
令和３年度 ふじさんエコトピア利用者（団体）意見交換会 

（第６回） 

令和３年１月 19 日（水）13：30～ 

場所：ふじさんエコトピア 展示室 

 

議 事 次 第 

１．開会     

２．議事 

① ふじさんエコトピアよりご報告 

② ふじさんエコトピア利用者（団体）近況報告 

③ 来年度共催事業について 

④ 意見交換 

⑤ その他 

３．閉会 

 

 

次回、意見交換会は３/16（水）13：30～修理再生室にて開催を予定しています。 

 

問い合わせ ふじさんエコトピア（事務局） 

℡：0545-30-6166 fax：0545-30-8756 mail：fujishi.head@cleankobo.co.jp 



ふじさんエコトピア利用者(団体)意見交換会 

～環境に関心を持ち、実践する市民の育成を目指して～ 

趣旨 

富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟は「環境に関心を持ち、実践する市民の育成」を目的としてお

り、市民が主役となり運営されることを目指し、施設の整備と運営において、市民・運営委託企業・富士

市の協働で事業を推進する計画としています。 

ふじさんエコトピア利用者(団体)意見交換会は、参加したメンバー各々が得意とする分野の知恵を活か

しながら、環境学習施設の整備、運営に関する課題の解決や理想の未来像について考え、参加者同士がフ

ラットな立場で、前向きに話し合う場です。 

この会議は、大型イベント、共催イベントを含む次年度事業検討や意見交換、情報交換や連携、活動内容

による声掛け等を行うために原則奇数月第３水曜日に開催する市民の皆さんの思いやアイデアを形にし

ていく話し合いの場です。 

この会議は、開かれた会とし個人・団体の参加を妨げません。 

この会議に、参加を希望しない場合も、運営委託企業の責任の下、公平平等に扱います。  



活動内容 

取組Ⅰ 新たな課題等への連携・協働 

新たな課題が発生した場合、情報を提供し、アイデアや意見を募り、連携・協働して形にしていきます。 

 

取組Ⅱ 大型イベント、共催イベントを含む次年度事業の検討 

大型イベント、共催イベントを含む次年度事業検討や意見交換、情報交換や連携、活動内容による声掛け

等を行うために原則奇数月第３水曜日に開催します。 

 

取組Ⅲ 実態把握・情報共有 

エコトピア主催・共催・自主グループ主催に係らず開催したイベント等において、できる限りアンケート

集計を行い、実態の把握に努めるとともに、把握した実態について情報の共有を図ります。 

 

取組Ⅳ ウェブページへの掲載 

当会議の議事禄の掲載をホームページ上で行い、連携・協働のプロセスを発信します。 



令和３年度　

ふじさんエコトピアボランティア育成講座

環境を守りたい︕
人と係わることが好き、
人の為に何か役に立ち
たい︕そんな皆様をお

待ちしています。

自然が好き
人が好き

ふじさんエコトピアボランティア
として一緒に活動していただける

メンバーを募集します。

富士市新環境クリーンセンター工場棟の見学案内、
ふじさんエコトピアで行われるイベントや展示制作の補助

活動
内容

お電話にてお申込みいただくか、登録用紙に必要事項をご記入の上、
ふじさんエコトピアまで直接、郵送、FAX又はmail にてご提出くだ
さい。

申込
方法

・全回受講が原則ですが、都合がつかない場合はご相談ください。
・受講時は事前に体温を計測し、必ずマスクを着用してください。
・第６回目の講座のあとで、ボランティア登録の有無を伺います。

その他

１月１５日（土）
午前９時～

募集
開始

３０人
１８歳以上の方
初回必ず参加できる方

定員
条件

ふじさんエコトピアで様々な活動をスタッフとともにおこなう
ふじさんエコトピアボランティアの育成講座受講生を募集します。

無料受講料

【申し込み用紙送付先】
〒417-0801　静岡県富士市大淵 676番地　ふじさんエコトピア
電話︓0545-30-6166　FAX︓0545-30-8756　
mail︓fujishi.kankyo@cleankobo.co.jp1



