こうち環境博 2017
１．開催日時

こどもワンダーランド

実施報告書

平成 29（2017）年 2 月 25 日（土）10：00～16：00
2 月 26 日（日）10：00～15：30

２．会

場

こうち男女共同参画センター「ソーレ」

３．来場者数

2 月 25 日 444 人、2 月 26 日 422 人 合計 866 人 ※会場受付で確認できた人数

４．主

認定特定非営利活動法人 環境の杜こうち

催

５．企画運営

こうち環境博 2017 実行委員会

６．プログラム

※詳細は別紙

(１) 高知県内の環境活動団体等による体験コーナーや展示（20 団体）
(２) 遊びのコーナー
(３) ステージイベント
(４) ワークショップ
(５) シールラリーとお楽しみ抽選会
(６) （同時開催）環境にやさしいこうちのかいしゃ展（14 社によるポスター展）
７．出展団体・企業・出演者一覧
(１) こどもワンダーランドの部（36 名）
朝倉児童館
うどんまるごと循環コンソーシアム
大月町「あにめのいろは」実行委員会
越知町企画課(よコジロー)
おはなしお届け隊
おもちゃドクター
株式会社日産サティオ高知
株式会社わらびの
木村昌歳
黒潮蘇生交流会
高知県環境活動支援センターえこらぼ
高知県森林研修センター情報交流館
高知県地球温暖化防止活動推進員の会
高知県地球温暖化防止活動推進センター
高知県地球温暖化防止県民会議県民部会
(公社)高知県森と緑の会
高知食糧株式会社
こうちフィールドミュージアム協会

こうち生活協同組合
里山の風景をつくる会高知
思月工房
四国エネルギー教育地域会議／高知工科大学
「地球村」高知
認定 NPO 法人環境の杜こうち
認定 NPO 法人四国自然史科学研究センター
根木勢介
のいち動物公園ボランティアーズ
はぐくみプロジェクト
発電工房
花の家こなつ
マカナ・オ・カ・アイナ
マジシャンまことら
松村凛士郎
松本 孝
銘菓創園 桂
横山隆一記念まんが館(フクちゃん)

(２) 環境にやさしいこうちのかいしゃ展の部（14 社）
エム・セテック㈱高知工場

損害保険ジャパン日本興亜㈱

荒川電工㈱

東京海上日動火災保険㈱

㈱スカイ電子

高知日産プリンス販売㈱

宮地電機㈱

㈱土佐山田ショッピングセンター

㈱日産サティオ高知

一般社団法人 高知県建設業協会

高知食糧㈱

タケナカグループ

四国家電㈱

株式会社グランディール
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８．協力団体（五十音順）
認定 NPO 法人 NPO 高知市民会議、高知県ボランティア・NPO センター、NPO 法人高知県
生涯学習支援センター、NPO 法人 84(はちよん)プロジェクト、高知県森林総合センター情報
交流館、(公社)高知県森と緑の会、NPO 法人こうち音の文化振興会、高知生物多様性ネットワ
ーク ほか
９．協賛企業および団体
荒川電工株式会社

うどんまるごと循環ｺﾝｿｰｼｱﾑ

エム・セテック(株) 高知工場

株式会社グランディール

(一社)高知県建設業協会

高知食糧株式会社

こうち生活協同組合

株式会社高知通信機

高知日産プリンス販売株式会社

四国家電株式会社

株式会社スカイ電子

損害保険ジャパン日本興亜(株)

タケナカグループ

株式会社ですか

東京海上日動火災保険(株)

