６．学校・地域社会に向けた環境教育
「次世代のために、企業ができること」

事例 19

ユニー株式会社

所 在 地：愛知県稲沢市天池五反田町1番地
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.uny.co.jp/
事業概要：衣・食・住・余暇にわたる総合小売
業のチェーンストア

店舗をESD・環境教育の場にして、地域・ステークホルダーと連携
同社ではお客様と一緒に持続可能な社会づくり

でき、誰でも参加できるので、事

を目指しており、環境にやさしいお買い物からエ

業者にとっては、自社を開かれた

コライフをはじめることを提唱している。

環境教育の「場」として活用でき

楽しみながらお客様にエコライフを学んでいた

ることを気づかせてくれる。

だく「エコ博」を毎年、全国各地のショッピング
エコ博ガイドツアー

セ ン タ ー で 開 催。「 エ コ 博 」 で は、 自 治 体・
NPO・取引先に参加してもらい、展示ブースや
工作、ステージでの発表等を行っている。2013
年度は「ESD」をテーマに、稲沢・大垣・前橋、

エコロお店探検

▶今後の取り組み方針や課題
エコ・ファーストの約束※ で５

神奈川（長津田）
、静岡、福井の店舗で開催した。

年後の参加者目標を、エコ博５万

地元自治体や企業などが出展し、１日あたり２〜

人、エコロお店探検隊２万人と非

３万人が来場する会場で自社の環境活動の PR が

常に高い目標を掲げており、その

できるため出展者からも好評を得ている。

達成には各店舗の主体的な活動が

さらに、小学校の環境学習を全国すべての店舗

不可欠である。今後も地域密着型

で受け入れている。店長が案内役を務め、バックヤードでごみ置き場を見学した

の取り組みとして活動を拡充して

り、文具売り場でエコマークのついている商品を探すプログラム「エコロお店探

いく。

検隊」は2001年に開始し、2013年度は環境学習を235回実施し、参加者は3,617

※エコ・ファーストの約束：環境トップラン
ナー企業であることの環境大臣認定制度

名に上る。このように店舗を会場に使った環境教育の取り組みは、どこでも開催

事例 20

株式会社ボンタイン珈琲本社

所 在 地：名古屋市中区錦3-11-20
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.bontain.co.jp/
事業概要：コーヒー焙煎加工、卸、小売、食品
缶詰・ジュース販売、喫茶材料一式

コーヒーを通した環境教育で現地生産者と日本の消費者とをつなぐ
同社では、COP10の頃ぐらいまで、ブラジル

でありたいと考えており、生産者

においてコーヒー生産地の地域や学校等へのサ

と消費者が互いに理解し合い、信

ポート、現地の子供たちへの環境教育などを行っ

頼関係を築くことが、持続可能な

ていたが、ブラジル経済が発展し、支援の必要性

コーヒー生産のために最も重要な

が少なくなってきたことから、最近では、日本の

ことの一つであると考えている。

消費者に向けて、生産地の現状や生産者の取り組
みなどを紹介する活動を中心に行っている。
なごや生物多様性センター等での講演や、店頭
おいしい風味と環境保全の両立が大事

栽培地の自然環境保全について説明

でコーヒーを試飲していただきながら、コーヒー

▶今後の取り組み方針や課題

の栽培が生産地の豊かな自然環境や生物多様性に

高品質で持続可能なコーヒーが

支えられ、生産者はそれらの維持・保全に努める

提供され続けていくために、コー

ことで品質の高いコーヒーが提供されていること

ヒー農園の経営を維持していくた

などを、日本の消費者に伝えている。

めの取り組みや、生産者の日常の

消費者は、飲んでいるコーヒーが生産される背景

リアルな姿や考え方等を、日本の

やストーリーを知ることによって、コーヒーをより

消費者にしっかりと伝えていく。

おいしく楽しむことができ、日本の消費者が考えて

また、生産地の子供たちの教育面

いることを率直に生産者に伝えることで、生産者は

での支援については、コスタリカ

より高品質のコーヒーを提供できるようになる。
同社は、生産者と消費者がお互いの理解を深めるための橋渡しをする「伝道者」

やインド等の生産国で今後検討し
ていく。
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事例 21

トヨタ白川郷自然學校

（トヨタ自動車株式会社）

世界遺産・白川郷の大自然の中で、環境に気づき・学ぶ

所 在 地：岐阜県大野郡白川村馬狩223
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.toyota.eco-inst.jp/
事業概要：青少年の自然環境教育及びその指導
者育成、環境教育の普及や啓発等

トヨタ白川郷自然學校は、トヨタ自動車株式会

どにも対応できる。2013年度の

社が環境に関する CSR 活動の一環として自然と

宿泊者は約１万４千人、体験プロ

共生する社会づくりに貢献していくことを目的に、

グラムの参加者は約１万人である。

白川村内の社有地に開設したもので、自然の中で
の体験を通じて一流の教育と感動を提供し、人々
の自ら行動に繋がる自然への想いをたかめるとと
白山登山プログラム

もに、自然体験や野外活動の社会的な意義を広く
発信している。
世界遺産・白川郷からほど近く、霊峰白山の麓
に広がる魅力たっぷりの大自然の中にあり、子ど
もから大人までが体験プログラムや滞在を通じて
自然の中で感動し、自然の営みを学び、自然の叡
智に気づくことで、日本中で自然体験やアウトド