令和３年度

ふじさんエコトピアボランティア育成講座

ふりがな

氏名

住所

電話 FAX

携帯

番号
e-mail

回 日程

1
2 /5 （土）

10：00～12：00

2
2 /5 （土）

13：00～15：00

3
2 /19 （土）

10：00～12：00

4
2 /19（土）

13：00～15：00

5
3 /5 （土）

10：00～12：00

6
3/5 （土）

13：00～15：00

ふじさんエコトピアボランティアになると・・・
自分が好きなこと、興味のあるもので、自身の都合に合わせて参加できるので、市民

や子どもたちのために、人との出会いふれあいを感じたい、自然が好きな方や環境に

ついて学びたいと思っている方には楽しんで活動していただける場となっています。

ふじさんエコトピアスタッフと一緒になってふじさんエコトピアを盛り上げていきま

しょう！

内容 講師

海洋ごみを利用した講座の体験 。

「マーブリングキーホルダーづくり」

富士市環境アドバイザー

壽 和徳 様

ボランティア活動の「楽しさ」や「やりがい」※グループワーク形式

ボランティア登録意思の確認。

１期生ボランティア

ふじさんエコトピア職員

講座スケジュール

受講申込書
FAX：0545-30-8756

生年

月日
年　　月　　日

年

齢
歳

循環啓発棟　所長

ふじさんエコトピア職員

富士市環境アドバイザー

小澤 緑 様

ふじさんエコトピア職員

外部講師による講演。

環境学習「富士市におけるごみ問題の現状そして市民の今後の取り組み」

ガイダンス

ふじさんエコトピアの概要と基本理念 、共催イベント説明。

富士市新環境クリーンセンター工場棟見学コー ス・展示説明。

森林環境創造ゾーン・屋外啓発ゾーン見学 。

外部講師による講演 。環境学習「海洋ごみ問題について」
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各種講座等の実施状況（指定管理者共催）

計画
（Ａ）

実績
（Ｂ）

達成率
（Ｂ／Ａ）

「ビオトープ　観察会」 富士自然観察の会 16 7 44% 90%

卓上機で裂き織体験 ふじ裂き織りクラブ 15 11 73% 95%

卓上機で裂き織体験 ふじ裂き織りクラブ 15 11 73% 93%

マーブリングキーホルダー作り ふじさんエコトピア 16 13 81% 98%

卓上機で裂き織体験 ふじ裂き織りクラブ 15 11 73% 100%

卓上機で裂き織体験 ふじ裂き織りクラブ 15 10 67% 100%

11月13日

11月19日

11月23日

11月2日

11月2日

11月12日

実施日 事業名 実施団体
参加者数 参加者

の
満足度

備考
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森のひろば
木のおもちゃで遊ぼう

ＮＰＯ法人妊娠・子育てネットふじ 20 15 75% 97%

新環境クリーンセンターの森に木を植えよ
う！＆オンラインで森を観察しよう！

川崎重工株式会社
ふじさんエコトピア 30 30 100% 70% オンラインで森を観察しよう！

動画視聴回数103回

Xmas手作りアドベンドカレンダー ずこうらぼM＆紙っとプロジェクト 20 12 60% 95%
参加者10組20名を
想定。８組の参加。

森林環境創造ゾーン観察会 富士自然観察の会 16 4 25% 100%

裂き織り（金曜コース） ふじ裂き織りクラブ 15 13 87% 100%

ミニしめ縄リース ふじさんエコトピア 16 17 106% 94%

裂き織り（火曜コース） ふじ裂き織りクラブ 15 13 87% 100%12月14日

12月2日

12月10日

12月11日

11月24日

11月27日

11月28日
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裂き織り（金曜コース） ふじ裂き織りクラブ 15 10 67% 100%

