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１ 研究所の概況

１－１ 目的
自然は、私たちの生活や行動によって汚れた空気や水

をきれいにしたり、気候を緩和するとともに、私たちの
心にうるおいややすらぎを与えてくれる。
今日の環境問題を解決し、快適な生活を送るためには

こうした自然の恵みを十分に受けることができる地域づ
くりを進めるとともに、私たち自身、環境に負荷をかけ
ない生活に心がけ、自然と人の生活とが調和した県土を
築いていくことが不可欠である。
環境科学研究所は、本県の将来を見据え、予見・予防

的な視点に立った環境行政の展開を支援することを基本
姿勢として、「研究」「教育」「情報」「交流」の各機
能を通じて、こうした県土の実現を支援する。

健康で
安全・快適な 自然と人との共生
山梨の実現

●自然と人の生活とが調和した地域の実現の支援
●環境に配慮した日常生活の実践や環境保全活動
の支援

１－２ 機能

・研究
山梨の将来を見据えた、「自然と人との共生」をテー

マとした研究を進めることにより、地域の自然と人の生
活とが調和し、自然が持つ浄化能力が十分発揮できる地
域づくりを支援する。

・教育
子供から大人まで、幅広く県民に環境学習の場や機会

を提供することにより、県民一人ひとりが環境への関心
を高め、日々の生活が環境に配慮したものとなるよう支
援する。

・情報
環境に関する情報を幅広く収集し、わかりやすく提供

することにより、県民の環境学習や環境保全活動、快適
環境づくりに向けた施策や研究所業務の効率的推進を支
援する。

・交流
県民や国内外の研究者が、環境をテーマとして交流す

る場や機会を提供することにより、環境保全活動や研究
活動の活発な展開、ネットワークの拡大を支援する。

２ 環境教育について

２－１ 目的と基本方針

環境教育部門の目的
都市・生活型の環境問題から地球環境問題まで、近年

の環境問題は、人々の日常生活とのかかわりが増大して
いる。
これらの環境問題を解決し、より快適な環境を実現し

ていくためには、私たち一人ひとりが人と環境とのかか
わりについて理解と認識を深め、環境に配慮したライフ
スタイルを身につけるとともに、それぞれの地域で、具
体的な環境保全活動を実践していくことが必要である。
そこで環境教育部門では、以下のような目的を掲げ様

々な活動を展開することとした。
目的： 一人ひとりが環境への高い見識を持ち、

日々の生活が環境に配慮したものとなるよ
う、環境を重視する新たな社会的価値観の
形成に寄与する。

基本方針
環境教育部門はこの目的を達成するため、次のような

視点に立った環境教育を実施する。

ア 生涯学習としての環境教育
幼児期の体験的な活動から始まり、発達に応じて関心

や生活体験を基に問題解決のための課題や方法を見いだ
す知識や能力を育て、環境保全に主体的に働きかける態
度や参加のための行動力を育てる。

イ 地域特性を踏まえた環境教育
山梨の特性を踏まえ、山梨における快適な地域環境の

保全活動を推進するため、山梨の自然的・社会的特性に
根ざした教育活動を展開する。

ウ 国際的視野を持った環境教育
国際社会の一員としての自覚のもとに、身近な地域の

視点から地球環境全体とのつながりを常に意識し、足元
から地球への広がりを持った教育活動を展開する。

エ 環境科学を基礎とした環境教育
環境や人間の活動に対する科学的な認識を育てるとい

う視点に立ち、科学的知見やデータにもとづいた正しい
知識が得られ、深い環境理解ができる環境教育とする。

２－２ 組織
所長

副所長
客員研究員

地域環境政策研究部
（環境資源学・環境計画学・人類生態学）

環境健康研究部
（環境生理学・生気象学・環境生化学）

自然環境・富士山火山研究部
（地球科学・植物生態学・動物生態学）

総務課
（総務、環境教育・情報担当）

教育スタッフ
副 主 幹 笠井 淳
主 査 小佐野 親
非常勤嘱託 倉澤 和代
非常勤嘱託 笠井 裕里
臨 時 職員 渡邊 多喜子（4月～11月）
臨 時 職員 小俣 友美（情報兼任)

