環境カウンセラー

環境カウンセラーは、環境保全に長年携わり、豊富な知識と経験を持つ人材

暮らしの中で、
また仕事の中で、環境問題について疑問がわいてきませんか？

として、環境省の所定の審査を経て登録された人々です。環境教育・地球
環境問題・リサイクル・エネルギー・環境マネジメントシステム・その他様々な

もっと詳しい人に聞いてみたいと思いませんか？環境カウンセラーはそんなあ

分野の専門家が登録し、全国各地で活躍しています。
環境カウンセラーは、幅広いニーズに応じた環境カウンセリングを行うため「事業者部門」と「市民部門」の

なたの「ECOココロ」を支えます。「地球温暖化防止活動がしたい」、「環
境経営のヒントが欲しい」、「環境講座の講師に来てほしい」そんなときは
環境カウンセラーがきっとあなたのお役に立ちます。お任せ下さい !

2部門があり、企業、学校、市民団体から個人にいたるまでさまざまな人からのご相談にお応えできます。
事業者部門なら

事業者部門

市民部門

主に企業等、 事業者の方の

主に地域・学校等、 市民の方の

カウンセリングを対象としたカウンセラー

カウンセリングを対象とするカウンセラー

どんな依頼
にも対応！

確かな知見を
有する信頼性

あなたの
身近な存在

環境に関する様々な専門
知識を持った人々ばかりで
す。エコに関するどんな疑
問・質問にもお答えします！

環境省の実施する審査を経て登録
された、豊富な知識と経験を兼ね備
えたスペシャリストです。
（環境カウン
セラーになるには専門資格を有する
方でも4〜5年の経験が必要です）

3,600名を超える環境カウンセ
ラーが全国の都道府県で活動
しています。あなたの街にも、
その地域とエコに詳しい環境カ
ウンセラーがいるでしょう。

環境マネジメントシステム審査
（ISO・エコアクション 21 など）

子どもたちの環境教育

環境関連業務のアドバイス

地域活動、自然観察などの指導

その他共通のことなら

生命

健康

自然への愛着

社会参画
国際理解
（異文化理解）
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市民部門なら

生態系・生物多様性

環境カウンセラー

水・大気・土
地球温暖化の起こる
仕組みと影響

公・化学物質

資源・エネルギー

消費生活・衣食住

環境講座の講師

環境に関する
アドバイス全般

行政の環境基本計画
策定等の委員

産業
2
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〈環境カウンセラー依頼例〉

環境カウンセラーは、市民活動のリーダー、
NPO活動者、有識者（大学教授、
各種研究機関職員）
、行政機関職員、民間企業の社員、資格保有者（技術
士、エネルギー管理士等）などの様々な分野にわたる方々が登録しています。
環境カウンセラーがどのようなシーンにおいて有効にご活用いただけるのかを
ご紹介します。

「環境報告書」に係る
第三者レビューの執筆
某下水道公社より河川流域下水道の維持管理業務に
おける環境負荷の状況や環境保全などの環境情報を
記載する「環境報告書」のサポートを依頼された。報告
書内容について、評価すべき点、改善すべき点、県民
への提言について第三者の立場からレビューを行った。

環境保全活動
企業や市民団体への環境保全の取組みについて
助言や支援を行うことができます。

頼んでよかった！の声 報告書の作成にあたって意見を
もらったり、改善を図ったりする必要があり、外部（第三

者）の客観的な意見や改善点を出してもらおうと環境カ

【依頼例】 ◦環境マネジメントシステム構築や監査、

ウンセラーに依頼をした。

環境アセスメントの実施

環境に関しての知識・経

◦省エネ診断（事業者向け）実施支援
◦騒音・振動対策、廃棄物処理、汚水処理、
土壌汚染等について助言
◦再生可能エネルギー（太陽光発電、バイオ

験を踏まえて豊富なアドバ
イスを受けられてとてもよい
報告書が出来上がった。

企業における環境活動の助言
地域の食品原料メーカーより環境マネジメントにかかるア
ドバイスの依頼があった。その企業は省エネ、廃棄物
対策、節水対策等、すでに様々な取り組みをしており、
これ以上の環境配慮行動はできないのでは？ という悩
みを抱いていたため、視察を行ったうえで、それぞれの
取組について現場に見合った助言を行った。
頼んでよかった！の声 メーカーで環境改善に取り組ま
れていた経験のもと、自社で見えなかった視点からの具

