
あなたの行動が
未来を変える！

群馬県環境アドバイザー募集
（第12期　2021年４月～2024年３月）

環境問題への「やる気」＋「行動力」＝
群馬県環境アドバイザーの活動

よくある質問

１：環境アドバイザーとは？ ２：登録のメリットはなんですか？

３：どうやったら登録できますか？ ４：登録後はどんな活動をすればいいですか？

Q Q

Q Q

A A

A A

　1：群馬県環境アドバイザーとは、地域における環境
保全活動のけん引役として、自由な活動を展開する環
境ボランティア制度です。県に登録をしていただきま
すが、特別な資格を与えるものではありません。

　２：環境問題に取り組む仲間が増えます。交流するこ
とで環境活動の質を向上させられます。また、県から
関連イベントの案内などの情報提供や研修会への参加
など各種サポートを受けることもできます。

　３：本リーフレット付属の登録用紙を郵送、メールま
たはFAXで送付してください。登録用紙のデータをメー
ルにて送信して応募することもできます。登録用紙は群
馬県環境アドバイザーのホームページからも入手可能で
す。（URLはリーフレット内に掲載しています。）
　登録期間は2021年４月１日から 2024年３月31日の
３年間です。

　４：個々での自主的な活動が原則ですが、「環境アドバ
イザー連絡協議会」があり、興味関心に応じた４つの
専門部会・委員会に所属し、活動していくこともでき
ます。
　小さなことでも大丈夫なので、まず自分が何をでき
るかを考えるのも、初めの一歩と言えるでしょう。

最近の環境問題について日頃感じていることや、環境アドバイザーとして何についてどのように取り
組んでみたいかを簡単に記入してください。

次の内容を確認の上、 □ にチェック□✓を記入してください。

　　
□
 　　 　自己または自己の団体の役員等は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第77号）第２条第２項に規定する暴力団、暴力団員（同法第３条第７号に
規定する暴力団員をいう。）または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している
者には該当しません。

個人情報に関する事項
本登録用紙により得られた個人情報は、群馬県環境アドバイザー事業に関わる目的、アドバイザー相
互間の連絡名簿としての目的、国及び市町村における環境事業に関わる目的以外に使用することはい
たしません。

本登録用紙をメール、FAXで送信または郵送してください。    
メールでの送信の際は可能であればPDFファイルに変換してご送信ください。
登録用紙の電子ファイル（Word・PDF）は環境情報サイト「エコぐんま」の「環境アドバイザーになっ
てみませんか」のページから手に入れることができます。
ページアドレス　https://www.ecogunma.jp/?p=12540     

【住　所】　〒371-8570 
　　　　　群馬県前橋市大手町1丁目1番１号
　　　　　群馬県庁　環境政策課　環境アドバイザー担当あて
【ＴＥＬ】　０２７－２２６－２８２７　【ＦＡＸ】　０２７－２２３－０１５４
【メールアドレス】ecosusumu@pref.gunma.lg.jp   
※質問等ございましたら、お気軽に群馬県庁環境政策課環境政策係までお問い合わせください。

情報提供サイト（環境に関する多くの情報を提供しております）

申　込　先

●環境情報サイト　エコぐんま
　https://www.ecogunma.jp/

●ツイッター
　https://twittercom/ECO_gunma

●環境ボランティア団体一覧
　http://www.gccca.jp/volunteer/

●環境情報サイト　エコぐんま
　「群馬県環境アドバイザーのページ」
　 https://www.ecogunma.
jp/?p=12747



情報提供や研修会開催など活動のサポートが受けられます

環境アドバイザー連絡協議会とは？

部　会　・　委　員　会

活動を始めるにあたって

　今日の環境問題は、地域的なものから地球規模のものまで様々あり、
関連情報も把握しきれないほど数多く飛び交っています。
　自分にとって本当に必要な情報は何なのか、始めにどんな活動に参
加したらいいのか迷うことはありませんか？
　このような時、環境アドバイザーの活動がスムーズに行えるよう、
環境関連イベントへの募集や公募などの有用な情報や資料の提供、相
談対応などのサポートを受けることができます。
　例年、環境アドバイザーの中には、地域で集まって「群馬県地域環
境学習推進事業」を受託しているグループもあります。県の環境啓発活動にも協力しています。