２－３ 環境教育の施設

環境学習室（本館1F）

「人と環境とのかかわり」をテーマとして、疑似体験、
検索、Q＆A等参加体験型の学習機器により、遊び感覚で
学習できる、ひとり学び用学習施設。
《施設内容》
学 習 機 器 概 要
もう一つの地球 仮想生物フィンフィンが来館者を

暖かく迎える
循環する世界 密閉水槽で閉鎖された生態系＝地

球を表す
エコ・シュータ 10人乗り探査船型シアター
地球環境データ 様々な地球環境問題の仕組みやデ

ータを紹介
ｴｺ･ﾗｲﾌ･ﾀｲﾑﾏｼﾝ 日常の行動と環境問題とのつなが



りを解説
ｴｺ･ﾗｲﾌｽｺｰﾌﾟ 環境を守るために身近にできる工

夫や手段を紹介
山梨ｴｺ･ﾏﾙﾁﾃﾞｰﾀ 水・大気など山梨の自然環境の特

性について解説
空から見たわが町 県内各地域の過去・現在の状況を

比較
［約213㎡ 定員約40名］

研修室（本館3F)

固定椅子の階段教室で、環境教育・セミナーなどを行
うことができる。

《施設内容》
・150インチスクリーン
・ハイビジョン映像機器
・アナライザーシステム（集団反応解析装置）
・スライド映写システム
・パソコン画面映写システム
・資料提示システム（OHC） など

［約127㎡ 普通席80席 車いす用2席］

生態観察園

研究所の敷地内に車いすの方々も安心して通行できる
木製歩道を設け、富士北麓の貴重な自然に触れたり、観
察を行うことができる。

《施設内容》
・富士北麓の植物の生態系や野鳥が観察できるゾーン
・富士山噴火による溶岩樹型などが観察できるゾーン

など
［歩道長 約300㍍］

自然観察路

溶岩流の上に根付いたアカマツ林の散策路。井戸型溶
岩樹型が観察できるポイントもある。また、「環境省生
物多様性センター」や「富士北麓公園」へつながる遊歩
道となっている。

《施設内容》
・自然と親しみ、森林浴が楽しめるスコリアトレイル
・車椅子も通れる透水性アスファルトトレイル
・溶岩地形観察ゾーン など

［歩道長 約900㍍］

環境情報センター（本館1F）

図書・ビデオ・DVDやパソコンで、誰でも気軽に環境に
ついて学習したり、様々な環境について情報を得たりす
ることができる。

《施設内容》
・図書、資料閲覧コーナー
・パソコンブース（4台）
・ビデオ・DVDブース（2台）
・ブラウジング（雑誌閲覧・バードウォッチング）

［約184㎡ 定員約40名］
《ソフト概要》
・図 書：15,782冊 逐次刊行物：16,747冊
・ビデオ： 586本
・DVD-ROM: 70枚
・CD-ROM： 254枚
・特殊資料 122点

ホール（本館1F）

シンポジウム、セミナー、企画展示を開催するなど広
く交流する場を提供する。

《施設内容》
・各種映像音響機器（150インチススクリーン）

［約350㎡ 最大200席］
会議室（本館2F）
各種会議、講習会などの開催の場を提供する。
・会議室1［約82㎡ 24席］
・会議室2［約38㎡ 30席］
・会議室3［約38㎡ 30席］

談話室（本館3F）

憩いと語らいの場を提供する。（飲食可）
［約80㎡ 32席］

ウッドデッキ広場（本館ホール南側）

木製のデッキ式林間広場。アカマツに囲まれての集
会、休憩など自由な活動の場を提供する。

［約600㎡ 一部階段式］

２－４ 事業

P.8 事業体系図参照

３ 環境教育の実際

３－１ 環境教育の実施・支援

県内外の市民一人ひとりの環境に配慮したライフスタ
イルの確立や、地域における環境保全活動を支援するた
め、子どもから大人まで誰もが気軽に参加できる環境教
室や観察会などの各種事業を実施した。

