
都道府県における事業者との連携・協働の取組事例（問7-1：自由記述）
北海道 環境関連フォーラム等のイベント
岩手県 化学物質リスクコミュニケーション

宮城県 ゼロエミッションフォーラム・イン・みやぎ等。脱・二酸化炭素連邦みやぎ形成モデル事業（Ｈ15年度秋
保温泉街・台町商店街）

秋田県 県民・事業者・団体等からなる「環境あきた県民フォーラム」
山形県 県が事務局となり、環境問題に積極的に取り組む企業が参加する「環境保全協議会」

福島県 「ゼロエミッション活動推進大会」。地域での廃棄物ゼロ、いわゆるゼロエミッションの取組。活動の普
及・促進を図るため県民や事業所等による提案・取組事例の発表や活動報告

茨城県 環境フェアで、事業者、行政、NPO等の出展による相互理解及び一般県民への普及啓発。産学官連携によ
る環境技術研究。湖沼環境フェスティバルいばらきゼロエミッション推進フォーラム

栃木県 環境フェア、研修会、リサイクル製品の展示会
群馬県 ぐんま環境フェスティバル
埼玉県 PFI手法や借地方式による、リサイクル工場群の誘導・集積
千葉県 環境シンポジウム千葉会議、環境活動見本市（エコメッセちば）
東京都 企業から人材・資金の提供を受け、NPOとともに実施する森林保全地域での保全活動
神奈川県 環境にやさしい買い物キャンペーン。県全域における環境分野の社会計画である「新アジェンダ21かなが
富山県 北陸三県及び事業者団体と構成する「北陸環境共生会議」への参加。環境フェア。リサイクル認定事業等

石川県 （社）いしかわ環境パートナーシップ県民会議という県民、NPO、事業者、行政の協働組織を立ち上げ、
環境フェアやグリーン購入ネットワーク等

福井県 環境フェア、グリーン購入、ISO14001、環境教育、技術・研究開発、リサイクル事業他
山梨県 県民、事業者、行政の協働のもと自主的な環境保全活動
長野県 信州環境フェア、地球温暖化防止技術提案募集
岐阜県 CO2削減・百万人の環キャンペーン、岐阜県環境づくり県民会議等

静岡県 企業、関係団体等で組織する「静岡県環境ビジネス協議会」での環境ビジネスに結びつく研究会など。
「しずおか環境・森林フェア｣で、事業者の環境配慮製品のPRと消費者のグリーン購入意識の醸成

愛知県 「東海三県一市グリーン購入キャンペーン」行政以外に百貨店、スーパーと協働したグリーン購入の普及
啓発。「東海一県一市環境配慮型物流推進宣言」

三重県 こども向け体験型イベント、夏のエコスタイルの呼びかけ、廃食油の再生利用、廃棄物情報の交換や環境
取組、事業者のグリーン購入等

滋賀県 びわ湖環境ビジネスメッセ
京都府 環境保全に向けた環境フェスティバル

大阪府 住民団体・事業者団体・市町村・大阪府等で組織される「大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議」に
おける「グリーン購入／NO!!包装キャンペーン」やリサイクルフェアなど

奈良県 奈良県産業廃棄物有効利用情報交換制度、産業廃棄物減量化計画の作成指導（マニュアルの作成等）。環
境フェア開催時の出店

鳥取県 リサイクルフェア
島根県 環境フェスティバルにおける展示等
岡山県 県民の環境意識の向上のため、環境フェア（エコフェスタおかやま）に、エコ製品を出展
広島県 環境講演会などで普及啓発。ISO14001などの環境マネジメントシステム導入に係る研修会など

山口県 「ゼロエミッションサロン」等を通じた廃棄物・リサイクル事業、「環境ISO山口倶楽部」を通じた
ISO14001認証取得の促進事業、「いきいきエコフェアー」事業

徳島県
「徳島環境県民の集い－クリーン＆グリーンフェアー」、とくしま環境県民会議、アドプロトプログラム
（住民や事業者による河川敷や公共施設等の環境美化活動）、とくしま環境ビジネス交流会議、ごみゼロ
の日キャンペーン、マイバッグキャンペーン（小売店との協働）など

