
川崎市の「人」「場所」「情報」を活用した環境・まちづくり意識の普及啓発手法の

「環境技術産学公民連携公募型共同研究事業」企画提案書

構築・実践と効果検討、及び持続的展開手法・促進方策等の提案

～『エネルギーまち歩きワークショップ』プログラムをツールとして～エネルギ まち歩きワ クショップ』プログラムをツ ルとして



１．共同研究の背景

研究実施の背景

【エネルギー問題をめぐる社会状況】
①震災による電力不足という状況
・国を始め多くの自治体において、様々な節電・省エネルギー対策を呼び掛け、取組の普及・推進を図っているが、具体の取組など、未だ省エネル
ギーに対する認識が不十分な面もある

②エネルギーとまち・地域の関係性
・計画停電等の経験から、「なぜ地域一帯が停電になるのか」「なぜエリアで区切られているのか」といった地域とエネルギーの関係性について考え、知
る機会はあまりない

・家庭だけではなく地域単位で考えていかなくてはならない状況にあり、実際に自分達の生活するまちや地域におけるエネルギーの使われ方や削減に
資する取組を知ることが必要である資する取組を知ることが必要である。

【“エネルギー問題をめぐる社会状況”を改善する一助としての弊社の取組】
☞ 実際に生活するまち・地域のエネルギーを考える「エネルギーまち歩きワークショップ」の実施

・弊社では“子供たち”を対象に『自分達の生活するまちや地域ではエネルギーが何処で、どのように、どれ位使われているのか』『どのくらいの努力で消
費量を削減出来るのか』といったことについて 実際に体験し楽しみながらエネルギ について学べる取組として「エネルギ まち歩きワ クショップ」を費量を削減出来るのか』といったことについて、実際に体験し楽しみながらエネルギーについて学べる取組として「エネルギーまち歩きワークショップ」を
実施してきた。

・教室等で実験等をとりまぜた座学を実施するとともに、「エネルギー」と「まち・地域」を結び付け、実際のまちをフィールドとして歩き、観察することで、ま
ちや各家庭における省エネルギーを改めて自分達の問題として捉える事が出来る体験型プログラムを構築した。

【平成24年度研究として実施】

これまでワークショップの実施や昨年度の研究においても、一つの学びの機会としては一定の教育、普及啓発効果がみられている

一方で、“まちとエネルギー”問題について大人から子供まで、地域全体で学ぶ重要性を実感

☞取組みのきっかけとして、弊社のような”まち”や”エネルギー”に関する
専門的知見を有する機関が関与する事はあるが 取組みを継続的に実践して

①こうした学びの場を、より多くの子供たち、更には、大人を
含む市民全体（住民として、就業者として等）へも訴求可
能な取組みに発展させることを目的として、大人向けプロ
グラムを構築

②地域のまちづくり団体との意見交換や試験的な実施（プレ

専門的知見を有する機関が関与する事はあるが、取組みを継続的に実践して
いくためには、市内の主体（温暖化防止活動推進センター、環境意識の高い
市民、まちづくりに関心のある市民・団体等）に担われることが必要

☞こうした機会を単に学びの場、意識向上の場としてだけでなく、”市民が望
むまちとエネルギーの姿”に結実し、最終的には、行政施策にフィードバッ

現
状
の
課
題
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②地域のまちづくり団体との意見交換や試験的な実施（プレ
ワークショップ）を通じて、課題となるポイントの整理を実
施

ち ネ ギ 姿 結実 、最終的 、行政施策
クしていく取組みに発展させることで、具体的な環境施策やまちづくり施策
にも資することも望まれる

題



２．昨年度（平成24年度）の研究内容

H24年度 研究実施内容

・「環境教育プログラム案の設計」については、関係主体へのヒアリングや現状での環境教育等に関する取組の視察等を実施し、子供向
けの環境教育プログラムの改定に係る意見交換や、運用・実施のスキームのイメージ検討を実施

・「市民活動・まちづくり団体での実証、普及啓発」については、２つの市民団体に協力いただき、プレワークショップを実施。大人向
けプログラムとして運用していくためのプログラムの改定方策や運営方法、更には今後市民団体に運用を担っていただく際の考え方等

