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「自然を守ること」それが私たちの役割ではないか？ 
 

奄美大島・徳之島・沖縄島北部及び西表島は 

世界自然遺産登録を目指しています 

  ～2018年3月、西表石垣国立公園は国内初の「星空保護区」に認定されました（IDA）～  

 

 

                          ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO 法人 かながわ環境カウンセラー協議会 （KECA） 

ＫＥＣＡ ニュース（案）  ＝Ｎｏ.67＝ 

                              

NPO 法人 かながわ環境カウンセラー協議会 （KECA） 

ＫＥＣＡ ニュース＝Ｎｏ.69＝ 

                              

 

 

西表島に上る朝日   2018年7月20日(6時30分) 撮影：河野健三 

 

 

 



                      KECA ニュース No.69  2020年11月30日発行 

-2- 

 

「環境に配慮した地域社会づくり」を目指す 

組織基盤強化事業への取り組み 

～会員の誰もが参加できるプロジェクト制のプラットフォームをつくる～ 

理事長 河野健三 

１．はじめに 

（１）KECA は昨年11月18日に特定非営利活動法人(NPO 法人)の認証を取得して20周年を迎えました。 

法人化20周年を契機として新たな展開を図るため、「2020年度よこはま夢ファンド・組織基盤強化 

助成金」を受けて、組織基盤強化事業への取り組みを進めています。 

（２）KECA には20年間にわたる地域の企業・学校・行政・関係団体等（ステークホルダー）とのつ

ながりと多くの活動実績があります。このつながりと活動実績を活かし、「環境に配慮した地域社

会づくり」にどのように取り組んでいけば良いのか、「プロジェクト制のプラットフォームをつく

る」中で考えていきましょう。 

 

２．よこはま夢ファンド・組織基盤強化事業への取り組み 

（１）組織基盤強化事業は3つの作業部会で、私を含め15名の会員が活動しています。その作業部会は、 

事業や活動のあり方を検討する組織検討部会、主にホームページの見直しを行う Web 部会、会員 

のスキルアップを目指す研修部会です。 

（２）組織検討部会では KECA の喫緊の課題として会員数の減少に注目し、「会員の減少に歯止めを 

かける」ため、「会員の誰もが参加できるプロジェクト制のプラットフォームをつくる」を暫定目 

標として次の8つのプロジェクトを立ち上げました。現在、プロジェクトへの参加者募集と会員ご 

自身のアイデア提案をお願いしています。                 （河野部会長） 

 

No. 個別プロジェクト（案）テーマ名 テーマ推進者名 

１ 環境に関する資料集を作成する 石井 員良 

２ 中小企業に環境改善活動のための情報提供 大竹 順之 

３ 内部監査により EMS 企業(＊)の実力と地域への存在感を高める 河野 健三 

４ 中小企業の経営改善に役立つ知恵の漢方薬店を HP に開店する 近藤 勝養 

５ KECA ニュースの発信力を高める 千葉 雅子 

６ KECA(活性化のための)オープンミーティング 2020 日吉 栄一 

７ 中小企業の SDGs に向けた環境改善事例 守谷 喜芳 

8 神奈川県内の NPO による地域貢献活動のリスト化     杓谷 信一郎 

   （＊）エコアクション２１を含む環境マネジメントシステム認証取得企業を示す。 
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（３）Web 部会は「寄付・募金分科会」「広報強化分科会」「会員増強分科会」の3つの分科会に分か

れて、広報制作物の見直しと制作に取り掛かっています。ホームページの再構築を含む、新分

野の構築です。会員・一般の個人・企業・団体からの寄付活動の創出と KECA 会員の募集・会

員の知見・行動力の強化向上を目指し、わかりやすく、欲しい情報が手軽に手に入るページ仕

立てをコンセプトに取り組みます。進めるにあたり、現仕組みの見直し、新規規定の作成、支

部・委員会活動のヒヤリング、取材等ご支援いただく機会がございます。その節は宜しくお願

いします。                              （眞砂部会長） 

 

