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「環境教育と環境経営で人材育成とネットワークづくり」 

～環境教育インストラクターの認定取得者と 

エコアクション２１の認証・登録事業者を増やす～ 

理事長 河野健三 

はじめに 

 １）KECA ニュースは本誌から外部向け広報誌と位置づけました。(今までは会

員向けの情報誌としての位置付けでした) 

特に本誌は号外として KECA の重点活動特集号として発行します。 

 ２）KECA にはこれまでに培われた 2 つの中核事業があります。1 つは環境省の 

人材認定事業である環境教育インストラクター応募資格取得セミナーであ

り、もう一つはエコアクション２１普及セミナーです。 

 ３）一方、3 月 4 日に県民センターで開催された市民環境活動報告会では国立環境研究所の江守正

多氏から COP21 パリ協定の長期目標を達成するためには“産業革命や奴隷制度廃止のような

社会の「大転換」が起きる必要がある”とのお話がありました。 

 ４）5 月 13 日の KECA 通常総会では 2017 年度の事業を進める中で、「新しい 

環境活動」の立ち上げをお約束し、神奈川県環境農政局環境計画課長の 

太田裕子様から県の地球温暖化対策計画及び環境教育事業について特別 

講演をしていただきました。県の環境教育への取組には環境・エネルギー 

学校派遣事業と神奈川県インターンシップ事業があります。 

 ５）以上の経緯を踏まえ、社会の「大転換」につながるような「新しい環境活動」 

を見据え、２）で述べた 2 つの中核事業を軸とした取組について述べます。 

１．環境教育インストラクターを増やす東海大学との取り組み 

 環境教育インストラクター応募資格取得セミナーは2010年から一般向けとして開催してきました。

今年からは一般向けに加えて、東海大学との連携により大学生のインストラクターを増やし、環境

教育の普及につながるような取組を進めていきます。環境カウンセラー(EC)の全国組織である EC

全国連合会(ECU)ではインストラクターを現在の 277 人から 1,000 人に増やすという目標を掲げ

ています。 

２．エコアクション２１(EA21)普及セミナーの展開拡大 

 KECA は神奈川県中小企業団体中央会の会員として長年に亘り EA21 普及セミナーに協力してい

ます。 昨年から更に認証事業者を増やすために KECA の地域活動の中心である支部を中心とし

た KECA 主催のセミナー開催も進めてきました。今後、EA21 中央事務局が掲げている認証・登

録事業者 30,000 件へ向けてセミナー内容の充実を含め取組んでいきます。 EA21 には大きな可

能性があります。EA21 を軸とした企業同士の連携・ネットワークづくり、今までお世話になって

きた中央会はもとより、行政・関係団体との連携から「新しい環境活動」を探っていきます。 

特別講演の太田課長 

NPO 法人 かながわ環境カウンセラー協議会 （KECA） 

ＫＥＣＡ ニュース ＝号外：重点活動特集＝ 

                              
【巻頭言】 
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～KECAのセミナー・イベント情報～ 

 (1)環境教育インストラクター応募資格取得セミナー 

   ・10 月 28 日(土)～29 日(日) 、かながわ県民センター。 

   ・2010 年から開催され今年 8 回目を迎える KECA のビッグイベント。 

   ・内容は「分野ごとのワークショップ」「受講者が講師の模擬授業」等実践重視のセミナー。 

(2)上記セミナーのフォローアップ研修会 

   ・環境教育インストラクター応募資格取得セミナーを受講された皆様のフォローアップ研修会。 

 ・9月 10日（日）、横浜市西区社会福祉協議会（フクシア）。 

(3)環境教育インストラクター公開講座 

   ・11 月 18 日(土)～12 月 9 日(土)（4 回）、東海大学湘南校舎。 

   ・西湘支部の早野木の美会員が 2010 年から東海大学で開講した環境カウンセラー講座を契機と 

    して東海大学生との交流が始まり本講座につながりました。東海大学主催の講座への協力。 

(4)環境経営(EA21)セミナー 

・8 月 3 日(木) 横浜会場。横浜商工会議所主催のセミナーへの協力。 

   ・11月に横須賀会場で開催予定。 

(5)化学物質セミナー 

   ・11 月 11 日（土）、横浜市西区社会福祉協議会（フクシア）。 

 

