
★エコ育広場２０１１の開催を終えて★ 

★主催・共催・後援・出展団体★ 

【主催】エコ育広場実行委員会 

【共催】札幌市環境プラザ（指定管理者：財団法人札幌市青少年女性活動協会）  

【後援】環境省北海道地方環境事務所、北海道、北海道教育委員会、（財）北海道環境財団、札幌市、 

    札幌市教育委員会、環境省北海道環境パートナーシップオフィス、 

    北海道大学大学院環境科学院GCOEプログラム環境教育研究交流推進室 

【出展団体】 

札幌市環境プラザ、（社）ガールスカウト北海道第10団、（株）マテック、札幌市円山動物園、環境省北海道

地方環境事務所、北海道ホクレアohana、北海道教育大学ネイチャーゲーム研究会、ｉーblocks（アイブロック

ス）、さっぽろ冒険遊びの会、NPO法人北海道グリーンファンド、地球に優しいまちづくりを進める西区民会議

こども・自然環境部会、財団法人札幌市公園緑化協会、札幌市環境局環境都市推進部環境計画課、函館市地域

交流まちづくりセンター、環境学習フォーラム北海道、あそベンチャースクール＆おたる自然の村、共育考房

かわさん、NPO法人ねおす、地球おんだんかふせぎ隊 

=開催報告書= 

会場：札幌市環境プラザ、開催日：２０１１年２月１９日（土） 

昨年度まで「体験屋台」として開催していたイベントは、今年「エコ育広場」として生まれ変わりました。そんな

今年の来場者の傾向を見てみると「つながり」の強さを感じさせられました。例えば、出展者とのつながり。開催

に携わるスタッフとのつながり。ご近所の小学校とのつながり。イベントリピーターさんとのつながり。そしても

ちろん、去年の体験屋台からのつながり。この「エコ育広場」がエコを柱にすえた「つながり」を広げていくきっ

かけのひとつとなれていたなら、幸いです。また、今年もたくさんの出展者、ボランティアの方々と一緒にイベン

トを作り上げることができたことを、心から感謝します。本当にありがとうございました。 

              ＜開催趣旨＞    

「エコ育広場」は、エコを伝える人が育ち合い、エコな気持ちを育み合う輪

を広げていくことを目的にしています。個人、市民団体、企業、行政などの

エコ活動の取組みが増えるなか、その活動は、各々に行われているのが現状

です。地域や社会全体での活動をよりいっそう効果的に促進していくために

は、それぞれの役割や連携を意識して、活動を展開していくことが必要で

す。各主体の実践者が、今後の活動企画や指導、解説の方法に対するヒント

を得るために、来場者からの評価を受け取り、実践者同志が互いの活動を体

験する場が「エコ育広場」です。いくつかの指標を設けた「つうしんぼ」で

評価を集め、「レーダーチャート」により、提供活動内容の設定目標が来場

者の感想と合致していたかを調べました。 

◆◇◆平成23年2月19日（土）◆◇◆  

9:30 出展者受付開始 

    会場設営・準備 

10:00 出展者ミーティング 

10:30 開場 

15:00 閉場・片付け・会場復帰 

16:00 ミニ・フォーラム 

17:30 終了・解散 



展示物クイズラリーを通

じて、地球温暖化やエネ

ルギーについて楽しく学

んでもらいました。 

あっちこっち  

札幌市環境プラザ （社）ガールスカウト北海道  第10団 

ガールスカウト チャレンジキッズ ｂｙ北海道

105名のご参加を頂き、

『べっこうアメの作り方

と注意点を説明する』の

目標が達成できました。 

リサイクル 
（株）マテック 

携帯電話の解体体験を実

施。携帯電話が大切な資

源ということを楽しみな

がら学んでいただけまし

た。 

どうぶつたちのふしぎ 
札幌市円山動物園 

今回、当園で実施した内

容の内、年齢にあまり区

分なく理解を得られたも

の は「動物 ぬ り絵」で

あった印象で、今後は実

施内容を検討したい。 

生きもの折り紙の実演や

クイズを通じ、生物多様

性について楽しく学んで

もらいました。 

 