香川県 行政、県民、事業者等と「エコライフかがわ推進会議」で活動や普及啓発など

愛媛県 環境フェアにおける企業の取組状況の紹介、微生物を活用した浄化装置の研究・開発、水質系廃棄物を原
料としたリサイクル製品の開発

高知県 高知エコデザイン協議会と連携して環境配慮企業の見本市「環境産業メッセ」（商動労働部と連携）
福岡県 リサイクル技術と社会システムの研究開発・実践支援
長崎県 アイドリングストップキャンペーン、ゴミゼロながさき実践計画
熊本県 環境＆福祉ビジネスフェア
大分県 ごみゼロおおいた作戦県民会議
鹿児島県 地球にやさしい県民運動の構成団体として、環境フェアで出展ブースを設置
沖縄県 環境フェア
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政令指定都市における事業者との連携・協働の取組事例（問7-1：自由記述）
札幌市 産・学・官市民の協働のもと、環境イベント「環境広場さっぽろ」（毎年）

仙台市 地域版環境マネジメントシステム、ごみ減量・リサイクルを目的とした協議会、環境配慮型店舗の認定、
環境配慮型商品の推奨

千葉市 市が主催する「環境フェスティバル」で、事業者の環境保全活動（3社）を展示
横浜市 環境月間におけるパネル展（事業所及び市民活動団体の活動紹介）、環境保全に関する表彰制度

川崎市 温暖化防止に向けた取組事例集、グリーン購入啓発ポスター等の作成、環境フェアー、交通需要マネジメ
ント、リスクコミュニケーション、ポイ捨てキャンペーン

名古屋市 環境デーなごや（普及啓発イベント）、東海三県一市グリーン購入キャンペーン、脱レジ袋運動、環境保
全の日の行動の輪づくり

京都市 パートナーシップ組織である京のアジェンダ21フォーラムや京都市ごみ減量推進会議を核とした様々な取
大阪市 各区で「地域境環フェア」

神戸市 グリーンカンパニーネットワークという情報交流の場を設け、事業者の環境保全取組事例などの情報発信
やメンバー間の情報交換

北九州市 ゴミゼロキャンペーン、エコテクノ（環境見本市）など
福岡市 「かーるマークの店制度」。マイバックや、簡易包装に取り組む小売店を「かーるマークの店」として認
さいたま市 企画・運営から、市民・事業者・市のパートナーシップで環境フォーラム（事例発表、基調講演、展示

東京23区における事業者との連携・協働の取組事例（問7-1：自由記述）
千代田区 ちよだエコ・オフィス町内会PR、区で入会前の説明・回収ボックス貸与、区で商店街段ボール回収用シー
港区 エコライフフェア（年1回のイベント）
新宿区 環境に関心を持つ事業者の組織をつくり、定期的な情報交換会
文京区 環境月間に、環境活動を実践している企業の展示を行う等

台東区 環境フェスタ、リサイクル事業、環境学習連続講座、屋土緑化モデルガーデン区民事業者全体の環境会議
（エコアップ推進委員会）

墨田区 雨水タンク事業者との連携
品川区 環境保全活動を推進する組織を設置し、環境学習及びイベント（環境フェア）等

目黒区 区内大型小売店との協力によるごみゼロキャンペーン、環境マネジメントシステム研究会と事業所の
ISO14001認証取得支援

大田区 年1回、区民・NPO・企業と協動して環境啓発イベント（エコフェスタワンダーワンド）
世田谷区 「環境まつり」というイベントへの事業者の出展
中野区 環境月間行事
杉並区 環境博覧会において事業者の出展、環境セミナー等
豊島区 リサイクル環境フェアへの事業者の参加
北区 省資源・省エネルギーを推進する環境活動自己診断の普及

荒川区 リサイクル事業として、区民が自主的に資源（びん、缶、古紙等）を回収。区民のリサイクル事業者と連
携して区民全域での集団回収事業

板橋区 商店街・オフィスリサイクルシステムによる古紙回収
練馬区 練馬区環境リサイクルフェア、カラオケ騒音防止のための講習会、ディーゼル自動車規制についての説明
足立区 環境フェア
葛飾区 区主催の環境フェアへの参加招請、商工会議所と共催で「環境セミナー」
江戸川区 環境フェアへの出展（環境に配慮した製品や、リサイクル品等の展示および紹介による普及啓発）
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都道府県における住民との連携・協働の取組事例（問11-1：自由記述）
岩手県 健全な水循環の確保を目的とした流域ごとの取組に参加
宮城県 アドプト・プログラムによる環境保全活動（美化活動：みやぎスマイルロード・プログラム等）