３－１－１ 環境学習室

「環境学習室」を自由に訪れ、個別に学習していった
個人・家族・自由学習団体等の状況を表1に示す。

表1 環境学習室利用者数
個人学習 自由学習団体 計
来所者数 来所者数(団体数)

４月 398 0( 0) 398
５月 597 65( 3) 662
６月 259 64( 2) 323
７月 536 128( 5) 664
８月 1,118 0( 0) 1,118
９月 575 0( 0) 575
10月 398 57( 4) 455
11月 278 0( 0) 278
12月 172 0( 0) 172
１月 237 20( 2) 257
２月 148 0( 0) 148
３月 409 0( 0) 409
合計 5,125 334( 16) 5,459

利用者は、大型連休や学校の夏季休業中などに集中し
やすく、地域的には首都圏が目立った。
また、利用者の年齢層は、幼児から小学校までの子ど

もとその親や祖父母の利用が多く、大人では中高年の利
用が比較的多い。



学習機器は、小学校高学年から中学生の利用を想定し
た内容となっている。より学習室を楽しんでもらうため
に、チャレンジクイズを実施した。またエントランスホ
ールでは研究所周辺のネズミやメダカを飼育したりシカ
の角を自由に手で触れられるようにするなど、利用者が
興味をもてるように掲示や展示物を工夫してきた。今後
もさらに検討していく必要がある。

３－１－２生態観察園・自然観察路のガイドウォーク
（利用者数 594名）

本館来所者のうち希望者に対し、自由参加で生態観察
園・自然観察路のガイドツアーを実施した(概要は下に示
す)。今後さらに基本的な内容を検討し、利用者の増加と
学習効果の向上をねらいたい。

開催日：4月28日～5月 6日
7月21日～8月19日

※7・8月は月曜と8月4日を除く毎日実施

３－１－３学習プログラム「環境教室」
（受講者数 203団体 12,304名）

環境学習の目的で来所する団体を対象に、研修室や学
習室を利用して水・大気・森林等の日常生活が原因とな
っている地球規模の環境問題について、身の回りのこと
から実践していくことの大切さを学習する教育プログラ
ムや生態観察園・自然観察路を利用して自然環境の保全
の重要性を考るプログラムを実施してきた。
受講状況を表2・3に示す。

表2-A 利用団
種別 団体数 体 地域別 団体数

小 学 校 96 数 県 内 108
中 学 校 33 （ 県 外 95
高校・大学 20 種 合 計 203
一 般 39 別） 表2-B（地域別）
行政機関 15
合 計 203

表3 月別受講者数
月 受講者数（団体数）
４月 782( 7)
５月 2,870(37)
６月 1,681(28)
７月 1,584(32)
８月 743(22)
９月 1,118(18)
10月 2,468(34)
11月 640(14)
12月 55( 2)
１月 128( 3)
２月 164( 4)
３月 30( 1)
合計 12,304(203)

（考 察)
本年度は、開所以来最も多い203団体が利用した。また

受講者も開所以来2番目に多い12,304人を数えた。
利用団体数は小学校が圧倒的に多く学校以外の団体で

は、自治会などの地域の団体や自治体での利用がある。
その他、育成会や野外活動クラブ、行政主体の青少年育
成事業等での受講者も多く見られた。
県外への広報手段としては、主にインターネットによ

る情報発信が効果を発揮している。「インターネットで
見た」と言って、環境教室の問い合わせをしてくる数が
多くなってきている。特に本年度は人数比で５割以上が
県外の受講者であった。県外の学校の利用では、宿泊学
習などの校外学習の受講が目立ち、近隣に宿泊施設を有
する地域の学校が受講するケースが多かったが、本年度
は、環境教室の受講だけを目的として来所する団体が増
えたことが県外の受講者が県内の受講者を上回った原因
になったと考えられる。 特に、富士山麓に位置するとい
うこともあり、県外の受講団体数はこれからも増加する
ことが予想される。当研究所は環境省による「総合環境
学習ゾーン・モデル事業」の拠点施設でもあることから
、県外の団体の受け入れも積極的に進めてきた。これか
らも中学・高校の校外学習や修学旅行を受け入れるため
に、多人数が短時間で受講できる学習プログラムの充実
を図っていきたい。
また、本年度は学習内容や対応の質を維持しながら多