実施名称 協力主体 実施概要

川崎市に立地するエネルギー施設（メガソーラー 天然ガス

についてご意見をいただいた

川崎市エネルギー施設視察
川崎市経済労働局
国際経済推進室

川崎市に立地するエネルギ 施設（メガソ ラ 、天然ガス
発電所、バイオマス発電所）を見学。システム概要をはじめ
利用状況、運用等について伺った。

川崎市カリキュラムセンターヒア
グ

川崎市 教育委員会川崎市
総合教育センターカリキュ

昨年度までに検討してきた子供向けプログラムの更新に向け
た方針、教育プログラム化を検討するためのポイントを伺っ
た。

リング（2回）
総合教育センタ カリキュ
ラムセンター

大人向けプログラム構築に向け、現状のプログラム案を体験
頂き 改善点や必要な要素について検討頂いた

高津風景研究会意見交換会・プレ
ワークショップ

高津風景研究会（高津区ま
ちづくり協議会内）

頂き、改善点や必要な要素について検討頂いた

温暖化対策をテーマとしたすごろく型の環境教育ゲームの実

2

殿町小学校出前授業見学
かわさき地球温暖化対策推
進協議会

温暖化対策をテ マとしたすごろく型の環境教育ゲ ムの実
施・ファシリテーションの状況を見学した。

温暖化対策をテーマとした発電体験等の実験型環境教育需要



２．昨年度（平成24年度）の研究内容

H24年度 研究実施内容

（１）ワークショップの改善・更新・実施に関する更新方針

【具体的な更新方針（例）】
○座学 ⇒ 授業型から、クイズ、ゲーム等を交えた参加型に改定。
○まちあるき ⇒ 見るべきポイントや書き込み用のマップ リスト等を用意する○まちあるき ⇒ 見るべきポイントや書き込み用のマップ、リスト等を用意する。
○手回し発電 ⇒ 発電の大変さを体感することに加え、実際の省エネ、再エネ等の取り組みとの関係性に気づくように説明

を工夫。
○天秤ゲーム＋話し合い・発表 ⇒ 家庭での省エネ、再エネ対策に加え、学校や地域でできるメニューを加え、“みんな

で”できることを考えられるよう工夫。
○その他全般 ⇒ 可能であれば、実際にやってみた結果を追いかけられるように、同じ場所で年2回実施。

（２）今後の展開イメージ・方策の整理

・（１）で示した更新方針に則し、研究成果（関係機関ヒアリング、プレワークショップ等）を踏まえた平成25年度のプログラム展開
イメージ・方策について、以下のように整理した。

【大人向けプログラムの展開イメージ・方策】
・環境意識が高い場所（エコマップを作っている地域等）で先行的に実施し、他地域に拡大していくロードマップを描く
・実際歩いてみて作成したエネまちマップを区民館等に提示しきっかけづくりのツールとしての活用を検討する実際歩いてみて作成したエネまちマップを区民館等に提示しきっかけづくりのツ ルとしての活用を検討する
・参加者が住んでいる町を対象とした実施を図る

【子供向けプログラムの展開イメージ・方策】
・「教育現場と行政と本研究の接点」についての洗い出し

（ex:『サイエンスワールド』（経済労働局企画課）での市行政と教育現場の連携事例
・既存の環境教育メニューの一覧整理 （学校以外含む、環境関連、教育、学習など、普及啓発等）
・学校と地域の接点の整理 ⇒ まち歩きでの交流、本の読み聞かせ、まちに出てインタビュー、危険度マップ作成等
・既存連携において展開するメニュー、新しい連携が必要なメニュー等の整理

情報発信ツ ル 手段と活用方策の整理
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・情報発信ツール・手段と活用方策の整理



多摩区wsにおける成果マップ

２．昨年度（平成24年度）の研究内容
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多摩ＷＳの結果を踏まえたプログラム改定方針

２．昨年度（平成24年度）の研究内容

＜まち歩き＞

・見るべきポイントやチェックポイントを提示し、マップ、チェックリスト等を参加者に事前に配布

・全てを提示するのではなく、代表的なものを例示する等、まち歩きのなかで、“気づき”や“発見”ができるよ
うにするす

・その意味で、タイトルも工夫する。（例．エネルギーさがしまち歩き 等）

＜ディスカッション＞

・地元主導で会合や話し合いでのルール化できることのリスト案の用。

例）自動販売機の設置ルール、街灯等のLED化、グリーンベルト活用、大規模商業ビルや交通施設（バス停、駐車
場等）での太陽光発電の共同設置・屋根がし、公共施設での象徴的な再エネ導入（風力等）、熱需要の多い施
設への太陽熱温水器の設置促進（デイサービスセンター等）、拠点的施設（市役所、学校等）での率先取組

・問題提起発表・意見交換の時間を設定

・使う側としての節電対策と創る側の自然エネ対策の両方のメニューを提示

・できる対策、できない対策等、多くの対策メニューを用意して、提示する

＜マップづくり＞

駐車場や自販機の位置に旗ざしする等 地図に細かくきれいに書き込んでいくことで問題提起ができるような仕・駐車場や自販機の位置に旗ざしする等、地図に細かくきれいに書き込んでいくことで問題提起ができるような仕
掛けづくり。