秋田県 「あきたエコ＆リサイクルフェスティバル」（市民団体や学生、関係団体等で構成されるフェスティバル
実行委員会で意見集約）

山形県
「美しい山形・最上川フォーラム」は、県民、NPO、事業者、大学、行政が一体となって身近な川や水辺の
水質調査、川や海の散乱ゴミの調査回収。「やまがた道路美化ボランティア｣｢河川アダプト導入モデル事
業｣等。｢山形県エコイベント指針｣で、県が主体的に関わるイベントに係る環境配慮計画について、環境に

福島県 地球温暖化防止活動推進員の委嘱。地域に密着した環境保全活動を行っている団体の指導者等を対象に講
習会を開催し、環境学習や環境保全活動のリーダーを養成し、環境保全活動の底辺拡大・活性化する環境

茨城県 前記（問7-1）イベントの他、不法投棄防止茨城県民大会、県政出前講座、河川水質調査、河川等一斉清掃
栃木県 エコサポーター制度（環境保全活動全搬）、とちの環県民会議（環境保全に係る交流の場の提供）
群馬県 環境美化活動、ふるさとの谷津田再発見プロジェクト、自然公園内で山野草保護活動
埼玉県 彩の国環境パートナーシップ（「環境保全取組の表彰」「情報紙発行」「ノーレジ袋」運動）
千葉県 環境シンポジウム千葉会議、環境活動見本市（エコメッセちば）、環境学習
東京都 緑地保全地域等での保全活動、緑のボランティア登録等

神奈川県 環境情報コーディネーター等による県民からの相談に対応。県全域における環境分野の社会計画である
「新アジェンダ21かながわ」

新潟県 廃棄物の減量化
富山県 環境フェア、県土美化推進運動
石川県 環境フェア、里山保全・再生、地域版・家庭版環境ISOの普及
福井県 環境フェア、グリーン購入、環境保全活動、環境教育他
岐阜県 各圏域における「環境塾」、マイバッグキャンペーン、地球環境村フェア

静岡県 「環境美化統一キャンペーン」、散乱ごみの一斉回収等。「資源リサイクルフォーラム」における先進事
例発表、家庭版環境マネジメント、県民参加による森づくり

愛知県 「あいちクリーンキャンペーン」街頭美化運動
滋賀県 県民等による公共的な場所の美化活動、年3回の環境美化活動、環境にやさしい買い物キャンペーン

京都府 環境にやさしい取組をする人なら誰でも会員になれる「京都エコクラブ」事業、府民の連携・協働取組を
進めている環境フェスティバルへの出展など

大阪府 問7-1に同じ
兵庫県 環境にやさしい買物運動、森・川・海の再生先導モデル事業等
奈良県 環境フェア、クリーンアップならキャンペーン（美化活動）

和歌山県 わかやま環境フォーラム（県内の各種環境保全団体や住民との協働）、環境学習アドバイザー派遣（県内
のNPOや有識者を学校へ派遣）

岡山県 児島湖流域清掃大作戦。道路、河川、海岸、児島湖の環境美化（アダプト事業）など

徳島県 ごみゼロの日キャンペーン、アドプトプログラム（住民や事業者による河川敷や公共施設等の環境美化活
動）、マイバッグキャンペーン（小売店との協働）

香川県 行政、県民、事業者等と「エコライフかがわ推進会議」、環境保全に関する活動や普及啓発など（一斉清
愛媛県 住民が行う環境学習会などに対し、講師を派遣（講師謝金を県が負担）
福岡県 環境学習（夏休みリサイクル親子探検隊）
佐賀県 環境美化県民行動の日に、県下一斉「ふるさと美化活動」
長崎県 ゴミゼロながさき実践計画を推進、道路・河川等のアダプロプログラムによる清掃、空き缶回収キャン
熊本県 くまもと・みんなの川と海づくり県民運動
大分県 ごみゼロおおいた推進隊
宮崎県 一斉清掃による美化活動
鹿児島県 地球にやさしい県民運動の推進にあたり、県民運動推進員として地域住民を委嘱
沖縄県 環境フェアー、街頭美化運動
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政令指定都市における住民との連携・協働の取組事例（問11-1：自由記述）
札幌市 ごみ減量・リサイクルイベント、春・夏・秋の清掃運動、ごみゼロキャンペーン、清掃学校、環境広場
仙台市 ポイ捨てごみ調査・清掃活動、集団資源回収事業
千葉市 美しい街づくりを推進するため、JR千葉駅前での街頭キャンペーン。空き缶の散乱防止と資源回収のため
横浜市 学生ボランティアの開催、18区役所が独自の取組を中心に展開

