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平成 28年度 北海道環境パートナーシップオフィス運営業務等 事業計画 

第Ⅳ期（平成 27～29 年度） 平成 27 年度 平成 28 年度 

背景及び目的 事業概要 達成目標（達成指標） 実 績 具体的事業 達成目標 

事業群１．拠点形成・連携支援を通じた ESD の推進 

  1-1. 官民連携による ESD 先進地域の創出   
1-1. 官民連携による ESD 先進地域の創出 

（担当 ◎溝渕・○大崎・○本多・倉）エフォート率 30％ 
 

  

平成 27 年度は、持続可能な社会づ

くりに向けた国際的な取り組みとし

て「ポスト 2015 開発アジェンダ」

（SDGs）が動き出し、「国連 ESD

の 10 年」の成果である「グローバ

ル・アクション・プログラム」が開

始される重要な節目にあたる。 

そこで第Ⅳ期 EPO 北海道は、ESD

の推進を位置づけた促進法を活用

し、国内外の動向と地域をつなぎ、

道内における ESD の推進を図るた

め、先進地域の創出とその形成技術

の確立を目指すとともに、道内での

ESD の普及に向けた実践者や関係

者等とのプラットフォームの強化、

展開支援に取り組む。 

・情報提供や関係者の対話の場づくり等の手法

により、道内で行政（教育関係部局・環境部

局等）と民間団体の連携を構築し、ESD を継

続的に実践する仕組みづくりを支援する。平

成 27 年度には道内１か所を選定し、ESD 先

進地域の形成に向けた現場づくりの支援や継

続体制づくりに向けた各種コーディネートを

集中的に実施する。 

・上記の活動に並行して、他の地域の状況及び

意向を把握し、同様な ESD 先進地域づくりに

向けて情報提供や働きかけを行う。平成 28

年度以降は、平成 27 年度対象地域の支援を

継続しつつ、支援を通して得られた成果や課

題に基づき、新たに他の候補地域での ESD 先

進地域形成に着手する。 

・基礎自治体レベルでの官民

連携による ESD 推進体制

形成プロセスを体得する

とともに、第Ⅳ期の３年間

に、他地域への展開が可能

な推進体制モデルを２か

所程度創出し、社会に発信

できる状態となっている

こと。（活動対象地域に

ESD に継続して取り組む

体制が整備されているこ

と。または、その見込みが

立っていること） 

・道内の ESD 推進拠点とし

て専門的なネットワーク

を活用して活動を展開し、

道内の ESD 推進プラット

フォームにおいて中核的

な役割を果たしているこ

と。（関係者の評価） 

・「ESD 環境教育プログラ

ム実証等事業」を展開し、

石狩市内２小学校におい

てプログラムの実証と

ESD 推進に向けた、教育

関係部局と環境部局、民間

団体等の連携協働の仕組

みづくりを進め、継続的な

実践・推進について関係者

間の合意を得た。 

・学校教育関係機関や教員団

体等との関係性を深め、対

話をとおして ESD 推進上

の課題を整理した。 

・上記の整理をもとに学校と

地域の連携協働のポイン

トを掲載したリーフレッ

トを、３年間の「ESD 環

境教育プログラム実証等

事業」で作成したプログラ

ム７本を掲載した「プログ

ラム集」と合わせて、周知

啓発ツールとして作成し

た。 

過去３年にわたって実施された「ESD 環境教育プログラム実

証等事業」の後継事業となる「環境教育における『ESD 推進』

のための先導的取組調査・実践拠点支援事業」に取り組み、環

境教育・学習拠点等の調査や伴走支援を行うとともに、石狩市

における取り組みの地域への定着を図りつつ、新たな活動地域

１か所（三笠市）を選定し、平成 27 年度と同様に ESD 先進

地域の創出に取り組む。 

【地域の環境教育・学習拠点等における ESD先進事例の調査】 

・平成 25 年度、平成 26 年度に「ESD 環境教育プログラ

ム実証等事業」で関与した自治体や団体等から２か所選定

し、インタビュー調査を各２回実施する。 

【地域の環境教育・学習拠点等における ESD 推進に向けた伴

走支援】 

・支援対象とする環境教育・学習拠点等を３か所（石狩市・

三笠市他）選定し、パートナーシップの形成支援、研修の

コーディネート、教育プログラム作成等に当たっての助言

等、伴走支援を行う。 

【学校教育と地域振興の連携による ESD 先進地域の創出】 

・三笠市において、学校教育と地域振興施策（ジオパーク推

進）が連携し、継続的に ESD を実践する仕組みづくりに

向けて、情報提供や関係者の対話の場づくり等、各種コー

