
 

 [と き] 2012.5/25（金）・26（土）・27（日） 

[ところ] 福井県勝山市 勝山市民会館ほか 

[主 催] 
環境自治体会議かつやま会議実行委員会/ 
環境自治体会議/勝山市 

■お問い合せ 

第 20 回環境自治体会議かつやま会議実行委員会事務局（勝山市 市民・環境部 生活環境課 環境自治体会議準備室内） 
〒911-8501 福井県勝山市元町 1 丁目 1 番 1 号 TEL：0779-88-8104 FAX：0779-88-1119 
URL: http://www.city.katsuyama.fukui.jp/  E-mail:kankyou@city.katsuyama.lg.jp 



 
 

「第 20 回環境自治体会議かつやま会議 開催！」 
 

環境自治体会議は、環境政策に積極的に取り組んでいる 54 の自治体で構成され、自治体や団体間のネットワー

クづくりを推進し、情報を共有することにより、環境施策を推進することを目的としています。 

勝山市は、これまで「エコミュージアム」によるまちづくりを推進し、数々の市民主体の環境保全活動に取り組

んできました。その結果、2007 年アメリカの経済誌「フォーブス」電子版において「世界で 9 番目にクリーンな

まち」として評価されました。これまでの取り組みとかつやま会議の開催をきっかけに、当市が掲げる自治体像「エ

コ環境都市」の実現を目指します。 

全国から環境分野に携わる様々な方が集い、環境に関する最新の知見が得られる絶好の機会です。ぜひご参加く

ださい。 

 

 

12:00 受付開始 

13:30 アトラクション 

14:00 開会式 

14:30 基調講演  講師：東 洋一 氏（福井県立恐竜博物館 特別館長） 

15:45 パネルディスカッション テーマ「持続的発展が可能なまちづくりとは」 

17:00 終了 

 

 

   8:30 分科会・フィールドワーク 

  18:00 交流会（夕食） 

  20:00 終了 

 

 

   8:30 受付開始 

   9:00 アトラクション 

   9:30 分科会報告 

  10:30 記念講演  講師：阿部 治 氏（日本環境教育学会会長・立教大学 教授） 

  11:30 かつやま会議宣言採択 

  11:50 次期開催地あいさつ（鹿児島県日置市） 

  12:00 閉会 

  12:15 オプショナルツアー（希望者） 

 

 
 □参加費 

  県外参加者 20,000 円（会議資料代、移動費、交流会費、分科会昼食代等） 

  県内参加者 2,000 円※注（会議資料代、移動費等） 
市民参加者 無料※注 （勝山市内に在住・在学・在勤の方、市内団体に所属する方含む） 

 ※注 ただし、県内・市民参加者は交流会費 3,000 円、分科会昼食代 1,000 円は別途必要です。 
 □参加申込受付 

  平成 24 年 3 月頃に開始予定です。 

[第 1 日目]  5 月 25 日（金） 全体会（勝山市民会館・勝山市教育会館） 

[第 2 日目]  5 月 26 日（土） 分科会（各会場）＆ 交流会（JA テラル越前勝山中支店） 

[第 3 日目]  5 月 27 日（日） 全体会（勝山市民会館・勝山市教育会館） 

※日程や会議の内容等について、都合により変更する場合があります。 



分科会概要【案】                                      以下、敬称略 

第 1 分科会 
美しい景観保全のために 会場：勝山商工会館  

キーワード：水辺環境の保全、自然景観の保全、歴史的景観保全 

 古代より受け継がれ、我々の生活と密接な繋がりを持つ、水辺空間や自然・歴史的景観を守る取り組みの実例を学び、地域の持続的発展

のために、将来世代へ引き継いでいくことの重要性と我々の責務について考えます 
コーディネーター：内村 雄二（福井工業大学） 
パネラー：（社）勝山青年会議所、エコネイチャー・さかい、勝山市都市政策課、平泉 浤祥（勝山市平泉寺区） 