川崎市
温暖化防止に向けたマイバック持参運動、省エネ活動、太陽光発電の普及啓発、環境フェア／環境科学教
室等環境学習／化学物質のリスクコミュニケーション／樹林地の下草刈り等里山保全活動、清掃活動、フ
リーマーケット、資源集団回収への支援、環境教育の推進他

名古屋市 環境デーなごや、集団資源回収、森づくり、町を美しくする運動
京都市 京のアジェンダ21フォーラムで、京都市ごみ減量推進会議を核とした清掃活動、美化活動等
大阪市 各区で「地域環境フェア」
神戸市 できるだけ環境負荷が少ない行動を選定しながら生活していく「エコタウンまちづくり」など
広島市 環境フェアの開催、出前環境講座
北九州市 環境関連イベントなど
福岡市 環境月間（毎年6月）「ラブアース・クリーンアップ運動」で、福岡市及び周辺市町村にて、海岸・山なみ
さいたま市 市民参加による清掃活動等、環境フォーラム

東京23区における住民との連携・協働の取組事例（問11-1：自由記述）
千代田区 町会（区民、企業等）、警察、区による合同パトロール（環境美化、路上放置物、放置自動車等への指
中央区 クリーンデー（区民、事業者等による区内一斉清掃への支援）、歩行喫煙・ポイ捨て防止キャンペーン
港区 エコライフフェア（年1回のイベント）
新宿区 ポイ捨て防止キャンペーン
文京区 エコ・リサイクルフェア、学校出前講座
台東区 環境フェスタ、リサイクル事業、環境学習連続講座、区民事業者主体の区民環境会議
墨田区 イベント等の共同参加

江東区 みんなでまちをきれいにする運動（まちの一斉清掃）、わがまち江東きれいに活動（アダプト運動）、集
団回収（資源回収）

品川区 環境リサイクルフェア、街頭美化活動、リサイクル活動等に関係団体の参加

目黒区 清掃協力会との連携によるごみゼロキャンペーン。町会・自治会による「びん・缶」回収用コンテナの管
理。区民、民間団体を含めた実行委員会で企画・運営された環境リサイクルフェア

大田区 毎年6月をクリーン大田強化月間として、主要駅の駅頭で住民参加による啓発活動
世田谷区 「環境まつり」というイベント実行委員会に住民が参加
中野区 環境月間行事
杉並区 空き缶やたばこの吸殻などを収集して地域をきれいにする美化運動（クリーン大作戦）。15年度参加者

豊島区
ごみ減量リサイクル推進のための中心的役割として、各地域に「リサイクル・清掃推進員」。住民との実
行委員会形式による「リサイクル環境フェア」。区内全域で一斉清掃活動をする「ごみゼロデー｣（住民、
事業者団体、区職員合わせて8千名参加）

北区 省資源・省エネルギー推進等、環境活動自己診断の普及
荒川区 地元住民が、環境月間で駅前等の地域美化活動。フリーマーケット
板橋区 エコポリス板橋環境行動会議による美化活動

練馬区 環境行動方針索定、環境リサイクルフェア、環境月間行事などのイベント、まち美化・歩行喫煙防止キャ
ンペーン、各種リサイクル事業、環境学習

足立区 環境フェア
江戸川区 環境フェアへの参加、環境をよくする運動への参加（区内一斉美化運動等）
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都道府県における環境NPO等との連携・協働の取組事例（問12-1：自由記述）
青森県 環境パートナーシップの形成促進
岩手県 環境フォーラム
宮城県 みやぎ環境学習パートナーシップ会議、環境学習教材開発、エコ体験学習プログラム
秋田県 環境イベント「エコ＆リサイクルフェスティバル」

山形県
山形県環境産業まつり（地域循環型社会の構築を図るため環境に配慮した製品及び新たな環境配慮技術の
情報提供等）。山形県バイオマスネットワーク（バイオマスの利用促進を図るため、県内の市町村、企
業、団体などによるゆるやかな連携組織を構築し、課題解決に向けた取組）

福島県 グリーン購入推進キャンペーン、マイバックキャンペーン（買物袋持参運動）、省資源・省エネルギーセ
茨城県 前記（問7-1）イベントの他、「クリーンアップひぬまネットワーク」との連携による水質浄化活動
栃木県 環境フェア
群馬県 ぐんま環境フェスティバル、地域の環境学習会
埼玉県 彩の国環境パートナーシップ（「環境保全取組の表彰」「情報紙発行」）
千葉県 環境シンポジウム千葉会議、環境活動見本市（エコメッセちば）環境学習
東京都 埋立地の見学会、緑地保全活動
神奈川県 県全域における環境分野の社会計画である「新アジェンダ21かながわ」
新潟県 環境フェア、廃棄物の減量化、普及啓発事業の委託