ディネートに取り組む。具体的には、自治体との調整、関

係者との学習会、ワークショップ等を３回程度開催する。 

※ジオパークは、地質学的価値だけでなく、生態学的な価

値や歴史・文化的な価値があることや、ツーリズム等を

通して持続可能な地域づくりを行うこと、ガイドツアー

等により教育・普及活動を行うこと、適切な保護保全対

策を行うこと等が求められる一種の自然公園。世界ジオ

パークは平成 27 年 11 月に、ESD を進めるユネスコ

の正式プログラムとなっている 

・活動対象地域１か所

（石狩市）におい

て、ESD が自立的

に推進される体制

等が形成されてい

ること。 

・新たな活動対象地域

１か所（三笠市）に

おいて、ESD の継

続的な実践・推進に

ついて、行政を含む

関係者間の合意形

成に至っているこ

と。 

・道内の ESD 実践者

や関係者から、

EPO北海道がESD

推進拠点として認

知され、一定の評価

が得られているこ

と。 
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第Ⅳ期（平成 27～29 年度） 平成 27 年度 平成 28 年度 

背景及び目的 事業概要 達成目標（達成指標） 実 績 具体的事業 達成目標 

事業群１．拠点形成・連携支援を通じた ESD の推進 

  
1-2. ESD 実践者等によるプラットフォームの

展開支援 
  

1-2. ESD 実践者等によるプラットフォームの展開支援 

（担当 ◎大崎・溝渕・倉）エフォート率 10％ 
 

 

 
・道内で ESD に取り組む多様な主体の情報共有

や意見交換を促進し、実践者や支援者、関係

機関、企業等の連携を支援する。具体的には、

第Ⅱ期から継続してきた「ESD 学び合いフォ

ーラム」等、ESD 実践者の情報交流の場を継

続して運営する。 

・現在道央圏で進められている「持続可能な開

発のための教育に関する地域の拠点（RCE）」

設立の動きについて、高等教育機関と連携し

た本格的な ESD 推進拠点形成を支援し、設立

後も中核的な立場で参画していくことを予定

する。 

※RCE 北海道-道央圏は、ESD を進めるため

の地域拠点として平成 27 年 12 月に国連

大学の認定を受けた。 

・道内の ESD 推進拠点とし

て専門的なネットワーク

を活用して活動を展開し、

道内の ESD 推進プラット

フォームにおいて中核的

な役割を果たしているこ

と。（関係者の評価） 

※１ページより再掲 

・持続可能な開発目標 

（SDGs）等をテーマに、

ESD の実践者や支援者等

の学習・交流・対話を促進

する場づくりに取り組ん

だ（計３回）。 

・RCE 北海道-道央圏設立に

向けて、潜在的なステーク

ホルダーに対し、活動内容

の情報提供や参画の呼び

かけを行った。 

・上記の取り組みにより、こ

れまでの活動では関わり

の薄かった国際交流分野

等のNPOや若年層とのネ

ットワーク形成を進めた。

今後は ESD に関わるネッ

トワークの活用やさらな

る拡大が求められる。 

「持続可能な開発のための教育（ESD）に関するグローバル・

アクション・プログラム」実施計画（ESD 国内実施計画）が

平成 28 年 3 月に策定されたことも受け、これまでの取り組み

を継続しつつ、昨年度の活動により関わりを得た新たなステー

クホルダーとの関係性を深めていくことも考慮して、次の３つ

の取り組みを展開する。 

【ESD の実践者や支援者等の学習・交流・対話の場づくり】 

・ESD の実践者や支援者等の学習・交流・対話を促進する

「担い手ミーティング（仮称）」及び「ESD 学び合いフ

ォーラム」等を２回程度開催する。 

【RCE 北海道-道央圏への参画】 

・RCE 北海道-道央圏に参画し、会合や意見交換に参加し情

報収集を行うとともに、同 RCE の各プロジェクトにおけ

る協働・連携の構築等、必要なサポートを行う。 

【ESD 活動推進拠点の情報収集・支援】 

・北海道地域における ESD 推進ネットワークの構築のため、

学校や企業、市民活動団体、自治体、環境学習施設等の情

報収集や共有、意見交換を行い、また、相談・支援への依

頼があった場合には、可能な範囲で対応する。 

・道内の ESD 実践者

や関係者から、

EPO 北 海 道 が

ESD 推進拠点とし

て認知され、一定の

評価が得られてい

ること。 

※1 ページより 

再掲 
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第Ⅳ期（平成 27～29 年度） 平成 27 年度 平成 28 年度 

