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□現状と課題

　　私たちは、化石燃料をはじめとした、地球上の様々な資源を利用して環境に負荷をかけながら生

活しています。私たちの行動が地域や地球の環境に影響を与え、環境の悪化もまた私たちの生活に

影響を与えており、その関係は切り離すことができません。

　　先人から引き継いできた本県の豊かな環境を保全し、さらに次世代に引き継ぐため、一人ひとり

の県民やそれぞれの事業者が、自らが環境保全の担い手であるとの自覚を持ち、ライフスタイルや

ビジネススタイルの変革を進めていくことが必要です。

　　そのためには、問題の本質や取組の方法を自ら考え、解決する能力を身につけ、自ら進んで環境

問題に取り組む人財の育成が重要であり、また、環境配慮に取り組む家庭や事業者などが相互に連

携・協力し、楽しみながら環境に配慮した取組を継続できる仕組みを社会全体で作り上げていく必

要があります。

　　さらに、環境保全の問題意識や取組を引き出す役割は、家庭、学校、職場などのあらゆる主体が

担っており、各主体の取組を一過性に終わらせるのではなく、持続した取組として、それぞれの活

動の場で定着していくような環境づくりが求められています。

政策６ 社会全体で環境配慮に取り組む人づくりと仕組みづくり

１　子どもから大人まで環境配慮に取り組む人づくり

２　家庭や事業所における環境配慮行動を促す取組と仕組みづくり

３　環境情報の提供と環境活動のネットワークづくり

【 求められる施策 】
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政策６施策１

□現状と課題

　　家庭ごみの増加、地球温暖化などの今日の環境問題は、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会

経済システムが大きな要因となっており、その解決には、県民一人ひとりが日常生活を見直し、環

境への負荷が少ないライフスタイルに転換していくことが必要です。

　　そのためには、私たち自身が、環境の中で生き、その恵みを受けて生活していることを実感し、

私たちの行動に伴う環境負荷が地域や地球の環境に影響を及ぼしていることを理解する必要があり

ます。また、こうした実感や理解を基に、環境問題の本質や取組の方法を自ら考え、環境配慮の取

組を実践していくことのできる人財を育成していくことが重要であり、そのためには環境教育・学

習の取組を推進していくことが必要です。

　　さらに、私たち一人ひとりが社会の課題と身近な暮らしを結び付け、自らが地域の価値を見つめ

直し、持続可能な未来や社会づくりのために行動できる人づくりが大切であり、これを目指す「持

続可能な開発のための教育（ＥＳＤ※１）」の視点を取り入れた環境教育や環境保全活動が求められ

ています。

　　県では、これまで、地域の人財等を活用し、主に児童を対象とした環境出前講座を実施してきた

ほか、環境教育プログラムの拡充、こどもエコクラブ※２の活動支援などに取り組んできました

が、環境に配慮した取組がさらに広がっていくよう、今後も、子どもから大人までを対象とした幅

広い環境教育・学習機会の提供を進めていく必要があります。

　　また、効果的かつ持続的な環境教育・学習の促進のため、大学、ＮＰＯ、事業者など多様な主体

が協働した環境教育・学習機会の提供やその仕組みづくりに取り組んでいく必要があります。

※１　ＥＳＤ…Education for Sustainable Developmentの略で「持続可能な開発のための教育」と訳されています。ＥＳ

Ｄとは、環境、貧困、人権、平和など現代社会の課題を自らの問題として捉え、身近なところから取り組むことにより、

それらの課題の解決につながる新たな価値観や行動を生み出すこと、そしてそれによって持続可能な社会を創造していく

ことを目指す学習や活動のことです。

※２　こどもエコクラブ…地域における子どもたちの主体的な環境学習や活動を支援するため、国が平成７年度に創設した制

度で、幼児から高校生までなら誰でも参加できる環境活動のクラブです。仲間を集めて、こどもエコクラブ全国事務局に

登録すると、いつでも活動をスタートすることができます。

 