石川県 県民、NPO、事業者、行政の協働組織による（社）いしかわ環境パートナシップ県民会議で、環境フェア、
県民環境講座、NPOへの活動支援等

福井県 環境保全活動、環境教育他
山梨県 環境首都山梨クリーンキャンペーン（隔月月末）
長野県 信州環境フェア
岐阜県 環境教育ステークホルダー・ミーティング（環境NPO等と環境教育の課題やそれぞれの役割を考える交流

静岡県 環境行動宣言“HOPE”の普及、県民参加による森づくりの推進「ふじさんネットワーク」による富士山の
環境保全活動、地域による環境教育への講師派遣

愛知県 森林を使った環境教育フィールドの整備、並びに体験学習
三重県 身近な自然を体験するイベントを県内各地で民間団体と協働・連携

滋賀県 県民等による公共的な場所の美化活動に対する支援。年3回の環境美化活動、環境にやさしい買い物キャン
ペーン、グリーン購入キャンペーン、水環境を守る運動

京都府 環境フェスティバルや、環境学習活動における連携・協働など
大阪府 問7-1の取組に加え、企画段階から環境NPO等の参画による、環境NPO等の取組を紹介する「環境フェスティ
兵庫県 環境にやさしい買物運動、森川海の再生先導モデル事業、5R推進県民会議等
奈良県 環境フェア、市民講座

和歌山県 わかやま環境フォーラム（県内の各種環境保全団体や住民との協働）、環境学習アドバイザー派遣（県内
のNPOや有識者を学校へ派遣）

岡山県 環境フェア（エコフェストおかやま）等
広島県 環境の日ひろしま大会（環境フェア）、環境カウンセラーの活動支援
山口県 民間団体と連携・協働した環境グラウンドワーク活動

徳島県
「徳島環境県民の集い－クリーン＆グリーンフェアー」、とくしま環境県民会議、アドプトプログラム
（住民や事業者による河川敷や公共施設等の環境美化活動）、マイバッグキャンペーン（小売店との協
働）、徳島自然共生塾（グラウンドワークリーダー養成事業）の運営委託

香川県 行政、県民、事業者等と「エコライフかがわ推進会議」、環境保全に関する活動や普及啓発など（一斉清
愛媛県 環境フェアにおいて、NPOなどの取組や紹介フェアの企画検討への参加
高知県 環境NPOと共同で「よさこいエコまつり」
福岡県 県内数箇所で行政と事業者・県民団体が一体となった環境啓発事業
佐賀県 自然観察指導員養成、育成のための講習会、自然観察会、県自然環境保全地域の監視
長崎県 街頭イベントやフェアでの参加・協力依頼、生ごみの堆肥化をNPOと協働、学校版ISOをモデル校で講築
熊本県 くまもと・みんなの川と海づくり県民運動、マイ・バックキャンペーン
大分県 大分県地球温暖化防止活動推進センターの指定、ごみゼロおおいた推進隊の任命

宮崎県 宮崎県地球温暖化防止活動推進センターのNPO指定、及び環境情報センター運営のNPO委託（平成16年度か
ら）、エコ幼稚園・エコ保育所推進事業のNPO委託

鹿児島県 環境フェアにおいて民間団体と実行委員会を構成し、出展ブースを設置。地球にやさしい県民運動推進会
議の構成団体として県民運動

沖縄県 環境フェアー、街頭美化運動、リサイクル活動、環境学習
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政令指定都市における環境NPO等との連携・協働の取組事例（問12-1：自由記述）
札幌市 「春・夏・秋の清掃運動」「ごみゼロキャンペーン」「ごみ減量・リサイクル講座」「環境広場さっぽ
仙台市 環境フォーラム
千葉市 環境家計簿を活用した「ちばエコファミリー」づくり。市が主催する「環境フェスティバル」で、市民団
横浜市 各地域の30活動委員会が、区役所や環境事業局事務所と連携してごみの減量、リサイクルの普及啓発や分

川崎市 川崎市地域環境保全行動計画の推進、地域環境リーダー育成講座の運営、環境パートナーシップかわさき
への参画、市域の動植物の生息状況調査、「環境デー」イベント