背景及び目的 事業概要 達成目標（達成指標） 実 績 具体的事業 達成目標 

事業群２．拠点間連携による環境分野の中間支援機能強化 

  
2-1.「環境中間支援会議・北海道」の枠組みの

活用促進 
  

2-1.「環境中間支援会議・北海道」の枠組みの活用促進 

（担当 ◎倉・○本多・内山）エフォート率 10％ 
 

  

環境分野から道内の地域課題の解決

やそのための人づくり等を進めるに

あたっては、政策と地域をつなぐ官

民協働及び基礎自治体・広域自治

体・国との間の政策間連携が望まれ

る。促進法はその実現に有用なツー

ルを提供しているが、実際の活用に

向けてはステークホルダー間の情報

共有やコミュニケーションが不足し

ており、それらをつなぐ中間支援の

介在が不可欠な状況にある。 

一方で、道内には、地域課題の解決

に向けた官民連携機能を持つ中間支

援組織や、地域における主体間連携

の場として活用可能な環境政策推進

拠点等、促進法第 19 条第２項の機

能を担いうる常設の組織や拠点が数

多く存在し、常駐して活動する人材

も少なくない。広大な北海道で環境

分野の中間支援を EPO 北海道が単

独で担うには限界があり、上記の期

待に応えていくためにも、これらの

組織や拠点と人のつながりや組織的

なネットワークを構築し、連携・協

働を進めていくことが必要である。 

そこで、第Ⅳ期 EPO 北海道は、同

法第 19 条に基づく国の政策推進拠

点として民間や自治体関与の中間支

援組織・拠点を補完する立場から、

札幌圏で自らを含む拠点間連携をモ

デル的に進めるとともに、道内各地

の中間支援組織・拠点の現状把握と、

場づくり、人づくり等の支援に取り

組む。 

・札幌圏の主要な環境中間支援拠点間連携のた

めに、第Ⅱ期に構築した「環境中間支援会議・

北海道」の仕組みを継続し、定例的な会合の

開催等により、事業計画レベルでの情報共有

や意見交換を行う。 

・第Ⅲ期における「環境中間支援会議・北海道」

の成果である、先駆者へのインタビュー等を

通して、環境政策や環境保全活動に関するメ

ッセージを社会に発信する活動を継承する。 

・第Ⅲ期までに構築してきた、道内の環境保全

活動等の情報共有サイト「環境☆ナビ北海道」

による一元的な情報受発信の仕組みを継続

し、利用者ニーズを踏まえて改善しながら運

用する。 

・「環境☆ナビ北海道」によ

る一元的な情報受発信が

効率的・効果的に継続さ

れ、利用者のニーズに応え

られていること。（「環境

☆ナビ北海道」の情報取り

扱い件数、HPアクセス数、

情報発信先件数等） 

・道内各地の環境学習施設等

の現状と課題が可視化さ

れて、当事者・関係者に共

有され、改善・解決に向け

た議論の場が形成されて

いること。（関係者による

意見交換の場の形成・定着

等） 

・これらの活動を通して「環

境中間支援会議・北海道」

のネットワークが札幌圏

外に拡大し、新たな協働体

制の形成やキーパーソン

の参入や成長が得られ、課

題解決に向けて動き出し

ていること。（新たな協働

体制の構築状況等） 

・「環境☆ナビ北海道」の協

働運営、「環境中間支援会

議・北海道」の会合への参

加、勉強会の開催等を通じ

て、事業計画や活動予定等

の情報を共有し、新たな協

働プロジェクトの開始な

どの成果を得た。今後はプ

ロジェクトの実施や内部