裂き織り（火曜コース） ふじ裂き織りクラブ 15 14 93% 100%

森のひろば NPO法人妊娠・子育てネットふじ 20 18 90% 100%

自主事業

生ごみ堆肥を利用して育てた
野菜を食べてみよう

ふじさんエコトピア
富士市のごみを考える会

貸館事業

エコ・クッキング 廃棄物対策課 ※時間別入替制

おもちゃ病院 ふじ山子ども おもちゃ病院

エコ・クッキング 廃棄物対策課 ※時間別入替制

食品ロスをなくすための料理教室 富士市勤労者福祉サービス

木のおもちゃ作り ＮＰＯ法人妊娠・子育てネットふじ

エコ・クッキング 富士市廃棄物対策課 入れ替え制による

指定管理者選定評価委員会 富士市

壊れたおもちゃの無償修理 ふじおもちゃ病院

講演会 富士市のごみを考える会

富士市社会教育課主催講座 富士市社会教育課

12月18日 50人

12月22日 9人

12月4日 26人

12月8日 40人

12月12日 50人

11月21日 8

11月21日 21

11月13日 20

11月14日 40

11月20日 15

１１月 生ごみたい肥畑でとれた野菜のサービス提供

実施日 事業名 実施団体 利用人数 備考

12月22日

実施日 事業名 実施団体 備考

12月17日

12月21日
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その他事業（展示制作・更新業務）

事業名 実施団体

展示会「紙紙プロジェクト」 富士南小学校

廃材で作った灯篭の展示 ふじさんエコトピア

パネル展「森林環境創造ゾー
ンの自然」

ふじさんエコトピア
川崎重工株式会社

端材を再利用した灯篭作品
展示（クリスマスVersion）

ふじさんエコトピア

流木や自然素材を使用した
クリスマスオーナメント作品展

示
ふじさんエコトピア

食品ロスに関する動画上映 廃棄物対策課

小野文庫配架 ふじさんエコトピア

12月

12月

11月

12月

12月

実施日 備考

11月

11月
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利用者からの意見

【ビオトープ】
◎イワツバメを見ました。
◎久しぶりにマツムシをみました。
◎鳥なども見られて、良かった。どんぐりの実が実ったのを見られてうれしかった。
【裂き織り講座】
◎先生たちの雰囲気も良く、大変楽しいい教室でした。
◎周りの方のセンスが勉強になる。
◎毎回、新たな発見があります。思わぬことで本日は感動いたしました。ローカル
　新聞を読んで私を知った方がおられた。
◎すこし続けてきているので、新しいやり方を教えていただいて感激しています。やる気が
　出てきました。
◎裂き織りに興味があったので
◎とても環境の良い中、とてもすばらしい先生方と参加者のセンスと楽しい教室でした。
【マーブリングキーホルダー】
◎ペットボトルキャップからアクセサリーを作ることからゴミのことを考える機会になりました。
◎スタッフの方が優しく、とても楽しかったから。きれいにできてうれしい♡家でもやってみたい。
◎キャップを使ってこんな素敵なストラップ・アクセサリーが簡単にできる。とても楽しかったです。
◎初体験の事ばかり、楽しかったです。
◎細かな作業でしたが、オリジナルのキーホルダーが出来てとてもたのしかった
　です。
◎とてもきれいに出来て他の人にも上手だねと言ってもらえてうれしかったです。
◎初めて作って楽しかったし、ゴミのお話を聞けて、子どもの学習になり、とても良かったです。
　スタッフの皆さんも優しくて、参加してよかったです。ありがとうございました。
【森のひろば】
◎子どもが楽しく遊べてよかった。
◎子どもたちがとても楽しんでいた。
◎木と触れ合える機会ができてとても良かった。
◎友達同士で追いかけっこしていて、成長を感じた。
◎とても過ごしやすいく、また参加したい。
◎新しい木のおもちゃを知り、楽しめました。
【植樹イベント】
◎貴重な体験をありがとうございました。成長が楽しみです。
◎木の色々な種類がわかって楽しかったです。木の成長が楽しみです。
◎知らなかった木の知識が面白かったです。
◎池の虫を探すのが楽しかったです。
◎子どもが生き生きとしていてよかった。
◎自然と楽しめて新しい発見だった。
◎みんなが楽しくできたと思った。
◎体験できない事ができて楽しかった。
◎参加者のみんなが楽しくできた。
◎ふだん見慣れない生き物が植物を見れたからよかった。