インタープリテーションツアー

▶今後の取り組み方針や課題

アズを楽しむ人が増え、その基となる豊かな自然

国内外の専門家との交流を活性

環境が受け継がれていくことに貢献することを目

化し、環境教育や自然体験・アウ
トドアズに関する知見や技能を

的としている。
2005年に開校し、館内には客室31室のほか、催事ホール・ビジターホール・
モノづくり工房・研修室などを備えており、企業の研修や各種ワークショップな

持った人材を育て、全国各地へ輩
出できるよう努めていく。

事例 22

プランニングオフィス・ラグーン有限会社
デザインから環境活動へ

所 在 地：名古屋市東区代官町39-22
太洋ビル1F
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.lagoon.co.jp/
事業概要：ブランドディレクション（商品開発／
販促企画）
、デザイン、環境学習等

同社は、元々アパレル関連の企画・デザイン会
社であったが、ファッションから住環境全般へと
事業領域を広げ、エコロジーを楽しく、子どもで
も理解できる形で社会に紹介するため環境学習に
も取り組んでいる。
現在は、商品の生産過程に障がい者支援施設を
L サークルで作ったポーチ

リデザインプロジェクト表彰式

組み込む「L サークル」というコンセプトに注力し、

▶今後の取り組み方針や課題
同社は、将来を担う子どもたち

この考えのもと2009年からユニー（株）が主催

へ、わかりやすく、楽しみながら

する「Re DESIGN PROJECT」の企画・システ

「エコ」を伝えることに力を入れ

ム構築を担当。協力企業から未利用資源を素材と

ており、子ども向けエコツアーや

して提供して貰い、デザイン学校の学生たちによ

環境学習ツール（環境紙芝居等）

るバッグや雑貨等のデザインコンテストを開催。

の企画・運営を行っている。ま

学生たちには「環境」「社会貢献」といった ESD

た、企業の社会貢献活動を【コス

を学ぶ機会を提供するとともに、優秀な作品を障

トから投資へ】の考えから、環境

がい者支援施設に生産委託することで障がい者の

や社会に良い、商品企画・デザイ

自立支援にもつなげている。実際に、これらの商品は毎冬に全国のアピタ限定店

ンを実践しＤＭや販促物なども提

舗で販売されている。当プロジェクトは、2014年環境省主催のグッドライフア

案や制作もしている。

ワードにおいて、環境大臣賞グッドライフ特別賞を受賞した。
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学校・地域に向けた環境教育
事例 23

アイシン精機株式会社

所 在 地：愛知県刈谷市朝日町2-1
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.aisin.co.jp/
事業概要：自動車部品（ドライブトレイン、ボ
ディ、ブレーキ、エンジン、情報関
連）等の製造・販売

NPOと連携した小学生向け環境教育プログラムの開発・普及

同社は、「社会・自然との共生」の経営理念に

地域企業協働の部）を受賞した。

基づき、将来の担い手である青少年育成活動に力

年間を通じた継続したプログラム

を 入 れ て お り、 企 業 市 民 活 動 の 一 環 と し て、

であること、プログラムの完成度

2005年開催の「愛・地球博」のエコトークセッ

が高いことなどが評価された。

ションをきっかけに、独自の環境学習プログラム
を企画・実施してきた。
アイシン環境学習プログラム

プログラムの４つのステップ

同社のプログラムは、小学４〜６年生を対象に、

▶今後の取り組み方針や課題
今後もアイシングループで、西

森・水辺・くらし・産業からテーマを選定しても

三河地区を中心に対象学校を拡大

らい、学校のニーズや授業計画にあわせて環境学

していく予定である。プログラム

習をサポートする。プログラムは NPO 法人アス

の実施にあたっては、いかに子ど

クネットと協働で実施しており、アスクネットは、

も達に興味をもたせてプログラム

市民講師とのコーディネートや実施校との調整を

に引き込むかが重要である。例え

担当している。

ば、シンパシーワークショップで

2006年に、同社拠点周辺である西三河地区の

はゲーム方式を取り入れ、動物の

小学生を対象にプログラムの提供を始めて以来、

気持ちになって考えるなどの疑似

受講者数は年々増加しており、９年間で延べ15,000人の小学生が受講した。
近年は、アイシングループの中核６社へと活動の輪を拡充し、2013年には、経
済産業省主催の第４回キャリア教育アワードにおいて、最優秀賞（経済産業大臣賞：

体験をすることで、子どもの気づ
きを引き出し自ら考え行動に移さ
せる工夫をしている。

事例 24

株式会社ディーアイディー
食品リサイクル現場視察会の開催

所 在 地：愛知県一宮市常願通5-20-1
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.recyclemanagement.com/did.html
事業概要：一般廃棄物収集運搬及び処分・産業
廃棄物収集運搬等