様なニーズに答えるために、小学生向きにネィチャーゲ
ームのプログラムを開発し、小学校低学年の子どもたち
を対象として実施した。各団体の指導者からも教室内容
の選択の幅が広がり多彩な環境教室が行えるようになり
よかったという高評価をいただいた。今後も小学生から
大人までが行えるプログラムを充実していきたいと考え
る。
受講団体の代表者に対して実施してきたアンケートに

よると、内容の評価は非常に高く、特にスタッフの応対
に関しては、ほぼ満点の満足度を得ている。今後とも質
の高い教育プログラムを目指して、レベルを向上させて
いきたい。



３－１－４ 環境講座

環境体験講座 （３回 受講者数 153名）

体験活動を取り入れながら、身のまわりのものを題材
として、地球環境問題との関連を視野に入れた講座を実
施した。

ア．子ども森を楽しむ
平成19年7月28日（受講者数 61名）

研究所周辺の剣丸尾の森を歩き、ネイチャーゲームを
通して、自然の多様性や豊かさを体感する講座。夏休み
中の子ども向けの事業である。

（講師：高山 弘・流石皇甫）

イ．森の香りのキャンドルづくり
平成19年12月8日（受講者数 28名）

木の香りのキャンドル作りを通し、フィトンチッド
効果等について知り、森林浴と人の神経活動の関係につ
いて考える講座である。

（講師：永井正則・環境教育担当職員）

ウ．キノコ植菌に挑戦
平成20年3月8日（受講者数 64名）

キノコの植菌作業を通してキノコの植生について知る
と共に、森を作るキノコを理解し、自然環境保全の意識
を持たせる講座である。 (講師：柴田 尚）

山梨環境科学講座 （１回 受講者数 80名）

自然や人体の仕組み、環境と人の生活との関わりや環
境問題などについての理解を深め、自分たちのライフス
タイルや環境に対するはたらきかけの方法について考え
させることを目的に、科学的なデータや知見、研究所や
関係機関の研究成果などを取り入れ、わかりやすい内容
で構成した県民対象の講座を開催した。

「富士山・甲府盆地の自然災害と景観美を考える」テーマ：
平成19年5月12日（受講者数 80名）

講 師：
(山梨県立大学非常勤講師・元ＮＨＫ記者)Ⅰ…林 晏宏

Ⅱ…池谷 浩( )地滑りセンター理事・当研究所客員研究員
内 容：
Ⅰ…「災害報道とマスメディア」
Ⅱ…「最近の自然災害から学ぶ」

３－１－５ 環境調査・環境観察

身近な環境調査 （参加校数 148校）
児童・生徒の環境への興味・関心を高めるため、県内

各地で身近な自然を対象として、児童・生徒による環境
調査を実施した。
調査結果は掲示用地図などにまとめて参加校に配布し

たり、広報紙やインターネットを通じて広く県民に提供
した。

結果概要：

≪季節の訪れ調査「サクラ」≫（H18年度調査結果）
内容 サクラ(ソメイヨシノ)の開花日調査

調査期間 平成19年3月1日～5月8日
参加校数 報告数 開花報告日(最多)
１４８ １４８ 3月23日（報告数20）

地域環境観察 (４回 参加者数 220名)

