
資料１－３   

担当部 担当課 令和２年度の取り組み

取り組み計画
（Ｐｌａｎ）

取り組み内容・成果及び評価
（Ｄｏ ・　Ｃｈｅｃｋ）

今後の見込み、改善策等
（Ａｃｔｉｏｎ）

A～D

評価がC又
はDの場合
は理由を記

入

取り組み計画
（Ｐｌａｎ）

ごみ焼却
から生み
出す電力
の活用

環境部
循環型社会
推進課

・清掃工場の余剰電力（再生可能エネルギー）を市内の公共施設
に供給する、電力の地産地消の推進
・節電支援システム導入による各公共施設への節電の推進

令和元年度、電力供給施設は小中学校５１校、公民館等の公共
施設６１箇所となった。また、出前授業では開成小学校、兵庫小
学校の４年生（計7クラス）を対象に実施し、環境教育の推進を
図った。

余剰電力を市内の公共施設に供給することで、更なる電力の地
産地消を進めると共に、小中学校への出前授業による環境教育
の推進及び節電支援システムによる公共施設の節電促進活動を
行う。

B
ごみ発電の余剰電力を市内の公共施設に供給して、電力の地産地
消を継続する。また、出前授業による電力の地産地消の広報活動
及び節電支援システムによる公共施設の節電促進活動を行う。

微細藻類
の培養に
よる資源
創出

企画調整部
バイオマス
産業推進課

・「さが藻類バイオマス協議会」による情報提供やビジネスマッチ
ング等の取り組みを継続するとともに、「さが藻類産業研究開発セ
ンター」における藻類培養や抽出などの研究・開発や、藻類が有
する成分の有効性の研究に取り組む。
・本年度、事業を開始する２つの植物工場への二酸化炭素の安
定供給に取り組む。
・新たな植物工場等の誘致や多方面でのバイオマス資源緒の活
用について、調査・研究を行う。

・協議会内に3つのワーキンググループ（商品開発、製造、農業）
を設置し、研究開発からのシーズと市場ニーズのマッチングを実
施した。
・事業を開始したJA全農、グリーンラボに対し、二酸化炭素の供
給配管を整備し、供給体制を整えた。
・二酸化炭素の農業利用を検討している事業者に対し、誘致活動
を実施した。

・協議会活動及びバイオマスの活用に関して、新型コロナウイル
スの影響により市場状況が変化する可能性があり、ニーズの変化
を注視しながら事業を進める。
・二酸化炭素の供給に関して、供給量の増加が見込まれるため、
関連部署と連携しながら安定的な供給を実施する。

A

・「さが藻類バイオマス協議会」による情報提供やビジネスマッチン
グ等の取り組みを継続するとともに、「さが藻類産業研究開発セン
ター」における藻類培養や抽出などの研究・開発や、藻類が有する
成分の有効性の研究に取り組む。
・既存の事業者に対する二酸化炭素の安定供給に取り組む。
・新たな植物工場等の誘致や多方面でのバイオマス資源の活用に
ついて、調査・研究を行う。

効率的な
資源の受
入れ

上下水道局
下水プロジェ
クト推進部

下水エネル
ギー推進室

[衛生センター関連]
・衛生センターの運用方法に関連した法的整備(条例改正の手続
き等)
・衛生センターと八田ポンプ場を接続する圧送管路の検討

[味の素関連]
・事業化に向けた協議の継続

【衛生センター関連】
・令和５年度のバイオマス受入に伴い、１２月に条例改正を可決
・衛生センターと八田ポンプ場を接続する圧送管路について、詳
細設計を実施

【味の素関連】
・味の素と随時、調整会議を実施
・味の素と諸富ポンプ場までの専用管布設について、ルート等を
検討
・令和２年３月に、地域バイオマスの利活用に関する覚書の締結

【予算確保対策】
・バイオマス事業の実施にあたり、集中的な投資が必要となること
から、国庫補助金の重点支援を受けるため、国土交通省の「下水
道リノベーション計画」に登録