＜天秤ゲーム＞

・自給率等の数値を出して、理解が進むように工夫

・電気が貯められないので、バランスしないとダメということを体感するために天秤を活用

＜展開方策＞

・環境意識が高い場所（エコマップを作っている地域等）で先行的に実施し、他地域に拡大
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・実際歩いてみて作成したエネまちマップを区民館等に提示しきっかけづくりのツールとして使う

・参加者が住んでいる町を対象とした実施



３．共同研究の目的

研究の目的

①.「エネルギーまち歩きワークショップ」という環境教育、普及啓発活動を検討・実践することを通じて、より効果的な環境学習、普及
啓発のあり方について明らかにする。

前述の研究の背景を踏まえ、本研究では以下の3点を目的として研究を実施する

②.市内関連主体（地球温暖化防止活動推進センター等）と連携してワークショップを実践することで、今後、市内の主体が継続的に同種
のワークショップや環境教育・普及啓発イベント等を実施する際の課題、活動内容、役割、及び担い手の育成方策等を明らかにする。

③.市内の各主体により、ワークショップが市域全体で展開されるとともに、行政等の施策にフィードバックされていくための考え方・方
策・プロセス等のあり方について整理する。

（１）川崎市環境教育プログラムの構築と展開
⇒教育現場等の川崎市の環境教育に係る関係主体（カリキュラムセンター等）へのヒアリングにより、環境教育に関する現状や課題を把握し、今後の

市の取組の方向性を整理

上記の目的から、以下の５点を明らかにすることを想定

市の取組の方向性を整理
⇒ヒアリング内容を基に『エネルギーまち歩きワークショップ・プログラム（以下、弊社PG）』を市の環境教育プログラムとして活用する為の展開

方策（推進スキーム、弊社PGのカスタマイズ等）を検討
⇒出前講座等を活用し、小学校等でワークショップ（以下、WS）を、市民団体等と連携して実施することで、WS実施ノウハウ等の共有化

（２）市民活動・まちづくり団体等への意識啓発

⇒市民活動・まちづくり団体等が弊社PGを活用してWSを実施・展開していくことを想定し、現状のPGにおける課題やWS実施スキーム等に関する
課題、実施方法、展開方策、役割分担等を整理し、市民団体が実施しやすいPG及びスキームを検討

（３）環境教育プログラムとしての『エネルギーまち歩きワークショップ・プログラム』の検討

⇒小学生等を対象とした環境教育用PG(１)と 市民団体等での実施を想定したまちづくりPG(２)について意見交換及び実験を踏まえPG内容と実施ス⇒小学生等を対象とした環境教育用PG(１)と、市民団体等での実施を想定したまちづくりPG(２)について意見交換及び実験を踏まえPG内容と実施ス
キームを検討

（４）イベントでの情報収集・発信

⇒川崎国際環境技術展に出展等して、研究内容等を紹介
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（５）今後の展開にむけた展開方策の検討・整理

⇒平成24～25年度の検討内容を基に、川崎市の環境教育政策・普及施策等への反映の考え方や方策について検討・整理



４．具体の研究内容

研究の全体像

・本研究は、2カ年計画の実施を想定している。
・平成24年度は『設計と実験』としてプログラムの精緻化と取組に向けた場づくり（基盤づくり）を行い、実施に向

けた今後の展開方策を検討。平成25年度は『展開スキームと政策・施策への反映方策の検討』として、取組にあ
たっての具体のスキームの検討、役割分担を検討し、川崎市における政策・施策への展開を想定し、プログラムのた て 具体 スキ ム 検討、役割分担を検討し、川崎市における政策 施策 展開を想定し、プ グラム
汎用性を検討する。

環境教育プログラム案の設計 市民活動・まちづくり団体での実証、普及啓発

設計と実験設計と実験

環境教育プログラム案の設計
【設計】 ○関係主体へのヒアリング

○プログラムのカスタマイズ
○実施スキームの検討

【今後の展開方策の検討】
○次年度実験のための準備

市民活動 まちづくり団体での実証、普及啓発
（WS参加を通じた意識醸成）

【設計】 ○実施における課題設定
【実験】 ○プログラムの試験実施
【今後の展開方策の検討】

○プログラムのカスタマイズ

平
成
24
年
度 ○次年度実験のための準備

（学校への説明、プログラム紹介等の実施）
○プログラムのカスタマイズ

展開スキームと政策・施策への反映方策の検討展開スキームと政策・施策への反映方策の検討

プログラムの設計と実験 担い手育成方策の検討平

度

プログラムの設計と実験、担い手育成方策の検討
【実験】 ○小学校におけるH24年度検討プログラムの試験実施（効果検証等の実施）
【取組スキームの検討】 ○地域主体（市民活動・まちづくり団体）における実施ノウハウの共有・役割分担の明確化
【政策・施策への反映方策の検討】 ○教育カリキュラムへの位置づけ方策の検討

