
平成28年2月27日（土）
13：00～16：30 《開場12：30～》

生涯にわたる人間形成の基礎が培われる幼児期において、ふるさとの自然環境の保全に対する意識や環境
に配慮した生活習慣を育むため、環境学習のモデルとなる取組を行う幼稚園・保育所・認定こども園を「ひょうご
エコっこ育成事業モデル園（エコランド 計60園）」に指定し、その活動成果の普及啓発を図るものです。
（事業内容）
●ふるさと環境体験活動 ●保育や家庭と連携したエコ活動 ●公開保育など活動成果の発信

兵庫県では、幼児期の環境学習の大切さに着目し、平成２６～２７年度、「ひょうごエコっこ育成

事業」を実施しました。

県内各地のモデル園（エコランド）では、身近な自然環境における「ふるさと環境体験活動」や、水や電

気など資源の大切さや循環に気づく「エコ活動」など、それぞれの地域の特色を活かした環境学習が展

開されました。

２年間の事業成果のまとめとして、モデル園における実践事例をもとに、みんなで幼児

期にふさわしい環境学習について考えます。

幼児教育・保育に関わっておられる方、興味のある方は是非ご参加ください！

第1部 エコランドによるポスターセッション
第2部 全体討論 進行：兵庫教育大学准教授 鈴木正敏 氏

「幼児期における環境学習の在り方について

～未来を担う世代に私たちは何をどう伝えていくか～」

日時 会場
周辺図

ラッセホール ローズサルーン
神戸市中央区中山手通4丁目10-8
TEL:078-291-1777

場所

内容



●参加申し込み方法●

・参加を希望される方は、氏名、所属、連絡先（住所、電話番号）をご記入の上、郵送またはFAXでお申し込みください。
・電話や電子メールでの申し込みも受付いたします。
・参加料は無料です。
・参加決定の連絡はいたしません。申込者多数により参加いただけない場合のみ連絡させていただきます。

●問い合わせ・申し込み先●

兵庫県 農政環境部 環境創造局 環境政策課 活動支援班 【担当：前田】
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10-1 電話: 078-341-7711（内線3393） FAX: 078-362-4024
電子メール： Yuka_Maeda@pref.hyogo.lg.jp

＜事業の詳細は、兵庫県ホームページ「エコっこ育成事業」で検索！＞ 主催：兵庫県

※お伝えいただいた情報は、本発表会以外には使用しません。

フリガナ

氏　名

住　所 電話番号〒

所　属

＊エコっこ育成事業モデル園＊
●平成26年度● ●平成27年度●

●神戸地区● ●阪神地区● ●東播磨地区●
・神戸市立玉津第二幼稚園 ・芦屋市立伊勢幼稚園 ・加古川市しかたこども園
・神戸市立清風幼稚園 ・社会福祉法人夢工房夢咲保育園 ・社会福祉法人かすぎ野
・神戸市立有野幼稚園 ・三田市立高平幼稚園 幼保連携型認定こども園西脇こども園
・神戸市立青山台こばと幼稚園

●西播磨地区● ●但馬地区● ●丹波地区●
・姫路市立白浜幼稚園 ・朝来市立竹田こども園 ・社会福祉法人竹山愛育会
・社会福祉法人後楽園 ・豊岡市立出石幼稚園 幼保連携型認定こども園あいいくの丘

認定こども園どんぐりの家 ・養父市立伊佐こども園

・姫路市立安室東幼稚園 ・社会福祉法人太陽福祉会 ●淡路地区●
・赤穂市立赤穂西幼稚園 太陽保育園 ・社会福祉法人千草福祉会千草保育所

・社会福祉法人椎の木会志筑保育園

●ポスターセッション発表園●

地域 № 園・所名 所在市区町

1 神戸市立あづま幼稚園 中央区

2 神戸市立魚崎幼稚園 東灘区

3 神戸市立遊喜幼稚園 東灘区

4 神戸市立いかわ幼稚園 西区

5 神戸市立玉津第二幼稚園 西区

6 学校法人七松学園　七松幼稚園 尼崎市

7 学校法人あけぼの学院認定こども園武庫愛の園幼稚園 尼崎市

8 社会福祉法人華福祉会大島南保育園 尼崎市

9 西宮市立春風幼稚園 西宮市

10 西宮市立鳴尾東幼稚園 西宮市

11 社会福祉法人夢工房山手夢保育園 芦屋市

12 特定非営利活動法人自然の会自然保育園 伊丹市

13 社会福祉法人勝原福祉会川西けやき坂保育園 川西市

14 明石市立花園幼稚園 明石市

15 認定こども園正蓮寺保育園・正蓮寺幼稚園 高砂市

16 播磨町立播磨幼稚園 播磨町

17 加西市立賀茂幼児園 加西市

18 多可町立キッズランドやちよ 多可町

19 姫路市立白浜幼稚園 姫路市

20 姫路市立荒川幼稚園 姫路市

21 社会福祉法人夢工房姫路保育園 姫路市

22 たつの市立半田幼稚園 たつの市

23 社会福祉法人後楽園認定こども園どんぐりの家 相生市

24 社会福祉法人やまさき福祉会みのり保育園 宍粟市

25 豊岡市立五荘奈佐幼稚園 豊岡市

26 香美町立柴山保育所 香美町

27 朝来市立竹田こども園 朝来市

丹波 28 篠山市立かやのみ幼稚園 篠山市

29 社会福祉法人千草福祉会千草保育所 洲本市

30 南あわじ市立志知幼稚園 南あわじ市

東播磨

西播磨

但馬

淡路

神戸

阪神

地域 № 園・所名 所在市区町

1 神戸市立清風幼稚園 中央区

2 神戸市立有野幼稚園 北区

3 学校法人七松学園神戸鹿の子幼稚園 北区

4 神戸市立青山台こばと幼稚園 垂水区

5 尼崎市立富松幼稚園 尼崎市

6 学校法人小寺学園幼保連携型認定こども園はまようちえん 尼崎市

7 芦屋市立伊勢幼稚園 芦屋市

8 社会福祉法人夢工房夢咲保育園 芦屋市

9 三田市立高平幼稚園 三田市

10 社会福祉法人信愛会若草保育園 三田市

11 宝塚市立西谷認定こども園 宝塚市

12 明石市立朝霧幼稚園 明石市

13 加古川市しかた子ども園 加古川市

14 稲美町立天満東幼稚園 稲美町

15 小野市立わか松幼稚園 小野市

16 社会福祉法人かすぎ野幼保連携型認定こども園西脇こども園 西脇市

17 社会福祉法人天理滝野愛児園たきの愛児園 加東市

18 社会福祉法人鳳凰福祉会幼保連携型認定こども園あさかこども園 多可町

19 姫路市立安室東幼稚園 姫路市

20 姫路市立高浜幼稚園 姫路市

21 赤穂市立赤穂西幼稚園 赤穂市

22 上郡町立上郡幼稚園 上郡町

23 豊岡市立出石幼稚園 豊岡市

24 朝来市立糸井こども園 朝来市

25 社会福祉法人恵心福祉会枚田みのり保育園 朝来市

26 幼保連携型認定こども園養父市立伊佐こども園 養父市

27 社会福祉法人太陽福祉会太陽保育園 養父市

28 社会福祉法人青垣福祉会認定こども園あおがき 丹波市

29 社会福祉法人竹山愛育会幼保連携型認定こども園あいいくの丘 丹波市

淡路 30 社会福祉法人椎の木会志筑保育園 淡路市

東播磨

西播磨

神戸

但馬

丹波

阪神


