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私たち人類は、かつてない岐路にたっています。アメリカのサブ
プライムローン破綻に端を発した未曽有の経済危機は、従来の不況
とは異なり、常に拡大する欲求を前提とした資本主義経済システム
そのものがもつ根源的な問題に突き当たったことを示しています。
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すなわち「先進国」だけではなく多くの国が生産と経済の拡大を行
えるようになったことにより、急速に地球環境と資源の限界を迎
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さらにこの経済社会システムは日本でも、世界でも、格差の拡大
も招きました。収入だけでなく生活に使える資源、物品、そして教
育、健康、つまりどこの誰の子として生まれたかによって、その人
の人生が大きな影響を受けてしまう社会に逆戻りしています。この
格差は社会不安を増大し、宗教、民族の違いと結びついて、世界各
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ことが、一挙に綻んだのが、この度の経済危機の正体です。
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地に戦争を起こす原因となっています。
気候変動を始めとする地球規模の環境問題は、まさに私たちの生
存に大きな脅威となっています。その根源的原因は、私たちの豊か
さの尺度が、物の所有、消費に大きく傾いたこと、そしてそれを支
えたのが、競争を前提とした大量生産、消費、廃棄という経済社会

ご支援のお願い
……14

システムにあります。このような、環境、経済、社会の大問題に対
して、日本版グリーンニューディールのような戦略なき対策羅列で
は、なんら解決には向かいません。

団体概要
……15

環境市民は、「持続可能で豊かな社会・生活」を創ることをビ
ジョンとして活動を続けてきました。グリーンコンシューマー活動
など、個々のエコ活動に頼るのではなく、個々のエコ活動が行いや
すくなる社会、経済の仕組みの実践提案。環境首都コンテストや自
治体とのパートナーシップ事業など、地域から持続可能な社会を構
築するための、志ある人々、自治体との連携などです。このような
活動はゆっくりとですが、多様な人々から共感を得るようになって
きました。これから、さらに多くの人々・団体との共同をすすめ、
未来に希望のある社会を創ることに貢献していきたいと思います。

特定非営利活動法人 環境市民
代表理事
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ビジョンとミッション / 中期計画
ビジョン

「持続可能で豊かな社会・生活」
「持続可能で豊かな社会・生活」とは、すべての生きもの・人々が、いつまでもいきい
きと暮らせる社会・生活。具体的には、私たちはこんな世界をイメージしています。
海は青く澄み、川には魚が泳ぎまわり、
山にもまちにも緑があふれ、夜空には星が美しくまたたき、
生きものたちは絶滅の危機にさらされることなく生を尊ばれ、
人々は他者と競い合うことなく共に助け合い、
金儲けだけの仕事に追われることなく、
子どもたちは未来に目を輝かせ、
齢を重ねた老人たちはその知恵と経験を敬われ、
誰もが社会の主人公として輝き、
宗教や肌の色の違いで殺し合うこともなく、
異なる文化を認め合い、飢えも戦争も差別もない……世界。

残念ながら、現代はこれとはほど遠い社会・生活です。しかし、私たち市民の手で、
いつかこんな世界を実現したいと考えています。
そこで、環境市民では、このビジョン実現のためのミッション（使命・活動目的）と
して、以下の五つを掲げて活動しています。

ミッション

1

エコシティーを創る

3

豊かなライフスタイルを創造する

2
4
5

経済をグリーンにする
エコロジーな次世代を育む
世界の人々やNGOと協働する

このミッションを実現するために、より具体的な目標（サブミッション）をもち、
様々なプロジェクトに取り組んでいます。

中期目標

目標年度：2012年度/対象期間：2008年度〜2012年度

環境市民では、2008年度に2012年度までの活動及び団体運営の方針を策定しました。
今回、ミッション「豊かなライフスタイルを創造する」に関する中期目標を追加しました。

5年後に団体としてめざす姿
日本の NGO が、地球温暖化防止に関する、国の政策に影響を与える存在になり、政策
転換を促している。環境市民は、その率先的な役割を担う NGO のひとつとなっている。
上記は、これまでの活動で得た情報やネットワークなどを活用し、新たな戦略的パートナー
シップを築きながら実現していきます。
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中期目標

