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は じめに

勝

日本 」 を目指 して 、地球 と共生す る豊かな未来 を
創造 し環境配慮型社会 の基盤 を整備す るために 、

政府 は、21世 紀 を迎 え、地球温暖化問題 など地

表 1の よ うな、7分 野 の変革 を行 うこととしてい

球環境 の危機 が叫ばれ る中、子や孫 たちに美 しい

る。 また、構造改革特別枠 として 、循環型経済社

自然や豊 かな環境 を引 き継 いでい くために、私 た

会 の構築 など環境問題 へ の対応 と世界最先端 の

ちは、人々の環 (わ )、 人 と生 き物 の環 (わ )、 日本

T国 家 の実現 を上げて い る。

と世界 の環

(わ )を つ な ぎ、資源 をで きるだけ循環

I

その 中で 、柱 の施策は「循環型社会 の構築」で 、

的に使 う「循環型社会」 を築 いて 、地球 と共生 す

社会 をゴ ミゼロ型に変 える「ゴ ミゼ ロ作戦」の展開

る日本 を実現 しなければならないとして 、 この よ

を進めて い く。特に、ダイオキシン規制強化、不法

うな社会 を『環 の 国』と呼 ぶ ことに した (1)。 そ し

投棄 の撲滅、負 の遺産であるPCB廃 棄物 の処理

て 、政府 の経済財政諮問会議 も平成 14年 度 に重点

体制整備 、合併処理浄化槽 の整備 なども掲 げ られ

的 に推進す べ き分野の第一 として 「循環型経済社

ている。 また、 日玉 の施策は地球環境保全の推進

会 の構築 など環境 問題 へ の対応」 を挙 げるなど、

の 中で 「脱温暖化社会 Jに 向けた地球温暖化対策

国政全体 において も環境保全政策の認識が高 まっ

で、2002年 中の京都議定書 の発効 を目指 している。

て きて い る。

ここで 、環境省 の柱 の施策 であ り、取 り組み期

この認識 を継続す るために、環境教育 ・環境学

間が長 く予算規模 も大 きい 「循環型社会 の構築」

習 の必要性 が増す とともに、その対象 が環境 は も

に関連 した法律 の体系 を整理す ると図 1の ように

とより、社会、経済などをは じめ とす る幅広 い 内

なる。

容 を包含す るもの と推定 され る。

1.1環 境基本法
1.循 環型社会 の構築

近年 の我 が国 における環境問題 に係 る諸事情 の
変化、地球環境問題 へ の対応 の必要性 の高 まり等

環境省 は 、市民 、企業、自治体、諸外国 とのパ

の環境問題 の現況 にかんがみ 、環境 の保全 に関す

ー トナ ーシ ップの下 で「簡素」 で 「質」 の高 い活

る施 策 の総合的 かつ計画的な推進 を図 るため、環

力 ある持続可能 な社会「地球 と共生す る『環 の国』

境 の保全 につ いて 、基本理念 を定め、並び に国、

表

1

平成 14年 度の環境省の重点施策体系

図 1「 循環型社会構築」のための法律体系

●地球と共生する豊かな未来を創造する
1地 球環境保全の推進
2循 環型社会の構築
3自 然と共生する社会の実現
4総 合的環境管理による安全と安心の確保

循環型社会形成推進基本法 (枠 組み法)

家電 リサイクル法

●環境配慮型社会の基盤を整備する
5グ リーン経済社会への構造改革
6環 境研究 環境技術開発の推進
フ 環境パー トナーシップの推進

容器包装 リサイクル法
食品 リサイクル法

◆構造改革特別枠
●循環型経済社会の構築など環境問題への対応
●世界最先端の IT国 家の実現

建設 リサイクル法
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地方公共団体、事業者及び国民の責務 を明 らかに

部品や材料 を リサイクル して廃棄物 を減量 し、

するとともに、施策の基本 となる事項 を定めた法

資源 の有効活用 を推進す るため 、消費者 、小売

律である

業者 、家電 メーカーの義務 が定め られて い る。

(環 境基本法案の提案理由より)。

④容器包装 リサイクル法 (容 器包装 に係 る分別収

1.2循 環型社会形成基本法 (基 本的枠組み法
廃棄物

集及び再商品化 の促進等 に関す る法律 )

)

(以 下 ゴ ミ)の 処理や リサイクルの取 り組

容器包装 (ガ ラス、PIrボ トル 、紙 パ ック、プ

みの優先順位 を定めた法律 で、次 の 5段 階の順位

ラスチ ック等容器 )の 製造 ・利用事業者 などに、

で取 り組 む。(① 出て くるゴ ミをできるだけ減 らす。

分別収集 された容器包装 の リサイクル を義務 づ

②不要 になった物 は、できるだけ繰 り返 し使 う。

け られ るとともに、消費者や国 ・地方公 共団体

③繰 り返 し使 えない物 は、資源 として リサイクル

の責務 が定め られて い る。

する。④資源 として使 えない物 は、燃や してその

⑤食 品 リサイクル法 (食 品循環資源 の再生利用等

熱 を利用す る。⑤ どうして も捨て る しかない物

の促進 に関す る法律 )