【衛生センター関連】
・衛生センターし尿前処理施設の建設に伴い、運営方法等の調
整業務が発生する。

【味の素関係】
・引き続き事業関係者との協議を進めていく。

B

【衛生センター関連】
・衛生センターと八田ポンプ場を接続する圧送管路の整備
・衛生センターし尿前処理施設の設計、工事

【味の素関係】
・令和３年度当初の協定締結を目標に、関係者との協議を進めてい
く。
・味の素の専用管布設に対する技術支援

廃食用油
から精製し
たバイオ
ディーゼ
ル燃料の
活用

環境部
循環型社会
推進課

・回収した廃食用油から精製したバイオディーゼル燃料の活用
・新型車両に対応した次世代型バイオディーゼル燃料の精製装
置の導入

・新型車両に対応した次世代型バイオディーゼル燃料の精製技
術導入に向けた準備を進めた。
・新型の精製装置導入準備と併行して、100％バイオディーゼル
燃料（BDF）を精製し、市営バス１台、ごみ収集車２台、重機１台、
その他車両１台の計５台に使用した。
・設備更新時に、精製できず回収した廃食用油はボイラーの燃料
等必要とする事業者へ売却した。

・新たに設置した次世代型バイオディーゼル燃料精製置により精
製した燃料を交通局へ提供し、市営バスの燃料として使用するこ
とで、再生可能エネルギーの活用促進を図る。

B
新型車両に対応した次世代型バイオディーゼル燃料の精製と、市
営バスでの燃料使用による再生可能エネルギーの活用促進

食品リサイ
クルの促
進

環境部
循環型社会
推進課

市内での食品リサイクルの促進に向けた情報提供や支援等の実
施

・市内での食品リサイクル業創業の実現に向けて、堆肥製造の実
証実験及び成分分析、圃場試験等を行い、製品として有用なも
のと確認した。
・市が重要な課題としているもみ殻の処理について、もみ殻が事
業系生ごみと混合して堆肥の原料として使用できるかどうかの実
証試験を行った。結果は、木チップと比較して、消臭効果は劣る
ものの、原料としては十分に使用できることが確認できた。

・市内での食品リサイクル業創業の実現に向けた実証実験等が
終了したことを受けて、今後事業化に向けた用地確保や関係法
令等の許可などへの相談の対応、さらには出口戦略等の支援を
行う。
・もみ殻は現在無償での引き取りとなっていることから事業採算性
を考えると今後の課題と考える。

B 市内での食品リサイクルの促進に向けた情報提供や支援等の実施

　環境基本計画に掲げる基本目標横断プロジェクトの取り組み

プロジェクト

令和元年度の取り組み状況　（実績） 自己評価

①
バ
イ
オ
マ
ス
産
業
都
市
さ
が
の
構
築

ごみ処理施設や下水
処理施設などの既存の
施設を活用して新たな
エネルギーや資源を創
出し、バイオマスを活用
したまちづくりを推進す
る。
併せて、行政が公平な
立場で仲介役を果た
し、バイオマスの活用
に関する官民や民民の
連携を実現していくこと
を基本的な手段とし
て、経済性が確保され
た中でバイオマスの活
用を推進する一貫シス
テムの構築に取り組ん
でいく。

評価の目安
A：計画通り
に実施し、
非常に良好
な実績を得
られた。
B：計画どお
りに実施で
きた。
C：一部計画
通りに実施
できなかっ
た。
D：計画の見
直しが必
要。
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担当部 担当課 令和２年度の取り組み

取り組み計画
（Ｐｌａｎ）

取り組み内容・成果及び評価
（Ｄｏ ・　Ｃｈｅｃｋ）

今後の見込み、改善策等
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は理由を記

入

取り組み計画
（Ｐｌａｎ）

プロジェクト

令和元年度の取り組み状況　（実績） 自己評価

子どもから大人まであら
ゆる年齢層に応じた学
習ができる仕組みづく
りを行うことにより、体系
的な環境教育を推進す
る。 １.佐賀市

学校版環
境ISO

環境部
教育部

環境政策課
学校教育課

・担当教員を対象に、各種研修会を実施する。
・全53校を訪問または書類で審査し、取り組みの状況を確認す
る。
・社会科副読本「くらしとごみ」を作成し小学４年生に配布する。
・子ども環境ポスター展を実施する。
・子ども環境活動発表を実施する。
・表彰事業（ISO活動が盛んな学校を表彰する）
・希望するすべての学校に対してISO認定校の看板を設置及び
修繕をする。
・小中学校の清掃工場見学時のバス借上料の一部を負担する。
・今後学校が実情に応じて実施していくことができるように、報告
書や審査方法等について改善の視点をもって、今年度事業を実
施していく。

