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平成 29 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、地球温暖化等の環境問題の重要性を訴え、

啓発し、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、青葉区クール 

アース講座、他 

・日   時 平成 29年 4月 15日～平成 30年 3月 17日、延べ 48日 

・場   所 はまぎんこども宇宙科学館、川崎市立南加瀬小学校、横浜市立黒須田小学校、 

川崎市立百合丘小学校、海老名市立海老名小学校、平塚市立みずほ小学校、 

横須賀市立養護学校、横浜市立榎が丘小学校、横浜市美しが丘西小学校、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 1,172,370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 「市町村環境担当者研修」、「環境活動実践講座」、「環境学習リーダー養成講 

座」、「環境学習・施設見学会」、「夏休み子ども環境体験教室」 

・日   時 平成 29年 5月 19日、6月 24日、7月 31日、8月 1日～4日、10月 19日、 

11月 18日、延べ 14日 

・場   所 神奈川県環境科学センター 

・従事者人員 延べ約 80名 

・受益対象者 県市町村環境学習担当職員、一般市民、小学生、他、約 520名 

・支出見込額 246,871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 2016」、「手作りせっけんを作ってみよう！」 

「身近なもので電池を作ろう」、「紙すき」、「水源環境保全・再生かながわ県 

民フォーラム」、等 

・日   時 平成 29年 5月 28日、6月 11日、6月 18日、10月 4日、12月 6日 

・場   所 日本大通り、地球市民かながわプラザ、ユニコムプラザさがみはら 

・従事者人員 延べ約 20名 
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・受益対象者 子ども、一般市民、延べ約 130名 

・支出見込額 64,069円 

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 29年 8月 6日、12月 16日、平成 30年 1月 13日、2月 3日、2月 17日 

・場   所 神奈川県立青少年センター、逗子市体験学習施設スマイル、相模原市立青少 

年学習センター、海老名市立えびな市民活動センター、秦野市立はだのこど

も館 

・従事者人員 延べ約 30名 

・受益対象者 子ども、一般市民、延べ約 1,500人 

・支出見込額 73,955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 29年 9月 12日、11月 7日、平成 30年 1月 15日、16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 25名 

・受益対象者 小学校児童、約 150名 

・支出見込額 170,077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 「全国都市緑化フェア」、「東神奈川図書館講座」、「ひらつか環境フェア」、 

「金目エコミュージアム」、「ひらつかくるりん祭り」、「大磯町青少年おもし 

ろ講座」、「厚木市ジュニアエコリーダー養成講座」 

・日   時 平成 29年 5月 20日、6月 3日、7月 22日～24日、8月 8日、11月 5日、 

  12月 2日、平成 30年 1月 27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 60名 

・受益対象者 子ども、一般市民、約 500名 

・支出見込額 155,504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 「東芝未来科学館」、「中津川生きものしらべ教室」、「親子で楽しむ環境教室」、 

横浜市立本郷台小学校、「横浜ゴムケナフ環境祭り」、「市民環境活動報告会」 

・日   時 平成 29年 5月 14日、8月 16日、23日、26日、11月 11日、25日、 

平成 30年 1月 24日、3月 3日 

・場   所 東芝未来科学館、神奈川工科大学、中津川、横浜市泉区役所、横浜市立本郷 

台小学校、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 70名 
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・受益対象者 子ども、一般市民、約 350名 

・支出見込額 276,782円 

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 「はまぎんこども宇宙科学館における講座実施時の工夫等について」、「環境 

問題への最近の取組動向」、「森林と河川底生動物の関わり」、「マイクロプラ 

スチック(MP)問題の現状と課題」 

・日   時 平成 29年 5月 27日、7月 13日、12月 14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 29年 4月、7月、10月、平成 30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 55,415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 29年 6月 1日、2日 

・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 15人 

 

以上 