は、環境 を汚 さないよ うにきちんと処分する。

食品 の 製造 ・販売事業者 、 レス トランなどに 、

)

その 中に、排出者責任

ミを捨てる人 が、捨

食品残 さの発生抑制や リサイクルなどを義務 づ

てようとす るゴ ミの リサイクルや処分に責任 をも

けるとともに、消費者や国 ・地方公共団体 の責

つ こと。
)、
拡大生産者責任

務 が定め られてい る。

(ゴ

(物 を作 る人や販売す

る人が、その物がゴ ミになった後まで一定の責任

⑥建設 リサイクル法 (建 設 工事 に係 る資材 の再資

を負 うこと。
)が 書かれている。

源化等 に関す る法律 )
建設 工事 で 、建築物等 に利用 されているコ ン

1.3個 別の法律
① 廃棄物処理法

ク リー ト、 アスフ ァル ト、木材 の分別解体や生
じた コ ンク リー ト廃材、 アスフ ァル ト廃材 、廃

(廃 棄物 の処理及び清掃に関す る

木材 の リサイクルについて、発注者 、受注者 に

法律 )
地方公共団体などが安全 ・適正なゴ ミの処理
施設 を整備するための枠組み作 り、排出事業者

義務 が定め られている。
⑦ グ リーン購入法 (国 等 による環境物品等 の調達

の責任 の強化、野外焼却の禁止 などが決められ
ている。
②資源有効利用推進法

国等 が率先 して再生品などの環境 にや さしい
(資 源の有効な利用の推進

物品 (環 境物品 )な どの調 達 を推進す るもので 、
国 ・地方公 共団体、事業者 、国民 の責務 が定め

に関す る法律 )

3R(Reduceリ デュース :発 生抑制、Reuseリ
ユース :再 利用、Recycleリ サイクル :再 資源 )
をキーワー ドとして、資源
の 有効活 用 を行 うため、
事業者 、消費者、国 。地
方公共団体 の責務 が定め
られて いる。

③家電 リサイクル法 (特 定
家庭用機器再商品化法

)

一般家庭や事業所 か ら
排出 された家電製品

の推進等 に関す る法律 )

(エ

アコン、テレビ、冷蔵庫、

表

2

られている。
続 いて 、 目玉施 策 の 地球温 暖化対 策 の 中で 、

京都議定書 の概要

◆京都議定書のポイン ト
●対象温室効果ガス :二 酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、八イ ドロフルオロカーボ
ン (HFC)、 パーフルオロカーボン (PFC)、 六フッ化硫黄
0基 準年 :1990年 を基準 (HFC、 PFC、 六フッ化硫黄は 1995年 としてもよい)
●最初の目標期間 :2008〜 2012年
●削減目標 :先 進国全体で少なくとも52%削 減
●個別目標 :(E∪ スイス8%、 日本 カナダ 八ンガリー6%、 ロシア ニュージー
ラン ド0%、 ノルウェー 1%増 、オース トラリア8%増 、アイルラン ド10%
増など、「アメリカフ%:京 都議定書からの離脱を表明 している。
」)
◆目標の達成を助ける仕組み
●京都メカニズム (排 出量取引、共同実施、クリーン開発メカニズム)
●森林の炭素吸収分 (吸 収源)

洗濯機 が対象)の 有用な
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『議定書 の概要
2002年 中に発効 を目指 している京者