・環境教育担当者研修会を実施した。（4/25　参加者46人）
・環境教育指導者研修会を実施した。（8/2　参加者13人）
・14校を更新審査（訪問審査）し、取り組みの状況を確認した。
・36校を報告審査（書類審査）し、取り組みの状況を確認した。
・要望のあった学校のISO認定校の看板を製作した。（3校）
・社会科副読本「くらしとごみ」を作成し小学４年生に配布した。
・子ども環境ポスター展を実施し、エコプラザ、佐賀市役所市民
ホール及び市立図書館で入選作品を展示した。（応募：344点）
・子ども環境活動発表を実施した。（1/29　3校発表）
・ISO活動が盛んな学校を3校表彰した。
・小中学校が清掃工場を見学する際のバス借上料の一部を助成
した。(45台分）

・佐賀市学校版環境ISO制度について、要綱等を見直し、手続き
等の事務を簡素化することで取り組みやすくする。
・小中学生を中心とした環境教育が推進されるよう、例年の取り組
みを継続する。
・各校の特色ある取り組みを発信する場を検討する。
・SDGｓと関連した環境学習を推進する。

A

・全53校を訪問または書類で審査し、取り組みの状況を確認する。
・社会科副読本「くらしとごみ」にSDGｓに関する内容を加え、小学４
年生に配布する。
・子ども環境ポスター展を実施する。
・希望する学校に対してISO認定校の看板を設置及び修繕をする。
・小中学校の清掃工場見学時のバス借上料の一部を負担する。
・各学校の特色ある取り組みを発信する。
（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため各種研修会の開催は
中止）

２．佐賀環
境フォーラ
ム

環境部 環境政策課

・環境分野に関する講義を12回開催する。
・体験講座を2回開催する。
・現地見学会を1回開催する。
・さが環境フェスティバルに出展する。
・最終報告会を開催する。

・環境分野に関する講義を12回開催した。
　（延べ受講者数：　一般・法人271人　学生476人）
・ごみと自然環境をテーマに体験講座を各1回開催した。
　（延べ受講者数：　一般・法人15人　学生68人）
・現地見学会として、九州積水工業㈱及び大和ハウス工業㈱佐
賀支店を視察した。
　（参加者：　一般7人　学生29人）
・さが環境フェスティバルにグループワークショップが出展し、各グ
ループの活動発表を行った。（総入場者数：12,971人）
・グループ型とインターンシップ型のワークショップを実施し、最終
報告会を開催した。（グループ型：3グループ　インターンシップ
型：3団体）

・講義、体験講座、現地見学会、ワークショップは、継続して実施
する。 A

・環境分野に関するオンライン講義を開催する。
・体験講座を開催する。
・現地見学会を開催する。
・さが環境フェスティバルに出展する。
・最終報告会を開催する。
（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一部内容を変更して実
施）

３．「トンボ
王国さが」
づくり

環境部 環境政策課

・自然観察会「さがの生き物さがし2019」
・トンボ写真コンクール　作品募集し、入賞作品でカレンダーを作
製する。
・ミヤマアカネの保全活動実施
　小学校事前学習、草刈り、草搬出、観察会
・白石原湿原の維持管理を行う。

・自然観察会「さがの生き物さがし2019」を開催した。
  7/6（31人）、8/24（30人）、9/28（27人）、10/26（28人）
・トンボ写真コンクールを実施し、エコプラザ、佐賀市役所市民
ホール及び市立図書館で入選作品を展示した
　応募総数：700点（県内252点、県外448点）
・写真コンクール入賞作品を掲載したカレンダーを製作した。
（1,200部）
・県準絶滅危惧種のトンボ「ミヤマアカネ」を保全するため、地元
小中学生と共に生息地を整備した。これに合わせて、事前学習や
観察会を行った。
・白石原湿原の維持管理を行った。
・小冊子「さがしのとんぼ」を配布した。

・トンボに限らず、本市の自然や生き物を広く扱った観察会を企画
する。
・今後も引き続きトンボなどの生き物を通して、市民が自然に親し
める事業を実施する。

A

・自然観察会「さがの生き物さがし2020」を開催する。
・トンボ写真コンクールを開催し、入賞作品でカレンダーを作製す
る。
・ミヤマアカネの保全活動を実施する。
　小学校事前学習、草刈り、草搬出、観察会
・白石原湿原の維持管理を行う。
（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一部内容を変更して実
施）