施策１ 子どもから大人まで環境配慮に取り組む人づくり
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□モニタリング指標　

指標名（単位） 平成（年度）

実績値

指標の説明と選定理由

1 こどもエコクラブ加入率（人口千対） 22 23 24 25 26

（青森県） 14.45 14.88 10.91 8.01 7.98

（東北六県平均） 8.80 9.06 6.59 4.40 3.59

環境配慮に取り組む人財を育成するためには、子どもの頃からの環境教育が重要であり、地域

において子どもたちが自主的な環境学習や実践活動に取り組んでいる状況を示す指標として、

こどもエコクラブ加入率を選定。

＊「人口推計（各年10月１日現在人口）」（総務省統計局）の20歳未満人口を母数として算出。

2 環境出前講座等受講者数（人） - - - 25 26

- - - 1,997 2,269

県では、子どもの頃から環境に関心を持ち、環境に配慮した人財を育成するため、児童向けな

どのプログラムを作成しており、その活用状況を示す指標として、学校や地域で実施する「環

境出前講座」や親子向けのプログラムなどに参加した児童等の数を選定。

3 環境教育に係る全体計画を作成している小中学校の割合（％）

小中学校における環境教育の取組状況を示す指標として、小中学校の各教科、道徳、外国語活

動、総合的な学習の時間、特別活動において、それらの特性に応じ、また、それらを相互に関

連させながら、環境教育に係る全体計画を作成している学校の割合を選定。

＊現状では、県内全ての公立小中学校の「環境教育に係る全体計画の作成率」について調査をし

ていないが、27年度からは県内全公立小中学校に対する調査を実施し、実態を把握する予定。

4 環境教育に関連した体験学習を実施した小中学校の割合（％）

小中学校における体験学習の取組状況を示す指標として、環境教育に関連した体験学習を実施

した小中学校の割合を選定。

＊現状では、県内全ての公立小中学校の「環境教育に関連した体験学習を実施した割合」につ

いて調査をしていないが、27年度からは県内全公立小中学校に対する調査を実施し、実態を

把握する予定。

□施策の概要

　　１　環境について考え、環境に配慮した取組を実践できる人財を育成するため、子どもから大人

までを対象に、環境教育・学習の機会の充実を図ります。

　　２　環境保全活動や環境教育・学習の担い手となる人財の育成を推進します。

　　３　自然体験活動等の機会の場の提供に係る認定制度※３を適切に運用します。

　新４　効果的かつ持続的な環境教育・学習の促進のため、大学、ＮＰＯ、事業者などが協働した環

境教育・学習機会の提供やその仕組みづくりを推進します。
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政策６施策１