ある。

をまとめ表 2に 示す。

2.2環 境教育・ 環境学習の場 としての里山
2.環 境教育・ 環境学習の進め方

「沈黙 の春」の作者 であるレイチェル・カー ソン
が、美 しい もの 、未知 な もの 、神秘的なものに 目

2.1環 境教育・ 環境学習の体系

を見張 る感性 「センス・オブ・ ワンダーJを 幼 い

一般的な環境教育 ・環境学習 の体系 は 中央環境
審議会 の答 申を参考 とし、その評価 も加 えると表

時 に育 む ことが重要であると説いている。
それでは、 センス 。オブ・ ワンダーの豊 かな子

3の ようになる。 この 中で 、評価 についてデ ビー

供 たち を育 て るにはどの よ うに した らよいのか 、

・ヘ ックの提案 によるとプログ ラムの進捗 に沿 っ

その一つ としては雄大 な自然 とのふれあい を通 し

て 4種 類 の評価 がある 。)。

て養われ るもの と思われ る。幸 いに も、都市近郊

①計画型 :特 定の対象集団に関し、プログラムの
目的の開発および半J別 を助ける評価である。

には開発 を免れ、表 4に 示す一般的な森 の役割 を
持 った里山が残 されてお り、自然 の森 として環境

②形成型 :プ ログラムの実施中に行う評価で、実

教育 ・環境学習 を行 うには格好の場 と言 える。 ま

施方法に関する疑間に答えるもの。
③統括型 :プ ログラムの最後に行われ、発足時に

た、里山は畑作業や植林 を体験す る幅広 い教育 の
場 としての活用の可能性 もある。

明 らかに され た 目的に照 らして、成果 を波1る 。

④長期型 :フ ォローア ップ型で、 プログラム完了

2.3里 山の活用例の提案

後の一 定期間経過後に行われ 、プ ログラムの 目
的 が対象集団 に及ぼ した イ ンパ ク トの程度 を示

自然 とのふれ あ いの 中で 行 われ てい る環 境教
育 ・環境 学習 は 、「里 山 どん ぐ リプ ロジ ェク ト」
「葉 っぱ塾 」「自然学校 (楽 校 )」 「生 きものお も し

す証拠 をさらに提示す るものである。
進捗 の課程 での判断 がある ものの 、品質管理や

ろ学校 」「 自然子供農 園」 な どの 名称 で 呼 ばれ、

環境管理 のマ ネ ジメン トシステムで利用 されてい

様 々な地域や組織 によって行われて い る。 ここで

るPDCAの サイクル (P:Plan実 行計画、D:Do実
行、C:Check確 認 ・是正、A:Action処 置 。見直

は、一つ の例 として難易度 と結果 が出る期間 によ

し '標 準化 )を 回 しなが ら、環境教育 ・環境学習

歩的で単発的 なものか らの スター トが良 い と考 え

プログラム を継続的に改善 してい くことが必要で

る。なお、それ らに適 す ると思われ る地点 につい

る区別 を行 い分類す るが、実 際 の体験 としては初

て、添付資料 として付加 した。
表

3

環境教育・ 環境学習の体系

●理念
● 目的

持続可能性に向けた教育
自らの責任ある行動を持つて、持続可能な社会
の創造に主体的に参画できる人を育成する。
●視点 総合的、目的の明確化、体験の重視、地域に根
ざ し広がるもの
●成果 具体的な行動としてつながる
●言
平イ
面 計画型、形成型、統括型、長期型 (計 画に書か
れた成果の達成を意識)

①初歩単発型
●自然観察 :自 然 とのふれ あいで 、その場 その時
の生 きもの を観察 し、図鑑 などで調 べ た り、絵
に書 いた り写真 をとり後で調 べ た りす る。原則
として 、自然観察 の場合 は、で きるだけ生 きも
の をその ままとして、家 に持 ち帰 らない ことと
す る。 しか し、四季お りお りで生育 してい る豊
富 な 山菜 な どは収穫 し食 べ る こと も可能 とす

表 4 ‑般 的に言われる森の役割

る。

●環境の森 :保 水力、水質浄化、土壌の流出防止 、C02
の吸収等
● 自然の森 :人 との関係で 自然 とのふれあいによる豊 か

●自然 工 作 :枯 れ木 な どを利 用 し、玩具 な どの工

な感性の育成等
●林業の森 :木 材生産、関連製品や生産等

②中程度単発型
●畑作業体験 :パ イロッ トファームなどを活用

作 を行 う。
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い、初歩的な畑作業 を体験す る。
●林業体験 と木 の役割認識 :植 林 された地点 を利

持続可能な社会 の創造 に主体的に参画で きる人

用 し、造林地 の整備 を行 うとともに、木 の種類

を育成す る環境教育 ・環境学習 の必要性 が増す こ

の観察や大 きさを計浪1し なが ら光合成 による二

とは確 かで あり、その ステ ップの一つで重要 なこ

酸化炭素 の吸収量の推計 (環 境省 の 「こども葉

とは、感性 の豊 かな子供 た ちの育成 である。その

っぱ判定士」 を参考 )等 を行 う。

ために、都市近郊 に残 された豊富 な自然 資産 であ

なお、これ らの作業 を年間のアクシ ョンとして 、

る里山 を有効 に活用す ることが良 いと考 える。

一連 の トレーニ ングとす ることにより、 中程度
長期型 の体験 に位置 づ ける こと もで きる。

③高度長期型
●水田耕作体験 :過 去 に、棚田が作 られていたと

《参考資料》
(1)21世 紀 「環 (わ )の 国」づ くり会議についての

想定 される場所 があるが、現在 は荒れ地 となっ
ている。再び、その地域の一部を開墾 して水田

内閣総理大臣 メ ッセージ 2001.3.1

(2)環 境教育 プロジェク トの評価 1999.12.8‑10東

として復活 させ 、水稲の栽培 を行 う。

京 IGES専 門家開発 プログラム

《添付資料》
活用地点例 の写真

植 林 後 約 20年

パイロッ トファーム

植林後約40年

自然観察地
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