環境部
循環型社会
推進課

・3Ｒの推進はもとより、バイオマスや自然環境など、様々な環境問
題が自分の生活と深く関わりのあることを実感してもらうための施
設見学の実施。
・施設見学の機会が少ない中高大学生への環境教育のきっかけ
づくりと、ごみ処理体験による意識高揚を目的とした職場体験学
習の受け入れ。

・市内外の小学生を始め、大学、地域団体、企業・行政視察等の
施設見学を受け入れた。　見学者数：7,037名
・施設見学者の都合や希望に合わせて、複数ある見学ゾーンの
組み合わせを臨機応変に行い、リピーターにも対応した。
・中学生の職場体験学習として、リサイクル工場での選別体験を
受け入れた。　受入人数：3名
・大学生の職場体験学習として、エコプラザでの環境啓発講座や
イベントの対応体験を受け入れた。　受入人数：5名

・今後も、社会科見学の小学生を始め、各種団体の施設見学を
受け入れ、様々な環境問題が自分の生活と深く関わりのあること
を実感してもらう。
・今後も、施設見学者の都合や希望に合わせて、複数ある見学
ゾーンの組み合わせを臨機応変に行い、リピーターにも対応して
いく。
・今後も、職場体験学習を受け入れることで、施設見学の機会が
少ない中高大学生への環境教育の契機とし、体験を通した意識
高揚を図る。

A

・3Ｒの推進はもとより、バイオマスや自然環境など、様々な環境問
題が自分の生活と深く関わりのあることを実感してもらうための施設
見学の実施。
・施設見学の機会が少ない中高大学生への環境教育のきっかけづ
くりと、ごみ処理体験による意識高揚を目的とした職場体験学習の
受け入れ。

環境部

環境政策課
循環型社会
推進課
環境保全課

環境学習の拠点施設であるエコプラザの利活用促進と環境教育
の推進を目的として、3Ｒの推進はもとより、自然環境や生活環
境、バイオマスなど、様々な環境問題をテーマとしたイベントやそ
の他イベントを実施する団体の誘致に努める。

環境教育用のパネル展示や、「低炭素型社会」、「循環型社会」、
「自然共生型社会」、「生活環境」などに関する環境啓発イベント
を実施した。
　・花王国際こども環境絵画展示195名
　・SDGsシールラリー195名
　・新春クイズラリー206名

今後も、各種団体のイベントを誘致し実施することで、これまで環
境問題にあまり関心がなかった層にも環境問題に触れる機会を
作り、エコプラザの利活用促進と環境教育の推進を図る。

A

環境学習の拠点施設であるエコプラザの利活用促進と環境教育の
推進を目的として、3Ｒの推進はもとより、自然環境や生活環境、バ
イオマスなど、様々な環境問題をテーマとしたイベント等を開催する
とともに、各種団体等が実施する環境イベント等の誘致に努める。

環境部
循環型社会
推進課

エコプラザの再生ゾーンを中心に、3Ｒの推進と意識高揚を目的と
した各種講座やイベント等の実施。

エコプラザの再生ゾーンにおいて、リユース品やリペア品の販売
を行うとともに、3Ｒに関する講座やイベント（エコマーケット等）を
開催した。
　・3Rに関する講座：70回443名
　・エコマーケット、おもちゃ病院、エコプラザ祭り、防災イベント
等：25回6,497名
　・リペア・レンタル等：72回207名

今後も、エコプラザの再生ゾーンにおいて、リユース品やリペア品
の販売を行うとともに、3Ｒに関する講座やイベント（エコマーケット
等）を開催し、参加者の意識高揚を図る。

A
エコプラザの再生ゾーンを中心に、3Ｒの推進と意識高揚を目的とし
た各種講座やイベント等の実施。

企画調整部
バイオマス
産業推進課

・市民、団体、企業等の視察を数多く受け入れ、佐賀市の取組み
を紹介することで「バイオマス産業都市さが」の認知度向上を図
る。
・進出企業の施設も活用した環境教育を実施する。

・市民、団体、企業等に対し視察を１４２件（１６７１人）、出前講座
を２件（１３５人）実施した。

・新型コロナウイルスの影響により視察を中心とした発信業務が難
しくなっているが、状況を踏まえながら可能なことから実施する。

A
・市民、団体、企業等の視察を数多く受け入れ、佐賀市の取組みを
紹介することで「バイオマス産業都市さが」の認知度向上を図る。
・進出企業の施設も活用した環境教育を実施する。

