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７－１ 環境情報の総合的な収集 

 

１ 環境情報センター（森林環境総務課） 

 

環境科学研究所の環境情報センターは、身近な問題

から地球環境問題にわたる環境情報や地域性に配慮し

た環境情報を提供しています。 

本センターでは、環境に関する図書・DVD等を年々

充実させていることに加え、コンピュータネットワークの整

備等により、これら環境情報の提供の際の利便性の向上を図っています。さらに「ニューズレター」「情報セン

ターだより」「メールマガジン」の発行等により、研究成果ほか研究所の各種活動の紹介も行っています。 

環境情報センター施設概要 

○ 閲覧時間 午前9時～午後5時（休館日：年末年始・蔵書点検期間・電気設備点検・雪による臨時休館） 

○ 図書閲覧コーナー 図書の閲覧、調査研究ができます。図書は館外貸出も受けられます。また、直接来所しなくて

も、最寄りの図書館を通して研究所の資料の検索・借り受けができます。 

○ ビデオ・DVDコーナー 環境に関するDVD等を見ることができます。 

○ パソコンコーナー 環境情報の検索やCD-ROMを見ることができます。 

○ バードウォッチングコーナー・ブラウジングコーナー 野鳥の観察や、雑誌の閲覧ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成23年度発行「ニューズレター」 

 

７ 情報の提供 

 

 

環境情報センター 



７ 情報の提供 
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一般書 12,053 冊 7,841 人

児童書 3,484 冊 730 人

参考図書 1,841 冊 1,862 冊

富士山図書 404 冊 38 本

行政図書 585 冊 192 本

小計 18,367 冊 件数 10 件

506 冊 冊数 10 冊

18,873 冊 件数 4 件

584 点 冊数 5 冊

137 点 6 件

323 点 74 冊

1,044 点 271 人

一般雑誌 81 タイトル 85 本

学術雑誌 98 タイトル 481 人

紀要 196 タイトル 173 本

行政資料 253 タイトル CD-ROM利用 0 枚

小計 628 タイトル 136 件

148 タイトル

776 タイトル

その他 124 点

図書個人貸出

ビデオ利用

1,106 人

（CD-ROM利用：H22.9に終了）

人数

DVD貸出数

件数

冊数

図書貸出数

ビデオ貸出数

環境情報センター利用者数

合計

CD-ROM

人数

本数

枚数

DVD利用
人数

本数

合計

AV資料

新学習用PC　「しえん君」
利用人数（H22.10から提供）

図書相互貸出

図書団体貸出

レファレンス（調査相談）

貸出

借受

地図等

図書

和書

洋書

平成23年度利用実績環境情報センター蔵書数等（H24.3.31現在）

逐次刊行物

和雑誌

洋雑誌

合計

ビデオ

DVD（ROM・ﾋﾞﾃﾞｵ）

 

なお、環境教室等の参加者を含む環境科学研究所全体の来館者数は次のとおりです。 

区 分 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 計

一 般 9,637人 10,757人 6,835人 2,264人 29,493人

団 体 5,412人 4,699人 3,911人 481人 14,503人

計 15,049人 15,456人 10,746人 2,745人 43,996人

注）一般＝個人・家族等、団体＝学校・各種団体等（事前に連絡のない学校・各集団体のグループを 含む）

環境科学研究所来館者数（平成23年度）

 

 

 

７－２ 提供体制の確立 

 

１ 県ホームページ（森林環境総務課） 

 

環境保全活動を広めていくためには、県民などに対して広く環境に関する情報の提供を行う必要がありま

す。このため、平成10年11月からインターネットを利用し、「やまなしの環境」としてホームページを開設しまし

た。また、平成21年2月に県ホームページはリニューアルを行い、探しやすさや使いやすさを優先したカテゴ

リ形式となり、「やまなしの森林・環境」のページもそれに伴いリニューアルされました。ホームページの構成

は次の3つのジャンルで構成されています。 
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①『やまなしの森林』 

山梨県の森林・林業に関する計画・イベント情報など、次の項目ごとに構成しています。 

 