活動紹介(1) 「大学生が環境教育インストラクターを取得することへの期待」 石黒 芳樹 

 （環境教育インストラクターを増やす東海大学との取り組み） 

 

特定非営利活動法人環境カウンセラー全国連合会(ECU)

は、環境教育インストラクターの応募資格が得られる大

学の認定を行っています。この認定を受けた大学で環境

教育インストラクター応募資格取得セミナーを受講する

か、又は学科として環境カウンセラー講座及び環境体験

演習等を受講し、大学が発行する証明する書類を有する

大学生が環境教育インストラクターに応募できるように

なります。東海大学もその認定を受け、後者の条件のも

と環境カウンセラー講座の一環として公開講座を実施し

ます。 環境教育インストラクターで大切なことは、単に知識を伝えることではなく、そこから受講

者が環境に対する意識を持ち、行動に移すことです。 今、教育では、アクティブラーニングといい、

先生から生徒に一方的に教えるという授業に加え、生徒同士がディスカッションをしながら多様なも

のの見方を学ぶということが重要視されるようになってきました。 

 一方、2015 年、国連は「持続可能な開発目標(SDGs)」を採択しました。この目標の中には、環

境保全に関する内容が多数含まれています。これを受け、ESD(持続可能な開発のための教育)、環

境教育も新たな展開が始まろうとしています。 大学生が多数、環境教育インストラクターを取得す

ることに、私は期待を持っています。それは、彼らの若い発想や考え方で、SDGs のような新しい取

り組みが加速していくのではないかという点です。また、彼らとの学びを通じて、我々環境カウンセ

ラーも切磋琢磨していき、新たな時代に適応する KECA になることです。 



                                          KECA ニュース 号外  2017 年 8 月 14 日発行 

 

-3- 

 

活動紹介(2)エコアクション２１セミナー 

「エコアクション２１の普及促進」 野々村 信雄 

 

 エコアクション２１（略称 ＥＡ２１)とは環境省が策定した環境経営システムです。 

 この環境経営システムを構築、運用することにより本来業務の改善や環境負荷の削減をすると共に 

経費の節減や原価低減、生産性向上や品質の向上等、経営面の効果をもたらすことができます。 

 

◆２０１６年 エコアクション 21セミナーを開催しました！                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆環境の改善が経営面の効果と社会貢献に繋がります。 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
◆今後のＥＡ21普及施策概要 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

◆２０１７年のエコアクション 21セミナー開催予定 

 

 

■主催 ＫＥＣＡ                           ■後援 横須賀市 
■日時 ２０１６年５月２０日（金） １３：３０～１６：００ 
■会場 「ヴェルクよこすか」(福祉会館)   ■参加者 １０名  
○受講者アンケート結果抜粋 
・ＥＡ２１の取組及びＥＡ２１体験発表の説明は分かり易かった。 
・企業の体験発表を聞いて自社でも取組めそうだと思った。 

 
■主催 横浜商工会議所             ■協力 ＫＥＣＡ 
■日時 ２０１６年８月２４日（水） １３：３０～１５：３０ 
■会場 横浜商工会議所８０５会議室      ■参加者 ２１名  
○受講者アンケート結果抜粋 
・体験発表で具体的な改善事例も多く大変、参考になった。 
・ＥＡ２１の進め方や苦労点、従業員の意識の変化など参考になった。 

 

ＥＡ２１の説明風景 

■持続可能な社会の実現 

・持続可能な社会 

・低炭素社会 

・循環型社会 

・自然共生社会 

 

 

 

＜本来業務の改善＞ 
■環境配慮製品・サービスの提供 
■品質の向上  ■業務の効率向上 
■グリーン調達 

＜環境負荷の削減＞ 
■ＣＯ２削減  

◇使用電力 の削減 
◇ガソリン・軽油の削減 

■廃棄物の削減 ■排水の削減  
■化学物質の削減（管理） 

 

