
【事業名・実施主体・実施期間】  
平成 29 年度学校と地域が連携した持続可能な地域づくりを担う 

ESD 人材育成普及の仕組みづくりと実践事業報告書 

ESD人材育成普及事業実行委員会 

（NPO法人環境カウンセリング協会長崎×長崎県環境部環境政策課） 

平成 27年 11月～平成 30年 3月 

 

１．協働のきっかけ・事業実施前の関係 

（１）NPOはなぜこの事業を提案したのか 

平成 20年度、長崎県環境部の「街エコ講座」にて、長崎総合科学大学地域科学研究所、南島原市環境

部、教育委員会学校教育課と連携し、南島原市立有馬小学校 6年生総合学習にて環境教育の統合化された

学校版 ISOモデル校（1〜6年の関わり）づくりを実践し、現在も活動は継続されている。しかし、市内他

校に広がらなかった。その理由として教育委員会学校教育課が協働の対等な主体としての関わりではなか

ったことと各主体の連携と活動費支援の仕組みがなかったためと考えられた。 

このような背景のもとこれからの持続可能な地域づくりを担う子供たちの人材育成、つまり ESD

（Education for Sustainable Development ）人材育成は、学校（教育委員会）、行政（県、市町）、地

域（環境 NPOなど地域活動団体の主体）の多様な主体がかかわる協働の仕組みづくりが求められている。 

平成 26年（2014年）11月には、ESDの 10年「ESDに関するユネスコ世界会議」が日本の愛知と岡山で

開催され、ESD推進は環境省と文部科学省が連携して取り組んでいる。この ESD 教育実践校を県下の市町

小中学校にもっと広めたいとの思いからこの事業の提案に至った。 

 

（２）県担当課はなぜ、NPO の提案に取り組もうとしたのか 

 環境問題は、気候変動、生物多様性の保全など、複雑化し、解決策も一様ではない。環境問題を人口・
貧困・経済・科学技術・生産・消費・健康・福祉などとのつながりの中で捉えるとともに、より身近な問
題として捉え、行動する ESD の概念が必要とされている。 

県では、環境の専門家を講演会や学習会に派遣する「環境アドバイザー制度」を運用しているのに加
え、環境活動のネットワークづくりに取り組んでおり、本事業に NPOの知見を活かして協働で取り組むこ
とにより、さらなる環境活動の拡大が見込まれると考えたため。 

 

（３）これまでの、NPOと県担当課とのつながり・事業実績 

 ◯「地球温暖化対策の推進に関する法律」にもとづく、地球温暖化防止活動推進センターとして指定 

（平成 16年度〜平成 20年度）し、地球温暖化防止活動推進員の指導、育成と活動を支援 

  ◯平成 22年 10月から平成 25年 6月までに、協働で県内各地の自動車販売店 20社、152名を自動車

部門の「環境マイスター」として認証 

  ◯住宅用太陽光発電普及を図るための市民ファンド組織として「一般社団法人おひさま Netながさ

き」の設立支援（平成 25年 5月設立） 

  ◯平成 25年 11月〜平成 28年 3月：環境マイスターを活かしたエコドライブ&エコカー普及事業を県
内、20市町の市民向けと、職員向けの講座・シミュレーターによる普及を協働して実施 

別紙２ 



平成 28年度第 2回 ESD人材育成事業研修会 

（講師：長崎大学教育学部教授 藤本登氏） 

 

２．事業目的・目標 

（１）事業目的 

 ・ESD実践校づくり 

  ２年間で他地域へ ESD普及のモデルとなる実践校づくり 

「地域で学べば、地域が育つ」視点で！ 

 ・ESDのための地域のプラットフォームづくり 

ESDが他地域に広がるために、県、NPO,大学の専門家やコーディネーター、実践者により、市町の教
育委員会や小・中学校の ESDをサポート出来るプラットフォーム。 

 これらを実施することで地域において ESDを普及させ、持続可能な地域づくりを加速させる。 

 

（２）事業目標 

 対馬市、長崎市等において ESD実践校を増やす。また、対馬市の取組をモデルとして県下へ ESDを更に
広めていくため、地域版 ESD プログラムをより進化させ、ESD推進のプラットフォームを構築する。 

 

３．事業内容 

（１）ESD実践校づくり 

ESD 人材育成普及実行委員会と対馬市教育委員会の共催に   

より、ESD実践を共有し、理解を図ると共に、地域への ESD普

及と地域における ESDネットワークの構築を目指す 

○事業内容 

・ESD教育の基本的な理解から、地域に根ざしたプログラム

づくりを経て、ESD実践、実践発表会の開催 

 

