
第５章 環境学習 

第１節 啓発事業 

私たちは、環境を介して将来の世代とつながっています。子孫が私たちと同じように地球上で生活していけ

るようにすることが、私たちに課された使命なのです。 

本市においては、地域の環境をより良くし、未来を担う子供たちがより良い環境で過ごせるように、啓発事

業に取組んでいます。 

環境を保全していくためには、行政、市民、事業者が協働して取組んでいくことが必要です。今後も快適な

環境の創造と持続可能な社会づくりを目指し啓発に努めていきます。 

 

① 平成２１年度 環境啓発事業（環境政策課関連） 

開 催 日 場   所 イ ベ ン ト 主 催 者 

6月1日 市内スーパー 地球温暖化防止啓発活動 鈴鹿市 

6月3日 栄小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

6月4日 ふれあいセンター 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

6月5日 玉垣幼稚園 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

6月23日 神戸小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

7月7日 市立公共施設 ライトダウンキャンペーン 鈴鹿市 

7月23日 神戸公民館 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

7月29日 鈴峰公民館 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

7月29日 合川公民館 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

7月31日 郡山公民館 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

8月23日 鈴鹿川河川緑地公園 夏の鈴鹿川体験 「夏の鈴鹿川体験」実行委員会 

8月26日 鼓ヶ浦公民館 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

8月31日 鈴鹿サーキット エコドライビングコンテスト 全日本学生自動車連盟 

9月19，20日 白子サンズ おいん鈴鹿観光と物産展 鈴鹿市 

9月29日 白子中学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

10月6日 郡山小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

10月21日 栄小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

10月25日 飯野小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

10月30日 神戸小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

11月6日 神戸小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

11月16日 ふれあいセンター 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

11月28日 郡山小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

12月20日 三重県総合文化センター キャンドルナイト 
三重県地球温暖化防止活動 

推進センター 

1月16，17日 鈴鹿ハンター 鈴鹿川流域の環境展 やすらぎくんネット 

1月22日 白子地区市民センター 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

3月24日 椿公民館 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

 



② Suzuka-ECO2
エコツー

プロジェクト（鈴鹿市地球温暖化防止実践活動奨励制度） 

Suzuka-ECO2
エコツー

プロジェクト（鈴鹿市地球温暖化防止実践活動奨励制度）は，身近な生活の中で省エネ活動を実

践するメンバーに登録していただき，電気・ガス・水道などの効率的な使用を通じて CO2削減のための様々な

活動を実践する，市民参画による地球温暖化防止の取組みとして，平成 21年4月よりスタートいたしました。 

具体的には，①鈴鹿市版環境家計簿「Suzuka-ECO2
エコツー

プロジェクト」シートに実践できた省エネ活動をチェック

して，CO2削減効果・節約効果を把握する ②８月と１月の年２回，電気使用量を昨年同月実績と比較する ③実

践活動を通して得た知恵や意見を記入する，といった取組み内容です。電気使用量の削減割合と実践活動の好

事例を審査し，成果の高いメンバーには奨励品として公共交通機関の利用券を支給します。 

【取組み結果】 

平成21年度は，110人の登録メンバーで実施しました。 

省エネ活動の実践件数は，8,331件，約32.3tのCO2削減効果，約209万円の節約効果があったものと推算さ

れますが，このCO2削減効果は，約 166世帯分の１ヶ月の電気使用によるCO2排出量に相当します。 

また，実践活動で取組みの多かった事例としては， 

① マイバッグを持ち歩き，レジ袋や過剰包装を断る。 

② 人がいない部屋の電気は，スイッチオフにする。 

③ 運転は急発進を止め，ゆっくり発進する。 などが挙げられます。 

Suzuka-ECO2
エコツー

プロジェクトでは，このように一人一人が身近な生活の中で省エネ活動を実践することを通じ

て地球温暖化防止に取り組んでいきます。 

 