＜直接効果＞ 

■売上、利益の拡大 

■原価・経費の低減 

＜間接効果＞  

■企業イメージの向上 

■従業員の意識高揚 

■ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの改善 

 

社会貢献 環境の改善 経営面の効果 

地域のＥＡ21普及推進 

■地域と協働した取組 
ＫＥＣＡ支部 
・横浜・川崎・横三・湘南 
・県央・相模原・西湘 
 

■セミナー開催主体 
・行政・産業振興財団・商工会議所・大手企業等 

■横浜地区 
■２０１７年８月３日  
 
 

集客率のアップ 資料の充実 

■セミナー：経営者宛にチラシの配布 
■一般広報 
・ホームページ・リーフレットの活用 
・事務所でのＥＡ21説明・相談会 
 
 
 
 
 

■セミナー関連資料の整備 
・セミナー用資料 
・セミナー開催マニュアル 
■ＥＡ２１指導・審査用 
・ＥＡ21 用文書・記録 
・教育資料の整備 

 

 

 

 
■横須賀地区 
■２０１７年１１月予定  
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【会員紹介】 

湘南支部の中村城治と申します、宜しくお願い申し上げます。KECA には二年前に入会しました。

まだ新人会員です。環境カウンセラーの資格を取得したのは，2003 年ですのでカウンセラーとして

の活動実績は約14年になります。定年まで(＋シニア社員)建設機械のコマツに勤務していましたが、

環境関係の建設業の監理技術者資格が必要となり、技術士(衛生工学 廃棄物処理)の資格を取得、関

連の自治体の各種委員会等の委嘱実績を得て、環境カウンセラー(事業者部門)になりました。 

  

会社時代の最後の 12 年間、環境カウンセラーの資格を活用して、日本全国で約 750 ヶ所ある建機・

ﾘﾌﾄ・ﾚﾝﾀﾙ店舗の「ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ監査」を実施、「リスク解析・改善の指導&助言」の巡回訪問活動を行

いました。コマツ卒業後は上記の経験を活用し、技術士事務所を開いて、同様なコンサルタント活動

をしています。 

 KECA では、会員担当の業務として「会員の増強活動」を計画中です。また、EA21 でも重い「零

細企業」を対象にした、「環境・廃棄物リスク診断活動」を考えています。 

■ECU理事長表彰を受賞 

 6 月 23 日に環境カウンセラー全国連合会の総会があり、 

ここで KECA の会員、岡本正義会員、小山稔会員、 

早野木の美会員が ECU 理事長表彰を受賞しました。 

 この ECU 理事長表彰は、環境カウンセラーとしての 

活動に多数功績を残した方に贈られるものです。 

この栄誉ある表彰に 3 名の会員が表彰されたのは、 

KECA としても大変名誉なことです。 

 

【編集後記】(石黒 芳樹) 

 巻頭言にもあるように、今回

より、KECA ニュースの基本

方針が変わりました。 

 仲間を増やし、様々な視点か

ら環境活動に取り組むことで、

より魅力的な KECA になって

いくことを願っています。 

 皆様からの忌憚ないご意

見・ご感想をお待ちしていま

す。 

〔発行〕特定非営利活動法人 

かながわ環境カウンセラー協議会（KECA） 

理事長：河野 健三 

◇住所：〒231‐0001 横浜市中区新港 2‐2‐1 

横浜ワールドポーターズ 6 階 

NPO スクエア内 

◇電話：045-226-5822，FAX：045-226-5825 

◇E-メール：37keca@kke.biglobe.ne.jp 

◇URL： 

http://www1a.biglobe.ne.jp/hama37keca/  

 

写真-1 販売現場のｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ監査 写真-2 建機の洗車排水のチェック 写真-3 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ研修の講師 

早野会員 佐々木理事長 

岡本会員 
小山会員 

早野会員 
小山会員 

佐々木理事長 

岡本会員 