河合 健一（若狭熊川宿まちづくり特別委員会） 
フィールドワーク：はたや記念館「ゆめおーれ勝山」、本町通り・御清水、白山平泉寺旧境内 
 

第 2 分科会 
地方の生活を守る公共交通・観光事業との連携 会場：勝山市教育会館  

キーワード：地方鉄道、バス、過疎・高齢化、ネットワーク、CO2削減、観光 

 過疎・高齢化の進む地方にとって、住民生活に直結する公共交通のありかたは重要な課題となっています。環境に優しい交通手段として、

住民、事業者、行政が一体となって、地域の活性化も視野に入れた公共交通のありかたについて考えます 
コーディネーター：川上 洋司（福井大学大学院） 
パネラー：えちぜん鉄道（株）、清水 省吾（ふくい路面電車とまちづくりの会）、地方鉄道活性化の手法と吉備路（岡山県）観光振興 

北勢線（三重県）や鉄道文化財を活用した沿線活性化の活動、沿線を富士山テーマパーク化する富士急行の取り組み 
フィールドワーク：勝山駅、えちぜん鉄道、県立恐竜博物館 
 

第 3 分科会 
豪雪地帯ならではの環境対策と生活 会場：勝山市教育会館 

キーワード：雪害、除雪、雪国の暮らし、健康、利用 

 雪国ならではの環境に配慮した雪対策への取り組みとともに、雪との暮らしや雪と人間が育み受け継いできた、様々な生活様式や独特な

文化等を学びながら、自然環境と人間のかかわりについて考えます 
コーディネーター：福原 輝幸（福井大学大学院） 
パネラー：勝山市建設課、山崎三知朗（福井県雪対策・建設技術研究所）、本川 幹男（勝山市市史編さん委員） 

（有）オフィス・イヌイ代表、ほか 1 名未定 
フィールドワーク：市街地の消雪施設、市内家屋、白山平泉寺旧境内 
 

第 4 分科会 
日常生活の見直しから見えてくるごみの減量化 会場：勝山市民会館 

キーワード：3R、生ごみ減量、集団回収、マイバッグ運動 

 ごみを廃棄からリサイクルへという認識は、全国的な流れとして定着してきていますが、それは地道な活動の継続によって支えられてい

ます。今一度住民、事業者、行政の連携のもと日常生活を見直すことを通して、更なるごみの減量化について考えます 
コーディネーター：楠部 孝誠（石川県立大学） 
パネラー：ビュークリーンおくえつ、社会福祉法人大日園、勝山市消費者団体連絡協議会、環境自治体をめざすちっご委員会 

ほか 1 名未定 
フィールドワーク：ビュークリーンおくえつ、県立恐竜博物館 
 

第 5 分科会 
コシヒカリ発祥の地福井から～環境にやさしい農業の発信～ 会場：平泉寺公民館 

キーワード：自然環境と人間の健康、食、農地保全、低農薬 

 人間の健康と密接な関係にある食について、その安全性への関心と要求は日々高まっています。環境にやさしい農業の実践事例を通して、

食の安全と自然を守る農業のありかた、農村の再生について考えます 
コーディネーター：未定 
パネラー：コウノトリが舞う里づくり推進協議会、（財）勝山市農業公社、上田 哲行（石川県立大学） 

梅村 元成（たかしま有機農法研究会）、南 都志男（自然農法国際研究開発センター）、福井県奥越農林総合事務所 
フィールドワーク：遊休農地対策現場、平泉寺町内、白山平泉寺旧境内 
 

第 6 分科会 
生物多様性保全と共生 会場：北谷町谷教会 

キーワード：生物多様性、保全、復元、共生、外来種対策 

 我々人間の営みは、間接的、時には直接的に自然環境の影響を受けます。人間と自然との共生のありかたについて、生物多様性保全への

取り組みの実例を通して考えます 
コーディネーター：松田 裕之（横浜国立大学大学院） 
パネラー：猪野瀬まちづくり推進協議会・遅羽町住民協議会、浄土寺川のホタルを守る会、大野市教育委員会事務局文化課 

福井県自然保護センター、敦賀市環境課 
フィールドワーク：ブナ林、県立恐竜博物館 

 
 