□施策の展開方向

　重①　児童の学習段階に応じたプログラムや親子向けのプログラムなど、これまでに作成した教材

等を活用した環境出前講座や親子で楽しみながら環境について学べる機会の提供などにより、

省エネルギーや３Ｒの推進など環境にやさしいライフスタイルを実践できる人財の育成を推進

します。【環境政策課】

　　②　事業所や地域における子どもや親子向けなどの環境教育・学習活動の推進を図るため、「出

前トーク」による講師派遣や環境教育・学習に関する専門的知識と経験を有する人財を紹介す

るなどの支援に努めます。【環境政策課】

　　③　生物多様性の重要性について県民に理解を深めてもらうため、学校や家庭、地域における、

生きもの調査や水質調査などの体験型の自然環境教育活動を推進します。

 【自然保護課、学校教育課、生涯学習課】

　　④　リサイクル活動や生きもの調査など、地域において子どもたちが自主的な環境学習や実践活

動に取り組む環境活動クラブである「こどもエコクラブ」の結成、活動を促進するため、こど

もエコクラブに関する情報提供や活動状況の周知などに取り組みます。【環境政策課】

新・重⑤　環境教育を各教科等と関連付けて学校の教育計画の中に位置付け、一人ひとりの子どもが、

環境と人間との関わりについて関心と理解を深め、環境に対する豊かな感受性を養うことがで

きるよう、環境保全に主体的に取り組む態度の育成に努めます。【学校教育課】

新・重⑥　持続可能な社会の実現を目指し、児童生徒の発達の段階に応じて、現代社会の課題を自らの

問題として捉えられるよう、環境教育に係る直接的、具体的な体験学習を推進します。

 【学校教育課】

　　⑦　学校などが行う環境教育・学習活動に活用可能なプログラムや教材の整備と活用に努めま

す。【環境政策課、学校教育課】

　　⑧　県総合学校教育センターにおける研修等を通じて、教員の環境教育に係る資質の向上に努め

ます。【学校教育課】

　　⑨　自然体験活動その他の体験活動を通じて環境の保全についての理解と関心を深めるため、安

全対策が講じられることなどを要件とした認定制度を適切に運用します。【環境政策課】

新・重⑩　これからの環境保全活動や環境教育・学習の担い手となる若者を育成するため、大学、ＮＰ

Ｏ、事業者等が協働した環境教育・学習の仕組みづくりに取り組みます。【環境政策課】

　

※３　自然体験活動等の機会の場の提供に係る認定制度…「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律（平成23年

法律第67号）」において、新たに導入された制度です。

　　　土地又は建物の所有者等が、当該土地等を自然体験活動その他の環境保全の意欲の増進に係る体験の機会の場として提

供する場合に、一定の基準を満たしていることを条件に都道府県知事の認定を受けることができます。
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□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　環境教育・学習活動の機会や場の提供

◎　地域の環境保全をテーマとした出前講座等の実施

◎　地域の環境教育・学習活動を担う人財の発掘・育成

県 　 民 ◎　地域で行われる環境教育・学習活動への参加

◎　環境教育・学習活動で学んだことの家庭内での共有と実践

事 業 者 ◎　事業者の環境技術や事業活動における環境保全の取組を活用した地域の児童・

生徒等に対する環境教育・学習機会の提供

◎　事業所における環境保全活動を担う人財の育成

環境保全

団 　 体

◎　環境教育・学習活動機会の提供

◎　県や市町村、事業者等が行う環境教育・学習活動への支援

◎　地域における環境保全活動を担う人財の育成

学校等の

教育機関

◎　環境出前講座の利用などによる環境教育・学習活動の推進

◎　児童・生徒の自主的な環境保全活動の推進
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政策６施策２