ごみ減量フォーラムの様子

～環境問題への情報共有と交換の場です～
　環境アドバイザーは、個々で行う活動が基本ですが、今日の複雑な環境問題に対処し、幅広い活動を可
能にするためには、新鮮で的確な情報を常にアドバイザー間で共有することが必要です。こうした趣旨から、
環境アドバイザーが自発的に集まり「環境アドバイザー連絡協議会」を設置・運営しています。
　環境アドバイザー連絡協議会は、県と共催で講演会などの行事も開催しています。こういった行事の企
画や運営に参加することもできます。
　また、部会・委員会や幹事会を開催したり、会報「グリーンニュース」を随時発行しています。登録後は、
興味のある部会に自由に参加できます。

　現在、次の４つの部会・委員会があり、定期的に活動しています。この他各地域ごとの活動もあります。

　ごみ排出量の多さ、自然環境の保全など、取り組まないといけない環境問題はたくさんあります。地球
規模では、温暖化が非常に深刻です。色々な問題の解決に向け、疑問を感じた時から行動していきたいで
すね。
　こうした問題を環境アドバイザーの一人一人が認識し、お互いに協力して「未来に美しい環境を残して
いく」ための行動を広く進めていけるよう、環境アドバイザー連絡協議会はこれからも活動を充実させて
いきたいと考えています。

「 ご み 部 会 」…ごみ問題の研究や事例発表など

「温暖化・エネルギー部会」…地球温暖化、エネルギーの活用についての研究など

「自然環境部会」…自然をテーマにした研究や野外活動など

「広報委員会」…グリーンニュースの編集など

問い合わせ先
〒371 - 8570   群馬県前橋市大手町１丁目１番１号
 群馬県庁環境政策課（群馬県庁16階北フロア）
TEL：027-226-2827 ／ FAX：027-223-0154

：ecosusumu@pref.gunma.lg.jp
群馬県環境アドバイザーホームページ：
http://www.pref.gunma.jp/04/e0110020.html
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群馬県環境アドバイザー第12期登録用紙
（期間 2021年４月～2024年３月）

ふりがな

氏　名

住　所
〒　　　　　－

　　　　　　　　市・郡　　　　　　　町・村

電話(自宅) 　　　　　　　　　　(　　　  　 )

F　A　X 　　　　　　　　　　(　　　  　 )

電話(携帯) 　　　　　　　　　　(　　　  　 )

通常利用しているメールについてメールの種類（携帯・PC）を ○ で囲んでください。

携帯メール　　　　　　　　　　　　　　　　　
環境アドバイザーへの情報提供につい
ては、ECOぐんまホームページのアド
バイザー専用サイトへのリンクをメー
ル送信します。インターネット環境の
ない方には、紙で郵送します。

PCメール　　　　　　　　　　　　　　　

部会・委員会の
所属希望

各部会・委員会への所属を希望しますか。希望する場合は各項目を○で囲んでください。
すべての項目を選択することも可能です。

自然環境部会 ごみ部会

温暖化・エネルギー部会 広報委員会

アドバイザー歴
どちらか○で囲ん

でください
新　　規 更　　新

職　　業

生年月日 　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

環境における関心
のある分野があれ
ば○を付けてくだ
さい。

（複数回答可）

   環境学習  ・  地球温暖化防止  ・  エネルギー問題  ・  自然保護  ・  森林保護  ・  植林・

　水質汚濁  ・  大気汚染  ・  森林整備  ・  緑化  ・  自然体験  ・  リサイクル  ・  ごみ問題 

　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　）

環境活動経験があれば内容・活動期間などを記入してください。

現在、環境活動団体に所属されている場合は、団体の名称を記入してください。

※裏面も記入してください

●環境情報サイト　エコぐんま
　https://www.ecogunma.jp/

●ツイッター
　https://twittercom/ECO_gunma
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