折り紙やクイズで生物多様性を学ぼう！ 

環境省北海道地方環境事務所 北海道ホクレアohana 

内容としては難しかった

様に感じました。 

体験できて、楽しく遊べ

る形が良かったと思って

ます。 

 

星をたよりに航海するハワイ伝統航海カヌーホクレア号 

ネイチャーゲームランド 
北海道教育大学ネイチャーゲーム研究会 

ネイチャーゲームなど自

然物と触れあう遊びを、

お子様を中心に体験して

いただきました。 

 

子どもブクブク交換  
ｉーblocks（アイブロックス） 

午前は3歳位～高学年、午

後は高学年～大学生に加

え主催者スタッフも一緒

に楽しく本の情報交換を

しました。 

 

遊び絵日記の作成と小麦

人形の作成を行いま 

した。小麦人形は大人か

ら子どもまで大人気 

でした！ 

遊びはセカイを救う？！ 
さっぽろ冒険遊びの会 

サイコロをふって、水の

旅に出かける‘驚異の

旅’を楽しんで頂きまし

た。札幌市西区での取り

組みも紹介しました。 

エコキッズ・プログラム 
地球に優しいまちづくりを進める西区民会議こども・自然環境部会 

今年度は、合計２０団体の出展がありました。エネルギー、自然、リサイクル、子どものあそび等など、一口

で環境教育と言っても、そのアプローチは様々だな～。と、実感できる出展内容となりました。 

★出展報告★ 

会場レポート１ ２００名近い来場者数を記録した今回、受付横に用意したコートかけもすぐに

いっぱいに！急きょ、コートかけを増やして対応、なんて一幕も…。 



木や木の実に、楽しくお

絵かきしてくれました！ 

公園の木に親しんでもら

えたらうれしいです。 

サケの赤ちゃんも大人気

でしたよ。 

木のクラフト＆サケの赤ちゃん  
財団法人札幌市公園緑化協会 ＮＰＯ法人 北海道グリーンファンド 

1.2さっぽろエコチャレンジ 

家電製品の使用電力を

測ってみて、一人ひとり

が実践できるエコを書い

て貼りだしました。 

札幌市環境局 
札幌市環境局環境都市推進部環境計画課 

クリック募金で小学校に

提供する環境教材を実際

に使って楽しんでもらい

ました。 

 

CO2の性質と地球温暖化 
環境学習フォーラム北海道 

二酸化炭素を楽しく、わ

かりやすく、身近なもの

として知ってもらえた時

を共有できた。 

 

木の枝を使った木琴や色

んな自然物をたたいても

らいました。イタドリ笛

も楽しみました。 

 