名古屋市 環境デーなごや、フリーマーケット
京都市 京のアジェンダ21フォーラム、京都市ごみ減量推進会議を核とした多様な連携（清掃活動や美化活動）ほ
大阪市 各区で「地域環境フェア」
神戸市 水辺教室、里山保全事業や小中学生を対象として自然観察会など
広島市 環境ボランティア（サポーター）の養成及び活動の場の提供
北九州市 環境関連イベント、北九州環境国際人材バンクなど
福岡市 NPO、市民による実行委員会において企画・運営された「環境フェスティバル」
さいたま市 環境フォーラム

東京23区における環境NPO等との連携・協働の取組事例（問12-1：自由記述）
中央区 クリーンデー　歩行喫煙・ポイ捨て防止キャンペーン
港区 タバコのポイ捨て禁止
新宿区 ポイ捨て防止キャンペーン
文京区 環境月間事業
台東区 環境フェスタ、区民環境会議（エコアップ推進委員会）
墨田区 イベント等の共同参加
江東区 民間団体と、江東区民まつりでゴミ問題等をテーマにしたイベント
目黒区 区民・民間団体を含めた実行委員会で企画運営した環境リサイクルフェア
大田区 区民・NPO・企業と協動して、年1回の環境啓発イベント（エコフェスタワンダーランド）
世田谷区 立案、進行をNPOと連携・協働したエコライフ講座
渋谷区 実施計画作成段階から民間団体の参加を求め、区民から希望を募った環境学習リーダー講座
中野区 環境月間行事
杉並区 空き缶やたばこの吸殻などを収集して地域をきれいにする美化運動（クリーン大作戦）。15年度参加者
豊島区 リサイクル環境フェアへの参加、「ごみゼロデー」への参加、池袋駅前合同環境美化キャンペーン
北区 環境活動自己診断を実施した区民・事業者を評価・表彰
荒川区 町会、自治会で資源の集団回収
板橋区 エコポリスセンターにおける環境学習
練馬区 練馬区環境リサイクルフェア（区民団体との連携・協働）、環境学習室（協力員との連携・協働）
足立区 環境フェア、リサイクル活動、環境学習
葛飾区 区主催の環境・緑化フェアに区民団体の参加を招請
江戸川区 環境フェアへの参加
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都道府県における環境NPO等への支援・育成の取組事例（問13-1：自由記述）
北海道 北海道環境財団を通して実施
青森県 事業の委託
岩手県 補助金
宮城県 みやぎNPOプラザ（環境NPO等に限定したものではない）
秋田県 補助金の交付
山形県 意欲ある環境保全グループが単独で、または協働して実施する広域的・モデル的事業を公募し、支援
福島県 「環境保全活動推進支援事業」：環境保全団体が行う環境保全活動に必要な資金の助成を行う等
茨城県 資金援助、活動材料の提供、環境学習資材の貸出、環境保全に関する国際的取組に対する参加要請、支援
栃木県 活動拠点の提供、施設・資機材の提供
群馬県 NPO活動支援整備資金、NPO・ボランティアサロンぐんま、ボランティア・NPOネットワーク支援事業、NPO
埼玉県 平成16年度に「NPO活動支援の基金設立」、「活動拠点の整備」

千葉県 環境シンポジウム千葉会議、環境活動見本市（エコメッセちば）、環境学習、（財）千葉県環境財団に
「ちば環境再生基金」を設置し、助成金を交付

東京都 パートナーシップコーナーの設置、緑のボランティア育成事業
神奈川県 活動拠点の提供、かながわボランタリー基金21負担金事業による地球温暖化防止活動の協働
富山県 地域貢献型事業（コミュニティビジネス）支援制度融資

石川県 （社）いしかわ環境パートナーシップ県民会議を立ち上げ、拠点として県民エコステーションを設置し、
様々な支援・育成措置

福井県 モデル事業の委託、環境保全活動経費の助成他
長野県 NPO活動に対する助成、地球温暖化防止活動を行う団体への補助金交付
岐阜県 「環境塾」等の講師依頼や環境教育に関する資料（パンフレット、ビデオテープ等）の提供等
静岡県 活動拠点の提供、環境に関する情報の提供
愛知県 活動拠点の提供、施設・資機材の提供
三重県 県が創設した基金を運営する中間支援・組織を設立し（三重環境県民会議）、その組織を通じ民間団体を
滋賀県 補助金等の資金援助、活動拠点の提供、講演会等の事業の共催
京都府 府が実施する環境学習講座のほか、調査・研究等の業務委託等
大阪府 補助金の交付や環境NPO等の自主的な活動をサポートする拠点施設として、環境情報センター内に環境情報
兵庫県 （環境NPOだけではないが）NPOパワーアップ事業助成、行政・NPO協働事業助成等
奈良県 奈良県ストップ温暖化推進員の会（NASO）への施設・資機材の提供、及び奈良県環境県民フォーラム・
和歌山県 エコプロダクツ連携活動支援、スタートアップ支援、NPOからのふるさとづくり企画提案
島根県 環境保全を目的とする活動を行う団体に対し、活動に要する経費を助成
岡山県 学習交流会の開催等

