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事業検討委員、メンバー
（五十音順、敬称略、肩書は当時）

※1委員長  ※2 副委員長　※3事業報告執筆者

協力

■ 平成25年度

■ 平成26年度

■ 平成27年度

● 外部専門家

● 地域センタ－

● ヒアリング専門家・他関係者

● 検討委員　

● 検討委員

● ボードメンバー

● サブボードメンバー

● ワーキングメンバー

● ワーキングメンバー　

市川 博美 横浜市温暖化対策総括本部調整課政策調整幹
佐藤 真久※1 東京都市大学環境学部准教授
薗田 綾子※2 株式会社クレアン代表取締役
高岡 由紀子 グリーン購入ネットワーク事務局

村岡 良介 一般財団法人日本環境衛生センター
研修広報部次長

安井 レイコ 特定非営利活動法人みんなのエコイク推進協会
理事長

岡田 記世子 特定非営利活動法人
NPO日本食育インストラクター協会事務局長

佐藤 真久※1 （再掲）

西澤 浩美※3

（P19,20）
京都府地球温暖化防止活動推進センター
コーディネーター

望月 昌代※2 文部科学省初等中等教育局教科調査官
森 高一 環境コミュニケーションプランナー

岡田 記世子 （再掲）
金子 明弘 （再掲）
佐藤 真久 東京都市大学環境学部教授
西澤 浩美 （再掲）
廣瀬 健二 認定特定非営利活動法人アクト川崎理事
森 高一 （再掲）
安井 レイコ （再掲）

岩崎 寛 千葉大学園芸学科研究科准教授

上田 マリノ 環境ナビゲーター、アイドルグループ「エネド
ル」メンバー

河野 公子 全国家庭科教育協会
小杉 波留夫 株式会社サカタのタネ
小嵐 正治 日本医師ジョガーズ連盟代表
笹子 まさえ 特定非営利活動法人さえの会、二期会会員
鈴木 章生 服部栄養専門学校
高崎 智彦 国立感染症研究所
高橋 敬子 一般財団法人日本気象協会
羽野 みき子 全国家庭科教育協会
平岩 理緒 スリーツジャーナリスト
服部 幸應 学校法人服部学園理事長
牧野 ふみよ （再掲）
増渕 大介 株式会社 食育ずかん
山本 悦子 滋賀県地球温暖化防止活動推進委員
吉田 美穂子 イラストレーター
吉田 芳弘 株式会社ウジエスーパー取締役

事務局 （一般社団法人地球温暖化全国ネット）

菊井 順一 専務理事（H25.26.27）
岩田 治郎 専務理事（H27）
川原 博満 事務局長（H25.26.27）
木村 京子 次長（H26）
市川 博美※3