（４）研修部会はよこはま夢ファンド助成金への応募に際して実施した検討会議において、KECA

の課題の一つとして「会員のスキルアップが望まれる」との意見が出されたことから、今回の

組織基盤強化の作業部会の一つとして会員のスキルアップのための研修会の企画検討を進めて

います。以下の2つの研修会を予定していますので、ご自身や所属する委員会・支部等の活動

の幅を広げるための情報収集や人脈構築の場としてご活用ください。多くの方のご参加をお待

ちいたします。 

１）スキルアップ＆交流研修会（ファシリテータ：川嶋 直氏） 

日時：12月13日（日）13時～16時50分 ZOOM を用いたオンライン研修会 

内容：川嶋氏によるコミュニケーション・プレゼンテーション技術に関する講義・実演 

KECA と近隣3環境カウンセラー協議会との情報交換・意見交流 

２）SDGs 研修会（ファシリテータ：河村 研治氏） 

日時：1月24日（日）13時～17時 横浜技能文化会館（状況に応じてオンライン方式とする） 

内容(予定)：SDGs を廻る最近の動向、その担い手として環境カウンセラーに期待される役割 

（大曽根部会長） 

 

３．２０２１年の通常総会を目指して（2021年5月15日の予定） 

（１）上記組織基盤強化事業への取り組みを通して、各支部・委員会・研究会の来年度事業計画・

予算計画の策定に着手します。 

（２）（１）の活動を通して、２０３０ビジョンの策定に着手します。 

（３）プロジェクト制のプラットフォームから会員活動サポートシステムの構築へ 

   来年度以降の活動になりますが、会員の意向調査を踏まえた会員活動サポートシステムの構築

を目指して、「パートナーシップ」「SDGs」「地域への貢献」をキーワードに検討を進めていきた

いと考えています。                        （河野理事長） 
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【イベント情報】 〓環境教育委員会〓 事業者向け環境教育セミナー 開催について 大竹順之 

  ◎開催日 ： ２０２１年３月１４日(日) １３時～１６時３０分 

  ◎開催場所：フクシア（横浜市西区社会福祉協議会）多目的研修室 

        〒220-0011 横浜市西区高島町２－７－１ ファーストプレイス横浜３階  

  ◎内容：１）講演  

・テーマ：「環境活動向け補助金」 講師 遠藤 裕 

「適正な廃棄物処理について」 講師 千葉 雅子 

２）座談会形式の情報交換会（講師と参加者） 

３）募集人員 １０～１５名 

 

【支部の活動報告】 

〓横浜支部〓 環境出前講座実施報告 日吉栄一 

新型コロナウィルスがまだ収束しない中でしたが、横浜市環境創造局から環境出前講座の実施依

頼をいただき、令和２年8月12日（水）に出前授業を実施しました。 

出前講座のテーマは、「体感！ＰＥＴボトルの３Ｒ」として、夏の時期にふさわしく海の環境のこと

なども混ぜ、楽しく授業を実施しました。 

訪問先は、アメリカ山ガーデンアカデミー学童クラブで、小学校低学年から高学年まで年齢の幅が

広いことが特徴でした。 

今回の学習は夏ということもあり、前半の45分で海や魚に関する説明で児童の心をとらえ、３R の説

明、ペッボトルの３種プラ分離実験を行い、後半はペットボトルを使った工作物を児童がつくり一

緒に遊べる内容としました。 

工作物は、浮沈子と空気砲で小さめのペットボトルを使い、小さい子でも簡単に作れるようあらか

じめ下処理を行ったものを用意しておきました。 

また、感染予防のため３密を避けるために子供たちのグループワークは控えて、講師陣が実験のデ

モンストレーションを行いました。 

当日は27名の児童が参加し、子供たちの反応は以下の通り概ね良好でした。 

〇全学年で工作への興味を示し楽しんでいた。 

〇特に低学年は魚の鳴き声と海洋ゴミへの興味を示した。 

〇また中高学年は上記に加え、ペットボトルの分離実験に興味を示した。 

授業全般に関しては、コロナ禍の状況で閉じこもりがちであった子供たちが楽しく元気に学べたこ

とについて、学校側からも高評価をいただけました。 

ただ、全体的に時間が押していたために、児童によっては少し遅れ気味の子もいて、全体の進め方

に改善すべき点があったと思います。 

このテーマでの出前講座については12月にも１校申し込みがあり、プラスチックによる環境汚染が

注目されている今の時代を反映しているように思いました。 
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【委員会の活動報告】 