第 7 分科会 
持続発展可能な社会を創るための環境教育 会場：野向小学校 

キーワード：持続可能性、学校教育、浸透、連携、学力、生きる力 

 子どもたちが地域の自然に親しみながら、環境保全の大切さに気づいてもらうための取り組みを紹介します。子どもたちが自らアクショ

ンを起こすことで大人たちを触発し、地域全体への動きとなり、地域の持続的な発展に繋がることについて考えます 
コーディネーター：五島 政一（文部科学省国立教育政策研究所） 
パネラー：前園 泰徳（勝山市環境保全推進コーディネーター）、市内小学校児童、北部中学校生徒 

森 智子（鹿児島県龍郷町立大勝小学校） 
フィールドワーク：恐竜化石発掘現場、ミチノクフクジュソウ群生地、県立恐竜博物館 
 

第 8 分科会 
環境問題と企業の地域貢献 会場：㈱フクタカ 

キーワード：企業の環境保全活動、温暖化対策 

 国民の環境への関心が高まり、企業活動においても環境への配慮が強く求められている状況の中で、これからの企業の環境保全活動につ

いて、また、地域や住民との連携による環境活動等について考えます 
コーディネーター：保坂 武文（公益財団法人ふくい産業支援センター） 
パネラー：（株）フクタカ、アボットジャパン（株）、（株）リコー福井事業所、（株）NTT ドコモ北陸、アミタ持続可能経済研究所 
フィールドワーク：企業の環境保全活動・温暖化対策、白山平泉寺旧境内 
 

第 9 分科会 
地域活性化 エコミュージアムの取組みから 会場：福祉健康センターすこやか 

キーワード：エコミュージアム、スローライフ、活性化、地域資源、化石 

 地域固有の歴史や産業、伝統、文化、豊かな自然等を活かした、勝山市におけるエコミュージアムへの取り組みとその成果を基に、これ

からの環境にやさしい持続的な発展が可能なまちづくりについて考えます 
コーディネーター：大原 一興（横浜国立大学大学院） 
パネラー：勝山市エコミュージアム協議会、（株）のむきのエゴマ、小原 ECO プロジェクト、勝山市ジオパーク推進室、勝山市農業政策課 
フィールドワーク：北谷町小原地区、県立恐竜博物館 
 

第 10 分科会 
エネルギー政策について 会場：勝山市民会館 

キーワード：節約、工夫、新エネルギー、自然エネルギー 

（国のエネルギー政策の動向を注視しつつ検討中） 
 
コーディネーター：田中 充（法政大学） 
パネラー：（未定） 
フィールドワーク：中水力発電所、白山平泉寺旧境内 
 

第 11 分科会 
環境マネジメント 会場：勝山市教育会館 

キーワード：EMS、LAS-E、ISO、地域波及 

 持続可能なまちづくりを支援するための環境を意識した、総合的で効率的な環境マネジメントシステムの確立と導入について、取り組み

事例や LAS-E 事務局からの報告と提言等を基に、これからの環境マネジメントシステムについて考えます 
コーディネーター：堀 孝弘（NPO 法人環境市民） 
パネラー：八王子市環境政策課・福生市環境課、環境自治体会議 LAS-E 事務局、内子町、伊丹市 
フィールドワーク：ゆめおーれ勝山、勝山市立図書館 
※上記の内容やパネラーについては、現在調整中の件もあり、今後変更となる場合があることをご了承ください。 
 
 鉄道 

JR 大阪駅→特急(1 時間 45 分)→JR 福井駅 
→えちぜん鉄道(52 分)→勝山駅 

JR 名古屋駅→特急(2 時間)→JR 福井駅 
→えちぜん鉄道(52 分)→勝山駅 

JR 東京駅→新幹線(2 時間 15 分)→米原乗継 
→特急(1 時間)→JR 福井駅→えちぜん鉄道(52 分)→勝山駅 

 

自動車 
北陸自動車道/福井北 IC・丸岡 IC から 35 分 
東海北陸自動車道/白鳥 IC から 60 分 

 

飛行機 
小松空港→バス(1 時間) →JR 福井駅→えちぜん鉄道(52 分)→勝山駅 

 




