はじめに

こんな問題で悩んでいませんか？
◉

裏山の森林の管理が行き届かず荒れ放題…

◉

耕作放棄地が増えるばかり…

◉

地域に資源はあるのに、どう活用したらいいかわからない…

◉

ビジネスを興して経済を活性化させたいけど、方法がわからない…

◉

雇用が生まれず、人口減少が止まらない…

実際、多くの地域がこうした問題に直面し、コミュニティの維持も困難になっています。
一方で、地域の自然資源を循環・活用しながら経済的に自立し、近隣地域と連携・共生関係を構築し、課題
を克服している地域もあります。こうした “ 自立・分散 ”、“ 相互連携 ” および “ 循環・共生 ” を旨とした地域づ
くりには、様々なメリットがあります。

答えは「地域循環共生圏」
！
多くの人が
地域に訪れるように
なって地域に
活気が戻った！

バイオマスの活用で
エネルギーの地産
地消が進み、
雇用が生まれた！

森里川海で
子供たちが
遊ぶことで感性が
磨かれた！

農作物に付加価値
がついて通常より
高く売れるように
なった！

“自立・分散”、“相互連携”および“循環・共生”を旨とした地域づくりのメリット（例）

環境省では、このような地域の資源を活用し、他地域と共生する豊かな地域を築く地域づくりを「地域循環共
生圏」の概念として整理し、第五次環境基本計画に位置付けました。このパンフレットは、地域の抱える問題
を解決するために地域活動を行う人たちや、それを支援する市町村の担当者に、その解決策になり得る「地域
循環共生圏」の考え方と、その実行の「手引き」を紹介し、皆さんの後押しをすることを目的としています。

地域循環共生圏と SDGs
こうした地域循環共生圏の考え方は、環境・社会・経済に関する

ECONOMY

課題の同時解決につながり、SDGs の貢献にも寄与します。
右の図は SDGs の 17 の目標を３層に分類・整理したもので、経済

SOCIETY

は社会に、社会は自然環境に支えられていることを表しています。
環境・社会・経済の課題を統合的に解決することをめざす地域循
環共生圏のアプローチは、そのまま SDGs を達成するためのアプロー
チになります。
SDGsのウェディングケーキ図

(資料：Stockholm Resilience Centre の図を改変)

BIOSPHERE

自然環境(生態圏)

社会

経済

“自立分散”×“相互連携”×“循環・共生”
～地域循環共生圏のキーポイント～
「地域循環共生圏」は、地域資源の活用、他地域との協働を通じて、
「自立分散型」の社会を築き、
自然環境、社会、経済の問題の同時解決を図るものです。ここでは、地域循環共生圏の構築におい
て重要な要素をいくつか紹介します。

地域の自立分散

近隣地域との
相互連携

サステナブルな循環
と共生のアプローチ

環境・社会・経済の
統合的アプローチ

地域循環共生圏の構築にあたっ

地域にはそれぞれ強みと弱みが

エネルギーなどの資源の循環およ

社会・経済の課題は自然環境の

ては、各地域が自然環境への負

あるので、それを補い合うことが

び自然との共生によって持続可能

課題と密接に結びついているた

荷を極力低減しながら、地域資源

重要です。例えば、地方と都市を

（サステナブル）な社会を構築す

め、つながりを考慮した統合的な

（自然・物資・人材・資金）の自

つなぐことで、都市は地方の自然

ることが重要です。再生可能エネ

アプローチが必要となります。地

立循環を促すことが重要です。例

の恩恵を、地方は都会の市場の

ルギーはもちろん、廃プラスチッ

域の自然資源の適切な活用を通

えば、地産地消（域内循環）の

恩恵を受けることができます。群

クの再生や、オーガニック素材の

じた地域の社会・経済の向上が

割合が増えると、地域に留まるお

馬県川場村と東京都世田谷区の

活用など、現在多くの取組が進め

図られることにより、必然的に森

金も増加し、地域内の家計や所

縁組協定などは都市と地方の共

られています。それぞれの地域で

里川海に象徴される自然環境等

得への分配が増えます。

生・対流関係の例と言えます。

できることを考えていくことが重

の保全が図られる仕組みを目指し

要です。

ましょう。

地域循環共生圏の概念図（第五次環境基本計画より抜粋）

詳しくは手引き第２章へ！

事例紹介

どんな取り組みが行われているの？
地域循環共生圏の構築に多くの地域が取り組んでいます。ここでは一部の取組を紹介します。

事例 1

滋賀県東近江市

「東近江三方良し基金」による新たな経済システムの確立
成果

◉東近江の人や自然を活かした商品・サービスが多数誕生！
◉市民の低炭素・資源循環の取組割合が 87.5% に！

▲

問題

●管理不足による里山の荒廃
●人と自然の関係性の希薄化

▲

アプローチ

●「東近江市環境円卓会議」による各種

循環型事業の支援
●「東近江三方良し基金」によるお金の地域循環の推

進、循環共生社会に貢献する事業の資金源獲得

担当者
の声

地域循環共生圏の理念が地域の中に少しずつ広
がっています。金融会社や事業者、
そしてこれまで
活動してきた人も改めて
「地域と共にあること」の意
味を考え、
それをカタチにしようと頑張っています。

