
環境教育の俯瞰図

2022年12月27日

環境省大臣官房総合政策課環境教育推進室



各省庁が実施している環境教育の俯瞰図（児童・生徒対象）
※環境教育等促進法の主務省である環境省、文部科学省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省を対象にした同法基本方針に係る施策の実施状況（令和３年度分）をもとに作成。

児童・生徒対象 脱炭素分野

【青】学習・研修等の実施
【赤】教材・学習プログラム等の提供
【黄】学習の場の整備・確保
【緑】ネットワーク整備
【紫】民間が行う取組の振興 自然共生・生物多様性分野循環型社会分野

その他

●(環)環境カウンセラー事業

●(環)環境教育等促進法に基づ
く情報発信事業

●(環)こども環境白書の発行

●(文)環境を考慮した学校施設
（エコスクール）の整備推進

●(環)地方環境パートナーシッ
プ推進事業

●(環)地球環境パートナーシッ
プ推進事業

●(環)(文)ESD活動支援セン
ター

●(文)SDGs達成の担い手育成
（ESD）推進事業

●(文)子どもゆめ基金

●(環)環境教育体験活動優良事
例の収集・公表

●(環)全国ユース環境活動発表
大会

●(環)人材認定等事業登録制度

●(環)環境教育等支援団体指定
制度

●(文) SDGs実現のための教育
プログラム戦略的支援信託基金

●(環)地球環境基金による民間
活動助成事業

●(文)環境教育の実践・普及
（「GLOBE」への参加等)

●(文)ユネスコ未来共創プラッ
トフォーム事業

●(文)健全育成のための体験活
動推進事業

●(国)都市公園等における環境
教育・環境学習の推進

●(環)自然公園等事業等

●(文)屋外教育環境施設の整備

●(文)体験活動等を通じた青少
年自立支援プロジェクト

●(環)(文)(農)子ども農山漁村
交流プロジェクト

●(農)民間セクターによる非住
宅建築物木材利用促進事業の
うちウッド・チェンジにつな
がる木材利用の理解醸成

●(農)森林・林業体験交流促進
対策（森林環境教育プログラ
ム）

●(農)森林・林業体験交流促進
対策（子どもたちの森林内で
の多様な体験活動の受入れが
可能な施設）

●(農) 「遊々の森」の設定・
活用

●(国)「子どもの水辺」再発見
プロジェクト

●(国)水辺の楽校プロジェクト

●(国)海辺の環境教育の推進

●(国)水生生物を指標とした簡
易水質調査

●(国)身近な水環境の全国一斉
調査

●(国)市民緑地制度

●(国)緑地保全等事業

●(国)河川基金
●(文)国立青少年教育施設にお
ける自然体験活動等の機会と
場の提供

●(文) ユネスコパークやユネ
スコ世界ジオパークとESDと
の連携促進

●(環)国立公園等における子ど
もの自然体験活動推進事業

●(環)国連生物多様性の10年日
本委員会推薦「子ども向け図
書」「生物多様性の本箱」～
みんなが行きものとつながる
100冊

●(農)森林ふれあい推進セン
ターでの取組

●(国)社会・環境貢献緑地評価
システム（SEGES）

●(環)容器包装リサイクル推進
事業

●(環)地域の子育て世代との対
話事業（子どもの健康と環境
に関する全国調査（エコチル
調査））

●(環)水俣病問題の環境学習等
推進事業

●(環)水俣病発生地域次世代育
成支援事業

●(環)化学物質アドバイザー派
遣制度

●(農)森林・林業新規就業支援
対策のうち未来の林業を支え
る林業後継者養成事業

全ての分野に共通

●(環)「体験の機会の場」認定
制度

(環)環境省
(文)文部科学省
(農)農林水産省
(経)経済産業省
(国)国土交通省

●(環)MOYAIイニシアティブ
に基づく次世代育成支援事業

●(環)グッドライフアワード

●(環)グッドライフアワード

●(農)森林・林業体験交流促進
対策）

●(環)グッドライフアワード



若年層対象 脱炭素分野

自然共生・生物多様性分野循環型社会分野

その他

●(環)環境カウンセラー事業

●(環)環境教育等促進法に基づ
く情報発信事業

●(環)地方環境パートナーシッ
プ推進事業

●(環)地球環境パートナーシッ
プ推進事業

●(環)(文)ESD活動支援セン
ター

●(環)環境教育体験活動優良事
例の収集・公表

●(環)人材認定等事業登録制度

●(環)環境教育等支援団体指定
制度

●(文) SDGs実現のための教育
プログラム戦略的支援信託基金

●(環)地球環境基金による民間
活動助成事業

●(国)都市公園等における環境
教育・環境学習の推進

●(環)自然公園等事業等

●(国)海辺の環境教育の推進

●(国)水生生物を指標とした簡
易水質調査

●(国)身近な水環境の全国一斉
調査

●(国)市民緑地制度

●(国)緑地保全等事業

●(文) ユネスコパークやユネ
スコ世界ジオパークとESDと
の連携促進●(農)森林ふれあい推進セン

ターでの取組

●(国)社会・環境貢献緑地評価
システム（SEGES）

●(環)容器包装リサイクル推進
事業

●(環)地域の子育て世代との対
話事業（子どもの健康と環境
に関する全国調査（エコチル
調査））

●(環)化学物質アドバイザー派
遣制度

●(環)地域循環共生圏創造を担
うローカルSDGsリーダー研修

●(環)国連大学拠出金（国連大
学ESDプログラム推進事業費）

●(環)日中韓環境協力推進事業

●(経)新エネルギー等の導入促
進のための広報等事業委託費

全ての分野に共通

【青】学習・研修等の実施
【赤】教材・学習プログラム等の提供
【黄】学習の場の整備・確保
【緑】ネットワーク整備
【紫】民間が行う取組の振興

●(環)「体験の機会の場」認定
制度

各省庁が実施している環境教育の俯瞰図（若年層対象）
※環境教育等促進法の主務省である環境省、文部科学省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省を対象にした同法基本方針に係る施策の実施状況（令和３年度分）をもとに作成。

