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平成 30年度の事業報告書 

法人の名称  特定非営利活動法人 神奈川県環境学習リーダー会 

１ 事業の成果 

地域の環境学習活動や環境保全活動に寄与するため、地球温暖化の抑制や生物多様性の維持を目

指して、将来を託す子どもたちを含む一般市民の環境学習・教育を推し進めた。 

２ 事業内容 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

① 環境学習・教育に関する事業 

ア 受託・協働により実施した事業 

・内   容 横浜こども科学館、神奈川県環境・エネルギー学校派遣事業、他 

・日   時 平成 30年 4月 7日～平成 31年 2月 16日、延べ 51日 

・場   所 はまぎん こども宇宙科学館、洋光台第二小学校、寒川町立寒川小学校、相模原

市立大野北小学校、川崎市立下沼部小学校、海老名市立海老名小学校。海老名

市立海老名小学校、横須賀市立養護学校、大和市立深見小学校、他 

・従事者人員 延べ約 350名 

・受益対象者 小学生を中心とする子ども等、約 1,300名 

・支出見込額 1,270,949円 

イ 助成により実施した事業 なし 

ウ 行政・他団体との連携・協働・共催により実施した事業 

ウ－１ 神奈川県環境科学センターとの連携・協働・共催により実施した事業 

・内   容 「環境活動実践講座」、「環境学習リーダー養成講座」、「夏休み子ども環境体験

教室」 

・日   時 平成 30年 7月 30日～8月 3日、11月 10日、11月 16日、平成 31年 2月 13

日、延べ 13日 

・場   所 神奈川県環境科学センター 

・従事者人員 延べ約 75名 

・受益対象者 一般市民、大学生、小学生、他、約、約 520名 

・支出見込額 202,936円 

ウ－２ 神奈川県との連携・協働・共催により実施した事業 

・内   容 「かながわエコ10フェスタ」、「水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム」、

等 

・日   時 平成 30年 5月 27日、12月 1日 

・場   所 横浜公園、厚木市立あつぎ市民交流プラザ 

・従事者人員 延べ約 15名 

・受益対象者 子ども、一般市民、延べ約 120名 

・支出見込額 12,026円 
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ウ－３ 県青少年科学体験活動推進協議会との連携・協働・共催により実施した事業 

・内   容 「青少年のための科学の祭典」、「子どもサイエンスフェスティバル」 

・日   時 平成 30年 8月 12日、11月 24日、12月 15日、平成 31年 1月 19日 

・場   所 神奈川県立青少年センター、えびな市民活動センター ビナレッジ交流館、横

須賀市文化会館、相模原市立青少年学習センター、秦野市立はだのこども館 

・従事者人員 延べ約 25名 

・受益対象者 子ども、一般市民、延べ約 800人 

・支出見込額 68,933円 

ウ－４ 神奈川県科学技術アカデミーとの協働により実施した事業 

・内   容 「なるほど！体験出前教室」（神奈川県研究者・技術者等学校派遣事業） 

・日   時 平成 30年 9月 12日、10月 22日、10月 26日 

・場   所 横浜市立さつきが丘小学校、横浜市立綱島東小学校、藤沢市立御所見小学校 

・従事者人員 延べ約 15名 

・受益対象者 小学校児童、約 150名 

・支出見込額 83,307円 

ウ－５ その他の行政との連携・協働・共催により実施した事業 

・内   容 「「ひらつか環境フェア 2018」、「平塚市くるりんまつり」、「厚木市 ジュニア

エコリーダー環境学習講座」、「いそご こどもエコフェスタ 2018」 

・日   時 平成 30年 7月 21日 、7月 22日 、11月 17日 、12月 1日 、12月 9日 、

平成 31年 1月 26日 

・場   所 赤レンガ倉庫 1号館、横浜市立神奈川図書館、平塚市役所、平塚市塚越古墳 

公園、平塚市リサイクルプラザ、大磯町青少年保健センター、厚木市役所、

他 

・従事者人員 延べ約 50名 

・受益対象者 子ども、一般市民、約 1,971名 

・支出見込額 173,935円 

ウ－６ その他の団体との連携・協働・共催により実施した事業 

・内   容 「中津川生きものしらべ教室」、麻布大学大学祭、横浜市立洋光台第三小学校、

「親子で楽しむ環境教室」、「Think Ecoひらつか 2018」、「市民環境活動報告

会」、「市民事業交流会」 

・日   時 平成 30 年 8 月 8日、8月 16 日、8 月 18 日、8月 18 日、9 月 18 日、9月 29

日、10 月 2 日、10 月 27 日、28 日、10 月 30 日、11 月 10 日、平成 31 年 3

月 2日 

・場   所 神奈川工科大学、中津川、麻布大学、横浜市立洋光台第三小学校、横浜市泉区

役所、横浜ゴム平塚製造所、かながわ県民センター 

・従事者人員 延べ約 100名 

・受益対象者 子ども、一般市民、約 600名 

・支出見込額 386,579円 
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② 環境に関する広報・啓発事業 

ア 会員向けスキルアップ講座 

・内   容 「クイズで学ぶ森の不思議／森林と地球温暖化防止について考えよう」、「大転

換時代に対処する基本的なスタンス～パリ協定・SDGs 等への的確な対応～」、

「気候変動の影響と適応～どう伝える？実践編～」 

・日   時 平成 30年 5月 26日、7月 12日、12月 13日 

・場   所 かながわ県民センター、神奈川県環境科学センター 

・受益対象者 当会会員 

イ 会報発行とホームページの発信事業 

・内   容 環境問題、環境活動内容を掲載した会報発行、ホームページ発信 

・日   時 会報 4回発行、平成 30年 4月、7月、10月、平成 31年 1月 

  ホームページは随時更新 

・従事者人員 毎回 5～10人 

・受益対象者 行政、学校、企業、NPO等団体、県民 

・支出見込額 64,998円 

③その他の事業 

ア NO2測定事業 

・内   容 大気中のNO2測定および分析、他 

・日   時 平成 30年 12月 

・場   所 神奈川県内、神奈川県環境科学センター 

・従事者人員 延べ 5人 

 

以上 