◎なかなか体験する機会がないことができて良かったです。
◎普段見られない植物などをみた。
◎自然を作ることが出来て、とても感動しました。小川を開拓したり、とても楽しかった。
◎スタッフの方が親切が助かりました。ボランティアの方も気さくに話しかけてくださり、
　楽しかったです。
◎植樹ということだったので、木を植えるんだと思っていました。
　プレートに木への思いを書けたので、うれしかったです。観察会、とても楽しかったです。
◎新しい発見がありました。
◎樹木のお話がとても興味深かった。知らなかったことを専門家の方に教えてもらえ
　るのはとても楽しかったです。ありがとうございました。
◎とても楽しかったし、絵をかくのもすごく楽しかった。。
◎子どもにいい経験をさせることができました。何度も来て大きくなる様子を見にきたいです。
◎自然が好きなので、ビオトープの自然環境をよくする一員になれたのでとてもうれしいです。
【アドベントカレンダー】
◎とっても素敵な作品が作れて感動！！です♡
　子どもたちもとってもとっても楽しかったようで、大満足でした。
◎子どもと一緒に工作できて楽しかったです。ありがとうございました。
◎家族みなで作成することができて楽しいです。
◎紙バンドの原型？が見ることが出来て面白かった。
◎アドベントカレンダーが思っていた以上にダイナミックに出来てうれしかった。
【森林環境創造ゾーン観察会】
◎木の細かいところまで見れた
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【裂き織り教室】
◎新しい知識を求め、その希望がかなった。
◎前にやっていたけど、忘れてしまっていて、スタッフの方が丁寧に教えてくださりよかったです。
◎とても美しい富士山を会場の背に見ながら上ってくるのは幸せ感があります。
　スタッフ、先生方も共にコロナ間隔ありありで安心して伺ってます。ありがとうございました。
◎服から違うものに変化してステキな姿になってうれしい。
◎とても親切に教えてくれて良かったです。
◎今回も楽しかったです。ありがとうございました。
【森のひろば】
◎普段、触れられないオモチャで遊べて楽しそうでした。　
　スタッフの方が優しくて、居心地が良かったです。
◎木のおもちゃで遊ぶ機会がなかったので、とても楽しめた。
◎木のおもちゃでゆったりと遊ぶことができた。
　スタッフの方も気さくに話しかけてくださり、楽しい時間をすごせました。
◎最後にギター＆歌があって良かったです。いやされました。
◎今回は泣かずにとても楽しそうでスタッフさんも息子とたくさん遊んでくれて、私もうれしかった。
◎スタッフさんがいつもやさしくありがたいです。
【ミニしめ縄リース】
◎とても楽しかったです。色々な色があったのも良かったです。
◎とても丁寧に教えて頂き、ありがとうございます。とても楽しく、しめ縄のことを知らなかったので勉強になった。
◎楽しく作業ができました。
◎ていねいに教えてくれた。
◎楽しく作業ができました。
◎親切に教えて頂き、とても楽しかったです。
◎教えてくれる人が優しく教えてくれた。
◎ワークショップ、楽しかったです。丁寧に教えて頂き、ありがたかったです。
◎物作りの楽しさ、少しでも環境問題に取り組めたかな？という気持ち（本来なら廃棄されるものを使っている）
◎紙の楽しさを知った。遅れてしまったが楽しくできた。
◎紙ひも選びも楽しかったし、お花をつくるのもすごく楽しかったので。また、やりたい。
◎紙ひもでしめ縄ができるなんて楽しかったです。
◎楽しかった。
◎すごく上手に作れたので、またやりたい。
◎娘と楽しい時間を過ごせました。
◎エコだし、オリジナルでできるので、すごく楽しかったです。
◎しめ縄の中にもいろいろな意味があることを知れた。
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イベント区分による必要業務・書類

市民・市民団体

貸館事業

協力金あり 協力金なし 協力金なし

利用登録申請書  ※1 ●※初回のみ ●※初回のみ ●※初回のみ

実施企画書  ※2 ※3 ● ● ● ● ●※初回のみ

利用承認申請書  ※4 ●※３か月先まで申込可能

利用料金減免申請書  ※5 ●
利用承認取消(変更)申請書  ※6 ●
備品借用許可申請書  ※7 ● ● ●

●※必要に応じて ● ● ● 　
エコチケット ●※必要に応じて ● ● ● ●
アンケート ●※必要に応じて ● ● ●
写真 ●※必要に応じて ● ● ●
貸館利用日報 ●
領収書 ●※参加費発生時 ●※参加費発生時