広島県 廃棄物の3R推進活動等を行うNPO、ボランティア団体への活動費の助成。海浜清掃等を行うボランティア団
体を「せとうち海援隊」として認定、支援

山口県 モデル的な活動に対する財政支援、セミナーの開催、情報誌の発行

徳島県 地域活性化活動支援補助金（※環境分野を含む幅広い活動）、とくしま県民活動プラザの設置・運営、ア
ドバイザー派遣事業、NPO会計・税務相談、NPO法人相談など幅広い支援活動や主催事業

香川県 問11-1で記載した「エコライフかがわ推進会議」を通じて、地域における環境保全活動に対し補助金
愛媛県 他団体との交流、相談など運営に関する講座の開催会議室の提供
高知県 NPO法人に対して、2分の1の補助率の補助金を資金援助
福岡県 民間団体と共同で環境啓発事業を実施した市町村に対して補助金を交付
長崎県 環境NPOを含む全てのボランティア団体の支援のためボランティア支援センターを設定、場の提供、資材を
大分県 ごみゼロおおいた推進隊に対する活動支援
宮崎県 業務委託による育成、活性化
鹿児島県 環境セミナー等の学習機会の提供
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政令指定都市における環境NPO等への支援・育成の取組事例（問13-1：自由記述）
札幌市 「リサイクル活動団体助成金」（平成15年度で終了）、「環境プラザ」における活動拠点の提供
仙台市 環境保全に資する実験的な取組を公募し、助成（環境社会実験）
千葉市 補助金（活動費の1／2、30万円限度）を交付
横浜市 活動助成金制度、市民提案型まちづくり協働事業、森づくりボランティア団体育成・支援
川崎市 活動への助成
京都市 京都市環境保全活動センター「京（みやこ）エコロジーセンター」において、資金面、施設面での支援等
大阪市 大阪市立環境学習センターのNGOコーナーを設置し、情報提供
神戸市 環境保全活動を目的に結成される小中学生のグループに、会員手帳等のグッズや活動プログラムの提供な
広島市 活動機会の提供
北九州市 市民団体等が企画・実施する環境関連イベントの支援、環境ミュージアム（環境学習拠点）の会議室の無

福岡市 活動拠点の提供（「エコルール」として、あらかじめ登録しているNPOに会議室を無料貸出）。活動内容の
広報（市環境局HPによるNPO事業の周知）

東京23区における環境NPO等への支援・育成の取組事例（問13-1：自由記述）
中央区 活動費の一部を助成
港区 基金を創設し、補助金を交付
新宿区 補助金による支援
文京区 環境情報誌の紙面掲載委託、環境月間事業の実施委託
台東区 会議・講演等の会場の提供及び資機材の提供
墨田区 リサイクル団体の活動拠点の提供
世田谷区 会議のための会場を提供
渋谷区 環境省等が主催する環境フェアに区と共同参加をしてもらい、行事に必要な消耗品費等を補助
杉並区 活動と運営を支援することにより、環境に配慮した行動を広く地域に定着

