
 

令和３年度一般会計事業報告 
 
持続可能な社会の実現に向けて、環境を考えて行動する地域社会の構築を目指し、令和

３年度は、環境意識の普及啓発、環境保全の実践活動の推進及び環境情報提供などの各種

事業を関係機関･団体との連携強化を図りながら取り組みました。 

特に、地球温暖化をはじめとする環境問題に対する全県的な意識の向上を目指し、幼稚

園や保育所、学校、地域団体が開催する学習会等に講師を派遣する「環境サポーター派遣

事業」、こどもエコクラブの活動を支援しクラブの普及・活性化を図る「こどもエコクラブ

活動支援事業」、環境ボランティア団体等への活動を支援する「環境学習活動助成事業」な

どを行いました。 

新型コロナウイルス感染症の影響で、実施が難しかった事業も一部にはありましたが、

このような取組の結果、多くの県民の方に対して環境意識の高揚が図られ、また、環境保

全活動の推進に資することができました。 

 

○幹事会、総会の開催 

月 日 会議名 会 場 内   容 

〔幹事会〕 

令和３年 

５月 

第１回 

幹事会 

（書面） 

－ 

○議案 

 ①令和２年度事業報告（案）及び収支決算（案）につ

いて 

 ②令和３年度特別会計事業計画（補正案）及び収支

予算（補正案）について 

③役員の変更（案）について 

 ④総会の開催について 

令和４年 

３月 

第２回 

幹事会 

（書面） 

－ 

○議案 

 ①令和３年度事業報告（見込み）及び収支決算  

（見込み）について 

 ②令和４年度事業計画（案）及び予算（案）につい

て 

 ③役員改選（案）について 

④総会の開催について 

〔総 会〕 

令和３年 

６月 

総会 

（書面） 
－ 

○議案 

 ①令和２年度事業報告（案）及び収支決算（案）に

ついて 

 ②役員の変更（案）について 

 ③令和３年度特別会計事業計画（補正案）及び収支

予算（補正案）について  



令和４年

3月 

（書面） 

総会 － 

○議案 

 ①令和３年度事業報告（見込み）及び収支決算  

（見込み）について 

 ②令和４年度事業計画（案）及び予算（案）につい

て 

 ③役員改選（案）について 

 

１ 環境意識の普及啓発 

(1)  地球温暖化防止セミナー           [決算額 0千円（予算額 50千円）]  

各地域において、地球温暖化防止活動がより一層普及推進されるようセミナーを開催

予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実施ができませんでした。 

○ 実績 0回 （昨年度１回） 

 

(2)  環境サポーター派遣事業      [決算額 1,213千円（予算額 1,600千円）]  

県民一人ひとりの環境に配慮したライフスタイルの実践を促すため、幼稚園、小中学

校、民間の団体等が主催する環境保全に関する学習会や観察会に、指導者として環境サ

ポーターを派遣しました。  

○ 派遣回数  102回 （令和 2年度 56回） 

○ 主な内容  楽積み木、水辺の学習、木の実工作、自然観察、エコかるた、 

堆肥作り、発電体験、地球温暖化防止講話等 

 

 

(3) 環境配慮商品購入運動推進事業      [決算額 150千円（予算額 150千円）] 

循環型社会づくりや地球温暖化対策についての意識を高め、自主的な取組を促進する

ため、グリーン購入等の講演会を開催しました。 

※ 佐賀県（循環型社会推進課）との共催 

○ 開 催 日   令和３年１１月２日（火） 

○ 開催場所   グランデはがくれ（佐賀市） 

○ 講演内容  環境を大切にした暮らし方セミナー 

①「プラスチック資源循環促進法とこれからの地域の役割について」 

（講師）一般財団法人日本環境衛生センター 

地域SDGs・資源循環担当 事業推進役 鈴木 弘幸 氏 

 

②「あなたの買い物で未来を変えよう～持続可能な社会のために

できること～」 

（講師）公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタ

ント・相談員協会 

九州支部佐賀分科会 代表 橋本 裕美子 氏 



２ 環境保全の実践活動の推進 

 

(1) 県内一斉ふるさと美化活動事業    [決算額 437千円（流用後予算額 614千円）]  

快適な生活環境の確保と県民一人ひとりの実践活動への参加を促進するため、佐賀県、

各市町との共催でふるさと美化活動を新型コロナウイルス感染拡大防止のため、地域の

実情等に応じて実施しました。 

○ 実施期間   令和３年４月～６月 

○ 内 容   ごみ袋（57,800枚）の作成、配布  

○ 参加者数   69,663人 

○ 収集ごみ量  可燃ごみ 約 112 ﾄﾝ  不燃ごみ 約 81 ﾄﾝ 

 