学習会の開催など、協議体

の活性化を促す仕組みを

盛り込んでいくことが有

効である。（情報取り扱い

件数 772 件、HP アクセ

ス 111,309 件／年、情報

発信先件数   Facebook 

115 件・Twitter555 件） 

「環境中間支援会議・北海道」の各構成拠点の主体的な参加を

促進しつつ、上記の取り組みを継続維持する。 

【環境中間支援会議・北海道の協働運営】 

・「環境中間支援会議・北海道」を構成機関との協働により

運営する。具体的には、「環境中間支援会議・北海道」の

規約に基づく年４回の定例会に参加し、事業計画や活動予

定等の情報共有や、共通のニーズの把握等を進めていくと

ともに、「環境☆ナビ北海道」のサイト運営に務め、必要

に応じて事業間連携による取り組みを行う。 

・「環境中間支援会

議・北海道」による

札幌圏での拠点間

連携の仕組み及び

情報発信が効率的

に継続され、機能し

ていること。 

・道内の環境学習施設

等とのネットワー

クが拡大し、現状と

課題が関係者に共

有されていること。 

 2-2. 環境学習施設等の課題解決支援 
2-2. 環境学習施設等の課題解決支援 

（担当 ◎本多・○久保田・倉）エフォート率 10％ 
 

 

・現在は札幌圏の４拠点で構成する「環境中間

支援会議・北海道」のネットワークを、道内

各地の中間支援組織・拠点が参画するネット

ワークへ拡大することに取り組む。このため、

平成 27 年度は、道内の環境学習施設等、促

進法第 19 条の拠点機能を担いうる組織・施

設の現状と課題を把握し、当事者・関係者間

で共有する。平成 28 年度以降は、初年度把

握した課題の解決に向けて、戦略の構築・共

有や人材・組織の力量形成に向けた場づくり

を担い、当時者・関係者の連携による道内の

環境分野の中間支援機能の強化に向けた方向

付けや推進体制の構築を図る。 

・「平成 27 年度 環境学習

等推進拠点の運営状況に

関するアンケート調査」に

より、道内の環境学習等推

進拠点の活動状況と人員

体制等、運営面での課題、

地域と連携して活性化に

貢献しようとする意向等

を把握することができた。

調査結果を踏まえ、課題解

決の手法や方向性につい

て今後関係者と幅広く意

見交換し、具体化していく

必要がある。 

平成 27 年度調査結果をもとに、道内の環境中間支援組織及び

環境学習施設等における環境教育等促進法第 19条第１項で規

定する拠点としての機能向上や課題解決に向けた支援を行う。 

【課題解決に向けた意見交換の場づくり】 

・平成 27 年度調査結果により判明した施設運営に係る課題

等を当事者・関係者間で共有し、課題の解決方策や今後の

取り組みの方向性について意見交換等を行う機会を２回

程度創出する。 
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第Ⅳ期（平成 27～29 年度） 平成 27 年度 平成 28 年度 

背景及び目的 事業概要 達成目標（達成指標） 実 績 具体的事業 達成目標 

事業群３．協働取組の推進等を通した環境教育等促進法の普及 

  3-1. 持続可能な社会づくりに向けた協働取組の促進   
3-1. 持続可能な社会づくりに向けた協働取組の促進 

（担当 ◎溝渕・○本多・○大崎）エフォート率 25％ 
 

  