やまなし森林・林業再生ビジョン 

荒廃した森林の整備をはじめ、森林資源の有効利用、林業・木材産業の振興や雇用の創出による山村地域の

活性化など本県の森林や林業・木材産業の再生を目指し平成24年3月に策定した、「やまなし森林・林業再生

ビジョン」を紹介しています。 

森林情報 

山梨の森林の構成・特徴、また森林の機能を紹介しています。 

関連する計画等 

山梨県が定めた森林に関連する計画や方針等を紹介しています。 

・地域森林計画 

・県有林管理計画 

・森林セラピー推進指針 

・山梨県緑化計画 

森林公園だより （県民の森、武田の杜、金川の森） 

森林と親しんでもらう森林公園の紹介と活動を紹介しています。 

森林文化の森 

人と森林との関わり合いを実現する場所、自然への回帰を目指す場所として整備計画をまとめました。 

「森林文化の森」というものが、何を目的とし、何をしているのかをお伝えしています。 

やまなし森づくりコミッション 

森づくり活動フィールド・森林づくりイベント・指導者などの紹介や、活動計画や企画の提案など、森づくり活動

を様々な形で支援します。 

緑のある風景の保全と創造 

緑づくりの「質」と「量」の2つの視点から指標を掲げ、新たな時代にふさわしい緑づくりを進めていくため、計画

を策定しました。 

緑化センターだより 

緑の大切さや親しみ方などを提案し、緑についての知識や技術を普及するための様々な活動やイベントを紹

介しています。 

山の日宣言 

8月8日は、やまなし「山の日」。「山の日宣言」の全文や、各種記念イベントの情報を提供しています。 

FSC森林管理認証 

県有林は、持続可能な森林経営をさらに推進していくためにFSC森林管理認証を取得、その取組を紹介してい

ます。 

山梨県森林審議会 

「山梨県森林審議会」の会議録を公表しています。 

やまなし森の教室 

森に関するさまざまなイベントや研修会の情報を提供しています。 

恩賜林について 

3月11日は恩賜林記念日。恩賜林の沿革や恩賜林記念式典などを紹介しています。 

林業・木材産業情報リンク集 

林業・木材産業に関するリンク集です。 

山梨県林業統計書 

山梨県の林業統計データを掲載しています。 



７ 情報の提供 
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②『やまなしの環境』 

山梨県の環境計画、対策や、環境団体等の情報など次の項目ごとに構成しています。 

 

 

③『山梨県水政策基本方針』 

山梨県の豊かな水を、創り、守り、活かすための総合指針を掲載しています。 

 

山梨県水政策基本方針 

本県の貴重な資源である水を将来にわたって創り、守り、活かしていくとともに、豊かな水資源を活かした地域

振興を図っていくための総合的な指針として、平成17年3月に策定しました。 

山梨環境基本条例 

平成16年4月1日に施行した「山梨県環境基本条例」です。 

山梨県環境基本計画 

「山梨県環境基本条例」で定めた環境の保全及び創造に関する施策の方向等を明らかにした、環境施策に関

する基本計画です。 

関連する計画等 

山梨県が定めた環境に関連する計画や方針等を紹介しています。 

・山梨県地球温暖化対策実行計画 ・山梨県生活排水処理施設整備構想 ・山梨県廃棄物総合計画 

リサイクル・廃棄物処理 

山梨県廃棄物処理計画、廃棄物最終処分場、一般廃棄物、産業廃棄物、PCB廃棄物などに関する情報です。 

大気・水質 

大気常時監視、植物影響調査、公共用水域水質測定及び水生生物による水質調査結果について紹介してい

ます。 

山梨版レッドデータブック 

山梨県レッドデータを紹介しています。 

環境アセスメント 

大規模な事業実施が周囲の環境にどのように影響を及ぼすのかについて、事業者自らが調査、予測、評価を

行い、その結果を公表して、県民や市町村長等が意見を出し合い、環境を守っていく制度です。 

富士山の環境保全 

富士山の環境を理解し、保護していくための各種活動に関する情報収集・提供やコーディネート、活動に参加

する人々のネットワーク化などに取り組む、富士山ボランティアセンターのご案内です。 

地球温暖化対策 

平成20年12月に策定した「山梨県地球温暖化対策条例」や、地球温暖化対策に取り組む県民、事業者、行政

の取組例を紹介しています。 

環境保全審議会 

「環境保全審議会」の会議録等を公表しています。 

やまなし環境マネジメントシステム 

山梨県の環境マネジメントシステムです。 

環境白書「やまなしの環境」 

山梨県における環境の現状とその保全に向けた対策をまとめた「やまなしの環境」（本書）を紹介しています。 

環境NPO・団体等の情報 

「やまなしNPO情報ネット」では、県内の活動しているボランティア・NPOの情報などを提供しています。 

環境関係例規集 

山梨県の環境に関する条例等を掲載した総合サイトです。 
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２ 環境情報提供事業(環境ライブラリー事業)（環境創造課） 

    

県民が環境問題に関心を持ち、実践活動に参加し、環境に配慮した生活スタイルへの転換が進むよう、

広く環境に関する情報を発信することを目的に、「環境情報コーナー」の設置、パネルやビデオテープの貸

出しを充実させ、「ライブラリー事業」として実施しています。 

 

○内容（平成23年度実施内容） 

・パネル等の貸出し 

各地で行われるイベント等へパネル、環境にやさしい商品等を貸出しました。 

・移動情報コーナー 

公共機関、商業施設など人の集まる場所にパネル、環境にやさしい商品等を展示しました 

（貸出を含めて6か所）。 

・ビデオライブラリー 

啓発用ビデオのストックを充実し、広く県民の環境学習に活用してもらいました。 

・パンフレットの提供 

各種のイベントや、学習活動などに広く利用してもらうため、環境関係の各種のパンフレット、チラシ等

をストックし、提供しました。 