□現状と課題

　　今日の環境問題は、私たちの日常生活や事業活動による環境への負荷が大きな要因となっている

ことから、一人ひとりの県民や各事業者が、日常生活や事業活動を見直し、環境への負荷が少ない

ライフスタイルやビジネススタイルに転換していくことが必要です。

　　私たちのライフスタイルやビジネススタイルを変えていくためには、自分たちの行動が環境にど

の程度の影響を与えているのかを把握し、さらに行動の変化による成果を知る「見える化」の取組

が重要です。

　　また、環境配慮への取組を一層促進していくためには、県民や事業者の環境に配慮した取組や製

品などを評価・周知し、日常生活や事業活動でそれらの製品やサービスが優先的に購入・利用され

るなど、県民や事業者の環境配慮を誘引する取組が重要であるとともに、家庭や事業者などが相互

に連携・協力し、楽しみながら環境に配慮した取組を継続できる仕組みづくりを進めていく必要が

あります。

□モニタリング指標　

指標名（単位） 平成（各年３月末現在）

実績値

指標の説明と選定理由

1 環境マネジメントシステム導入組織数

（事業所）

23 24 25 26 27

216 221 231 239 227

県内事業所における組織的な環境対策の取組状況を示す指標として、環境マネジメントシステ

ム（ISO14001、EA21、KESなど）を導入している県内の事業所数を選定。

2 あおもりＥＣＯにこオフィス・ショッ

プ認定事業所数（件）

23 24 25 26 27

264 299 631 832 849

環境に配慮した取組を実践している事業所の状況を示す指標として、省エネやレジ袋の削減な

どの取組を行っている事業所を県が認定する「あおもりECOにこオフィス」、「あおもりECO

にこショップ」の認定事業所数を選定。

□施策の概要

　　１　環境配慮行動の実践による成果や身近で効果的な取組事例の「見える化」などを通じて、県

民や事業所などによる環境にやさしいライフスタイル・ビジネススタイルの実践を促進しま

す。

　　２　事業所等による社会的責任に基づく環境保全の取組を促進します。

　　３　県民、事業者、地域が相互に連携・協力し、楽しみながら環境に配慮した取組を継続できる

仕組みづくりを推進します。

施策２ 家庭や事業所における環境配慮行動を促す取組と仕組みづくり
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□施策の展開方向

　　①　地球温暖化防止活動推進センターなどとの連携等による、楽しく、わかりやすく、親しみや

すいエコアクションの普及によって、県民の環境配慮行動の実践による二酸化炭素排出量・削

減量の「見える化」を図るとともに、家庭における継続的な省エネルギー活動を推進します。

 【環境政策課】

　　②　地域住民が集まるイベントなどの場において、二酸化炭素排出量・削減量の大きさを平易に

理解できるよう、身近な事柄を例とする分かりやすい情報提供に努めます。【環境政策課】

　　③　カーボン・オフセット※１の考え方や取組の普及を通じて、県民や事業者等による温室効果

ガスの排出削減の取組を推進します。【環境政策課】

　　④　環境負荷低減に資する製品・サービスを調達するグリーン購入への率先的な取組を通じて、

県民や事業者等によるグリーン購入の取組を促進します。【環境政策課】

　　⑤　事業者の事業活動から生ずる環境負荷の低減に向け、ＩＳＯ14001、エコアクション２１、

ＫＥＳ（ＡＥＳ）などの環境マネジメントシステム※２や環境会計※３の導入・運用を推進しま

す。【環境政策課】

　　⑥　省エネルギー、レジ袋削減、資源ごみの回収などを行っている事業者をエコ事業所・エコ

ショップとして認定し、優れた取組を行った事業所を表彰することにより、県内事業所の環境

配慮行動を促進します。【環境政策課】

　　⑦　事業者等に対する生物多様性民間参画ガイドライン（環境省作成）の普及に努めます。

 【自然保護課】

　　⑧　グリーン電力※４（熱※５）証書制度やＪ－クレジット制度※６など、再生可能エネルギーの創

出、温室効果ガスの削減プロジェクトに資金が還流する仕組みについての周知と制度の利用を

推進します。【環境政策課、林政課、エネルギー開発振興課】

　　⑨　県内金融機関等との連携強化を図り、県民や事業者等の環境保全に資する取組を金融面から

支える環境金融※７の取組を進めます。【環境政策課】

　重⑩　県民、事業者、学校、団体が相互に連携・協力しながら環境配慮行動に取り組む「あおもり

エコの環
わ

スマイルプロジェクト※８」の拡大を図ります。【環境政策課】

※１　カーボン・オフセット…日常生活や経済活動において避けることができないＣＯ２等の温室効果ガスの排出について、

まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても排出される温室効果ガスについて、排出量に見合った温室

効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方のことです。

※２　環境マネジメントシステム…企業などの事業組織が法令などの規制基準を遵守することにとどまらず、自主的・積極的

に環境保全のためにとる行動を計画・実行し、評価・点検する作業が一連の手続としてシステム化されたものを言いま

す。国際規格として「ISO14001」が定められているほか、中小事業者向けの国内規格として環境省の「エコアクション

21」、地域独自のシステムである「ＫＥＳ（ＡＥＳ）」などが運用されています。国内規格の環境マネジメントシステム

は、導入・運用コストが相対的に安価とされています。

※３　環境会計…事業活動における環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を可能な限り定量的（金額又は数