○他のテーマへの汎用性の検討
○川崎市における政策 施策への展開方策の検討

平
成
25
年
度

○川崎市における政策・施策への展開方策の検討

川崎市独自の環境教育プログラムの
構築(教育カリキュラムへの位置づけ)
→川崎市の情報を活用したこどもの教育プ

市民団体・地域住民が実施可能な
ワークショッププログラムとスキームの
構築

行政政策・施策への反映
→必要となる促進方策、政策提案としての
取りまとめ

ア
ウ
ト
プ

川崎市 情報 活用 教育
ログラムとしての位置づけ

構築
→地域に根差したプログラムとするため、地
域の方が実施出来る仕組みを構築

→まちづくりの合意形成プロセスへの汎用、
多様なテーマでのプログラム一般化

プ
ッ
ト
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４．具体の研究内容

研究の内容

・教育現場等の川崎市の環境教育に係る関係主体（カリキュラムセンター等）へのヒアリングにより、環境教育に関する現状や課題を
把握し、今後の市の取組の方向性を整理する。

グ プ プ グ プ グ

（１）川崎市環境教育プログラムの構築と展開

・また、ヒアリング内容を基に『エネルギーまち歩きワークショップ・プログラム（以下、弊社PG）』を市の環境教育プログラムとし
て活用する為の展開方策（推進スキーム、弊社PGのカスタマイズ等）を検討する。

・更に、出前講座等を活用し、小学校等でワークショップ（以下、WS）を、市民団体等と連携して実施することで、WS実施ノウハウ
等の共有化を図る。

（２）市民活動・まちづくり団体等への意識啓発

・市民活動・まちづくり団体等が弊社PGを活用してWSを実施・展開していくことを想定し、現状のPGにおける課題やWS実施スキー
ム等に関する課題、実施方法、展開方策、役割分担等を整理し、市民団体が実施しやすいPG及びスキームを検討する。

・想定する市民活動・まちづくり団体については、川崎市内で活躍する主体（地球温暖化防止活動推進センター（NPOアクト川崎）等
を想定）と連携し、その実施ノウハウを共有。今後この連携主体を通じて、川崎市内の地球温暖化防止活動推進員、地域環境リーダー
等の人材等に対するノウハウ共有の推進、積極的な市民が自発的にワークショップを実施・運営し、省エネルギーに配慮した取組が川
崎市域全域に広げるためのスキームへと展開させることを狙う。

（３）環境教育プログラムとしての『エネルギーまち歩きワークショップ・プログラム』の検討

・小学生等を対象とした環境教育用プログラムと、市民団体等での実施を想定したまちづくりプログラムについて意見交換及び実験を踏
まえPG内容と実施スキームを検討する。

・大人向けプログラムは昨年度実践したため、本年度は小学校（出前講座等の場の活用等を想定）において、１～２回程度の実施を想定。
実践の際には、弊社と地域内主体が共同実施することで、市内連携主体への実践ノウハウを共有する。

・また共同実施を踏まえ、今後の川崎市内の他主体へのノウハウ共有のあり方等についても検討。なお実践の際、あるいは前後において
参加者等に対するアンケート等を実施し、意識変容の程度や、教材の改善点について把握。
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参加者等に対するアンケ ト等を実施し、意識変容の程度や、教材の改善点に いて把握。



４．具体の研究内容

研究の内容

・ワークショップ・プログラムを川崎市の行政施策へ反映・活用するための方策等について検討、提案を実施。具体的には、川崎市全体
の“まちとエネルギー”に対する意識向上、普及啓発に資するスキームに発展させていくための方策、及び市に求められる促進施策、
ワークショップの具体的実践に係る支援方策（場の設定 担い手育成 広報 助成等）について提案

（４）市の行政施策への反映・活用方策等の検討、提案

ワークショップの具体的実践に係る支援方策（場の設定、担い手育成、広報、助成等）について提案。

・具体的には、川崎市全体の”まちとエネルギー”に対する意識向上、普及啓発に資するスキームに発展させていくための方策、及び市
に求められる促進施策、ワークショップの具体的実践に係る支援方策（場の設定、担い手育成、広報、助成等）について提案。