②
環
境
教
育
の
推
進
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担当部 担当課 令和２年度の取り組み

取り組み計画
（Ｐｌａｎ）

取り組み内容・成果及び評価
（Ｄｏ ・　Ｃｈｅｃｋ）

今後の見込み、改善策等
（Ａｃｔｉｏｎ）

A～D

評価がC又
はDの場合
は理由を記

入

取り組み計画
（Ｐｌａｎ）

プロジェクト

令和元年度の取り組み状況　（実績） 自己評価

②
環
境
教
育
の
推
進

５．佐賀市
環境保健
推進協議
会の取り
組み

環境部 環境政策課

・市内各校区自治会を実践本部とし、単位自治会を支部として組
織する「佐賀市環境保健推進協議会」が行う環境美化やごみ減
量などの実践活動や啓発活動への支援。
～以下、平成30年度の具体的な取り組み～
・先進地視察研修（7月）
・佐賀市環境保健推進大会（1月末）
・環境保全、ごみ対策、健康推進の部会活動（各2回）
・各実践本部及び支部における活動（年間）

・生活環境の保全及び浄化、健康で住みよいまちづくりに寄与す
ることを目的として、佐賀市環境保健推進協議会及び各校区実
践本部、各支部の活動に対して補助金を交付することにより、地
域住民が地域の実情に合った環境保全活動や健康づくり等の活
動を実践した。
・協議会活動として、環境保全や循環型社会の推進に関する視
察研修を実施した。（参加者：51人）
・環境保全、ごみ対策、健康推進の各部会において、活動を企画
し、実践活動を実施した。（企画：4回、参加者82人　実践活動：6
回、参加者：180人）
・佐賀駅周辺の路上喫煙禁止キャンペーンに参加し、路上喫煙
禁止区域について普及啓発を行った。（実施日：11/11　参加：4
人）
・佐賀市環境保健推進大会を開催し、環境保全や健康づくりへの
功労者表彰と環境保全に関する講演会を実施した。（実施日：
1/29　参加者：595人）

環境保全、健康保健に関する事業は、地域での住民活動を促す
意味からも続けることが不可欠であるため、今後も継続予定。
・視察研修の実施。
・佐賀市環境保健推進大会を開催し、環境保全や健康づくりへの
功労者の表彰、環境講演会を実施予定。
・各部会において、活動の企画及び実施。
・各実践本部及び支部において、地域住民が地域の実情に合っ
た環境保全活動や健康づくり等の活動を実施。

A

・市内各校区自治会を実践本部とし、単位自治会を支部として組織
する「佐賀市環境保健推進協議会」が行う環境美化やごみ減量な
どの実践活動や啓発活動への支援。
～以下、令和元年度の具体的な取り組み～
・先進地視察研修（未定）
・佐賀市環境保健推進大会（2月上旬）
・環境保全、ごみ対策、健康推進の部会活動（各2回）
・各実践本部及び支部における活動（年間）

６．ラム
サール条
約登録湿
地「東よか
干潟」を活
用した環
境教育

環境部 環境政策課

◆東よか干潟ラムサールクラブ活動の運営
◎クラブ員：子ども（小4～中3）24名、大人10名
・東よか干潟周辺の生き物調査、海岸清掃活動、海岸漂着物調
査、野鳥観察、他の湿地との交流等、6回程度の活動を予定。

◆小中学校による東よか干潟での学習に対する支援
・バス借り上げ料の一部を市が負担
・事前学習のためのパンフレット等の配布
・現地ガイドを手配し案内・説明を行うことによる効果的な学習を
支援

◆東よか干潟ボランティアガイドの運営
◎ガイド数：25名
・平成30年度に配備した外国人対応のための翻訳機、来訪時に
は観ることができない風景や動植物をみせるためのタブレット端
末を活用したガイドを実施し、来訪者の満足度向上とリピーターの
確保を図る。
・専門知識の取得のため、佐賀大学や専門家による講座を実施
し、ガイド時のスキル向上を図る。
※令和2年度に開館予定の東よか干潟拠点施設におけるガイド
体制や施設の利活用について協議や準備を行う。

●東よか干潟ラムサールクラブの活動
○クラブ員：子供（小4～中3）24人、大人9人
・東よか干潟周辺での生き物調査、海岸清掃活動、野鳥観察、他
の湿地との交流等6回の活動を実施