体的なアドバイスをいただくことができた。 例えば、作
業手順の見直しや機材
を新規導入した場合の
省エネ効果など有効な手
段に関する提案をいただ
き目からウロコだった。

ガス発電など）の導入についての助言 など

環境教育、普及啓発等の実施

公共施設などにおけるイベント支援

地域や社内等における環境保全への普及啓発活動を

地域の児童館の裏にある水路を拠点に環境教育等の

支援することができます。

展開を考えているグループのイベント企画の依頼があっ

【依頼例】 ◦環境セミナーの講師

た。まずは水辺に親しんでもらうことと、身近な自然に
興味を持ってもらうことを目的としたイベントの提案・支

◦環境学習の企画、実施

援を行った。

◦環境イベントの企画、運営
◦エコドライブの普及啓発

頼んでよかった！の声 事前の打合せにも参加いただ

各種委員会等への参画

各種調査の実施

環境カウンセラーにはあらゆる分野の専

各種アンケートの実施、 温室効果

門家がいるため、 環境審議会や各種委
員会の委員やアドバイザーとして知見の
提供を行うことができます。
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ガス排出量調査、 エネルギー消費
調査など様々な分野の調査を実施。
することができます。

地域の小学校、児童育成クラブ、児童センター、保
育園など多様な場所でこどもたちの興味や関心を高め
る環境学習の講師を依頼され対応している。また、相
手のニーズにあわせたプログラムの提案、講師派遣の
コーディネートなども行った。

とができた。また、全体への目配りなどスムーズな運営

頼んでよかった！の声 地域のことをよく理解していただ
いており、こどもたちのレベルにもあったオリジナルのプ

をこころがけていただいた。この手のイベントでは、どん

ログラムを実施していただいたので、とても充実した時

どん進めてしまう指導者も多いが、参加者のペースに

間を過ごすことができた。こどもたちも普段の授業より

あわせ丁寧に指導いただ

関心を持って授業に耳

いたので当日も具体的なイメージを持ってみんなで動くこ

◦グリーンカーテン導入啓発 など

環境学習の講師および
コーディネート

けて良かった。 豊富な経
験を持っていて、運営面
でのアドバイスもいただけ
てとても助かりました。

を傾け、環境のことに
ついてより理解を深め
ていた。
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インターネットの
「環境カウンセラー登録者データベース」で
環境カウンセラーを検索

環境カウンセラーは、
インターネットで簡単に探せます。
まずは環境カウンセラーHPにアクセス！
環境カウンセラー

ここから
環境カウンセラーを
検索できます。

Point

似たような経験やノウハウを持つ人に
聞きたいとき

CASE 2
自分の住んでいる地域の自然環境について
教えてくれる人を探しているのだけど…。
Search

Point

ニーズに合ったカウンセラーを探すことができます。

例1）
「エコアクション21」など、 環境マネジメント
システムについて専門家を探したい。
キーワード検索で
「エコアクション21」を入力

仕事で環境負荷低減に取り組むことになったが、
専門的なアドバイスが欲しい。
Search

情報が掲載されています。地域、専門分野、キーワードなどから検索して、

https://edu.env.go.jp/counsel/list/

検索

https://edu.env.go.jp/counsel/

CASE 1

環境省のホームページ内には、全環境カウンセラーのプロフィールや活動

地域在住で、地域の環境に詳しい人に聞きたいとき

または

専門分野検索で
「産業」

検索 を
してみましょう。

※さまざまな検索を組み合わせて、希望にあった環境カウンセラーを絞り込むことができます。

例2）あなたの街の自然環境に詳しい環境カウンセラーを探してみよう！
「地域」で検索「○○県○○市」

検索

専門分野検索「自然観察」

検索

カウンセラー氏名をクリックすると、詳細画面が
表示されます。
「環境カウンセラー登録者データベース」を利用すると、
このようにあなたの近くの専門家をすぐに探し出して連絡