（５）今後の展開にむけた展開方策の検討・整理（５）今後の展開にむけた展開方策の検討・整理

・平成24～25年度の検討内容を基に、川崎市の環境教育政策・普及施策等への反映の考え方や方策について検討・整理する。
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５．研究の意義

【行政課題の解決】 【市内の環境改善への還元】

エネルギーとまちづくりに関する市民意識向上、普及啓発貢献

エネルギー問題の普及啓発を市民サイドとして担う主体の育成

市域全体での普及啓発展開方策に関する基礎的知見を提供

今後のエネルギ まちづくり政策への理解醸成の土壌構築

直接的には、ワークショップの実施等を通じた意識態度変容に
よる、エネルギー消費量削減等に貢献

間接的かつ将来的には、普及啓発方策の担い手育成及、参加の
拡大により、更なる意識向上とエネルギー消費、環境負荷削減
等に貢献今後のエネルギー・まちづくり政策への理解醸成の土壌構築 等に貢献

川崎市保有の独自データ活用による、地域毎にカスタマイズさ
れた環境教育 普及啓発プログラム構築可能な技術

【川崎発の独自技術】

川崎市内の活動主体が担うことにより地域情報や実感に通じた
主体が参加した普及啓発体制が構築

【環境技術・研究の市内集積】

れた環境教育、普及啓発プログラム構築可能な技術 主体が参加した普及啓発体制が構築

○環境に関する先進的な取組実績 ○都市づくり・まちづくりのノウハウ

川崎市の持つ資源 弊社の持つ資源

○市内の都市計画・環境関連資料・データ

○環境教育・学習に関するデータ

○市内で環境に係る取組を実践する人材

○ワークショップ実践フィールド

○環境政策に関するノウハウ

○ワークショップ等の豊富な経験（実践ノウハウ）

○環境教育・学習プログラム（案）の構築

○川崎市施策との連携検討ノウハウ

○情報発信力 等 等

「川崎市エネルギーまち歩きワークショップ 市施策としての持続可能な展開手法

アウトプット 共同研究

「川崎市エネルギ まち歩きワ クショップ
プログラム」の構築・実践

市施策としての持続可能な展開手法
促進方策等の検討

独自 環境教育プ グラム 担い手（人材）育成 環境教育政策や普及啓発 川崎市全域における

成果
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独自の環境教育プログラム
の構築・実践

担い手（人材）育成
（市民団体等）

環境教育政策や普及啓発
施策への反映

川崎市全域における
環境対策の進展



６．研究スケジュール

下記のスケジュールで研究を進める事とする。

実施時期 実施内容

7月

○「川崎市エネルギーまち歩きワークショップ・プログラム」の構築・改良
○子供向けプログラムの実施スケジュール検討（出前講座活用等）、関連主体との調整

8月

○子供向けプログラム対象地域の想定
○対象地域（小学校区を想定）におけるエリア別エネルギー消費量、CO2排出量の推計
○「川崎市エネルギーまち歩きワークショップ・プログラム」内容に関する市内団体との意見交換・共有
○意見交換結果を通じた課題整理、ワークショップ・プログラムの改良8月 ○意見交換結果を通じた課題整理、ワ クショップ プログラムの改良

○出前講座を活用した「川崎市エネルギーまち歩きワークショップ（子供向け）」実践
○「川崎市エネルギーまち歩きワークショップ（大人向け）」の実装に関する関連団体・専門家等とのヒアリ

平成
25年

9月

○「川崎市エネルギーまち歩きワークショップ（大人向け）」の実装に関する関連団体・専門家等とのヒアリ
ング

○市内団体とのワークショップ実践ノウハウの共有化

○実践結果を踏まえたプログラム内容に関する課題 改善方策の検討 整理

10月

○実践結果を踏まえたプログラム内容に関する課題・改善方策の検討・整理
○教育専門家、実践団体等へのワークショップ・プログラムの地域実装に関するヒアリング

○市民団体主導でのワークショップ実践方法の検討
11月 ○市行政関連部局・団体等へのヒアリング（既存の関連行政施策の現状・課題把握等）

12月

○市民団体主体での実践に係る具体の課題の抽出・整理（市民団体及び弊社視点からの課題抽出）
○市行政関連部局・団体等へのヒアリング（ワークショップ地域実践に関する意見交換）
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1月
○ワークショップ・プログラムの市行政施策（普及啓発施策、環境教育施策等）へ反映させるための課題等の

検討・整理

○今後の展開方策の検討(持続的展開に向けた担い手育成等）