事例 2

佐賀県鹿島市

干潟再生に向けたラムサールブランドの確立と地域人材の活躍
◉ブランド商品販売による保全活動資金獲得に成功！

成果 ◉女性のワークショップによる自発的な人材の発掘に成功！
◉アゲマキ（二枚貝）漁が 22 年ぶりに限定で復活！

▲

問題

●環境悪化による二枚貝の漁業不振
●干潟の保全活動の不足

▲

アプローチ

●「ムサール条約湿地登録を契機としたラムサールブ

ランド認証・基金の立ち上げ
●「女性のワークショップ」による湿地に関するイベン

ト開催やブランド商品の開発

担当者
の声

地域循環共生圏の事業に取り組んだことで、有明
海や干潟に関心を持つ人が増えました。
これからはさ
らに、
イベントや寄付付き商品を通じて、市民みんな
が楽しんで有明海の再生・保全に関わっていけるよ
うな活動を展開していきます。

詳しくは手引き巻末事例集へ！

事例 3

徳島県吉野川流域

コウノトリブランドの確⽴による持続的な農業と保全活動
◉環境配慮型農業の推進でコウノトリの繁殖・定着に成功！

成果 ◉コウノトリブランドにより地域のブランド化に貢献！
◉NPO設立により会費による200万円以上の活動資金の確保に成功！

▲

問題

●コウノトリブランドの知名度の低さ
●農業分野以外の取組の遅れ
●地域の魅力的な資源の埋没

▲

アプローチ

●レンコンを中心にコウノトリをモチーフに

したブランドを構築
●域内のJAや大学と連携し、
コウノトリブランドを活性化
●160を超える企業・個人をNPOの会員として獲得し、

取組の輪を拡大

担当者
の声

この事業に取り組む中で、環境と経済、社会を結
ぶという新しい考え方を学びました。今では多く
の企業や各種団体、個人から、活動への支援を得
られつつあります。

事例 4

大阪府吹田市・能勢町

都市と農山村の経済性を伴った交流をめざして
◉能勢町の自然に焦点を当てた吹田市内の企業なども巻き込んだ
成果
強いネットワークを構築！
◉「クリ林再生プロジェクト」や「のせ・木の駅プロジェクト」など、
経済活性化の施策もスタート！

▲

問題

●能勢町では、クリ林など豊かな生態系がある一方、人口減少によりその維持が困難に
●吹田市では、自然との触れ合いの機会が少ない

▲

アプローチ

●吹田市と能勢町で地域プラットフォームを構築、

マルシェ、自然保全活動の体験会など実施

●吹田市内の企業なども参加する能勢町の

「クリ林再生プロジェクト」がスタート

担当者
の声

『街』の吹田市と
『里』の能勢町が、一緒になってお互
いの抱える課題について考えたところ、
補い合える部分
が多くあることに気づきました。
これは市町村の枠を超
えたネットワークで取り組んだおかげです。
これからも北
摂地域を中心に循環の輪をさらに広げていきます。

地 域 循 環 共 生 圏 構 築 の 手 引き

詳しくは手引き第４章へ！

何から始めたら良いの？
手引きを読んで地域の未来を考えてみましょう
地域循環共生圏の構築のためには、まず「森里川海からはじめる地域づくり―地域循
環共生圏構築の手引き」を読んで地域の未来を考えることから始めてみましょう。この手
引きは、環境省が３年間の実証事業を通じて、研究者や NPO 実務者、金融関係者などの
意見を踏まえて作成したもので、豊富なノウハウが詰まっています。

http://chiikijunkan.env.go.jp/pdf/k_tebiki_all.pdf

手引きを読んで事業を進めよう
地域のビジョンを実現するには、地域の人々と協力してプロジェ
クト（事業）を実施していくことが必要です。
手引きは「理念編」と「実践編」
「
、事例集」から構成されており、
実践編では、プロジェクトの段階毎に必要なことを有用なツールや
具体的な事例を交えながら説明しています。
また、プロジェクトの推進において重要な３つの柱についても解
説されています。
手引きには課題や疑問に応じた「インデックス」が整理されてい
るため、自身の興味関心に応じた箇所に絞って内容を確認すること

PDCA

ができます。

手引きの内容をチラ見せ！①

【プロジェクト推進の三つの柱】
プロジェクトを包括的に進めていくには、
「プラットフォーム」、
「経済的仕組み」、
「人材育成」が重要です。
手引きでは、それぞれの考え方と取組のポイントを解説しています。

