
「第２次長崎県環境教育等行動計画」素案に対するパブリックコメント募集結果について 

 

 「第２次長崎県環境教育等行動計画」素案について、パブリックコメントを実施しましたところ、貴重なご意見をいただき厚く

お礼申し上げます。 

 いただいたご意見に対する県の考え方をまとめましたので公表します。 

 

１ 募集期間 平成３０年１２月１９日（水）から平成３１年１月１８日（金）まで 

 

２ 募集方法 電子申請、郵送、ファクシミリ 

 

３ 閲覧方法 長崎県環境政策課、県政情報コーナー、各振興局行政資料コーナー（長崎振興局を除く）、各県立保健所 

 

４ 意見の件数 １３件 

 

５ 意見の反映状況 

対応区分 対応内容 件数 

A 素案に修正を加え反映させたもの ６ 

B 

素案にすでに盛り込まれているもの 

素案の考え方に合致し、今後、具体的な対策を遂行する中で反

映・検討していくもの 

３ 

C 今後の検討課題とするもの ０ 

D 反映することが困難なもの ３ 

E その他 １ 

計 １３ 



６ 意見の反映状況、提出された意見の要旨及び県の考え方 

 

【第１章 行動計画改定の趣旨及び考え方】 

番号 意見の要旨 対応 県の考え方 

１ 

（P.2 2.行動計画改定の基本的考え方） 
・環境教育推進に偏った行動計画になっていないか。 
・「環境保全活動」「協働取組」に係る具体的な県の行動方針が弱
いと思う。 
・「教育」という文字が入ると、「学校現場や教育関係者だけ」に
負担を強いるという印象が強くなってしまう。 

D 

本計画では、環境保全活動、環境保全の意欲の増進（体験活動な
ど）及び環境教育の総称を「環境教育等」としており（P.1）、環境
教育の推進に偏ったものではありません。 
「環境保全活動」「協働取組」については、県だけでなく、学校

等、家庭・地域、事業者、市町の各主体がそれぞれの役割分担の
下、取り組む必要があり、県を含めた行政の具体的な取組について
は「第 4 章行動計画の施策の展開」に記載しています。 
用語として使用している「環境教育」の「教育」の文字は削除で

きませんが、環境教育等については、学校現場や教育関係者だけで
なく、いろいろな主体が取組を進めることが重要であり、「第 3 章
行動計画の基本的事項」においては、各主体の役割を明記していま
す（P.30～32）。 

２ 

（P.2 2.行動計画改定の基本的考え方） 
推進に当たっての運営組織構造が図によって示されていないので、
組織的に取り組むという体制がわかりにくい。行動計画の実現に向
けて、どの組織がどのような形で関わるのかが示されるとよいので
はないか。 

B 

本計画では、学校等、家庭・地域、事業者、行政の各主体がそれ
ぞれの役割分担の下、取組を進めることとしており、その推進の基
本的考えは、P.2の図表 1 に示しています。 
また、「第 4 章行動計画の施策の展開」の取組において、主体区

分を示すほか、主体区分が行政のものについては、関連する部局名
を記載するなど、組織の関わりを分かるようにしています。 

３ 

（P.2 2.行動計画改定の基本的考え方） 
「県環境基本計画」の達成に向けては、県のすべての課の横の連携
を明確にして、効率的・効果的な取組が県民にわかりやすく説明で
きるとよいと思う。 

D 

環境教育等は、県の関係部局だけでなく、学校等、家庭・地域、
事業者、市町の各主体が時には協働して、推進することを目指して
おり、県の各課のかかわり方についても、所掌事務や取組事業など
により異なります。また、環境教育等は環境基本計画の中の共通的
取組の一つでしかなく、環境基本計画の達成のためには、本計画だ
けでなく、関連するいろいろな計画に基づき取組を進める必要があ
ります。そのため、本計画の中で、県のすべての課の横の連携を明
確にしてわかりやすく説明することは困難です。 
なお、「第 4 章行動計画の施策の展開」の取組のうち、主体区分

が行政のものについては、関連する部局名を記載し、県組織の関わ
りが分かるようにしています。 



４ 

（P.9 2.行動計画改定の基本的考え方（4）ライフステージに応じ
た環境教育等） 
シニア世代は学校生活での環境教育が脆弱であり、社会教育活動の
必要性を痛感している。日常の地域活動を通じて、SDGsの達成に
繋がっていることを意識させる行動計画になることを期待する。 

B 

本計画では、ライフステージに応じた環境教育等が行われ、自主的
な活動が自立的に社会の中で定着していくことも目指しています。
本計画に沿って、学校等、家庭・地域、事業者、行政の各主体が環
境教育等に関する取組を進める中で、シニア世代の環境に対する意
識の醸成についても引き続き図っていきます。 

 

【第２章 前行動計画の評価・検証】 

番号 意見の要旨 対応 県の考え方 

５ 

（P.10～18 1.計画目標（身近な環境保全活動に取り組んでいる
人の割合）の評価・検証） 
・図表 6 の縦の表はグラフと重複しているので削除してよい。 
・図表 7～図表 18 のグラフ中の%数値は非常に見づらく、増減の
傾向が分かればよいので削除してよい。詳細な数値が必要であれば
付属資料に表として掲載してはどうか。 

A 

ご意見のうち、図表 8～18 のグラフについては、個別の「%」表
示は削除し、数字のみとするとともに、図表 10～18 の縦棒グラフ
については、数字を整数表示とし、縦の区分線を追加することで見
やすくしました。 
なお、図表 6 の縦の表は、本文中で説明している「取り組んでい