(2) 環境学習活動助成事業          [決算額 229千円（予算額 400千円）]  

県内の個人や団体による環境保全に関する学習活動（講演会、研修会等）の実施に  

対し、事業費の一部を助成しました。 

○ 助 成 額    助成対象経費の合計－5,000円 

（ただし、上限は８万円までとする。） 

○ 助成団体数  ４団体 （昨年度４団体） 

助 成 団 体 名 事   業   名 

社会福祉法人鳥栖市社会福祉協議会 小学生夏休み「環境教室」 

ネイチャー佐賀 次世代に繋ぐ自然保護活動 

特定非営利活動法人フードバンクさが 
効果的で安全な食品ロス削減のために

「HACCP」を学ぶ 

学校法人佐賀学園 成穎中学校 エネルギー環境学習講座 

 

(3) こどもエコクラブ活動支援事業   [決算額 706千円（流用後予算額 816千円）]  

将来を担う子どもたちの環境保全に対する自主的な実践活動を支援するとともに、こ

どもエコクラブの普及・活性化を図るため､こどもエコクラブの活動費の一部を助成し

ました。 

○ 助 成 額  1クラブあたり 10,000円（上限）（昨年度 10,000円） 

○ 助成クラブ数  73クラブ （昨年度 49クラブ） 

助 成 団 体 名 活 動 内 容 

1 ひかりエコクラブ 野菜の栽培・グリーンカーテン 

2 風の子クラブ 野菜の栽培・グリーンカーテン 

3 海童保育園すみれ組 野菜の栽培・グリーンカーテン 



4 ひまわり教室 野菜の栽培・グリーンカーテン 

助 成 団 体 名 活 動 内 容 

5 もちっこクラブ 生き物観察、野菜や花の栽培、地域交流、植樹 

6 伊万里第１クラブ（１） 観察日記、野菜や花の栽培・グリーンカーテン 

7 伊万里第１クラブ（２） 観察日記、野菜や花の栽培・グリーンカーテン 

8 伊万里第２クラブ 観察日記、夏野菜の栽培 

9 伊万里第３クラブ（１） 野菜や花の栽培 

10 伊万里第３クラブ（２） 観察日記、野菜や花の栽培・グリーンカーテン 

11 大坪第２児童クラブ 野菜や花の栽培 

12 大坪第４児童クラブ 生き物観察、野菜や花の栽培 

13 立花第２児童クラブ 野菜の栽培・グリーンカーテン 

14 立花第４児童クラブ 野菜や花の栽培 

15 南波多児童クラブ 野菜や花の栽培 

16 二里児童クラブ（１） 観察日記、野菜や花の栽培・グリーンカーテン 

17 二里児童クラブ（２） 野菜の栽培・グリーンカーテン 

18 東山代第１（１）児童クラブ 野菜や花の栽培 

19 東山代第２児童クラブ 観察日記、野菜や花の栽培 

20 若楠第１児童クラブ 野菜や花の栽培 

21 若楠第２児童クラブ 野菜や花の栽培 

22 牧島児童クラブ 野菜の栽培・グリーンカーテン 

23 伊万里第２（２）児童クラブ 観察日記、野菜や花の栽培 

24 大坪第１児童クラブ 野菜の栽培・グリーンカーテン 

25 大坪第４（２）児童クラブ 野菜や花の栽培 

26 立花第１児童クラブ 野菜や花の栽培 

27 立花第３童クラブ 観察日記、野菜や花の栽培・グリーンカーテン 

28 立花第５児童クラブ 観察日記、野菜や花の栽培 

29 大川内児童クラブ（A） 野菜や花の栽培 

30 大川内児童クラブ（B） 野菜や花の栽培 

31 松浦児童クラブ 観察日記、野菜や花の栽培 

32 東山代第１（２）児童クラブ 野菜や花の栽培 

33 東山代第１（３）児童クラブ 野菜や花の栽培 

34 西川登児童クラブ 野菜や花の栽培 

35 鳳鳴エコクラブ 自然クラフト・虫よけハーブ栽培 

36 相知エルアンなかよし園舎こどもエ 観察日記、野菜や花の栽培、地域交流、花畑づ



コクラブ くり 

助 成 団 体 名 活 動 内 容 

37 長浜保育園 自然物を使ったキーホルダーづくり 

38 三里放課後児童クラブ 観察日記、野菜や花の栽培 

39 朝日元気っ子クラブ 自然クラフト、自然体験、生き物飼育、野菜や花の

栽培 

40 海童保育園たんぽぽ組 蝉取り、小麦でボディペインティング、ソーラ

ークッキング 

41 おおやま保育園 観察日記、野菜や花の栽培・グリーンカーテン 

42 筑水エコキッズ 野菜や花の栽培、生き物の飼育 