もりのおとあそび 
あそベンチャースクール＆おたる自然の村 函館市地域交流まちづくりセンター 

参加者全員に「わかりや

すかった」に○をつけて

もらい、楽しんで体験し

てもらいよかったです。 

「ポスターで紙バッグ」をつくろう。 

液体の不思議 
共育考房かわさん 

水の表面張力を体験・観

察する実験を行い、沢山

の親子に参加いただいた

楽しい一日でした。 

虫のメガネで見てみよう！ 
ＮＰＯ法人 ねおす 

顕微鏡ファーブルと虫め

がねを利用してタネや冬

芽の観察を行い、観察し

た飛ぶタネ模型を作成し

た。 

参加者はゲームを楽しみ

ながらも、その内容から

身のまわりのモノの大切

さを感じてくれたようで

す。 

地球おんだんかふせぎ隊の新ゲームエトセトラ 

地球おんだんかふせぎ隊 

竹トンボなど子どもたち

に手でものをつくる大切

さを伝え、自然素材を活

かして楽しく工作でき

た。 

竹をつかった工作会 
手作りおもちゃコーナー  

会場レポート３ 

会場レポート２ 
会場には、西区の三角山からやってきエコ妖怪のさんかくやまべぇ、そして、我が

札幌市のアイドリングストップのキャラクタートメマル君も登場、大人気でした！ 

今回は、なんと！？１７名の方に全体運営のボランティアとして参加して頂きました。あり

がとうございました。受付や案内、つうしんぼの集計等、大活躍でした。 



＜人数報告＞ 

【来 場 者】大人：６４名 子ども：１２１名 

【出 展 者】４９名 

【開催関係者】２２名 

 

【 合 計 】：２５６名 

★人数報告＆出展者アンケート★ 

★つうしんぼ報告★ 

★来場者の声★ 

★エコ育広場実行委員会★ 

実行委員長 丸山 博子（丸山環境教育事務所） 

 監  査  田中裕紀子（いしかりＫＩＤＳ２１） 

 実行委員  岡崎 朱実（ＮＰＯ法人環境活動コンソーシアムえこらぼ）、木村 恵巳（ＮＰＯ法人ねおす） 

      田中 住幸（ＮＰＯ法人あそベンチャースクール） 

 協 力 者  浜 久美子（ＮＰＯ法人EnVision環境保全事務所） 

＜連 絡 先＞〒060-0031 札幌市中央区北1条東2丁目5-12ビーンズコート803号丸山環境教育事務所内 

      E-mail ecoiku.hiroba@gmail.com、TEL&FAX 011-272-6284 

ためになったり、アイディアがもらえたりととてもよかったです。 

木に絵をかくのが楽しかった。携帯電話の解体が楽しかった。 

いろいろなことが学べて勉強になりました。 

おりがみでクマをおったら、わかりやすかった。 

以前、エコチャレンジ１、２、３のに参加した自分の写真があった。 

説明がわかりやすいうえ、楽しかった。 

こむぎで、ふうせんをふくらました。プニプニできもちいです！ 

大変いいイベントだと思います。これからも続けてください。 

竹のあそびが楽しい。くるまがたのしかったです。 

ぬりえがたのしかった(４歳)、木の音、あそびにやってみます(母) 

ベッコウあめ作りや、ビーズのうでわなどとても楽しかったです。 

お帰りの際に、ご来場の皆様に、来場者の声として、エコ育広場の感想を書いて頂きました。小さなお子様をはじ

め、たくさんの方の感想をお聞きすることができました。皆さん、大変満足されていた様子です。全てをご紹介でき

ないのが、残念なのですが、ほんの少しだけ、来場者の声ご紹介です。 

＜出展者アンケート＞ 

Ｑ１．エコな気持ちを育てると

同時に、エコを伝える人が育ち

合い、エコな気持ちを育み合う

輪は？ 

Ｑ２．今後の活動企画や指導、

解説の方法に対するヒントを得

る・・・ことは 

Ｑ３．個人、市民団体、企業、

行政などがともに活動を行うこ

とでいっそう効果的なものに

なったか？ 

Ｑ４．来年は？ 

あまり広がらなかった 

いくらかは広がった 

大いに広がった 
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あまりできなかった 

いくらかできた 

大いにできた 
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あまりならなかった 

いくらかなった 

大いになった 
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遊びに来たいなぁ 

出展したいなぁ 

実行委員として！ 
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来場者／185名（72％） 

 出展者 

  49名 

（20％） 

開催関係者 

22名 

（8％） 

0 50 100 
（％） 

＜来場者でにぎわう受付の様子＞ 

来場者の皆さんに、参加したプログラ

ムを評価する「つうしんぼ」をつけて

も ら い ま し た。そ れ を、レ ー ダ ー

チャートにして、出展者の活動のふり

かえりに利用していただきました。 

エコ育広場全体としては、「たのし

かった」ようです！ 

（名） （名） （名） （名） 


