
第４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２４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 

5月17日 郡山小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

5月28日 玉垣幼稚園 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

6月2日 市内スーパー 地球温暖化防止活動 鈴鹿市 

6月6日，8日 庄内小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

6月14日 栄小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

6月22日 庄内小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

6月27日 市立公共施設 ライトダウンキャンペーン 鈴鹿市 

7月9日 鼓ヶ浦小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

7月10日 愛宕公民館 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

7月11日 市立公共施設 ライトダウンキャンペーン 鈴鹿市 

7月21日 井田川公民館 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

7月25日 合川公民館 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

7月26日 栄公民館 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

7月27日 箕田公民館 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

7月30日 神戸公民館 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5日 若松公民館 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

8月15日 市立公共施設 ライトダウンキャンペーン 鈴鹿市 

8月21日 久間田町民会議 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

8月22日 牧田公民館 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

9月12日 市立公共施設 ライトダウンキャンペーン 鈴鹿市 

9月15日～17日 鈴鹿川河川緑地 バルーンフェスティバル 鈴鹿市 

9月27日 清和小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

10月4日 栄小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

10月5日 神戸小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

10月9日 郡山小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

10月11日，15日 神戸小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

10月16日 庄内小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

10月17日 郡山小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

10月28日 若松地域づくり 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 



11月6日 清和小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

11月9日 清和公民館 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

11月14日 鼓ヶ浦小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

11月29日 創徳中学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

12月2日 津メッセウイング みえ環境フェア 2012 
三重県地球温暖化防止活動推

進センター 

12月6日 庄内小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

1月12日，13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 庄内小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

1月25日 天名小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

1月29日，2月6日 庄内小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

3月1日 白子公民館 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

3月14日 栄小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

3月21日 郡山小学校 地球温暖化防止出前講座 鈴鹿市 

 

 

② SuzukaECO2
エコツー

プロジェクト 

これまで，平成21年度から3年間，市民参画による地球温暖化防止の取組みとして，家庭でＣＯ2削減を実

践する鈴鹿市地球温暖化防止実践活動奨励制度（Suzuka―ECO2プロジェクト）を実施してきました。 

今後は「家庭」という単位から「地域」という単位に裾野を広げることで，これまで以上に掘り下げた啓発

を行っていきます。具体的には，市内小学校を対象に年間3回（1学期ごとに1回），三重県地球温暖化防止活

動推進センター推進員を講師に迎え授業（90分程度）を行います。 

授業の構成は，講演・それに関連する実験を基本とします。また，各家庭で地球温暖化防止に取組むために

Suzuka-ECO2プロジェクトシート（環境家計簿）を配布します。なお，Suzuka-ECO2プロジェクトシート（環境

家計簿）は，取組終了後に環境政策課にて集約および集計を行います。 

 

 

【期 間】  

平成24年4月～平成25年2月  

 

【対象】  

鈴鹿市立郡山小学校 4学年（生徒数49人） 

鈴鹿市立栄小学校  4学年（生徒数35人） 

 

【環境出前授業実施概要】 

実施時期 内容 開催場所 

5月 17日 買い物ゲーム 郡山小学校 

6月 14日 電気製品の電力調べ 栄小学校 

10月 4日 食と農業 栄小学校 

10月 17日 CO2の実験 郡山小学校 

3月 14日 灯りの変遷・廃油キャンドル 栄小学校 

3月 21日 灯りの変遷・廃油キャンドル 郡山小学校 



【Suzuka-ECO2プロジェクトシート（環境家計簿）提出件数】 

 鈴鹿市立郡山小学校  前期11件（22.4%），後期34件（69.4%） 

鈴鹿市立栄小学校   前期33件（94.3%），後期31件（88.6%） 

 

 

第２節 自然環境に関する啓発活動 

 市民の方々に，自然環境について身近に学ぶ場として，平成 24年度は市内で行われる各イベント時や，市内

スーパーの展示スペースなどを借りて，啓発パネルの展示，体験型ブースを中心とした啓発活動を行いました。 

啓発パネルには鈴鹿市内の自然を映したパネルを展示し，体験型ブースには自然観察会里山で伐採してでき

た廃材を利用したキーホルダー作りなどを行いました。 

 

 

平成２４年度 展示等実施概要 

実施時期 イベント名（内容） 会場 

4月 14～15日 三重県植木まつり 

（廃材を利用したキーホルダー作り） 

フラワーパーク 

6月 2日 Suzuka環境フェア2012 

（廃材を利用したキーホルダー作り・鈴鹿川の

魚の水槽展示） 

鈴鹿ハンター 

8月 19日 第 12 回夏の鈴鹿川体験（廃材を利用したキー

ホルダー作り） 

鈴鹿川河川緑地 

9月 15～17日 鈴鹿バルーンフェスティバル 2012（廃材を利用

したキーホルダー作り） 

鈴鹿川河川緑地 

12月 2日 みえ環境フェア 2012（パネル展示） メッセウィング三重 

1月 12～13日 鈴鹿川流域の環境展 鈴鹿ハンター 

3月 24～25日 三重しぜん文化祭 inおわせ 

（自然環境啓発活動） 

三重県熊野古道センター 

 

 

第３節 自然観察会 

市民の方々を対象に，市内の自然に親しみ，その保全への関心を高めていただくことを目的として，自然

観察会を実施しています。平成24年度は，平成22年度から行っている，里山を保全するための体験学習を

中心として実施しております。平成 25年度以降もこれまでの内容を発展させながら継続していく予定です。 

また，伐採した樹木については深谷公園内でチップ化するか，自然啓発イベントにおいて廃材を利用した

エコ工作などに使用しております。 

実施時期 内容 開催場所 

6月 10日 初夏の植物を中心に自然観察 深谷公園 

7月 21日 野鳥の自然観察 鈴鹿青少年の森 

11月 18日 植物・野鳥を中心に動植物の観察 深谷公園 

12月 1日 里山についての体験学習・椎茸の原木作り（第一回） 深谷公園 

1月 27日 里山についての体験学習・椎茸の菌打ち（第二回） 深谷公園 

2月 2日 野鳥の自然観察 白子漁港 

2月 23日 里山についての体験学習（第三回） 深谷公園 

3月 16日 里山についての体験学習（第四回） 国府公民館・深谷公園 

 