量）に測定し、伝達する仕組みのことです。企業によって測定方法が異なり、統一された基準はないが、環境省がガイド

ラインを作成し、企業による環境会計の導入を促進しています。

※４　グリーン電力…風力、太陽、バイオマス、水力など、温室効果ガスや有害ガスの排出が少なく、環境への負荷が小さい

自然エネルギーにより発電された電気のこと、又はそのような電気を選んで購入できるプログラムのことです。電気とし

ての価値に加え、環境価値部分を評価して追加料金を払うことで、市場で競争力を持たせ、再生可能エネルギーを普及さ

せようとする考え方に基づいています。
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政策６施策２

※５　グリーン熱…バイオマス燃料や太陽熱、雪氷熱など自然由来の熱エネルギーのことで、グリーン電力の「熱」版の考え

方です。

※６　Ｊ－クレジット制度…中小企業等の省エネ設備の導入や森林管理等による温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジッ

トとして認証する制度であり、平成25年度から国内クレジット制度とオフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制度を一本

化し、経済産業省・環境省・農林水産省が運営しています。本制度により、中小企業・自治体等の省エネ・低炭素投資等

を促進し、クレジットの活用による国内での資金循環を促すことで環境と経済の両立を目指すものです。

※７　環境金融…個人や企業等の環境配慮行動を促進する金融機関による自主的な取組を指します。近年、国内外の金融機関

により、環境に配慮した取組を行う個人や事業者向けに、高い預金金利を設定した金融商品や低い貸出利息を設定した

ローンが開発されるなどしており、企業や個人の環境配慮行動を金融面でサポートする取組が広がっています。

※８　あおもりエコの環
わ

スマイルプロジェクト…41ページ図１参照。

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　製造から流通、販売、廃棄などの一連の過程における環境負荷の少ない商品・