〓環境経営委員会〓 「エコ検定試験対策セミナーについて」  近藤 勝養 

エコ検定試験が毎年２回実施されています。2020年度のＫＥＣＡ主催の対策セミナーはコロナ禍

により５月と１０月に予定していたものを中止にしました。 

2021年はセミナーを継続する予定ですので、エコ検定の現状についてお知らせします。 

（１）エコ検定の受験者数 

 エコ検定は、複雑・多様化する環境問題を幅広く体系的に身に付く「環境教育の入門編」として、

幅広い業種・職種の方が学んでいます。受験者は、学生から社会人まで幅広い方が受験しています。

2006年の試験開始以来、これまでに約48万人が受験し、合格者は29万人です。 [2020年3月現在]。

当ＮＰＯでも、受験者へのお役立ちできればと思っています。 

  
（２）学習時間の目安（合格者の７０％が２ヶ月以内） 

  主催者の東京商工会議所での合格者へのアンケート結果です。セミナー実施日と 

２ヶ月勉強すれば合格することを伝えていきたいと思っています。 

 

受験者【累計】の推移 
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〓環境教育委員会〓  岡本正義 

●Zoom ミーティングを活用して、委員会活動を進めています 

  Zoom ミーティングを毎月1回開催して、メンバーの情報交換と2020年度の行事の準備や進捗

状況を議論する委員会活動を進めています。 

●2020年度環境教育インストラクター応募資格取得セミナーの準備を進めています 

  コロナ禍の影響で出席者の座席間隔を広く取る、遠方からの出席者も少ないと想定して参加

者は10名と絞って開催する予定です。このセミナーは、KECA メンバーの環境教育実践事例

を紹介すると共に参加者はプログラムの作成と模擬授業を実施し、実践力をつけるセミナー

としていることが特徴です。2021年2月11日と14日の2日間で、12月から参加者募集を行う予

定です。                 

●事業者向け環境教育セミナーの準備を進めています（【イベント情報】事業者向け環境教育セミ

ナー 開催 参照）  

●かながわ環境教室の出前授業の準備を進めています 

  環境・エネルギー学校派遣事業として県から小学校2校の出前授業を受託しています。 

  テーマは、「SDGｓを考える～私たちの暮らしと環境～」であり、環境問題への取り組みを進

めることで SDGｓ目標達成の一歩になることを児童と一緒に考える授業であります。 

●市民環境活動報告会は、今年度は延期になりました 

  神奈川県の3つの NPO 法人が主催で毎年実施してきました市民環境活動報告会は、コロナ禍

の影響で県内の環境活動団体の活動がほとんど実施されていないことから、残念ながら今年

度は開催を延期することになりました。 

 

【新入会員紹介】 

          ～～ 新入会員 ＜自己紹介＞ 鈴木龍太 

初めまして、鈴木龍太と申します。支部は川崎支部です。僕の専門分野は主にエネルギー部門です。

エネルギー部門では原発や火力発電、再生可能エネルギーなどエネルギー部門の色々な視点で知識を

持っています。因みに環境教育インストラクターの資格の他にエコ検定に二回合格して SEEKER に認

定されていて、環境プランナーでもあります。今までに環境教育インストラクターとして3回講義をし

た事があります。出来るだけ生徒さんに解りやすい講義を心掛けて講義をしました。これからも講義
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をする時は解りやすく、そして、生徒が楽しく受講できるような講義を目指してエコ関係、特にエネ

ルギー部門の勉強をしていきます。岡本様には推薦して頂きお礼申し上げます。  ～～            

 