第Ⅲ期に行った調査等から、促

進法に対する道内の基礎自治体

の関心は必ずしも高くないこと

が明らかになっている。しかし、

基礎自治体の環境政策の推進体

制や財政の厳しさ等、地域の現

状を考慮すると、地域の課題を

解決していくための官民協働に

対するニーズは間違いなく存在

する。このため、政策当事者を

含む地域のステークホルダー

が、促進法の趣旨や様々な政策

協働の効果や可能性を認識し、

手法を共有し、課題解決に活用

していくことが期待される。 

そこで、第Ⅳ期 EPO 北海道は、

国が設置する同法第 19 条拠点

として、自治体が参画する実効

的な政策協働の構築・推進支援

や、その前提として必要となる

政策コミュニケーションを先導

し普及することで、それらの有

効性を実証するとともに、同法

が規定する諸制度の活用方策や

手続き等に関する情報提供、相

談窓口機能を果たすことで制度

の普及と活用促進に取り組む。 

・平成 27 年度は、第Ⅲ期に引き続き、環境省「地

域活性化に向けた協働取組の加速化事業」（以下、

「協働取組加速化事業」という。）の枠組みに基

づく地方支援事務局として、採択事業の伴走支援

を行う。平成 28 年度以降は、平成 27 年度にと

りまとめられる同事業の全国レベルでの成果や課

題、協働支援のポイント等を踏まえ、より効果的

な協働取組の創出や推進支援に向けた事業方針を

立てて活動するものとする。 

・上記事業に関わらず、道内各地・各分野の環境保

全活動や協働取組に関する情報を随時収集し、必

要かつ可能な範囲で同様に支援する。 

・協働取組を支援すること

で、地域の課題解決に向け

た動きが具体的に進み、当

事者・関係者から一定の評

価を得ていること。（当事

者・関係者の評価、案件支

援における成果の有無等） 

・政策コミュニケーションの

場や担い手が広がり、手法

が知られるようになるこ

と等、社会に発信可能な成

果が得られていること。

（実施件数、参加者数、政

策提案・意見等提出数、協

働主体による実践の継続

性等） 

・これらを通して、EPO 北

海道自身の中間支援機能

（プロセス支援、資源連

結、変革促進、問題解決提

示等）の力量が向上してい

ること。（運営協議会や全

国事業における評価等） 

・平成 27 年度「協働取組加

速化事業」の採択事業とし

て、「天売島の海鳥保護を

目的としたノラネコ対策

促進のための協働取組」

（「人と海鳥と猫が共生す

る天売島」連絡協議会）及

び「占冠地区小水力可能性

調査」（有限会社三素）の

２事業について伴走支援

を行い、協働取組の促進要

因・阻害要因の分析等を行

った。 

・PCWS については、実施

主体の広がりが見えてき

ており、今後、プログラム

の改良やパブリックコメ

ント以前の政策立案段階

での政策コミュニケーシ

ョンを促進していく必要

がある。 

・EPO 北海道は政策コミュ

ニケーションを先導する

立場であり、ファシリテー

ションや政策提案等に関

するスキルを向上させて

いく必要がある。 

・道内における環境教育等促

進法の主管省庁関係担当

者との連絡体制の構築を

進めた。 

平成 28 年度はこれまでのプロセス分析の蓄積を活用しつつ

「協働取組加速化事業」における採択事業に対する伴走支援及

びプロセス分析を実施する。 

※北海道ブロック採択事業 

（１）事業名：大沼環境保全計画改正に向けたラムサール地

域協働の加速化事業 

団体名：一般財団法人北海道国際交流センター） 

（２）事業名：「人と海鳥と猫が共生する天売島」の実現を

目指した協働取組 

団体名：「人と海鳥とネコが共生する天売島」連絡協

議会 

・協働取組加速化事業

や相談対応等にお

ける協働取組の支

援が着実かつ有効

に実施され、関係者

から一定の評価が

得られていること。 

・政策コミュニケーシ

ョンの場づくりが

効率的・効果的に実

施されているとと

もに、参加者や協働

主体との間で具体

的な成果を確認で

きていること。 

 

 3-2. 政策コミュニケーションの促進 
3-2. 政策コミュニケーションの促進 

（担当 ◎本多・溝渕）エフォート率 5％ 

 

・環境政策に関心を持つ市民や民間団体等を対象に、

環境政策に関する説明や研修等の機会を活用し、

第Ⅲ期に開発したパブリックコメント制度を活用

したワークショップ形式（以下、「PCWS」とい

う。）での政策提案の実践や、促進法が規定する

民意の反映の手法等を提示することで、政策への

参画の動機づけを継続的に行う。また、こうした

取り組みを、事業群２で対象とする道内の中間支

援組織・拠点や自治体等と協働で実践することで、

手法の移転、普及を図る。 

・促進法が規定する、民間からの申請・届出等を伴

う諸制度への対応方針・方策等に関して、関連省

庁や北海道庁等の担当者と情報を共有し、連携し

た推進体制の構築を図る。 

・以上に加え、事業群４に示す基盤的業務を通して、

北海道における促進法全般に関する相談対応等の

窓口として活動を行う。 

パブリックコメントより前段階の政策立案過程での政策コミ

ュニケーションの促進に努めるとともに、事業群２や事業群４

をとおしてスタッフの政策コミュニケーションに関わる力量

向上を進めるものとする。 

【政策形成や提案等に係る学習・対話の場づくり】 

・政策形成や提案等に係る学習・対話の場づくりを２回程度

行う。 

・政策コミュニケーションに係る先進事例、手法等の収集に

努める。 

【自治体に対する環境政策等形成の支援】 

・自治体の相談に対応し、可能な範囲で政策コミュニケーシ

ョンの推進に向けた支援を行う。 

・過去の調査により把握した、道内の環境基本計画の策定状

況等をもとに、自治体の政策コミュニケーションに関する

動向について、情報収集に努める。 
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第Ⅳ期（平成 27～29 年度） 平成 27 年度 平成 28 年度 