主な活動分野における 5 年後の目標

主な分野における5年後の目標

1 エコシティを創る
持続可能な社会を地域から創る基盤を形成す
る。そのため、

3 豊かなライフスタイルを創造する
持続可能で豊かな社会の構築に向けて、環境市民が
先進的に取り組んできたグリーンコンシューマー活動
の成果を最大限活かしながら、より生産的でストック
型の真の豊かさと充実感を味わえる持続可能な生活へ

●● 環境首都コンテストの成果を生かし、先進的な自治体
と戦略的パートナー関係を構築する
●● 環境首都コンテスト全国ネットワークなどのNGO・
市民とのネットワークの力を最大限に活かせる存在
になっている。

の根本的なライフスタイルの転換を提案する。社会か
らは、ライフスタイルに関するオピニオンリーダーと
して期待される存在となっている。
●● 商品（サービス含む）選択から消費・廃棄まで、ライフ
スタイルの各シーンのうち、特に「商品選択」における
環境情報の発信において、イニシアティブをとり続け

2 経済をグリーンにする
次のような社会状況を全国のNGOとのネット

る。
●● 身近な消費財から耐久消費財や住宅まで、消費者が環境
に配慮した選択をしやすい社会環境を、販売事業者、自

ワークおよび先進的な企業等とのパートナーシッ
プにより実現する。環境市民はそのなかで重要な

治体と協働して実現していく。
●● お金を商品やサービスの購入の視点だけでなく、社会的
責任のある投資行為が社会を変える大きな力を持つこと

役割を果たしていることをめざす。

の意義を広める。

●● 企業のSR（Social Responsibility）を高めるための重
要なパートナーとして、環境NGOが強く認識される
ようになっている。
●● グリーン市場拡大のため、製品開発分野での環境

4 エコロジーな次世代を育成する
●● NGOとのネットワークや他セクターとのパートナーシッ

NGOと企業のパートナーシップが一般化している。
●● グリーン市場拡大のため、環境NGOと企業のパート

プで、環境教育の新しいステージを築く。
●● 「環境」を考えることが、持続可能な社会づくりにつなが

ナーシップが、グリーンコンシューマー養成の分野

るという視点をより明確に伝えられるようになる。

で実現している。
●● 炭素税導入が、環境NGOと企業、自治体の協働によ
り実現し、省エネ製品、創エネ製品が社会に浸透し
ている。

5

広報分野

●● 環境市民からの情報発信が、社会から注目され社会を変え
る情報発信拠点となる

●● 拡大生産者責任の徹底が、環境NGOと企業の協働に
より実現し、「リユースが当り前」の社会に向け動
きはじめている。

●● 社会を変えるNGOの広報のモデルをつくる
111独自媒体を工夫し（質、量、タイミングなど）、広報
力を高める
222環境市民からメディアに番組、特集企画を提案するな
ど、メディアのグリーン化を応援する

団体運営における5年後の目標
人事労務

●● 安心して働け、スタッフの専門性が高められるNPOの労働環境をつくる。
●● スタッフが増え、待遇が向上している。
●● 企業を対象にした活動分野の専門スタッフを有している。

会員拡大

●● 多くの人からの支持、期待を得て、会員数1,000人程度となり、さらに年々増加傾向にある。

財務・財政

●● 安定した財政運営ができている。その内容として、企業を対象にした活動分野からの収入と、
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自治体からの事業収入、会費・寄付とのバランスがとれるようになっている。

2008 年度事業報告
2008年は、米国発の金融恐慌が瞬く間に全世界に広がり、私たちの暮らしの身近なところにまで押し
寄せ、1970年代から言われてきた「成長の限界」や「市場の失敗」がまざまざと実感させられた年でし
た。社会の状況が厳しくなるほど、環境市民のビジョン「持続可能で豊かな社会・生活」で描かれた社会
像のひとつひとつが、今まで以上にその必要性や意義が増しているように思われました。
環境市民にとって2008年は、期間5年で策定した中期目標の初年度にあたりました。社会状況が急展開
し、NGO・市民セクターにとっても厳しい状況が生まれていますが、幸いなことに2008年度は多くの事
業を実施することができました。