(環)環境省
(文)文部科学省
(農)農林水産省
(経)経済産業省
(国)国土交通省

●(環)グッドライフアワード

●(文)SDGs達成の担い手育成
（ESD）推進事業

●(文)ユネスコ未来共創プラッ
トフォーム事業

●(農)民間セクターによる非住
宅建築物木材利用促進事業の
うちウッド・チェンジにつな
がる木材利用の理解醸成

●(環)環境マネジメントシステ
ムを活用した生物多様性保全
活動の促進

●(環)グッドライフアワード

●(環)グッドライフアワード

●(国)河川基金

●(環)水俣病国際貢献推進事業



社会人以降対象
脱炭素分野

自然共生・生物多様性分野循環型社会分野

その他

●(環)環境カウンセラー事業

●(環)環境教育等促進法に基づ
く情報発信事業

●(環)地方環境パートナーシッ
プ推進事業

●(環)地球環境パートナーシッ
プ推進事業

●(環)(文)ESD活動支援セン
ター

●(環)環境教育体験活動優良事
例の収集・公表

●(環)人材認定等事業登録制度

●(環)環境教育等支援団体指定
制度

●(環)地球環境基金による民間
活動助成事業

●(国)都市公園等における環境
教育・環境学習の推進

●(環)自然公園等事業等

●(国)海辺の環境教育の推進

●(国)水生生物を指標とした簡
易水質調査

●(国)身近な水環境の全国一斉
調査

●(国)市民緑地制度

●(国)緑地保全等事業

●(文) ユネスコパークやユネ
スコ世界ジオパークとESDと
の連携促進

●(国)自然共生センターにおけ
る教育

●(農)森林ふれあい推進セン
ターでの取組

●(国)社会・環境貢献緑地評価
システム（SEGES）

●(環)容器包装リサイクル推進
事業

●(環)地域の子育て世代との対
話事業（子どもの健康と環境
に関する全国調査（エコチル
調査））

●(環)化学物質アドバイザー派
遣制度

●(環)地域循環共生圏創造を担
うローカルSDGsリーダー研修

●(経)新エネルギー等の導入促
進のための広報等事業委託費

全ての分野に共通

【青】学習・研修等の実施
【赤】教材・学習プログラム等の提供
【黄】学習の場の整備・確保
【緑】ネットワーク整備
【紫】民間が行う取組の振興

●(環)「体験の機会の場」認定
制度

各省庁が実施している環境教育の俯瞰図（社会人以降対象）
※環境教育等促進法の主務省である環境省、文部科学省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省を対象にした同法基本方針に係る施策の実施状況（令和３年度分）をもとに作成。

(環)環境省
(文)文部科学省
(農)農林水産省
(経)経済産業省
(国)国土交通省

●(環)グッドライフアワード

●(文)SDGs達成の担い手育成
（ESD）推進事業

●(文)ユネスコ未来共創プラッ
トフォーム事業

●(農)民間セクターによる非住
宅建築物木材利用促進事業の
うちウッド・チェンジにつな
がる木材利用の理解醸成

●(環)グッドライフアワード

●(環)グッドライフアワード

●(環)環境マネジメントシステ
ムを活用した生物多様性保全
活動の促進

●(国)河川基金

●(環)水俣病国際貢献推進事業



脱炭素分野

自然共生・生物多様性分野循環型社会分野

その他

●(環)自然公園等利用ふれあい推
進事業

●(環)エコツーリズム総合推進事
業

●(国)グリーンインフラを活用し
た砂防事業の利活用

●(環)循環型社会に向けた普及啓
発事業

●(環)環境マネジメントシステム
の普及促進等

●(環)経済社会における生物多様
性の保全と持続可能な利用の
促進

●(環)地球環境パートナーシップ
プラザHP等による情報提供

●(環)地球環境パートナーシップ
プラザHP等による情報提供

●(環)地球環境パートナーシップ
プラザHP等による情報提供

●(環)地球環境パートナーシップ
プラザHP等による情報提供

●(環)エコライフ・フェアの実施

●(環)エコライフ・フェアの実施

●(環)エコライフ・フェアの実施

●(環)循環型社会形成に向けた情
報提供事業

●(環)国立公園満喫プロジェクト
推進事業

●(環)ライフスタイルの変革によ
る脱炭素社会の構築事業

●(国)気候変動・防災に関する知
識の普及啓発

●(経)省エネルギー促進に向けた
広報事業委託費

●(経)資源循環政策普及広報事業

●(環)環境報告の推進活用事業

●(環)環境報告の推進活用事業

●(環)環境報告の推進活用

●(環)環境報告の推進活用事業

【参考】各省庁が実施している環境教育に関連する普及啓発事業の俯瞰図
※環境教育等促進法の主務省である環境省、文部科学省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省を対象にした同法基本方針に係る施策の実施状況（令和３年度分）をもとに作成。

●(環)エコライフ・フェアの実施

●(国)海洋環境保全教室等の開催

●(環)地球規模生物多様性情報シ
ステム整備推進費（インター
ネット自然研究所の運営）

●(環)水俣病国際貢献推進事業

●(環)地球温暖化対策の推進に関
する法律に基づく普及啓発推
進事業

(環)環境省
(文)文部科学省
(農)農林水産省
(経)経済産業省
(国)国土交通省
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