同社は、もともと古紙卸売業を営んでいた一宮
紙原料株式会社の関連会社として、平成3年に設
立された。流通企業や JA あいち経済連と協働し
て、食品リサイクルループの構築に携わっている。
同社は、スーパーやコンビニから排出される食
品残渣（野菜くず、調理残渣等）を一日あたり約
消費者団体の見学会

3.2トン受入れ、副資材としてもみがら等を混合・
撹拌し、一次発酵（30日）、二次発酵（60日）
を経て、堆肥を年間約550トン生産している。堆
肥は袋詰製品にして、リサイクル堆肥「エコパ
ワー」として、ホームセンター等で販売されるほ

食品残さの投入作業

▶今後の取り組み方針や課題

か、JA の農業生産者が野菜の生産時に利用して

食品リサイクルの理解促進のた

いる。理論上は、約550トンの堆肥から約1,600

め、今後も要望に応じて現場視察

トンの野菜が生産されることになる。

会を開催予定であるが、施設の関

食品リサイクル現場視察会には、企業、自治体、

係上、１回の受入れ人数は現状よ

農協、（独）国際協力機構（JICA）等が訪れる。１回の視察に受入れ可能な人数

りも増やせない。希望があれば学

は約15人であり、年間約20件の視察を受け入れている。視察会では、リサイク

校も受け入れて子ども達が食品リ

ルセンターの各工程を約１時間かけて見学する。リサイクルセンター内外の臭い

サイクルを体感できる場を提供し

の違い（脱臭効果）に驚く見学者が多い。

ていく。
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事例 25

東邦ガス株式会社
自治体や NPO との環境教育コラボ企画を独自に展開

所 在 地：名古屋市熱田区桜田町19-18
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.tohogas.co.jp/
事業概要：ガス事業・熱供給事業・電気供給事
業等

2014年度から愛知県が主催する自然体験学習

食物連鎖のイメージを捉えやす

イベント「自然の中で火おこし体験〜もりと火と

く、一つの生き物（箱）が抜ける

わたしの未来日記」に協賛している。同社が企画

と生きものピラミッドが崩れるこ

アイデアを持込み、自治体や NPO と連携して開

とが理解できる。2014年度は約

催し、2014年度は約70人が参加した。

140人が参加した。

本プログラムでは、火おこし体験や身近な自然
自然の中で火おこし体験

とのふれあいの中で、季節を感じ、暮らしと自然
のつながりを体感するとともに、インタープリター
との会話やゲームを通じて、生物多様性の大切さ
や生態系を楽しく学ぶことができる。
火おこし体験は、安全な火のおこし方や扱い方、
火のありがたみや怖さを子ども達が体感することで、

東山植物園いきものピラミッド

▶今後の取り組み方針や課題

豊かな心を育むこと（火育）を目的とする。自力

アイデアさえあれば、自治体や

で火をおこすのは難しいが、指導員のアドバイス

NPO と連携して様々な環境教育

により、参加者の約9割が火をおこすことができる。

イベントを実施することが可能で

ほかにも、名古屋市との連携により、東山植物園が主催する自然体験学習イベ

ある。同社の事例が、他社が取り

ント「東山植物園いきものピラミッド」に協賛。本イベントでは、生き物を探し

組むきっかけになり、イベントが

ながら植物園を散策し、見つけた生き物が描かれた箱を重ね、ピラミッドを作る。

各地で展開されることを期待したい。

事例 26

珈琲工房ひぐち

（有限会社ひぐち）

サステイナブルコーヒー教室で輪を広げる

所 在 地：岐阜県各務原市鵜沼各務原町
3-530-2
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.cafe-higuchi.jp/
事業概要：珈琲豆販売事業、カフェ事業、珈琲
器具物販事業、通信販売業等

同社は、岐阜県に３店舗を展開するサステイナ
ブルコーヒー（持続可能性に配慮したコーヒー）
等を取り扱う自家焙煎珈琲専門店。コーヒーを通
じた社会貢献活動として、店舗でのサステイナブ
ルコーヒーの提供、イベントでのコーヒーセミ
ナー、自治体などでのコーヒー教室の開催等、サ
リーフウォークでのコーヒー教室

子育てママのリラックス講座

ステイナブルコーヒーの普及に努めている。

▶今後の取り組み方針や課題

コーヒー教室は年に５〜６回開講している。各

「サステイナブルコーヒー」と

務原市子育て支援課でのコーヒー教室では、日頃

いう言葉は認知度が低く、理解が

育児に忙しい主婦同士の交流の場として好評を得

難しい。現状、「環境にやさしく

ている。受講者は子供をシルバー人材センターに

美味しいコーヒー」として販売し

預け、その間に講座を受講する。講座ではサステ

ているが、新しいキャッチフレー

イナブルコーヒーを飲みながら、未来の子供たち

ズを検討している。2014年は名

を育てる母親にコーヒーと環境、ESD について

古屋で ESD 世界会議が開かれる

の話をする。ESD の根幹は未来のことを考える

ので、消費者にサステイナブル

ことのできる子供を育てることにあり、実際に子供たちを育てる母親に ESD に

コーヒーについて知ってもらうよ

ついて学んでもらうことは大きな意義があると考えている。

い機会だと考えている。
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