ５５－－２２  協協働働のの推推進進  

市民、市民団体、学校、事業者、行政等の各主体が相互に協力し補完し合い、効率

的かつ効果的な取組を実施することができるように、協働取組を推進するための仕組

づくりを進めていきます。 

  

１ 環境教育支援団体の活動支援 

  市民を対象とした講座や体験活動、施設見学等を実施する市民団体、事業者、大

学等を環境教育支援団体として登録し、それぞれの得意分野を活かした環境教育活

動の支援と協働取組を推進します。 

  また、支援団体間の意見交換や交流の機会の充実を図り、あらゆる主体の参画と

協働による環境教育推進の体制づくりを進めていきます。 

 

 

２ 環境教育サポーターの育成 

環境問題に関する正しい知識と、環境教育を行うためのノウハウを身に付けるた

めの育成講座を実施し、地域における環境教育を担う環境教育サポーターの育成を

図ります。 

市は、受講者に対して自主的な活動の支援だけでなく、保育園、幼稚園、学校等

を対象とした出前講座への参加や、環境教育支援団体に関する情報提供など、活動

機会の拡大や交流の充実を図ります。 

 

 

３ 体験の場の効果的な活用 

環境教育の体験の場として、豊かな自然環境や既存の施設などの拠点を活用した

環境教育を推進するとともに、それらの情報を市民に分かりやすく発信します。ま

た、拠点間の連携だけでなく、支援団体の保有する施設やフィールドなどとも連携

を図り、より効果的な環境教育が実施できる体制を整備していきます。 

「環境教育等促進法」第 20 条に定める、市民団体や事業者が提供する自然体験活

動などの「体験の機会の場」の市長による認定について、本制度の活用方法を市民

団体や事業者と情報交換し検討していきます。 

 

 

４ 情報の収集と発信 

  市の取組だけでなく、環境教育支援団体が実施する環境教育活動の募集情報や環

境教育サポーターによる活動事例、体験の場の情報など、環境教育に関する幅広い

情報を集約し、様々な主体の環境教育に活用できるようホームページなどで分かり

やすく発信します。  
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  ５５－－３３  計計画画のの進進捗捗管管理理    

１ 庁内の体制 

庁内の連携体制として、環境部、こども部、教育委員会事務局の関係課で構成さ

れる「岡崎市環境教育推進計画策定連絡会議」を設置しました。平成 26 年度以降は、

「岡崎市環境教育推進連絡会議」として、保育園、幼稚園、学校等による環境教育

に関する情報共有を図り、計画の進捗管理を行っていきます。 

 

■岡崎市環境教育推進（計画策定）連絡会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 実績報告書 

  環境教育等促進法第８条第５項に基づき、計画に基づいて実施された事業の実績

を、年度毎に報告書としてとりまとめて公表します。 

  また、実績報告書をもとに事業の進捗状況を評価し、次年度以降の実施内容、方

法、回数等に反映させていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【所掌事務】 

(1) 岡崎市環境教育推進計画の作成に関すること。 

(2) 環境教育の推進方法等に関すること。 

【構成課】 

 環境部：環境総務課、環境保全課、自然共生課、廃棄物対策課、ごみ対策課 

 こども部：保育課 

 教育委員会事務局：学校指導課 

重点プログラム及び 

各事業の年次計画 

計画に基づく 

事業の実施 

次年度の取組の 

見直し 

実績報告書による 

進捗評価 

Ａct 

見直し

Ｃheck

評価 

Ｄo 

実施 

Ｐlan

計画 


