
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservation Corps がよくわかる つのヒント 
2013.2.4 改訂版 コンサベーション  コア 

Conservation Corps とは、米国で開催され、年間 20,000 人以上の若者が参加するプログラムです。 

 

 

 

 

 

 

環境保全や自然の再生を進めるとともに、 次の社会の担い手を育てる、実践的プログラムです。 

若者のチームが 

（20人～100人以上 

のプログラムも） 

 

 

長 期 間 

（10-12 ヶ月間） 

環境保全活動 

や自然の再生 

などに取り組む 

 

[ コミュニティ ] 

2000 年から、The Corps Network は AmeriCorps 

Education Award Program を  運営しています。

Conservation Corps に参加する若者がサービスを通じ

て 社会に貢献することの見返りに、奨学金を与えると

いうプログラムである。 24 の州、52 の Conservation 

Corps が加わっている。 

 

≪2005 年の具体的な活動の成果≫ 

★ 459,547 本の木を 630 ヶ所で植林 

★ 166 マイル（267km）の河川と 

121,490 エーカー(121 ヘクタール)の  

ハビタットを再生、保全した 

★ 4,980 マイル（8,014km）のトレイルを整備 

★ 1,646 軒の低所得家庭の家を修繕 

★ 81,032,276 ポンド（36,756,240kg）の材料と 

121,490 個のモノをリサイクルした 

 21,898  

Conservation Corps の成果とは？ 

[ 若者 ] 

・ Corps に参加した若者のグループは、 

比較対象グループよりも多く稼ぐ 

・ Corps に参加した若者は、犯罪を犯す率が 

低くなる 

・ Corps に参加したアフリカ系アメリカ人は、比較対

象グループよりも、より働き、より稼ぎ、より投票にも

行く、より良い社会的に地位につく 

 

という結果をまとめています。 

 

さらに、1997 年２月に発表された Abt Associates の調

査  「Youth Corps：Promising Practices for Young 

People and their Communities」 によると、以下の具

体的な効果も挙げられています。 

 

・ Corp に参加した若者は、雇用や収入が増加する 

・ 特にアフリカ系アメリカ人に対して大きな、前向き

な変化をもたらしている 

・ 犯罪率は 3 分の 1 に減少する 

・ 予期せぬ妊娠の率が下がる 

 

2006 年の National Evaluation of Youth Corps では、

Conservation Corps に参加する若者は、前向きな態度、

学習の達成度の向上、雇用を得る、仕事での技術の獲得、

市民としての約束、シティズンシップの向上、危険な行

為を回避することを身につけ得るということも検証さ

れました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservation Corps 全体のデータ（2007 年） 

活動の種類 ナショナルサービス／コミュニティサービス 

規模 全米 42 州（コロンビア特別区含む）、116 団体 

実施団体・機関 民間非営利団体 61％、行政機関 39％ 

参加者数 年間 21,214 人 

参加者層 男性 61% 女性 31% 

参加者層は、ドロップアウトした若者を中心にサポートしている支援色の強いところから、

フィールド活動の成果重視で選考が厳しいところまで、各団体の持ち味・特徴に応じて様々。 

活動の期間 ６ヶ月～24 ヶ月間 

延べ活動時間 16,934,881 時間 

活動内容 環境保全・再生活動 

建物の建設や修復、都市のインフラ整備 

ホームレス支援などの福祉活動や、災害復興などの緊急支援活動も 

予算規模 年間 約 330,000,000 ドル 

 

前身は、ニューディール政策の CCC 

1930 年代の大恐慌時代にルーズベルト大統領

により実施されたニューディール政策の一つ、

600 万人の青年が環境保全活動に従事した伝説

的な事業、Civilian Conservation Corps=環境

保全市民部隊を受け継いでいます。 

Civilian Conservation Corps 事業は、荒廃した

アメリカの国土 や自然環境を劇的に改善する

とともに、 参加した青年に食べ物、生活場所、

学習の機会を提供し、 1 ヶ月につき 30 ドルを

支払い、文字通り その家族を飢えや危機から

救いました。 

 

Conservation Corps のこれまでの歴史や背景 

現代的に形を変え、全米に広がった  

 

今日（2007年現在）、116のConservation Corps

が 42 の州とコロンビア特別区にまたがる複数

のコミュニティで実施され、21,214 人の若者が

参加し、年間を通じて延べ 16,934,881 時間を活

動にささげました。また Conservation Corps

は地域の 295,631人の地域ボランティアを巻き

込み、彼らの延べ 1,500,000 時間のコミュニテ

ィサービスを引き出ました。 



 

 

Conservation Corps の活動範囲 

(The Corps Network ガイドブック  

Starting A Corps より） 

Conservation Corps は環境に限らず、教育や建物の 

修復や災害復興などにも取り組んでいます。 

 

Conservation Corps の活動範囲 

延べ作業時間：16,934,881 時間  

分野別ワーク時間 

★ 環境保全、自然の再生、リサイクル等：53%  

★ 教育、福祉、ヘルスケア      ：33% 

★ 建物の修復、建設         ：5% 

★ 治安、災害復興          ：9% 

 

その内の 53％が環境保全や自然の再生など、環境に関わ

るワークであり、 環境分野が Conservation Corps の中心

テーマであるといえます。 

Conservation Corps はどんな活動？ 

1 つの Conservation Corps（ EarthCorps を例に） 

設立 1993 年  

活動拠点 ワシントン州 シアトル市及び 

その周辺  

実施団体 民間非営利団体  

参加者数 年間 60 人   10 クルー×6 人  

参加者層 環境、自然の保全に興味の強い若者。大学卒業し

た若者の参加も多い。  

スタッフ数 18 人  

活動期間 6-18 ヶ月  

活動時間 年間 100,000 時間以上  

特徴 環境保全活動を通じたグローバルリーダーの育

成をミッションに掲げ唯一海外からの参加者も

受け入れている。  

活動内容 裸地の再生 

植林、自生種の植え付け 

湖岸、河岸の整備（自然工法を用いて） 

遊歩道の建設 

環境教育、地域のボランティア活動企画 など  

予算規模 年間 約 2,000,000 ドル 

 