背景及び目的 事業概要 達成目標（達成指標） 実 績 具体的事業 達成目標 

事業群４．基盤的業務 

  

事業群１～３を効果的かつ効率

的に実施するため、情報収集・

提供や相談対応、全国事業への

参画及び相互の活用等に関する

業務に取り組む。 

○情報収集・発信等に関わる業務 

・道内の産学官民のニーズを見据え、環境保全活動

や環境政策、環境教育・ESD、協働取組、CSR 等

に関する道内外の情報や資料等を広く収集し、

WEB サイトやメールニュース等の媒体により発

信する。 

・促進法の相談窓口機能等、EPO 北海道が提供する

機能について伝達に努める。 

○相談対応等に関わる業務 

・環境保全活動や環境政策、環境教育・ESD、協働

取組、CSR 等に関する情報照会及び相談に広く対

応し、必要に応じて助言を行う。 

○全国事業に関わる業務 

・全国 EPO ネットワークとしての活動成果の創出に

寄与するため、全国 EPO 会議や個別事業に関する

会合や調整の場に主体的に参画する。 

・全国 EPO ネットワークによる活動成果を EPO 北

海道の事業に最大限に活用する。 

※外部からの相談や協力要請に基づき、民間団体や

企業、大学等との協働事業において外部資金の活

用を必要とする場合には、あらかじめ事業運営協

議会の了解を得るものとする。 

・本事業群に示す基盤的業務

を着実かつ効率的に遂行

し、必要に応じて改善でき

ていること。（メールマガ

ジン配信数、全国事業への

具体的な貢献状況、事業運

営の効率性に関する内部

評価等） 

・相談対応等に関わる業務等

を通じて、プロセスマネジ

メント機能の向上が図ら

れていること。（相談対応

等の支援件数、支援対象者

の満足度、相談業務に関す

る内部評価等） 

・「情報収集・発信、相談対

応等に関わる業務」を着実

に実施している。相談対応

の情報を蓄積（相談対応件

数 94 件）し、毎週行うス

タッフミーティング等に

より、スタッフ間の支援手

法等の共有を進めた。（メ

ールマガジン配信数 49

号・登録者数 1385 人、

ウェブサイトアクセス数

ページビュー 38,184 件

等） 

・「外部資金に関わる業務」

では、企業の参画や NPO

の技能向上の機会の創出

を進めた。 

・平成 28 年度においても「情報収集・発信、相談対応等に関

わる業務」「全国事業に関わる業務」「外部との協働事業」

着実に取り組む。 

【情報収集・発信、相談対応等に関わる業務】 

・EPO 北海道の WEB サイト等を活用し、事業群１～３に

係る実施状況のほか、行政機関の動き、公募・助成金情報、

イベント情報等を地域内外に発信する。 

・環境教育等促進法第 19 条が規定する国の拠点として、各

種の情報照会及び相談に対応し、必要に応じて支援を行

う。 

・相談対応や支援の方針・手法等について整理し、共有する

機会として、スタッフ間で意見交換を行う会合を月１回程

度設ける。 

【全国事業に関わる業務】 

・全国 EPO 会議（東京都 2 回、函館市 1 回を予定）及び

その他、全国事業に係る連絡会議に必要に応じて参加す

る。 

【外部との協働事業】 

・CSR 活動を支援するものとして、東京海上日動火災保険

（株）と日本 NPO サポートセンターが実施する「Green 

Gift プロジェクト」の事業展開を補佐し、地域パートナー

となる環境 NPO との協働による企画実施を支援する。 

・環境 NPO 等の組織基盤強化を支援するものとして、「（独

行）環境再生保全機構 地球環境基金事業」に関する支援

（地域情報の提供、説明会の企画実施等）を行う。 

 

※（担当 ◎倉・◎溝渕・本多・大崎）エフォート率 10％ 

・情報収集・発信及び

相談対応が着実に

実施されており、業

務量に見合った手

応えが得られてい

ること。 

・全国事業と相互に具

体的な貢献実績が

得られていること。 

・スタッフのプロセス

マネジメントのス

キル向上が確認で

きること。 

 