とさでん交通株式会社

(株)土佐山田ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

株式会社轟組

株式会社日産サティオ高知

宮地電機株式会社

物部川 21 世紀の森と水の会

10．後

援（五十音順）

高知県、高知県教育委員会、高知市、高知市教育委員会、南国市教育委員会、香美市教育委員
会、香南市教育委員会、いの町教育委員会、土佐市教育委員会、須崎市、四国環境パートナー
シップオフィス、高知新聞社、朝日新聞高知総局、読売新聞高知支局、毎日新聞高知支局、産
経新聞社高知支局、共同通信社高知支局、時事通信社高知支局、NHK 高知放送局、RKC 高知
放送、KUTV テレビ高知、KSS さんさんテレビ、KCB 高知テーブルテレビ、エフエム高知
11．実施内容
(１) 高知県内の環境活動団体等による体験コーナーや展示
地球温暖化、生物多様性、森林環境保全、リサイクル、エネルギー環境問題、食育など、
幅広い分野で環境活動に取り組む 20 団体による体験プログラムや展示を行いました。
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(２) 遊びのコーナー
優秀なリサイクル素材であるダンボールを使用した巨大迷路の中に環境クイズを配し、遊
びながら環境について学べるコーナーをつくりました。
また、高知県産間伐材でつくられた木のおもちゃを多数配置した「木のおもちゃ部屋」を
設置、乳幼児でも安心して遊べるコーナーづくりをすることで、保護者に対し、
「木育」の
取り組みや暮らしの中での木材利用について、また、パネル等を用いた高知県の森林の現
状と課題についての啓発を行いました。

(３) ステージイベント
子どもたちによる太鼓演奏、コンサート、マジックショー、おはなし会などのイベントで
会場を盛り上げました。

(４) ワークショップ
①2/25（土） 「土佐の味
講師：百田 美知さん

ふるさとの台所」親子料理教室
レシピ作成・コーディネート：株式会社わらびの

参加者：親子 9 組（24 人）
親子を対象に、30 年前の郷土料理のレシピを集めた書籍「土佐の味 ふるさとの台所」
から田舎寿司とイワシのつみいれ汁、茶巾しぼりをつくり、地域の伝統的な食文化や食材
について学ぶワークショップを行いました。
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②2/26（日） 季節の和菓子づくり体験
参加者：親子 10 組（27 人）

講師：銘菓創園 桂 刈谷 喜明さん

和菓子職人さんを講師に、ひなまつりにちなんで桜もちと草もちを作るとともに、和菓子
にまつわる伝統行事や文化についての話を聞くワークショップを行いました。親子 10 組
の募集に対し 29 組からの応募があり、抽選で参加者を決定しました。

(５) シールラリーとお楽しみ抽選会
来場者にできるだけ多くのプログラムに参加してもらえるよう、展示や体験プログラムを
回ってシールを集めるシールラリーを実施しました。シールを 5 枚以上集めた参加者を対
象にガラポン抽選会を行い、協賛企業・団体等から提供された景品をプレゼントしました。

(６) （同時開催）環境にやさしいこうちのかいしゃ展（14 社によるポスター展）
今回初めての試みとして、企業による環境への取り組みを紹介する「環境にやさしいこう
ちのかいしゃ展」を同時開催しました。県内企業 14 社による環境活動をポスターにして
展示すると共に、高知食糧株式会社による「環境にやさしい無洗米の試食」等、来場者に
企業の取り組みを身近に感じてもらうコーナーも実施しました。
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12. 来場者アンケート
開催当日、来場者にアンケートを行い、114 名からの回答を得ました。
(１) ご自身についてお答えください。

(２) 今日はどなたとお越しになりましたか。

アンケートは、子ども自身による回答も数名見
られましたが、ほとんどが大人による回答です。
来場者は、30～40 歳代の家族連れが多く、約 7
割となっています。

(３) 「こうち環境博 2017 こどもワンダーランド」をどこで知りましたか。
（複数回答）

情報源は小学校の配布物
が最も多く、次いでチラシ
となっています。
友人・知人と誘い合って
の来場もあるようです。

(人)
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(４) 以前にこのイベントに来られたことはありますか？

今回初めて来場した方が 77％を占めています。
以前来たことがあると回答した方の約 7 割が、昨
年に引き続き来場していることもわかりました。

(５) 「こうち環境博 2017 こどもワンダーランド」に来ようと思った理由をお聞かせください。
（複数回答可）
来場の動機は、
「楽しそうだか
ら」が最も多く、特に環境活動
に興味がない人に気軽に来ても
らう、という目的に対する成果
がみられました。チラシ等を見
て、イベントの内容をイメージ
して来場した方が多かったと思
われます。
(人)

(６) 今日のイベントで良かったものはどれですか。またどんなところが良かったかも教えてく
ださい。
（複数回答可）

(人)

■各コーナーで良かったプログラム、感想など（抜粋）
①遊びのコーナー（ダンボール巨大迷路、木のおもちゃ部屋）
・子どもが楽しそうだった。喜んでいた。
・迷路の中にクイズがあって楽しかった。ただ通り抜けるより面白かった。
・迷路のクイズが意外と難しく、小さな子どもでも楽しめて、大人も勉強になる。
・環境について今日からできる知識が増えた。
②体験コーナー
※（ ）内は回答者数
・コケ玉づくり（5）
・ミクロ生物の観察（5）
・エコバッグづくり、永久けん玉、ダンボール巨大迷路、季節の和菓子づくり体験、
発電体験！１人力は約 100 ワット （2）
・おもちゃ病院、はぐはぐタイム～カブトムシ～、石臼を使ってきな粉をつくろう、大月町
6

