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あわら市環境審議会

福井県立大学

まちを動かし、まちを創るまちを動かし、まちを創る
市市民民会会 議議

エコ市民会議は何するものゾ？
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あわら市をエコなまちにするための
環境基本計画を推進するのが目的
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環境基本計画とは？
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発端は地球サミット
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環境と開発に関する国際連合会議（1992.6）
アジェンダ21を採択
日本
環境基本法（1993.11）
福井県

環境基本条令（1995.3）
環境基本計画（1997.3）
あわら市

環境基本条令（2005.3）
環境基本計画（2007.9）
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環境基本計画が目指す

あわら市のプロジェクトとは！
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こんなプロジェクト・・・・

地域で環境配慮行動を行う

エコライフ（ゴミを適切に分別，省エネ・新エネ）

個人，事業所，学校・・・

自然環境（水，土，大気）にやさしく

北潟湖，中山間地の森林や生き物，野焼き・・・

あわらの資源をリサイクル利用しよう

食べ残し，畜産糞尿，廃材，資源作物からエネル
ギーを生み出す，産業エコシステム
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行政だけでやっても進まない！

環境基本計画ができて2年半
計画書には，推進のために市民会議と庁内連絡会
議をつくると書いてある

でも ・・・ 今日やっと・・・

行政も忙しい・・・ 市民も行政まかせ・・・

市民と行政が共にプロジェクトを進める時代

快適環境を求めて身近な問題解決から始めよう！
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市民会議・・・ ３つの仕事！

1. エコ活動を束ねる

2. 環境行政に口や手をだす

3. エコの人づくり、場づくり
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（１）エコ活動を束ねる

NPO, 事業所,学校, 個人, 家庭のエコ活動

他の活動をみない！

環境展など，市民の手でエコイベントを企
画実行する

グリーンカーテンの優秀作品を環境展で表彰

自慢できる，他を知る，仲間ができる，団体間
のつながりができる
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そのほか・・・

他市，他県，他国の市民会議との交流を
企画実施

自分のまちしか知らなければ，そこが一番と
考えてしまう

他の素晴らしいまちをみてこそ，わがまちを
更に良くする行動が始まる

他と交流すると，意欲がわきノウハウも得ら
れる
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（２）環境行政に口も手も出す

環境行政を点検

多くの環境行政事業を点検し，意見する

事業の優先順位をきめる（市民による事業仕訳）

環境基本計画のプロジェクトを進める

３つのプロジェクト，できるところから始める

行政は，まず予算が・・・

ではなくて

予算なしで始め，成果をあげてお金を入れ

最後はお金を産み出す…長井市レインボープラン
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（３）エコの人づくり，場づくり

環境展など交流の場づくり

講演会やセミナー

１回聞いてもエコ人間にならない

じゃ，どうする？

あとでいい策・・・教えます
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市民会議が目指す姿とは！

行政に陳情する，文句をいう時代は終
わった！

行政と手を取り合って協働する枠組みへ，
そして

将来的には行政を動かす市民会議を目指
す！

名古屋市で立ち上がった地域委員会
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市民会議に必要なもの？

？？？

意欲

仲間

場
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市民会議に必要なもの・・・

意欲

市長の意欲が行政ひいては市民の意欲を引き出す

仲間がいる

活動が楽しみ，つながれば大きな成果が生まれる

場がある

情報共有のツール、学校、活動の場など

環境展 ・・・だけではない

交流の場，エコカフェー・・・
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それだけ？
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絶対に必要なもの・・・

現実に困った問題があること！

なんとかしたい，もっとよくしたい

例えば・・・

北潟湖の水質問題

畜産廃棄物のにおい・・・厩肥としての利用

山林が衰えている・・・バイオマス

あわら温泉・・・食物残さ，にぎわいたい・・

都市との交流… グリーンツアーやエコツアー
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そう簡単にいくのか？

成功例はたくさんある
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成功例はまだまだある

きりがない・・・
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そして2001年５月
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福井市環境パートナシップ会議は
動き出した！

行政と市民の行政と市民の環境環境パートナシップパートナシップ

Fukui Ecological PartnerShip federation

http://www.eco-fukui.net/

22

•福井市環境パートナシップ会議

•環境基本計画（2001.3策定）
を行政と市民が連携して推進す
るための組織

• 2001.5設立
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ここまでのお話 Q＆A

2010/3/2624

環境基本計画とは

あわら市のプロジェクト

市民会議 ３つの仕事

市民会議に必要なもの

成功例も多い

身近な市民会議の例（福井市）
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ここからのお話
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福井市環境パートナシップ会議