地域の自然や環境を新たな視点からとらえることによ
り、地域環境への興味・関心を高めることを目的に環境
観察会を実施した。



バスエコツアー１「富士山五合目自然観察」
平成19年8月4日（参加者数 79名）

富士山奥庭駐車場よりお中道を通り五合目駐車場まで
の植物観察会を実施した。森林限界での植物の種類や生
き方やについて学習をおこなった。

講師 田中厚志 茨城大学大学院博士課程卒
中野隆志 当研究所植物生態学研究員
安田泰輔 当研究所植物生態学研究員

バスエコツアー２「富士山溶岩流観察」
平成19年8月25日（参加者数 47名）

富士山の噴火によって流された溶岩流を観察すること
を通し、火山としての富士山についての学習をおこなっ
た。

講師 輿水達司 当研究所地球科学研究管理幹
内山 高 当研究所地球科学研究員

「秋の自然ときのこ観察」
平成19年10月6日（参加者数 47名）

環境科学研究所敷地内の森において、秋の自然を楽し
みながら、きのこ観察会を実施した。会に先立ち講師よ
り、「森ときのこの関係」と題して講義をしていただい
た。

講師：柴田尚 山梨県森林総合研究所主幹研究員

「剣丸尾自然探検」
平成19年11月10日（参加者数 47名）

剣丸尾の森を歩きながら、初冬の草花・果実・キノコ
・鳥・動物などの様子や溶岩樹型などの観察を通して、
富士山の成り立ちや北麓の自然について学ぶ。
講師：日本野鳥の会富士山麓支部

日本野鳥の会 中川雄三 宮下義夫 水越文孝

３－１－６ イベント

企画展示（３期 鑑賞者数10,705名）

専門家や愛好家の写真やパネルなどにより、自然の美
しさや環境の大切さを伝えるために、当研究所ホールに
おいて企画展示を開催した。

第１期「富士山・火山写真展」
平成19年4月21日～6月24日（鑑賞者数 4,874名）

火山としての富士山や世界の火山の様子を展示した。
特に、火山災害・火山防災・火山の恵みという観点から
富士山の写真を紹介した。

(監修 荒牧重雄)

第２期「動物写真展」
平成19年7月7日～9月9日（鑑賞者数 3,129名）

魚類から哺乳類までの脊椎動物や、昆虫を中心とした
数多くの無脊椎動物の暮らしぶりや体の仕組みなどを紹
介した。

(協力 中川 雄三・早見 正一・小口 尚良)

第３期「きのこ写真展」
平成19年9月22日～11月25日（鑑賞者数 2,702名）

富士北麓で見られるきのこの生態写真を展示し、森と
きのこの関係などを紹介した。

（協力 柴田 尚)



環境映画会 （鑑賞者数 608名）

映像を通して、地球環境への理解を深めるとともに、
地球と人類の望ましい関係を見つめていくことを目的と
した映画会を実施した。
※アース･ビジョン組織委員会共催

「やまなし地球環境映画会06」
平成19年 8月11日・12日・18日の３日間実施

環境ドキュメンタリー作品の上映
「おとなりさんとわたし」
「雪渡り」
「 」地球は虫の惑星だー昆虫写真家海野和男の映像世界
「イノセンス」
「石おじさんの蓮池」
「ビック・ブルー」
「断罪の核心 」－元裁判長が語る水俣病事件
「プージェー」

３－１－７ 支援

・実践活動支援 （利用数 96件 6,257名）
県民の主体的な環境学習及び環境保全活動の展開を推

進するため、「学習指導者派遣」「施設の提供」「教材
教具の貸し出し」など、必要な支援を行った。

支 援 内 容 利用件数 人 数

学習指導者派遣 ６３ 4,030

施設提供 １９ 1,012

学習備品等貸し出し １４ 1,215

合 計 ９６ 6,257

（考 察）
指導者派遣は、各学校で実施されている「総合的な学

習の時間」に伴い、依頼が増えてきている。環境学習を

重視する学校が多い中で、スタッフ対応の機能を高めて
いく必要があるが、高等学校や大学などの専門的な高度
な依頼については、研究所の研究員に対応してもらうケ
ースもある。増加する依頼の全てに対応するのは無理が
あるため依頼の精選、派遣時期の分散化など今後考えて
いく必要がある。
環境に関するイベントや研究会、講演会、会議等への