          ～～ 新入会員 ＜自己紹介＞ 松野信夫 

横浜支部、環境教育委員会に入らせて頂きました。小学生等の環境教育をしたいと思っており、参

考に、塾の講師を一昨年１年間経験したりしました。 

職歴は、建設会社で定年を迎えた後、小さな会社で、建物から排出される CO2量の第三者評価業務

を立上げて黒字化。この間に、ISO14001と ISO50001の主任審査員もしました。現在は、週1回程度

の大学院の非常勤講師（国立、私立各１校）。私の特徴は、技術、経済、環境法の３つの観点から広い

目で環境を見るようにしていることです。趣味は野菜を作ることです。 

皆様の多様な活動、様々な経験を踏まえたご指導の下、理解を更に深めていこうと思っております。

ご指導のほど、宜しくお願いします。                     ～～            

 

          ～～ 新入会員 ＜自己紹介＞ 杓谷信一郎 

 環境をライフワークにしようと思い立ち、環境カウンセラーに挑戦し、2019年４月、事業者部門で

登録となりました。７戦し、論文審査５勝２敗、面接審査１勝６敗でした。同年９月に退職し、今は

フリーですが、今年１月にエコアクション21の審査員補の肩書が付きました。 

商事会社の環境担当事務局として、ISO14001認証取得に関り、ＥＭＳの構築と運用、ＣＳＲのしく

みづくりを経験しました。個人的には鶴見川をベースに活動しています。“循環型社会（地域循環共生

圏）”と“流域貢献”に興味があります。 

 ＫＥＣＡでは、事業者部門の環境カウンセラーとして、環境管理委員会や環境経営委員会でマネ

ジメントやＣＳＲを学び、環境審査を通じて、ＣＳＲに取り組む企業への支援、企業とＮＰＯとの仲

立ちが出来たらと考えています。よろしくお願いします。            ～～            

 

【トピックス】 

（１）【EA21】(新)認証・登録証のご案内 

  11月1日以降に認証（更新）・登録する事業者様へご送付する「認証・登録証」に、左上のエコ

アクション２１ロゴマークの隣に SDGs のマークを付すことになりました。エコアクション２１に 

取り組むことは、国連 SDGs 達成に貢献するものであることを、事業者様に改めてお伝えすること

が求められます。     

（２）審査員力量向上研修会開催の件 

【開催日程】 

① 2020年12月14日（月）13：30～16：30（予定） 

横浜市中区尾上町５－８０ 中小企業センター１４階 

② 2021年1月27日(水）13：30～16：00（予定）（Zoom を使用したオンラインで実施） 
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【会員募集中】 

 当会は、中小企業の環境活動支援、地域の小学校等への環境出前授業、行政等と協働する市民環境

活動を展開しております。環境活動に興味のある方、私たちと一緒に活動して頂ける方を募集してお

ります。当会の活動内容は、ホームページをご覧ください。当会には、支部、委員会がありますので、

仲間と共に興味に沿った活動ができます。これまで培った経験、知識を是非生かしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【編集後記】 

本69号には、巻頭言「会員の誰もが参加でき

るプロジェクト制のプラットフォームをつく

る」、及び支部・委員会活動報告、新人紹介を

掲載しました。 

新型コロナウイルス感染予防のため、オン

ライン会議によるコミュニケーションが増え

ていますが、時間、交通費等の節約になり、

なかなか良い手段だと思っています。これか

ら寒くなるにつれ、益々感染予防が重要にな

ってきますが、かけがえのない地球を未来の

世代に受け渡すために、今まで以上に情報発

信をして活動することが求められています。

（千葉） 
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【追悼文】 

野々村信雄さんが9月11日に逝去されました。84歳でした。野々村さんはかながわ環境カウンセラー

協議会 横浜支部及び環境管理委員会の主要メンバーとして、エコアクション21の普及活動に尽力さ

れました。特に企業の経営指導については経営者の方からの信頼が厚かったと伺っております。

又、長年にわたり事務所当番を担当して頂き、今年の2月まではお元気でしたが、お亡くなりになっ

た翌日に奥様からお電話をいただき知った次第です。3月からコロナ禍の中で事務所当番を休止した

こともあり、入院されていることも分からず申し訳ない気持ちでいっぱいです。 

支部員一同 心よりご冥福をお祈り申し上げます。        横浜支部 支部長 河野健三 
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