板橋区 エコポリスセンター・ボランティアNPOセンターにおける場と情報の提供、エコポリスセンターにおける環
境学習リーダーの育成

葛飾区 環境保全団体の調査・研究等活動事業に対する補助金の受付。対象事業費の1／2以内、10万円を限度に交
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都道府県における環境マネジメントシステムの導入事例（問19-2：自由記述）
北海道 知事部局、教育委員会、道警、各種委員会
青森県 県立学校、警察出先機関以外のすべての県の機関（本庁舎、合同庁舎、単独庁舎）
岩手県 本庁舎、合同庁舎、警察本部庁舎、一部の研究機関・病院
宮城県 本庁行政庁舎、議会庁舎及び警察庁舎
秋田県 病院、学校、警察署を除く全組織
山形県 本庁舎、総合支庁、工業技術センター
福島県 本庁舎及び西庁舎
茨城県 県の全組織
栃木県 保健環境センター、県立宇都宮工業高等学校
群馬県 県庁のすべての機関。知事部局、教育委員会（県立学校含む）、警察本部（警察署含む）、企業局等
埼玉県 全て県有施設
千葉県 県のすべての機関（ISO14001の登録範囲は知事部局本庁）
東京都 本庁舎、環境科学研究所、埋立処分場
神奈川県 全ての県機関（警察を除く）
新潟県 本庁舎、保健環境科学研究所
富山県 本庁舎、環境科学センター、工業技術センター生活工学研究所
石川県 本庁舎（県会議、警察含む）、工業試験場、保健環境センター
福井県 本庁舎、議会庁舎、出先機関
山梨県 本庁舎及び北巨摩合同庁舎
長野県 本庁舎
岐阜県 県庁本庁舎、総合庁舎（地方事務所）、県立病院等
静岡県 環境衛生科学研究所、企業局柿田川事務所、中小家畜試験場
愛知県 本庁舎、西庁舎、自治センター、地方総合庁舎（7か所）
三重県 本庁舎とその周辺機関、全ての地域機関、県警察本部、医療機関、県立大学、試験研究機関、県立学校6
滋賀県 警察を除く全ての県機関
京都府 本庁舎
大阪府 本庁舎（企業局、警察本部を除く）、村野浄水場、環境情報センター
兵庫県 本庁舎、研究機関
奈良県 本庁舎、分庁舎、北分庁舎、3総合庁舎、自治能力開発センター
和歌山県 本庁舎
鳥取県 「本庁」「地方機関」（年度計画で拡大中、現在、3総合事務所、1保健局、2研究所）
島根県 本庁舎、研究所、研修所
岡山県 原則として知事部局の組織全て（大学、病院等除く）、教育庁・警察本部（本庁舎のみ）
山口県 本庁舎　産業技術センター
徳島県 本庁舎及び7合同庁舎（35の出先機関）
香川県 本庁舎、環境保健研究センター
愛媛県 本庁舎
高知県 本庁舎
福岡県 保健環境研究所
佐賀県 本庁舎
長崎県 本庁舎
熊本県 本庁舎、附属庁舎
大分県 本庁舎
宮崎県 本庁舎
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政令指定都市における環境マネジメントシステムの導入事例（問19-2：自由記述）
札幌市 全庁舎（学校を除く）
仙台市 本庁舎、北庁務、5区役所庁舎、2総合支所庁舎・清掃工場（2ヶ所）・ガス局庁舎→ISO14001の認証を取
千葉市 本庁舎、中央コミュニティセンター
横浜市 本庁舎及び区役所
川崎市 ごみ処理センター、浄水場
京都市 市役所本庁舎、区役所、教育施設、クリーンセンター、工業技術センター、下水道処理場

大阪市 「市役所本庁舎」「24区役所」「その他のオフィス系庁舎（WTCビル及びあべのルシアス）」「ごみ焼却
場」「下水処理場」「市立環境科学研究所」

神戸市 本庁舎
広島市 本庁舎（議会棟を含む）安佐北工場（清掃工場）
北九州市 市役所本庁舎、環境科学研究所

福岡市
環境局西部工場（清掃工場）、下水道局西部水処理センタ、水道局、くらしの環境財団にてISO14001を取
得済、また、西部工場以外の清掃工場、埋立場（汚水処理場）、し尿中継所にて、西武工場のＥＭＳを参
考に、自己宣言によりＥＭＳ運用、本庁舎、その他庁舎の事務部門にて市独自の｢率先実行計画｣にて簡易

さいたま市 清掃工場、最終処分場

東京23区における環境マネジメントシステムの導入事例（問19-2：自由記述）
千代田区 本庁舎
中央区 本庁舎、出張所、保健所
港区 保育園、小・中学校、幼稚園を除くすべての部門
新宿区 区全体
文京区 庁舎、出先施設、学校等
台東区 本庁舎
墨田区 本庁舎及び区長部局の出先施設
品川区 本庁舎及び各出先施設（学校を除く）
目黒区 総合庁舎、防災センター
世田谷区 本庁舎、5総合支所
中野区 全部門
杉並区 全部
豊島区 本庁舎、分庁舎、各出先施設
北区 「区有施設」「小・中学校」「保育園・幼稚園」
荒川区 本庁舎
板橋区 全組織（区立学校を含む）
練馬区 区立学校、指定管理者委託、管理委管を除く全施設
葛飾区 全区施設（学校等も全て対象です）及び区が設立して公社・財団の各施設
江戸川区 本庁舎、分庁舎、その他の事業所、区立小中学校、幼稚園、保育園
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