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◆ 理事長就任あいさつ
理事長就任あいさつ
本年 7 月に「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」が成立し、環境
保全に関して経験豊富な環境カウンセラーや市民、ＮＰＯ団体等の活躍が今いっそう求められるよ
うになりました。
こうした背景のもと、福岡県在住の環境省認定環境カウンセラー（市民部門）の資格を持つ有志
が集まり、ＮＰＯ法人設立を進めてまいりました。そして、去る 5 月 24 日に設立総会が開催され、
「特定非営利活動法人ふくおか環境カウンセラー協会」が誕生し、9 月 25 日に法人登記がなされま
した。
本協会の目的は、
『会員相互の協力により、中立的立場で不特定多数の市民及び市民団体並びに学
校等を対象に環境問題、環境保全活動、組織運営等に関する相談に対する助言及び環境学習講座の
講師派遣に関する事業、環境問題や環境保全等の環境行政への協力と提言に関する事業等を行い「持
続可能な地域社会づくり」を目指し公益の増進に寄与すること』です。
また事業として、
『(1)市民及び市民団体からの環境問題、環境保全活動、組織運営等に関する相談
に対する助言事業及び環境学習講座の講師派遣に関する事業、(2)環境問題や環境保全等の環境行政
への協力と提言に関する事業、(3)持続可能な地域づくりのための社会啓発の推進に関する事業、(4)
環境関係団体等とのパートナーシップの形成及び活動支援に関する事業、(5)環境問題調査及び資料
の収集に関する事業』を掲げています。
私は大学に身を置いている人間ですが、研究・教育・地域活動を通して、地域特有の環境問題が
存在すること、問題解決のためにはその地域のことを理解している人が必要なこと、さらに、市民・
市民団体・学校・自治体等との人的ネットワークが重要であること、を痛感しています。
今回、設立総会にて本協会の理事長という大役を仰せつかりました。若輩者で微力ではあります
が、会員の皆様のお力添えのもと、福岡の環境問題に中立的立場で取り組んでいきたいと考えてお
ります。また、自治体、学校、環境保全活動団体の各位とは連携・協働体制を図ってまいりたいと
考えております。ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

特定非営利活動法人 ふくおか環境カウンセラー協会
理事長 依田浩敏
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◆ 特定非営利活動法人「
特定非営利活動法人「ふくおか環境
ふくおか環境カウンセラー
環境カウンセラー協会
カウンセラー協会」
協会」発足
NPO 法人準備委員会
当協会は、設立当初から特定非営利活動法人化を目指して準備をすすめてきましたが、平成 15 年 5
月 24 日（土）
、福岡市中央市民センター第 3 会議室において 特定非営利活動法人「ふくおか環境カウ
ンセラー協会」設立総会を開催しました。
総会では、設立準備委員長の田中雄二郎氏を議長に選出し、会員 16 名（内書面表決権行使者 8 名）
の参加を得て、設立に必要な設立趣意書に関する件、定款に関する件、法第 2 条及び第 12 条の規定（暴
力団でない等）の確認に関する件、平成 15，16 年度事業計画及び収支予算書､社員 10 人以上の名簿及
び役員に関する件、法人申請に関する件（申請者に準備委員の松井亮二氏を選出）等、計 7 議案の審議
を行い、原案のとおり満場一致で承認されました。
その後、福岡県庁、法務局、県税事務所などへの諸手続を行い、平成 15 年 9 月 25 日付で登記され、
「特定非営利活動法人ふくおか環境カウンセラー協会」として活動を開始しました。

設立総会（平成 15 年 5 月 24 日 福岡市中央市民センター）

◆ 特定非営利活動法人ふくおか
特定非営利活動法人ふくおか環境
ふくおか環境カウンセラー
環境カウンセラー協会
カウンセラー協会の
協会の組織及び
組織及び担当理事
当協会の運営や事業計画を推進するため、次のとおり組織を制定しました。
ご意見やご質問等担当理事までお寄せ下さい。
北九州・筑豊支部 （担当理事 植木 康太）
理事会
福岡・筑後支部

（担当理事 田中雄二郎）

理 事 長

環境教育部

（担当理事 松井 亮二）

依田 浩敏
副理事長
田中雄二郎

事業部

（担当理事 田中雄二郎）

企画部

（担当理事 井芹 寧）

広報部

（担当理事 植木 康太）

総務部

（担当理事 武藤 博昭）

監 事
吉田 順子
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◆ 第１回
ろう）
ろう）

会員研修会及び
会員研修会及び意見交換会を
意見交換会を開催

（環境省九州地区環境調査官事務所と
環境省九州地区環境調査官事務所と語

環境教育部担当理事 松井 亮二
環境省の「環境カウンセラー制度の見直し」による環境カウンセラーへの期待の高まりと、新しく発
足した「特定非営利活動法人ふくおか環境カウンセラー協会」会員の交流を兼ねて、去る 6 月 28 日、
福岡市早良区市民センターで、未加入のカウンセラーにも案内し、第 1 回の研修会と意見交換会を開催
しました。
第 1 部では、15 年度の事業計画について担当理事より説明があり、情報の共有化が図られました。
第 2 部では、完全消却型ごみ処理器の効用、及び環境省発行の地球温暖化 DVD による研修を行いま
した。
第 3 部では、環境省九州地区環境調査官事務所の大石所長より「環境教育・学習推進施策と環境カウ
ンセラ―制度の推進方策について」講演をいただき、引続き実施した意見交換会では、予定の一時間を
超過する活発な要望や意見が出され、環境省とのコミュニケ―ションの醸成が図られました。
終了後の懇親会では、本音の要望や意見の交換が行われ、前途洋々な船出となりました。
小中学校では昨年より「総合的な学習の時間」
が制定され、学校ではゲストティチャーとして
環境カウンセラ―の貢献が期待されています。
今後、この期待に応えるための環境づくりと活
動に必要な研修を企画したいと考えています。
また、カウンセラー全員が毎年 2 月末までに
環境省に提出する「環境カウンセラー活動実績
等報告書」の研修の履歴、研さん活動の実績及
び今後の活動計画に該当する協会主催の事業実
績を、1 月中旬にお知らせします。
第 1 回研修会・意見交換会（平成 15 年 6 月 28 日 福岡市早良市民センタ―）