る人の割合」と「取り組んでいない人の割合」が、グラフの数字を
もとに集計した結果であることを分かるように掲載したものであ
り、分かりやすいよう残すこととします。 

６ 

（P.19 2.施策ごとの取組の評価・検証（1）環境保全活動、環境
保全の意欲の増進及び環境教育の推進 ＜評価＞） 
・環境アドバイザーや地球温暖化防止活動推進員について、該当さ
れる方は多いのでしょうか？募集や研修をされているのでしょう
か？ 
・自然や環境教育等の指導者育成のための研修会を開催している
か？開催されていれば情報をいただきたい。 E 

平成 30 年 12 月現在、環境アドバイザーには 42 名 14 団体が
登録、地球温暖化防止活動推進員は 73 名の方を任命しています。 
環境アドバイザーは、環境に関する知識や経験を有する個人・団

体について、関係部署や市町等の推薦に基づき毎年審査・登録を行
っておりますが、アドバイザーのための研修は実施していません。   
地球温暖化防止活動推進員は 2 年に 1 回公募し、推進員を対象と

した研修も毎年実施しています。 
県環境部のほか、関連団体等がいろいろな研修会等を開催してお

り、その情報については環境学習総合サイト「環境活動 eネットな
がさき」や、「ながさきグリーンサポーターズクラブ」登録会員に
配信するメールマガジン（月 2 回）で活動情報等をお知らせしてい
ます。これらの情報を広くご活用いただきますようお願いします。 

７ 

（P.20 2.施策ごとの取組の評価・検証（1）環境保全活動、環境
保全の意欲の増進及び環境教育の推進 ＜課題＞） 
ISO14001 やエコアクション 21 の導入を促進するのであれば、
認証取得によるインセンティブをもっと明確にすべきと考える。 

A 

本計画では、従業員に対する環境教育等の取組例として、環境マ
ネジメントシステムを記載しています。 
認証取得件数増加が目的であるような誤解を受けるおそれがある

ことから、P.31（3）事業者の役割や第 4 章【施策 1】の記述を見
直すなど、関連記述の修正等を行いました。 



【第３章 行動計画の基本的事項】 

番号 意見の要旨 対応 県の考え方 

８ 

（P.30 7.各主体の役割（1）学校等の役割） 
大学に在学している留学生と一緒に、グローバルな視点にたって環
境問題を考えることができる学生を育てることは重要なことだと
思う。このような内容を文中に盛り込まれてはどうか。 

A 

大学生・専門学校生の基本的方向性として、P.8 の図表 5 の中
で、「地域連携や国際理解教育などを通して、環境問題を多面的に
捉え、地域の課題解決に向けて、主体的に働きかける態度を育むこ
とが期待される。」旨を記載しています。 
各主体の役割の記述の中には、その旨の記載がないことから、ご

意見を踏まえ、P.30 の学校等の役割について記述を追加・修正しま
す。 
なお、外国人労働者などに対する環境教育等の観点から、事業者

の役割、行政の役割についても記述を追加します。 

９ 

（P.31 7.各主体の役割（3）事業者の役割） 
ISO14001、エコアクション 21 等は環境を定量的に評価する手法
としては非常に良いが、認証取得後も事務処理等に時間がかかり零
細企業にとっては負担が大きい。環境教育には必要であるが、認証
取得件数増加に努力する必要はないと思う。 

A 

本計画では、従業員に対する環境教育等の取組例として、環境マ
ネジメントシステムを記載しています。 
認証取得件数増加が目的であるような誤解を受けるおそれがある

ことから、P.31（3）事業者の役割や第 4 章【施策 1】の記述を見
直すなど、関連記述の修正等を行いました。 

１０ 

（P.32～34 【参考】各主体における取組例） 
本文中の P.32～34 に記載されている取組例は付属資料に移し、本
文を簡略化してはどうか。 

A 

ご意見を踏まえ、本文中に記載の取組例は、巻末の資料編に整理し
ます。 

 

【第４章 行動計画の施策の展開】 

番号 意見の要旨 区分 県の考え方 

１１ 

（P.36 1.【施策１】環境保全活動、体験活動及び環境教育の推進） 
ビジターセンターなどの自然体験施設はどの主体区分になるか？
施設職員は、体験活動や環境教育の面で協働できると思う。 

A 

どの主体区分になるかは、施設を設置している主体によります
が、国が設置するビジターセンターなど、公共施設であれば行政の
区分になります。 

P.31～32（4）行政の役割では、国、県、市町等が設置する公の
環境教育関連施設の位置付けが読み取れない内容となっていました
ので、ご意見を踏まえ記述を追加します。 



１２ 

（P.42 3.【施策３】人材の育成） 
・ESD・環境教育の推進に当たっては、県教育委員会の主体的な取
組が必要であり、新規事業として人材育成のための研修事業が盛り
込まれた点は評価できる。 
・教育現場は ESD・環境教育の推進の重要度の認識には差があるの
が現状であり、県教委の推進体制整備や環境部との思いの共有が、
一層図られることを期待している。 

B 

ESDや環境教育の推進にあたっては、環境部局と教育部局のみな
らず、学校等、家庭・地域、事業者、行政の各主体が有機的に連
携・協力して取り組むことが必要です。 
その中で、児童・生徒を対象とした教育現場における環境教育等

の推進には、教育部局と環境部局との意思疎通が重要であり、具体
的な取組を進める中で、情報共有や連携・協力を図っていきます。 

 

【全体】 

番号 意見の要旨 対応 県の考え方 

１３ 

資料的説明が多く、内容も重複しているように感じる箇所がある。
例えば、P.2 の「行動計画改定の基本的考え方」と P.25「環境教育
等を通じて目指す人間像と育むべき能力」や P.27 の「施策と体系」
と P.35 の「行動計画の施策の展開」の説明等 

D 

本計画では、どこから読んでも内容が理解しやすいように、また、
各章の繋がりが分かるように重複して説明を入れています。 

 