依頼したい時は
問い合せをクリック！

することができます。

CASE 3
地球温暖化防止のアドバイスを受けたいけど
誰に聞けばいいのかな？
Search

Point

先駆的な取り組みをしている人に聞いたり、
多様な意見・様々な事例を幅広く知りたいとき

エコアクション21（環境活動評価プログラム）とは

平成8年9月に環境省が策定し、普及を進めてきたもの。平成16年4月には、あらたなガイドラインが策定され、同年10月からは第三者による認
証登録制度が始まっています。二酸化炭素や廃棄物などの環境負荷の状況と環境への取り組みの状況についての自己評価の手法を示すとと
もに、その結果をもとにした環境行動計画づくりの方法を示すことにより、環境マネジメントシステムを構築していない中小規模の事業者を含む
幅広い事業者を対象に、環境保全の取り組みを広げていこうとするものです。環境カウンセラーの役割のひとつに、この普及の促進があります。
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地域の環境カウンセラー協（議）会に相談
「環境カウンセラー協（議）会」は、多くの環境カウン

た環境カウンセラーを紹介することが可能です。

セラーが参加し、地域の環境保全活動や啓発活動に

環境カウンセラーHPには協（議）会一覧と、各団体

積極的に取り組んでおり、地域の環境に詳しく、様々

の活動内容や連絡先を掲載していますので、ぜひご

なネットワークを持っているため、皆さんのニーズに合っ

相談ください。

環境カウンセラー協（議）会一覧

https://edu.env.go.jp/counsel/03_all.html
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環境カウンセラーに関する

Q1
A

環境カウンセラーに依頼するには
お金がかかるのですか？

費用などの条件は、活動の種類・内容により異なります

ので、あらかじめ環境カウンセラーとご相談いただきますよ

うお願いいたします。 環境カウンセラーの活動は環境保全活動

Q2
A

Q&A

環境カウンセラーには
直接連絡して良いのですか？

相談・依頼したい環境カウンセラーのペー

ジ内にある「この環境カウンセラーに問い

合わせ」をクリックすると、全国事務局を通じてそ

に関する依頼・相談に自主的に応じるものですが、その活動を

の方にご連絡いたします。連絡を受けた環境カウ

継続的に行っていくためには、活動にかかる交通費等の実費や、

ンセラーは依頼者へ連絡いたしますので、その後

場合によっては謝金等の費用を負担していただくこともあります。

は直接やりとりをおこなってください。

Q3
A

Q4
A

依頼内容・相談について、
どこかに報告しなければなりませんか？

いいえ。結果をご報告いただく必要はありません。ただし、
後日ヒアリングさせていただくことがありますのでご協力をお
願いいたします。

インターネットが使えないので
すが、どうすればよいですか？

環境カウンセラーホームページをご覧にな

れない方は、下記問合せ先までお問い合

わせください。

あなたも環境カウンセラーに
なってみませんか？
環境カウンセラーは、これまで仕事やボランティアで取り組んできたエコ活動や知識を活かして、
エコな視点で多くの人と未来をつなげていくリーダーです。環境カウンセラーに登録すると研修会
の受講や、環境カウンセラー同士の交流・情報交換を通して、活動の幅を広げることができます。
（申請・登録・更新等にかかる費用は無料です。）

環境カウンセラーになるには、環境省の実施する審査に合格することが必要です。
まずは 「環境カウンセラー募集要項」をご覧下さい。
（募集要項は無料です。ホームページからダウンロード下さい。）

詳しくは環境カウンセラーホームページか、下記問合せ先までお問合わせください。

「環境カウンセラー」 で検索 ➡

環境カウンセラー

検索

環境カウンセラー制度に関するお問合せ
環境省

総合環境政策局

環境教育推進室

〒 100-8975 東京都千代田区霞が関 1-2-2
TEL：03-5521-8231 FAX：03-3580-9568

※この冊子を無断で複製
（コピー）
し配布する行為、掲載写真・イラストを無断で使用することは、著作権侵害となります。
ご注意ください。