８年の成長

活動の紹介

人づくりが決め手
人材養成の仕組み

行政と市民の連携

あわらのまちづくり

21世紀のパラダイム
産業エコシステム

行政と市民の行政と市民の環境環境パートナシップパートナシップ

Fukui Ecological PartnerShip federation

http://www.eco-fukui.net/
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•福井市環境パートナシップ会議

•環境基本計画（2001.3策定）
を行政と市民が連携して推進す
るための組織

• 2001.5設立
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FEPS：８年の成長８年の成長

環境基本計画意見→改定作業に主体的関与

公民館のエコ活動やNPO活動を支援→連携

ISO認定（家庭版，学校版）→普及，認定更新

福井市環境展に参画→企画・主催

環境教育活動単発→通年のエコカレッジ福井創設

2010/1/3127 mkikusawa@gmail.com

学校版環境ISO認定制度
システム

環境方針

環境学習・環境教育，省エネルギー・省資源，ご
み減量・リサイクル，その他環境保全活動の項目
から取組内容を決定

教職員，児童・生徒の学校全体で，計画(Ｐ)，実
行（Ｄ），点検（Ｃ），見直し（Ａ）を役割分担

市立幼・小・中学校全６８校園を認定

3年ごとに認定更新
FEPS委員と行政が学校訪問して取組状況を確認

2010/1/3128 mkikusawa@gmail.com
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2010/1/3129 mkikusawa@gmail.com

福井市環境展

緑のカーテン
コンテスト写真

2010/1/3130 mkikusawa@gmail.com
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地球温暖化防止公開講座

国際環境フォーラム

エコカレッジ福井授業風景エコカレッジ福井授業風景

32 2010/1/31mkikusawa@gmail.com
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エコカレッジ卒業行事

卒業式での課題発表

卒業式後の茶話会

７班に分かれての
コース横断グループ討議

2010/1/3133 mkikusawa@gmail.com

人づくりと仲間づくりが決め手！

継続的人材育成の仕組み

エコカレッジとエコメイト

エコカレッジの卒業生，環境展など

2010/3/26kikusawa@あわら市民会議設立総会34
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行政と市民が連携する仕組み行政と市民が連携する仕組み

庁
内
連
携
会
議

環境課
市教委
文化課
農林課
・
・
・

35

連
携

2010/3/26kikusawa@あわら市民会議設立総会

事業者

市 民

滞在者

参

加
エコカレッジ

イベント
（環境展など）

あわらのまちづくり
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ピンチをチャンスに！

ピンチヒッター（チャンスにでてくる）

営業マン 失敗が顧客を得るチャンス

あわら地域は問題と資源がいっぱい

観光衰退、生ごみ、温泉余熱、

北潟湖，森林，畜産，・・・

小さい地域が，多様性をもっている！

これが大事

大きいとやりにくい

単純だと難しい
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産業エコシステム
（デンマーク カルンボー市）
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坂井地域の産業エコシステム（エコグループ福井）

40
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あわら地域で考えられる産業エコシステム

温泉余熱によるハウス園芸や堆肥化のためのエ
ネルギー利用

芦原温泉等の食物残さの堆肥化による環境負荷
の軽減と，農水産業への堆肥利用

畜産廃棄物の堆肥化によって畜産排水による北
潟湖の水質悪化と漁業への影響緩和

芦原温泉はじめ観光業界のエコツーリズムの展
開と，農業分野で動き出したグリーンツーリズ
ムや農家レストラン（そばや豆腐）の連携によ
る観光面の相補的効果

ため池や冬季の水田環境における生態系への配
慮と，関連する観光への効果
41

あわら地域のエコシステム

42

産　業 余剰資源や廃棄物 資源と用途

温泉余熱

食物残さ　　

農　業 作物残さ

林　業 下枝，枯枝

畜　産 糞尿等廃棄物

漁　業 魚のあら，蟹殻

温　泉 ・熱エネルギー
・堆肥化
・淡水漁業の餌
・有機農業
・ハウス園芸
・農水産物の加工
・エコツーリズム
・グリーンツーリズム
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新型直売所

43

２１世紀のパラダイム

強さの根源 安定から変化

中央集権から地域主権へ

化石燃料から再生エネルギーへ

同質性から意味ある違い（差別化）

・・・・

地域，環境，食 がキーワード

個人や小さなグループがネットワーク

2010/3/26kikusawa@あわら市民会議設立総会44
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市民と行政が一緒に問題解決！

行政にまかせず

市民の手だけでもなく

市民と行政が手をたずさえて協働する

そこから

21世紀のまちづくりが始まる（*^_^*）
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Q＆A ＆ おしゃべりタイム
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ご清聴有難うございました。

時間のあるかぎり・・・