プラットフォーム

経済的仕組み

人材育成

地域のさまざまな団体が、地域の

地域の事業活動を継続していくた

地域の活動・ビジネスの担い手と

目指すビジョンを共有し、連携す

めの経済的な仕組み。

なる人材の発掘・育成・確保。

る場。

どんなに良い活動も、お金が生ま

地域を支えているのは「人」です。

地域の取組は、さまざまな立場の

れなければ継続することは困難で

この「人」を発掘・育成・確保する

人たちが協力し合うことで何倍も

す。環境保全と利益を同時に得ら

仕組みをどう作るかは、重要な課

スムーズに進みます。

れる仕組みが必要です。

題です。

実 践 編！役 立ちツール 紹 介

詳しくは手引き第４章へ！

手引きの内容をチラ見せ！②
手引きには地域で地域循環共生圏を考える際の手助けとなるシートなどが紹介されています。
ここではその一部をご紹介します。

共感できるビジョン
を作りたい！
必要な働きかけを
整理したい！

ビジョンを具体的な
目標に落とし込んで、
関係者と共有したい！

●エコロジカルシンキングワークシート
地域の自然環境の変化と社会経済の関係、目指したい
将来像、そのための改善策を整理するシート

メリット
問題の構造、改善の方向を整理し、目指すビジョンを明
確化することができる！

●成果指標シート
目指す成果指標を自然環境に関する指標と、社会・経
済に関する指標に分けて設定するためのワークシート

メリット
「何を」「いつまでに」「どうするか」数値として設定で
きる！

個々の事業活動の
関係性を整理し、
全体像を関係者と
共有したい！

ビジネスを
成功させたい！

●体系図
プロジェクトに含まれる「働きかけ」、「個別目的」、
「手段」、
「主体」を一つの図にまとめ、最終的な目標
にどうつながるか整理したもの

メリット
プロジェクト目標達成のための各取組の関係を整理
し、全体像を関係者と共有することができる！

●チェックリスト
事業戦略について、なぜ、誰に、いつ、どこで、誰が、何
を、どの程度、いくらで、どのように、という点を確認す
るためのリスト

メリット
作成した事業戦略の穴を発見できる！

プロジェクトを
進め続けたい！

●PDCAシート
進捗管理のため、 事前計画（P）、 実行内容（D）、
評価（C）、 改善事項（A）を整理するためのシート

メリット
プロジェクトの進捗状況・改善方針が把握・共有できる！

手引きには他にもさまざまなお役立ちツールがあるので、確認してみましょう！

地域循環共生圏について聞きたくなったら
地方環境パートナーシップオフィス（EPO）
◉北海道環境パートナーシップオフィス

〒060-0042

北海道札幌市中央区大通西5丁目11

大五ビル7階

◉東北環境パートナーシップオフィス

〒980-0014

宮城県仙台市青葉区本町3-2-23

◉関東地方環境パートナーシップオフィス

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前5-53-67

◉中部環境パートナーシップオフィス

〒460-0003

愛知県名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル4階

TEL 052-218-8605

◉近畿環境パートナーシップオフィス

〒540-6591

大阪府大阪市中央区大手前1-7-31

TEL 06-6940-2001

◉中国環境パートナーシップオフィス

〒730-0011

広島県広島市中区基町11-10 合人社広島紙屋町ビル5階

TEL 082-511-0720

◉四国環境パートナーシップオフィス

〒760-0023

香川県高松市寿町2-1-1 高松第一生命ビル新館3階

TEL 087-816-2232

◉九州地方環境パートナーシップオフィス

〒860-0806

熊本県熊本市中央区花畑町4-18

TEL 096-312-1884

◉北海道地方環境事務所

〒060-0808

北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎3階

TEL 011-299-1950

◉東北地方環境事務所

〒980-0014

宮城県仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第二合同庁舎6階

TEL 022-722-2870

◉関東地方環境事務所

〒330-9720

埼玉県さいたま市中央区新都心1番 地1
さいたま新都心合同庁舎１号館６階

TEL 048-600-0516

◉中部地方環境事務所

〒460-0001

愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2

TEL 052-955-2130

◉近畿地方環境事務所

〒540-6591

大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 ＯＭＭ8階

TEL 06-4792-0700

◉中国四国地方環境事務所（広島事務所）

〒730-0012

広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎3号館1階

TEL 082-511-0006

◉中国四国地方環境事務所（四国事務所）

〒760-0019

香川県高松市サンポート3-33高松サンポート合同庁舎南館2階

TEL 087-811-7240

◉九州地方環境事務所

〒860-0047

熊本県熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎B棟4階

TEL 096-322-2400

仙台第2合同庁舎1階

コスモス青山B1階

OMM 5階

熊本市国際交流会館2階

TEL 011-596-0921
TEL 022-290-7179
TEL 03-3406-5180

地方環境事務所

令和 2 年 3 月発行
編集・発行

森里川海からはじめる地域づくり

手引きはこちら

～新時代の地域と自然の共生関係～

環境省自然環境局
〒 100-8975 東京都千代田区霞が関 1-2-2
TEL 03-3581-3351（代表）
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