43 御船児童クラブゆめっこ 野菜の栽培・グリーンカーテン 

44 あおぞら教室 野菜の栽培・グリーンカーテン、自然クラフト、

生き物観察 

45 SDGs キッズとす 野菜の栽培・山の学校、梅仕事、調べ学習 

46 御船児童クラブひかりっこ 
観察日記、野菜や花の栽培・グリーンカーテン、

生き物観察 

47 チームみみず畑 野菜や花の栽培、梅・らっきょう漬け 

48 朝日なかよしクラブ 野菜や花の栽培 

49 武内児童クラブ 野菜や花の栽培・グリーンカーテン 

50 さわのファミリー 野菜や花の栽培、省エネDIY 

51 東川登児童クラブ 野菜の栽培・グリーンカーテン 

52 海童保育園ばら組 自然クラフト、ネイチャーゲーム 

53 平安こども園 野菜や花の栽培、調べ学習 

54 
鍋島幼稚園おひさまハウスエコクラ

ブ 

野菜の栽培・グリーンカーテン 

55 エルアン幼稚園エコクラブ 合鴨農法の田んぼでの田植え、地域交流 

56 エルアン幼稚園年長児エコクラブ 
野菜や花の栽培、清掃活動、福祉作業所でのい

ちご狩り、地域交流 

57 海堂保育園きく組 森のクラフト体験 

58 くわこば保育園 
野菜や花の栽培・グリーンカーテン、生き物飼

育 

59 うれしの特支・ザ・職技 自転車発電体験 

60 
相知エルアンこども園 こどもエコ

クラブ 

野菜の栽培、地域交流 

61 フジカワタイク ゴミ拾い・環境イベント参加、DIY、川探検他 

62 チームありがとう 自然農の味噌作り 



63 ころころ保育園かまきりぐみ 自然農の味噌作り 

助 成 団 体 名 活 動 内 容 

64 じょうなんエコクラブ 野菜の栽培 

65 久保田保育園元気キッズクラブ 野菜や花の栽培・グリーンカーテン 

66 やってみ隊 自然農の味噌作り 

67 武雄児童クラブ リサイクル工作 

68 若楠小学校 自転車発電体験 

69 本庄幼稚園 野菜や花の栽培 

70 あかさかルンビニ―エコクラブ 野菜の栽培 

71 親子アウトドアわいわいクラブ 自然体験・ブッシュクラフト 

72 自然農 筑紫野クラブ 野菜の栽培・自然農の味噌作り 

73 緑大好き成章っ子 野菜や花の栽培・SDGs・環境教育 

 

 (4) 佐賀県「ストップ温暖化」県民運動顕彰事業         

[決算額 30千円（予算額 50千円）]  

県内の地域、学校又は事業所等において、環境保全、環境美化、自然環境保護、その

他環境意識啓発に関わる活動を行い、「ストップ温暖化」県民運動の推進に貢献のあっ

た団体の活動を顕彰しました。 

○ 表彰 ３団体 （昨年度 ６団体） 

（団体）特定非営利活動法人唐津環境防災推進機構KANNE 

多久市立東原庠舎中央校 

シチメンソウを育てる会 

 

３ 環境情報提供の充実          [決算額  281千円（予算額 318千円）] 

(1) ホームページ等による情報提供事業 

推進会議の事業内容や環境情報の提供のため、インターネットによるホームページの

整備・運用及びＳＮＳ（ツイッター）による情報発信を行い、実践活動の促進に向けた

情報提供を行いました。 

 

(2) リーフレット等（機関紙）による情報提供事業 

推進会議の（賛助）会員・サポーター等への情報提供のため、リーフレットを作成し

推進会議の取組について紹介し、環境に配慮したライフスタイルの実践へ向けた提案な

ど、情報発信に努めました。 

〇 リーフレット Ａ４版 両面カラー刷り 

〇 発行時期 令和３年４､７、１０月､令和４年１月 

〇 作成枚数 2,000枚×４回＝8,000枚 

  〇 配布先  会員、賛助会員、環境サポーター、図書館等 



４ 事務局活動費           [決算額 2,501千円（予算額 2,600千円）] 

(1) 賛助会員の募集活動  

推進会議の目的等をより広く県内の企業、団体、個人を対象にＰＲし、推進会議の目

的に賛同していただく賛助会員の募集に必要な経費 

 

(2) 推進会議の運営事務費 

推進会議の運営に必要な郵便料、振込手数料、会場使用料（幹事会及び総会）等 

      

(3) 事務局職員賃金 

推進会議における経理事務、文書発送等の事務のため職員１名を雇用 