①ESD人材育成事業研修会（ESD普及研究会）の開催 

○実施場所・対象者・時期・内容等 

 実 施 日 場  所 対象・参加者 参加者数 内  容 

１ H28/6/1（金） 対馬市豊玉文化会館 
小・中・高等
学校の校長・
教頭・担任・
環境活動団体
等 

 

32 名 
ESD導入と、県内実践事例の紹介、

対馬市での ESD 教育について 

２ H28/8/22(月) 対馬市峰町公民館 37 名 
ESDで培う概念・能力・態度、学習

プログラムの検討・情報交換 

３ H29/8/29(火) 上対馬総合ｾﾝﾀｰ 23 名 
ESD実践前の整理、会計処理につい

て、環境省事業の紹介 

４ H30/1/23(火) 厳原北小学校 43 名 
ESD実践事例発表会（小学校 3校 6
件、中学校 1件、高等学校 1 件） 

計 130名  

 

 

 

 



ESD人材育成普及実行委員会 

○役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○成果・効果 

 ・ESDの理解が、実践者へ浸透 

・地域に根ざした ESD実践プログラムの磨き上げ（※「しまの宝」学びプログラム 対馬市教育委員会） 

・ESD実践校における事務処理等の整理 

・ESD実践発表会では、ESD による子供達の変化が具体的に示され、共有することができた 

 （※平成 29年度第 2回 ESD人材育成事業研修会 実践発表） 

 

②実践校における ESDプログラムの実施 

 ○事業内容 

・対馬市では研修等により作成した実践プログラムにより、H28年度に 7校、H29年度に 8校で実践 

・長崎ではＨ28年度及び H29 年度に１校で ESD実践 

 ○役割分担 

 ・NPOは、学習プログラムと出前講座等の調整及び統括コーディネーターを担い、アンケート等集計 

 ・県は、対馬市教育委員会や実践校との消耗品等の連絡調整、実施内容等のまとめ表の作成 

 ○概要と成果 

実施
時期 

場所 対 象 対象者数 
満足度 

（アンケート
より） 

プログラムテーマ 

 
 
 
 
 
 
 

H28
年度 
 
 
 
 
 
 
 

豊小学校 
5～6年生  

99.5％ 

韓国を知る 

3～4年生  対馬の名産品 

比田勝小学校 5～6年生 43名 
とんちゃん 
部隊とコラボ 

比田勝中学校 2年生 26名 魚捌き教室 

仁田小学校 

3年生 9名 ﾂｼﾏﾔﾏﾈｺ PR 

4年生 14名 そば打ち体験 

5年生 5名 餅つき体験 

6年生 12名 仁田の歴史 

NPO 法人環境カウンセ
リング協会長崎 

実施内容の企画立案 

市教育委員
会・・・・・・・・・
・ 

・・・・・・・・・ 

長崎県環境政策課 

県義務教育課との連
絡調整・広報 

事業の広
報・・・・・・・・
・ 

・・・・・・ 
長崎大学教育学部 

対馬市教育委員会 
小・中・高等学校 

長崎県義務教育課 

・市町教育委員会への連
絡 

※ESD 実践発表会へ参加 

連携 連携 

情報提供

協力依頼 

協力 

連携 



 
 
 
 

H28
年度 

仁田中学校 1年生 7名 ｼｶ・ｲﾉｼｼ 

佐須奈小学校 5年生 11名 田んぼの学校 

佐須奈中学校 
2年生  地域貢献活動 

3年生  地域をデザインしよう 

高城台小学校 5年生 119名 93.8％ 環境問題 

H29 
年度 

仁田中学校 1年生 12名 

98.7％ 

ｼｶ・ｲﾉｼｼ 

仁田小学校 

5年生 13名 田植え体験 

6年生 5名 仁田の歴史 

2～3年生 16名 対馬の生き物 

厳原北小学校 3年生 10名 しいたけ PR 

比田勝小学校 3年生 19名 そば打ち体験 

比田勝中学校 1年 26名 韓国学習 

佐須奈小学校 4年生 12名 対馬の魅力 

佐須奈中学校 3年生 10名 国境地域学 

豊小学校 5～6年生 6名 水産業の未来 

高城台小学校 5年生 162名 
95.6％ 

環境問題の 
学び① 

高城台小学校 5年生 162名 
環境問題の 
学び② 

 

○特に力を入れた点、苦労した点 

・長崎市での ESD実践事例では、実践校におけるコーディネ
ーターの役割を NPOが担い、実践校の先生方の負担をかけ
ないような方向性で実施した 

・実践時期等は、学校側の都合によるため、各実施主体の立
ち位置を確認し調整をしながら実践を促した 

 