施設提供は、本事業が周知されるにつれて増えてきてい
る。
学習備品等の貸し出しは、従来からの「総合環境学習

ゾーンモデル事業」による環境省から提供された備品の
貸し出しに加えて、企画展示で作成した写真やパネルの
貸し出し依頼が増え、公共機関やイベントなどでの展示
により、本研究所所蔵備品が一般の人々の目に触れる機
会が増加した。

・ エコロジー相談 （相談者数 33件 43名）
環境学習を円滑に進めるため、実施上の障害や疑問な

どについて相談に応じた。特に学校の時間割に位置づけ
られている「総合的な学習の時間」における小中学生か
らの質問への回答及び、教師への指導上の助言や資料提
供を行った。

３－２ 指導者の育成・支援

・環境学習指導者育成 （利用団体数 30団体 1,361名）
学校および地域における環境学習を推進するため、教

職員や行政職の研修会の一部として、環境教室や教育事
業の紹介を兼ねながらワークショップ的な研修会を開催
した。また、地域における環境保全活動の推進を図るた
め、行政職や地域の環境活動推進委員、各種団体のリー
ダーなどの研修として学習会を実施した。

・山梨環境科学カレッジ （修了者数 29名）
当研究所では開所以来、環境教育事業として各種講座

や展示会、映画会等を開催し、多くの人々が環境への関
心を高め、日々の暮らしが環境に配慮したものになるよ
うに支援してきたが、継続性に乏しく、その場限りの学
習になることもあった。そこで、継続的に幅広く講座を
受講できるシステムを構築し、それらを受講することに
より、環境問題や環境教育への理解をより一層深めてい



もらうことを目的に、また将来的には地域の環境活動を
推進していけるような人材を育成する第一歩となるよう
に「山梨環境科学カレッジ」を運営して４年目になる。

・山梨環境科学カレッジ大学院 （修了者数 27名）
山梨環境科学カレッジの修了者を対象に、環境問題や

環境教育についてより専門的に学習し、地域の環境活動
を推進していける人材の育成を目指して「山梨環境科学
カレッジ大学院」を創設して３年目になる。

３－３ 調査・研究

・環境教育に関する情報収集
環境教育の手法やプログラム、環境教育教材について

の調査･研究を行った。視察地の主なものを以下に示す。

環境教育学会全国大会（鳥取県鳥取市）
平成19年 5月25日～27日

北杜市オオムラサキセンター（北杜市）
山梨県立科学館（甲府市）

平成19年 11月 7日
神奈川県立生命の星・地球博物館（神奈川県小田原市）
箱根町立森のふれあい館（神奈川県箱根町）

平成20年 2月20日
京エコロジーセンター（京都府京都市）

平成20年3月17日

・環境学習教材の作成と実証
一般県民向けの環境学習プログラムを来所団体等に対

して実施できるよう、実践的な検証を行った。
その結果を踏まえ、県民がより興味・関心を持って参

加し、わかりやすいものに更新している。

３－４ 環境学習資料作成

・環境学習資料作成
各種企画事業により作成し、実践検証してきたプログ

ラムや教材は、汎用性のあるものに加工洗練し、学習指
導者や団体等に提供できるようにしてきた。

・｢環境教育事業の概要｣の発行

環境教育部門の活動を紹介するため、「環境教育事業
の概要2006」を作成発行した。

３－５ 情報提供

・ニューズレター （年間３回発行）
本研究所ニューズレターに環境教育部門のページを設

け、各種事業の概要と成果を紹介した。

・インターネット
環境教育部門に関する情報提供としてインターネット

上にwebページを作成し、各種事業の概要と成果を紹介し
ている。



























「環境教育事業の概要２００７」

山梨県環境科学研究所

〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-1

TEL 0555-72-6203 ax 0555-72-6204

e-mail kyouiku@yies.pref.yamanashi.jp

URL http://www.yies.pref.yamanashi.jp/edu/edutop.htm