◆ 平成 15 年度主要事業計画
① 地域の
市民・
・学校の
地域の市民
学校の環境教育・
環境教育・学習支援組織の
学習支援組織の形成と
形成と活動の
活動の支援
環境教育部担当理事 松井 亮二
私達環境カウンセラーは新たに、学校における「総合的な学習の時間」の環境教育・学習支援のコ―
ディネ―タ―（まとめ役）としての役割が期待されています。
学校現場では、子供達の学習と相談に密着して対応出来る人材を要望しています。
このニ―ズに応える方策の一つとして、会員（環境カウンセラ―）が核となって居住地域の隠れた人
材を発掘し学校や地域団体を支援する仕組みづくりに兆戦します。
計画の立案にあたり、福岡環境教育学会や各種ディスカッション等に出席し課題を調査しました。
この結果を踏まえ組織形態、人材リスト及び個人のプログラム様式等を検討しています。
出来次第皆様に諮り 16 年度の人件費が認められる助成金を申請し進める予定です。
② 消滅型生ごみ
事業部担当理事 田中雄二郎
消滅型生ごみ処理器
ごみ処理器の
処理器の普及支援
地球温暖化防止、省エネ対策と意識の高揚、自然環境保護を目標に消滅型生ごみ処理器の普及支援を
行います。本年度は筑後地域をモデル地域に選定し、普及支援体制づくりを行います。
③ ホームページの
広報部担当理事 植木 康太
ホームページの作成
広く県民に当協会の存在を知ってもらうと共に、環境に対する知識を深め、環境保全意識の高揚なら
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びに、実践活動の取組の活性化を図るため、当協会のホームページを作成します。本年度は企画案の作
成、コンテンツ試作品の完成を目指します。

◆ 活動報告：
活動報告： 環境教育部担当理事 松井 亮二
① 福岡県環境教育学会にて
福岡県環境教育学会にて事業計画
にて事業計画と
事業計画と環境カウンセラー
環境カウンセラーを
カウンセラーをＰＲ
福岡県内の小中高大学校及び地方公共団体・民間団体の環境教育関係者で構成されている「福岡県
環境教育学会」の第 6 回発表会が、8 月 23 日（土）
に篠栗町の福岡県社会教育総合センターで開催さ
れました。
今回のテーマは「学校における環境教育につい
て」で、当協会から初めて松井環境教育担当理
事より 15 年度事業計画の「地域環境教育・学
習支援ネットワークによる環境教育・学習の支
援について」の計画発表と、依田理事長より掲
示した当協会のポスター及び環境省の環境カウ
ンセラーパンフレットと募集要項を配布し、当
協会の学校教育支援事業への協力のお願いと環
第 6 回福岡県環境学会にて発表（8 月 23 日）
境カウンセラーの PR をしました。
② 環境省主催の
環境省主催の「環境カウンセラー
環境カウンセラー研修検討会
カウンセラー研修検討会」
研修検討会」に参加
環境省は今年６月に答申された「環境カウンセラー制度の推進方策」受けて今年度から新しい内容で
研修会を実施するため、去る９月 11 日福岡市にて「環境カウンセラー研修検討会」が開催されました。
当協会からは、事前に募集した要望・意見を多く出された松井さんと西岡さんが出席し、会議では、皆さんから寄せられた
要望の中から「環境教育の教え方の研修」が採用されました。

参加される会員には今回の内容と来年のテーマ等について意見を募りまた要望したいと考えています。

◆ 事務局だより
事務局だより
● 寄付金へのお
寄付金へのお礼
へのお礼
11 月 4 日、松井亮二氏（当協会環境教育部担当理事）から寄付金 21,500 円をいただきました。会員
の皆様へお知らせするとともに厚くお礼申し上げます。
● ＮＰＯ法人環境
ＮＰＯ法人環境カウンセラー
法人環境カウンセラー全国連合会
カウンセラー全国連合会の
全国連合会の設立
環境問題に取り組む専門集団の輪を全国規模に広げ、連携を保ち中立・公正な立場を守りつつ自然と
人間が共生できる地球環境の保全及び創造に貢献する目的で全国のカウンセラー協会を会員とする「Ｎ
「Ｎ
ＰＯ法人環境
ＰＯ法人環境カウンセラー
法人環境カウンセラー全国連合会
カウンセラー全国連合会」
全国連合会」が設立されました。当協会へも加入の要請があり理事会にて活
動への反映等を検討し、会員の皆さんのご意見伺いたいと思います。
● 編集委員の募集
会報の発行を円滑に推進するため「編集委員」を募集します。経験は問いませんが意欲と情熱のある
方を希望します。事務局までご連絡ください。
◆ 編集後記
依田、松井両氏の協力で急遽、
発行しましたのでご意見、ご要
望等多々あろうかと思います。
今後は皆様にご寄稿等をお願
いしながら一層充実していきま
すので、ご協力をお願いします。
（事務局）
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