 

 

（２）ESD実践のためのプラットフォームづくり 

 ○事業内容 

 ・県下全域で学校と地域が連携した ESD教育を実践していくための連携協働体制（プラットフォーム）
づくりを進めるため、各市町を訪問し、提供できる協力の内容を示したうえで具体的な実施に向けて
意見交換を実施 

 ○役割分担 

 ・NPO・・・面談予約、ESD 実践事例等紹介 

・県・・・既存事業を絡めた、ESD実践支援体制の紹介 

H29 年度第 1 回 ESD 出前講座 

（長崎市立高城台小学校） 



 ○概要 

 ・各市町教育関係先（教育委員会、小学校、中学校等）を訪問し、ESD人材育成普及事業の紹介と実践
プログラム・ESD実践発表会事例紹介、県の環境教育関係事業と支援体制の紹介  

・訪問先一覧  

 実施日 市町名 市町参加者（面会者） 

１ H29/12/18（月） 佐世保市 学校教育課長及び指導主事 4名 

２ H29/12/18（月） 平戸市 指導主事 

３ H29/12/18（月） 松浦市 指導主事 

４ H30/3/2（金） 五島市 指導主事 

５ H30/3/5（月） 新上五島町 
指導主事、小学校教頭 2名、中学校教
頭 1名、 

６ H30/3/9（金） 雲仙市 学校教育課長及び指導主事 5名 

７ H30/3/9（金） 南島原市 指導主事、校長、教頭、主任各 1名 

８ H30/3/9（金） 島原市 指導主事 2名 

９ H30/3/12（月） 時津町 指導主事 

10 H30/3/12（月） 長与町 指導主事 

11 H30/3/12（月） 諫早市 指導主事 

12 H30/3/12（月） 大村市 指導主事 

 

 ・県北地域環境教育等ネットワーク会議への参加 

   環境政策課が開催した「県北地域環境教育等ネットワーク会議（H30年 2月 15日）」へ、環境アド
バイザーの一員として NPO 法人環境カウンセリング協会が参加し、県北地域（佐世保市・平戸市・松
浦市・佐々町）の教育委員会関係者や環境活動団体、環境行政担当者等へ対馬市での ESD実践事例を
紹介し、今後のプラットフォームづくりや具体的な実践等について意見交換を実施 

○特に力を入れた点、苦労した点 

 ・ESD教育の必要性及び重要性の認識を持ってもらうこと、及び地域との協働の重要性を認識してもら
うことを第一の目的とした 

 ・時間的余裕がなく、具体的なプラットフォームづくりは、その緒に就いたばかりであり、今後の課題
として継続的なアプローチが必要である 

 

４．事業費 

 27 年度（決算） 28 年度（決算） 29 年度（決算見込） 計 

県負担額 516,915 2,174,564 1,604,461 4,295,940 

NPO負担額 57,435 241,619 178,274 477,328 

参加費収入等 26 15 15 56 

計 574,376 2,416,198 1,782,750 4,773,324 

 



５．協働事業のメリット・成果（協働ならでは） 

（１）お互いの特性を発揮して実現した直接的な成果・効果 

・ESD実践校の支援に NPO 独自の地域人脈を利用し、実践内容を充実させることができた 

・協働主体ではない、学校という現場での事業実施が伴ったため、支出処理が複雑化したが、県のもつ
事務処理能力により、手順等を作成し示すことで、スムーズに進めることができた 

・県が協働相手という信頼を活かして、各市町の教育委員会を訪問し、事業の紹介を実施することがで
きた 

（２）副次的な効果（想定外の効果） 

・対馬市教育委員会の全面的な協力があったため、当初想定していた小・中学校だけでなく、高校教諭
まで巻き込んだ ESDに関する研修会を実施することができた 

・対馬市での実践校である厳原北小学校がユネスコスクールへの登録を目指して、申請中である 

  登録されれば、県内の小学校で初のユネスコスクールとなる 

※ユネスコスクール･･･ユネスコスクールは、そのグローバルなネットワークを活用し、世界中の学校と交流し、生徒間・

教師間で情報や体験を分かち合い 、地球規模の諸問題に若者が対処できるような新しい教育内容

や手法の開発、発展を目指している。日本ユネスコ国内委員会が認定 

・長崎市の ESD実践事例では、H29年度に担当教諭の変更等があったため、実践校におけるコーディネ
ーターの役割を NPOがより強く果たすこととなり、実践現場に何が必要であるのか、認識することが
できた 