（P5,8,13,21） 企画・広報グループ長（H26.27）

廣瀬 健二※3

（P6,7,12） 企画調査グループ（H25.26）

井原 妙※3

（P10） 企画調査グループ(H25.26）

松本 貴志 企画調査グループ（H25.26）
松村 容子※3

（P14-18,25） 企画・広報グループ（H26.27）

川崎市温暖化防止活動推進センター
京都府温暖化防止活動推進センター
福岡県温暖化防止活動推進センター
北海道温暖化防止活動推進センター

大森 正之 明治大学政治経済研究科教授

高岡 由紀子 （再掲）
徳野 千鶴子 （再掲）
牧野 ふみよ 日本家庭園芸普及協会 認定 グリーンアドバイザー

高岡 由紀子 （再掲）
徳野 千鶴子 川崎市地球温暖化防止活動センター推進員
森 高一※1 （再掲）
安井 レイコ （再掲）

池本 久利 一般財団法人日本環境衛生センター
環境事業企画課課長代理

佐藤 真久 （再掲）
高岡 由紀子 （再掲）
安井 レイコ （再掲）

〈 資 料 編 〉
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〈資料編〉

年度 日付 行事名

H
25
年
度

平成25年6月4日 第1回検討委員会開催

平成25年7月11日 第1回ワーキンググループ開催

平成25年8月5日 第2回ワーキンググループ開催

平成25年8月12日 第3回ワーキンググループ開催

平成25年8月28日 第4回ワーキンググループ開催

平成25年9月5日 第5回ワーキンググループ開催

平成25年10月1日 第2回検討委員会開催

平成25年10月29日 第6回ワーキンググループ開催

平成25年12月9日 第7回ワーキンググループ開催

平成26年1月24日 第8回ワーキンググループ開催

平成26年2月24日 第9回ワーキンググループ開催

平成26年3月14日 第3回検討委員会開催

H
26
年
度

平成26年6月19日 第1回検討委員会開催

平成26年6月19日 第1回ワーキンググループ開催

平成26年7月17日 第2回ワーキンググループ開催

平成26年8月13日 第3回ワーキンググループ開催

平成26年9月1日 第4回ワーキンググループ開催

平成26年9月30日 第5回ワーキンググループ開催

平成26年10月21日 第2回検討委員会開催

平成26年11月1日 モデル研修会実施（ガーデニング編）

平成26年11月15日 モデル研修会実施（食編）

平成26年11月27日 第6回ワーキンググループ開催

平成26年12月20日 モデル研修会実施（食編）

平成27年1月17日 モデル研修会実施（ガーデニング編）

平成27年2月24日 第7回ワーキンググループ開催

平成27年3月4日 第3回検討委員会開催

平成27年3月30日 どこでもフリップ完成

平成27年3月30日 どこでもフリップ活用ガイド　および　テキスト「気候変動を考える」　発行

H
27
年
度

平成27年7月1日 第1回アドバイザリーボード開催

平成27年7月25日 食育インストラクター　リーダー研修会

平成27年7月26日 グリーンアドバイザー　リーダー研修会

平成27年7月28日-8月7日 京都市家庭科教諭研修会

平成27年11月19日 第2回アドバイザリーボード開催

平成28年3月4日 第3回アドバイザリーボード開催

平成28年3月4日 3 ヶ年事業報告会を兼ねてシンポジウム開催
「食とガーデニングと温暖化　異分野がつながるとこんなに面白い！」

平成28年3月31日 どこでもクイズBOOK　発行
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一般社団法人地球温暖化防止全国ネット

特定非営利活動法人NPO日本食育インストラクター協会

住所  〒160-0021 
東京都新宿区歌舞伎町1丁目24番3号 新居ビル4F

HP  http://www.npo-shokuiku.com/

公益社団法人日本家庭園芸普及協会

住所  〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町17-12 堀ビル3-6F

HP  http://www.kateiengei.or.jp/index.html

特定非営利活動法人みんなのエコイク推進協会

住所  〒171-0043
東京都豊島区要町1-28-14

HP  http://ecoiku.org/

京都府地球温暖化防止活動推進センター

住所  〒604-8417　
京都市中京区西ノ京内畑町41番3

HP  http://www.kcfca.or.jp/

住所 〒101- 0054 東京都千代田区神田錦町1-12-3 第一アマイビル4階
連絡先 ●Tel：03-6273-7785　●Fax：03-5280–8100　●Mail：cpjt@jccca.org

HP http://www.zenkoku-net.org/index.php

「どこでもフリップ」、活用ガイドなどデータ掲載ページ http://www.zenkoku-net.org/cpjt/

全国地球温暖化防止活動推進センター http://www.jccca.org/

●すぐに使える図表集（温暖化に関してのデータや資料など）　http://www.jccca.org/chart/
●貸出ツール（研修や授業で使える教材ツール無料貸出中）　http://www.jccca.org/tool/

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

住所  〒213-0001
川崎市高津区溝口1-4-1ノクティ 2 高津市民館内

HP  http://www.cckawasaki.jp/kwccca/

全九州料理学校協会（沖縄、九州全域～山口県まで）

住所  〒815-0033
福岡市南区大橋3-2-10

HP  http://kyu-ryou-kyou.net/

全国家庭科教育協会

住所  〒151-0053 
東京都渋谷区代々木3-20-6　家庭科クラブ会館内

HP  http://www.zenkokukateika-zkk.org/

独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金部

住所  〒212-8554
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー

HP  http://www.erca.go.jp/jfge/

資料5：情報インデックス