あにめのいろは、環境にやさしい無洗米の試食、
「タングラム」であたまの体操をして
あそぼう、チリメンモンスターを探してみよう、ふるさとの台所親子料理教室、世界に
一つのマイハシづくり、小さな日本庭園、環境にやさしい泥だんごづくり

（1）

③ステージなど
・マジシャンまことらマジックショー（5）
・よコジロー（2）
・太鼓演奏、小学生ピアニスト松村凛士郎、環境早押しクイズ （1）
④展示
・ポスター展
・高知県の生きもの写真展
⑤環境にやさしいこうちのかいしゃ展
・地元の企業を知ることができた。
・子ども向きでよかった。
⑥その他
・ガラポン抽選会
・全てよかった。
(７) 来年も「こうち環境博」に来たいと思いますか？

(８) その他、ご意見ご感想などがありましたらぜひお書きください。
■楽しかった！
 いろいろなコーナーがあって楽しかったです。
 コーナーが充実していて楽しめました。
 たのしい
 たのしかった
 たのしかったです：）
 楽しいイベントありがとうございました。たくさん工夫がしてあってよかったです。
6 才の娘が十分に楽しみ,学習しました。ありがとうございました。
 楽しかったです
 楽しかったです。意外と人が少なくて驚きました。
 楽しく,子どもも満足です。
 楽しく遊ぶことができました。ありがとうございました
 子どもが楽しめるものが多くて良かったです
 子どもが楽しんでいました
 子ども目線でのイベントとても楽しかったです。これからも楽しみにしています。
■このプログラムが良かった！
 ダンボール巨大迷路がよかったです。
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 環境についてわかりやすい展示があってよかったです。
 うさぎのぬいぐるみをなおしてもらえてうれしかった
 ようかいうぉっちのおもちゃをなおしてもらってうれしかった
 色々盛りだくさんで良かった。係の人がとても親切でした。ありがとうございました。
■残念だったこと／次回への要望
 チラシに何時スタート,何時終わりなのか書いていないイベントがほとんどで,来館し
た時にはすでに終了していたものもあり残念でした。タイムスケジュールを明記して
ほしいです。
 以前あったホネホネサミット出張所をまた見たいです。
 今年は土曜しか参加できないので,10 時から来て 16 時までいましたが,全部回りきれ
なかったので,また来年は早めに日程を知ることができれば,両日予定を開けておい
て,2 日間参加したいと思います。
 子ども向けイベントなのでなかなか体験はできませんでしたが,子どもたちが楽しそ
うにしていてよかったと思います。最初にパンフレットをもらってないとよくわから
なかったとこもあります。
 人ごみがすごかった。きつかった!!
 駐車場を増やしてください
 迷路のクイズはひらがなか漢字にルビがふってあるとよかったです（小 1 は読めませ
んでした）
13. 収支決算
収入の部
区

分

決 算 額

助

金

参

加

費

27,000 ワークショップ参加費

出 展 料 等

213,000 開催協力金、出展料

協

125,327 企業・団体・個人からの寄付

金

計

考

平成 28 年度高知県豊かな環境づくり総合支援事業費補助金
平成 28 年度緑と水の森林ファンド助成

補

賛

694,000

備

1,059,327

支出の部
区

分

決 算 額

備

考

会場使用料等

218,260 イベント前日準備・当日の使用料、実行委員会会議室使用料

印

刷

費

215,140 チラシ・ポスター、当日パンフレット

謝

金

等

299,384

外

注

費

消 耗 品 等
通

信

費

支 払 保 険
そ

の
計

他

ステージ出演者・ワークショップ講師謝金、アルバイト賃金 ※交
通費含む

71,840 ワークショップコーディネート料、駐車場整理
88,546

展示用ダンボールパネル、会場装飾用バルーン、文具等消耗
品、A0 ロール紙、備品レンタル料 等

5,714 郵送料（後援申請、チラシ送付等）
5,562 イベント保険
154,881 開催準備にかかる諸費用（事務局交通費、電話代、コピー代等）
1,059,327
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