●市内小中学校の東よか干潟での学習支援
・３校分３台１１４人

●東よか干潟ボランティアがどの運営
〇ガイド員数２５名
・ガイド利用者数４９７８人

ラムサールクラブ及びボランティアガイドは令和２年秋に開館する
東よか干潟ビジターセンターを核として継続して実施する。
東よか干潟での学習支援も継続実施とするが、ビジターセンター
を活用し、積極的な支援を行う。

A

◆東よか干潟ラムサールクラブ活動の運営
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和2年度の活動を中
止。ただし、東よか干潟ビジターセンターにおいて子ども達の環境
学習の機会を提供する。

◆小中学校による東よか干潟での学習に対する支援
・バス借り上げ料の一部を市が負担
・事前学習のためのパンフレット等の配布
・現地ガイドを手配し案内・説明を行うことによる効果的な学習を支
援

◆東よか干潟ボランティアガイドの運営
◎ガイド数：25名
・ビジターセンターの利活用と併せ、施設内外でのガイダンスを行
う。
・専門知識の取得のため、佐賀大学や専門家による講座を実施し、
ガイド時のスキル向上を図る。

◆高校との連携
・これまで小中学校・佐賀大学とは環境保全や学習の面において連
携が図られているが、その隙間である高校世代との連携を図ること
により、子どもから大人までの学習体系が形作られる。具体的な連
携については高校の生物部等による干潟の生き物調査、その調査

環境部
循環型社会
推進課

日常生活で気軽にできるごみ減量について実践してもらうことで、
ごみ問題を身近なものとしてとらえてもらうための「高校生エコチャ
レンジ」の実施。

・市内の高校を対象に、日常生活で気軽にできるごみ減量につい
て、任意の2週間取り組む「高校生エコチャレンジ」を実施した。
　参加校：県立高校4校（1,035人）

今後とも、市内の高等学校に通学する高校生を対象に「高校生エ
コチャレンジ」を実施することで、ごみ問題を身近なものとしてとら
えてもらう。

A
日常生活で気軽にできるごみ減量について実践してもらうことで、ご
み問題を身近なものとしてとらえてもらうための「高校生エコチャレン
ジ」の実施。

環境部
循環型社会
推進課

地域や事業所など、様々な場所での環境教育の場の提供を目的
とした出前講座の実施。

・地域や事業所等において、ごみの分別や食品ロス、外国人のた
めのごみ出し講座、海洋プラスチック問題、電力の地産地消な
ど、市の取り組みを紹介する出前講座や小学校への出前授業を
実施した。　開催回数：40回1,480人
・生ごみの堆肥化や古紙の分別による減量方法について、体験
型講座や相談・サポートを実施した。
　講座開催回数：66回、サポート実施件数：312件

今後も、地域や事業所等を対象とした出前講座を実施すること
で、様々な場所での環境教育の場の提供に努める。

A
地域や事業所など、様々な場所での環境教育の場の提供を目的と
した出前講座の実施。

環境部
循環型社会
推進課

今後の環境教育のあり方や進め方等について協議する環境教育
連絡会議の開催。

エコプラザ定例会において、環境教育の具体的な方法等につい
て協議しながら各種環境教育事業を実施した。
開催回数：12回

今後も、環境教育のあり方や進め方等についても協議していく。 A 今後の環境教育のあり方や進め方等について協議する。

全庁 各課

保育所、幼稚園、公民館や事業所など、市民のライフステージに
合わせた多様な環境教育の実施。特に、環境教育を受ける機会
が少ない幼児や高校生に対して、効果的な環境学習の手法等を
検討し、機会の創出に努める。

上記の取り組みのほか、緑化教室や自然体験、農業体験、植樹
イベントなど、環境や自然に関連する事業を行う各部署において
環境教育を実施。

引き続き、市民が自然に親しみ、環境配慮の意識が高まるような
環境学習の機会を提供する。

-

保育所、幼稚園、公民館や事業所など、市民のライフステージに合
わせた多様な環境教育の実施。特に、環境教育を受ける機会が少
ない幼児や高校生に対して、効果的な環境学習の手法等を検討
し、機会の創出に努める。

子どもから大人まであら
ゆる年齢層に応じた学
習ができる仕組みづく
りを行うことにより、体系
的な環境教育を推進す
る。

７．その他
の環境教
育
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