サービスの優先購入・利用

◎　入札等において環境配慮や環境保全に積極的に取り組んでいる事業者を評価す

る仕組みの導入

◎　環境マネジメントシステムの率先導入

◎　カーボン・オフセットの普及啓発

県 　 民 ◎　環境家計簿の作成による家庭からの二酸化炭素排出量の把握

◎　製造から流通、販売、廃棄などの一連の過程における環境負荷の少ない商品・

サービスの優先購入・利用

◎　環境配慮や環境保全に積極的に取り組んでいる事業者の商品やサービスの優先

購入・利用

◎　カーボン・オフセットの取組を通じた温室効果ガスの排出削減

事 業 者 ◎　事業活動に伴う温室効果ガス排出量の把握

◎　製造から流通、販売、廃棄などの一連の過程における環境負荷の少ない商品・

サービスの優先購入・利用

◎　環境配慮や環境保全に積極的に取り組んでいる事業者の商品やサービスの優先

購入・利用

◎　事業規模や事業形態等に適した環境マネジメントシステムの導入

◎　環境会計の導入や環境報告書※９の作成

◎　「あおもりＥＣＯにこオフィス・ショップ認定」制度への登録

◎　生物多様性に配慮した事業活動の実施

◎　カーボン・オフセットの取組を通じた温室効果ガスの排出削減

◎　国内クレジット制度を活用した温室効果ガスの排出削減活動の実施

◎　オフセット・クレジット制度を活用した排出クレジットの獲得・販売

環境保全

団 　 体

◎　事業所が行う環境保全活動への助言・支援

◎　環境マネジメントシステム導入による効果の啓発や導入支援

※９　環境報告書…企業などの事業者が、経営責任者の緒言、環境保全に関する方針・目標・計画、環境マネジメントに関す

る状況（環境マネジメントシステム、法規制遵守、環境保全技術開発等）、環境負荷の低減に向けた取組の状況（ＣＯ２

排出量の削減、廃棄物の排出抑制等）等について取りまとめ、名称や報告を発信する媒体を問わず、定期的に公表するも

のです。
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□現状と課題

　　県民や事業者などの環境問題に対する理解を深め、環境に配慮した自主的な取組を促進していく

ためには、多様な情報が整理され、わかりやすく提供されることが重要です。

　　また、環境問題への関心が高まる中で、県民や事業者等から、環境保全に関する制度や施策をは

じめ、様々な環境情報の提供を求められるようになっており、「協働取組の推進に関する協定の届

出制度※１」の活用などに向けて、正確な情報を迅速かつ継続的に提供していくことが求められて

います。

　　県では、これまでもホームページや広報紙、メールマガジンなどを通じて、様々な環境情報を提

供してきましたが、環境については対象となる分野が広く、複数の部局や市町村等多くの行政機関

により多様な取組が行われているため、情報が点在してしまいがちなことが課題となっています。

　　このため、環境に関する情報を体系的に収集・整備し、一元的に提供するとともに、できるだけ

分かりやすく伝えていくことが求められています。

　　また、各主体による活動や研修・交流機会などを通じて形成されるネットワークや仲間は、さら

に取組を進める財産となるものであり、環境教育・学習や環境保全活動を一層推進するためのネッ

トワークづくりを引き続き進めていく必要があります。

※１　協働取組の推進に関する協定の届出制度…国民、民間団体等が協働取組の推進に関し協定を締結した場合に、当該協定

を都道府県知事に届け出ることができる制度で、協定の内容についてインターネット等を通じて公表することにより、国

民、民間団体等における協働取組に関する協定の締結が促進されることを目的としています。

□モニタリング指標　

指標名（単位） 平成（年度）

実績値

指標の説明と選定理由

1 環境の保全を図る活動を行うＮＰＯ法

人の数（団体）

22 23 24 25 26

87 94 103 109 115

県内の環境保全活動を担う団体の状況を示す指標として、県内ＮＰＯ法人のうち、環境の保全

を図る活動を行っているＮＰＯ法人の数を選定。

□施策の概要

　　１　地域の環境に関する情報や環境保全活動、環境保全団体に関する情報提供の充実を図りま

す。

　　２　各主体が協働した環境教育・学習や環境保全活動を推進するため、地域の環境保全活動を担

う環境ＮＰＯなどの団体と各主体とのネットワークづくりを推進します。

 

施策３ 環境情報の提供と環境活動のネットワークづくり
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政策６施策３

□施策の展開方向

　　①　県民等の環境問題に対する理解を深め、環境に配慮した取組を促進させるため、地域の人財

や環境の現状に関する情報、環境保全に関する制度・イベント等に関する情報の収集を進める

とともに、県民にとって分かりやすく、利用しやすいホームページの作成や各種媒体を活用し

た効果的な情報発信に努めます。【環境政策課】

　　②　環境ＮＰＯや行政、事業者等が参加する情報交換会を開催するなどして、環境保全に関する

ネットワークづくりを推進します。【環境政策課】

　　③　ＮＰＯの活動を支援するため、ＮＰＯの効果的な運営や活動資金・人財の確保等に係る情報

提供に努めます。【県民生活文化課】

　　④　環境保全に係る協働取組を推進するため、関係主体及び行政による協働取組に関する協定の

届出制度等について周知するとともに、適切に運用します。【環境政策課】

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　地域の環境に関する情報の収集・公表

◎　環境教育・学習活動や環境保全活動に関する情報の収集・提供

県 　 民 ◎　地域の環境に関する情報の収集

◎　環境教育・学習活動や環境保全活動に関する情報の収集と活動への参加

◎　環境ＮＰＯなど地域の環境保全活動に取り組む団体への参加

事 業 者 ◎　環境ＮＰＯなどが実施する地域の環境保全活動への支援

環境保全

団 　 体

◎　環境教育・学習活動や環境保全活動に関する情報発信

◎　環境保全に関する活動方針や組織、運営形態などに関する情報の公開

◎　環境配慮や環境保全活動に関する他の団体・主体とのネットワークづくり

◎　県や市町村等が開催する研修機会等への積極的な参加