第２節 こどもエコクラブ事業 

 こどもエコクラブ事業は、次世代を担う子供たちが将来にわたって環境保全への高い意識を持つことにより、

環境負荷の尐ない持続可能な社会を構築するための支援事業として、平成 7（1995）年 6 月から環境省によっ

て始められました。市内でも環境の保全に関する取組みを行なう意思を有する小学生、中学生が、それぞれの

地域でこどもエコクラブを結成し、環境に対する理解を深めるための学習・研究活動や美化活動、リサイクル

活動などの実践運動に積極的に取組んでいます。 

 市ではこうしたこどもエコクラブ活動を定着させるとともに、その活動をさらに推進するため、各クラブの

メンバーやサポーターを対象とした交流会や活動報告書などの作成・配布など、こどもエコクラブ活動を支援

しています。 

 

 

平成２１年度 こどもエコクラブ登録状況（登録順） 

NO. クラブ名 会員数 

1 郡山小学校PTA野外活動サークル   32名 

2 庄内なかよしクラブ    2名 

3 清和小学校手作り絵本サークル    7名 

4 六ちゃんち    3名 

5 ゆきさやクラブ    2名 

6 ぴーちゃんぐみ    9名 

7 ECOのわ    5名 

8 明生小エコクラブ  129名 

9 KFクラブ    2名 



10 生ゴンクラブ    7名 

11 しき    2名 

12 鈴鹿ベルシティイオンチアーズクラブ    86名 

13 旭が丘幼稚園エコクラブ   143名 

14 鈴鹿市立石薬師幼稚園    15名 

                      計 14クラブ  会員数 計 444名（サポーター含まず） 

 

 

第３節 自然観察会 

 本市では、市民に市内の豊かな自然に親しんでいただき，自然環境の保全に対する認識深めていただくため

に自然観察会を行っています。この自然観察会は，市民の方を対象に、実際にフィールドで講師（鈴鹿市の自

然調査員）の指導を受け、市民の方自らが動植物の観察や採集を行っていただくものです。 

 

 平成２１年度 鈴鹿市の自然観察会実施概要 

日 付 場 所  内   容 参 加 者 数 

 ４月 ２３日 鼓ヶ浦海岸 海岸の植物観察（鼓ヶ浦小学校 3，4年生） 36名 

 ５月 ２３日 小岐須渓谷 自然観察会「初夏の小岐須渓谷の植物」 20名 

 ７月 ２５日 加佐登神社 自然観察会「昆虫灯火採集」 20名 

 ８月 ２３日 鈴鹿川河川緑地公園 夏の鈴鹿川体験「昆虫灯火採集」 30名 

１０月 １７日 海のみえる岸岡山緑地 自然観察会「キノコ」 29名 

１２月  ６日 鈴鹿青少年の森 自然観察会「植物，木の葉」 16名 

 １月 ２４日 鈴鹿市考古博物館 自然観察会「落ち葉の中の昆虫」 24名 

 ２月  ７日 鈴鹿青少年の森 自然観察会「野鳥」 24名 

 

 

第４節 鈴鹿自然大学の開催 

  平成１９年度に発刊した「鈴鹿市の自然―鈴鹿市自然環境調査報告書―」と平成２０年度に発刊し

た「大発見！鈴鹿市の自然―鈴鹿市の自然ガイドブック―」の内容を活用して、市民に本市の自然環

境についてより深く学んでいただくために、平成２１年度から３年間の予定で「鈴鹿自然大学」とい

うタイトルでの講座を開催しています。 

  この講座では、１回ごとに鈴鹿市内の動植物に関してテーマを設定し、鈴鹿市自然環境調査報告書

の執筆に関わった専門家を講師に、分かりやすい内容の講演を行っています。 

 

平成２１年度 鈴鹿自然大学実施概要 

日 付 場 所 テーマ・タイトル 参 加 者 数 

 ５月 ３０日 市役所12階1203会議室 植物  「今，鈴鹿市の里山は」 105名 

 ７月 ２５日 市役所12階1203会議室 昆虫  「鈴鹿市の甲虫」  45名 

１０月  ３日 市役所12階1203会議室 キノコ 「キノコと森の不思議なつながり」  28名 

 ３月 ２７日 市役所12階1203会議室 クモ  「クモのはなし」  41名 

 