イベント保険 CK加入保険 市加入保険

必要に応じてイベントを

企画した市民・市民団体

が個別に加入する

イベント広報活動 指定管理者 指定管理者
イベントを企画した

市民・市民団体

イベント予約受付等窓口業務 指定管理者 指定管理者
イベントを企画した

市民・市民団体

※1　　富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟(ふじさんエコトピア)利用申請書
※2　　富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟(ふじさんエコトピア)イベント・プログラム実施企画書
※3　　ニュースレターにイベント情報を掲載希望の場合は、詳細把握の為実施企画書の記入をしていただきます。
※4　　富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟 利用承認申請書 第1号様式(第2条関係)
※5　　富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟 利用料金減免申請書 第4号様式(第5条関係)
※6　　富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟 利用承認取消(変更)申請書 第5号様式(第8条関係)
※7　　富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟 備品等借用許可申請書

指定管理者と

市民・市民団体が協働

指定管理者と

市民・市民団体が協働

必要書類

その他

市加入保険

エコトピ

ア

対応

当

日

参加申し込み受付（名簿作成）

主催者

区分

作成：2021.8.12

自主事業 主催事業
共催事業

指定管理者 指定管理者・市民／市民団体

9



基本方針
分類別

実施予定数
件数 プログラム 実施団体

実施

回数

分類別実施

合計回数
協力金 合計回数

1 地球温暖化・地球的規模の気候変動って本当なの？ NPO法人富士市のごみを考える会 1 1

2 もったいない音楽会と水の星地球のお話 NPO法人富士市のごみを考える会 1 1

3 本格的な和凧を基礎からしっかり覚えてみよう NPO法人富士市のごみを考える会 18 6

4 流木を使ってタペストリー（壁飾り）を作ろう NPO法人富士市のごみを考える会 2 2

1 森のひろば NPO法人妊娠・子育てネットふじ 12 6

2 ふじ山子どもおもちゃ病院　おもちゃ無償修理 ふじ山子どもおもちゃ病院 12 6

3 ミニトレイン 富士市民岳鉄イカシ隊 1 1

1 枝でリース 紙っと！プロジェクト 1 1

2 リサイクルクラフト段ボール × 紙バンド 紙っと！プロジェクト 1 1

3 「祭 」 文字で遊ぼう 紙っと！プロジェクト 1 1

4 紙のあかりランプシェードを作ろう 紙っと！プロジェクト 1 1

5 クリスマスアイテム 紙っと！プロジェクト 1 1

6 ペットボトル✕紙ひもで作ろう！あかりも楽しめるフラワーベース 紙っと！プロジェクト 1 1

7 裂き織り（火曜コース） ふじ裂き織りクラブ 24 4

8 裂き織り（金曜コース） ふじ裂き織りクラブ 24 4

9 新聞紙バッグ ずこうラボM 1 1

10 宝箱 ずこうラボM 1 1

11 ペーパー芯リース ずこうラボM 1 1

12 EMぼかしを使った生ごみ減量 NPO法人富士市のごみを考える会 2 1

13 つかう・つくる・エコ体験 ／ 簡単エコ料理 HappyはぐHeart 1 1

14 孟宗竹の皮で世界に一つのオリジナルざるを編んでみよう NPO法人富士市のごみを考える会 18 3

15 着物リメイク 着物リメイククラブ 48 8

1 「ごみ拾い＆自然観察」報告会 まちづくりプロジェクトSee-through 1 1

2 森林環境創造ゾーン観察会 富士自然観察の会 6 6

180 60 60

※基本方針　 １：環境への関心を持つきっかけづくり

２：環境をテーマとした賑わいと活力づくり

３：自ら実践する市民の育成

４：地域の自然と環境を愛する気持ちの育成

令和４年度　協力金算定方法

注意事項

その他

・協力金の支払いをふまえ実施回数を減らす場合はご相談ください。

30

7

・使用を許可した場合であっても、富士市や運営事業者等の急な事業や災害時は使用期日・時間等の変更や使用許可の取り消し

をさせていただく場合もあります。

22

25

126

7

・修理再生施設においてマテリアルリサイクルを学ぶ上で定められている４つの基本方針をバランスよく行うために、それぞれ

の基本方針は可能な限り平均的に実施します。

・それぞれのプログラムについて、協力金を最低一回分は支払います。

・基本方針ごとに実施回数を数え分類別実施予定数を超える場合は、予算の範囲内で基本方針ごとに協力金の支払いについて計

算を行います。

1

2

3

4

12

12

12

12

10

13

10
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