 

６．協働で苦労した点・工夫した点 

・市教育委員会や実践校との調整にはじめは苦労したが、NPO
と県の役割を明確化し、調整機能の一部を県が担うことで、
事業後半は比較的スムーズに事業を進めることができた 

・県担当者が参加できなかった出前講座やワークショップ等の
写真・情報を共有し、事業進捗と相互理解を深めた 

・事業開始当初は、教育現場であっても、ESDの実際や実践内
容について理解してもらうことが難しく、事業の意図を理解
していただけない場合もあったが、最終年度に市町教育委員
会を訪問した際は、対馬市での地域に根付いた ESDプログラ
ムや成果発表会の事例を示すことで、事業開始当初とは違う
反応が得られた 

・対馬市では教育委員会へのアプローチにより、ESD実践校の拡大を図ることができたが、他地区では、
実践校の拡大を模索したものの教育現場の実態把握や、実践につながる効果的な広報活動の仕方に努力を
要した 

 

７．担当者の声 

（１）ＮＰＯ担当者 

・県環境政策課と NPOの強みを活かし、補完する体制ができ ESD教育実践普及に向けて成果をあげるこ
とができた。 

 ・ESD人材教育実践は、環境省の 3年の事業で長崎市及び対馬市の教育委員会や実践校とのつながりや
信頼関係が構築でき、その後の本協働事業でさらに ESD教育実践の学びを深めることができた。これ
により ESD人材教育実践の統括やコーディネーターとしての役割を担うことが出来ると思っている。 

 ・対馬市は、ESD研修から実践まで教育委員会が統括し、ESDプログラムの小・中・高の連携や市行政、
環境省等を巻き込みながら展開できたので、その実践と成果を、他市町への ESD人材教育普及のモデ
ルとし、更に取り組みを展開したい。 

雲仙市教育委員会訪問 



長崎県義務教育課 

（２）県担当者 

・本事業の協働相手である NPOとは他事業の関係でこれまでにも関わりがあったため、お互いの特性や
考え方は理解しており、実行委員会の開催や情報交換を密に行うことで事業を進めることができた。 

・事業開始当初、市教育委員会や ESD実践校とのやり取りは NPOが全て担っていたが、ESD実践に係る
講師料や消耗品のとりまとめを県が行うこととなり、県が直接教育委員会や学校とやり取りする機会
が増えた。学校側・県とも初めてのことで、必要書類を提出してもらうのにも最初は手間取ったが、
相手の事情に配慮し、事務処理の手順を定め、丁寧な説明を心がけることで、学校側の協力を得るこ
とができた。 

・事業を通じ、通常は入ることのできない学校教育の現場や、先生方の意見、子供達の授業の感想等を
聞くことができた。また県内各地の学校や教育委員会を訪問することで、それぞれの地域の特性等が
あり、事業の広がり方に違いがあることを実感した。今後も環境保全活動を多くの人に実施してもら
えるような事業を展開していく上で、大変貴重な体験となった。 

 

８．事業終了後（平成３０年度以降）の展開 

■ESD実践校への支援（県環境政策課） 

・県の既存の事業である、環境アドバイザー制度を利用し、ESD実践校や実践希望校へ出前講座講師の
派遣や紹介を継続する 

・本事業にて出前講座講師として派遣されていた講師の一部及び ESDプログラム作成や実行委員会への
助言をお願いしていた長崎大学教育学部関係者は環境アドバイザーへ登録済のため、今後も ESD実践
校へ関わっていただくことが可能 

・NPO自身も環境アドバイザー制度へ登録しているため、今後も環境アドバイザーとして、ESD実践校へ
派遣が可能であり、独自の人脈を活用しながら、県下へ ESDを浸透させる活動を継続していく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域における ESDプラットフォームづくり(NPO法人環境カウンセリング協会長崎) 

・県北地域では県の開催した環境活動団体や教育関係者、環境行政関係者によるネットワーク会議の場
を活用して、ESDに関する協働事業による支援の取組を説明し、ESD実践への後押しを行った。これに
より必要性の認識が共有され、その認識の上に具体的な実践へのイメージが関係者の間で構築され共
有されつつあると考えられた。このネットワーク会議のような場をプラットフォームとして活用し、
県の行政と NPOとが協力することにより生まれる力を、さらに地域にある、市町行政や教育機関そし
て環境活動団体との連携へと発展させることにより、ESDの実践への気運と環境を整えていく必要が
ある。 
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図：ESDのための地域のプラットフォーム構成例（県環境政策課） 
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図：ESDのための地域のプラットフォームづくり 
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