凡 例

受託事業

助成金による事業

エコシティを創る
本分野では、自治体との協働（パートナーシップ）事業と、環境首都コンテスト全国ネットワークで実
施している「日本の環境首都コンテスト」の二つが大きな柱になっています。
2008年度は、愛知県岡崎市と奈良県生駒市で環境基本計画の改訂事業が完了を迎えた他、他の自治体
でも市民主体のまちづくりへの支援を行うことができました。「日本の環境首都コンテスト」の上位自治
体間での切磋琢磨もさらに強まり、近い将来、日本国内でも「環境首都」と呼び得る自治体の出現が期待
できそうな状況が生まれています。

環境基本計画、ローカルアジェンダ21策定・改訂支援事業
自治体の環境施策の根幹となる、環境基本計画、ローカルアジェンダ21策定・改訂の策定メンバーを
一般公募型で行い、市民参画のまちづくりをすすめるコーディネートを行っています。

＊奈良県生駒市環境基本計画改訂事業
2007年度より継続して実施していた環境基本計画の改訂事業が終了しまし
た。2008年度は、市民によるプロジェクト企画およびその企画により多くの
市民の意見を反映するための中間案発表会を生駒市内3か所で実施。中間案発
表会のすべてに市長が出席しました。
2009年度は、策定した計画を実行に移すために、行政内での庁内推進組織と
ともに、多くの市民や事業者の参加を得た推進組織の立ち上げ支援を実施しま
す。
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2008 年度事業報告
＊愛知県岡崎市環境基本計画改訂事業
2004年度の「環境活動実践者養成講座（全9回）」、2005年度の「環境NPOマネジメント講座（全
6回）」など、協働を担う「人づくり」から手がけ、2006年度から本計画の改訂に取りかかりまし
た。
2009年度に入り、改訂に携わった市民委員や行政職員が計画の実現に向け、自主的かつ活発に活動を
行っています。

＊愛知県碧南市環境基本計画中間見直し事業
本会が策定にかかわった環境基本計画が中間見直し時期を迎え、5年間の活動の見直・総括、部会
（自然づくり・まちづくり・人づくり）ごとの活動からリーディングプロジェクトごとの活動と重点
プロジェクトを見直しました。

日本の環境首都コンテストおよび関連事業
＊第8回

日本の環境首都コンテストの実施

日本の環境首都コンテストは、環境市民が主幹事団体と
なり「日本の環境首都コンテスト全国ネットワーク」を
組織し、2001年より毎年開催しています（2010年まで予
定）。2008年度は第8回を開催し、熊本県水俣市が3度目
の総合1位となりました。しかし、「環境首都」の要件を
満たすには至らず、環境首都の誕生は来年以降に持ち越さ
れました。
参加自治体数は67自治体。昨年から継続して参加した自
治体は47、初参加は13自治体（昨年9自治体）となりました。
2009年度は第9回同コンテストを行います。

＊日本の環境首都をめざす自治体

全国フォーラムin飯田

持続可能で豊かな地域社会実現にとって、自治体首長の役割やリーダーシップのあり方は、ますま
す重要な要素となっています。同フォーラムでは、環境首都コンテストなどから見えてきた課題を
テーマとして設定し、同コンテストに参加する自治体首長と環境首都コンテストネットワークメン
バーが自治体環境政策・戦略について具体的な議論を行っています。
2008年度は長野県飯田市で開催しました。フォーラムの最後には、NGOと自治体の共同提案を行い
ました。
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2008 年度事業報告
共同提案
1）●地域から日本を変える 戦略的パートナーシップ・ネットワーク
の構築
2）●環境首都コンテスト参加自治体とNGO等のネットワークによる人
材の戦略的流動化
2009年度は11月24日～25日に愛知県安城市で開催予定です。

＊岐阜県多治見市との持続可能なモデル自治体共同調査研究
本調査研究は、持続可能な地域社会を創造するため、その政策および戦略を具
体的に研究、政策提言し、広く社会に発表することを目的としています。
2004年度に環境首都コンテスト全国ネットワークが全国に呼びかけたとこ
ろ、三つの自治体から応募がありました。プロジェクトの実現可能性、効果性な
どから詳細に選考した結果、多治見市がパートナーとして選ばれ、5年計画で調
査研究をすすめてきました。2008年度はその最終年となり、3年間にわたる学習
会、2年間16回にわたる委員会を経て、魅力的な地域づくりのための提言集をま
とめました。
提案書ダウンロード

http://eco-capital.net/uploads/tajimi_teigen.pdf

＊出版：『環境首都コンテスト～地域から日本をかえる7つの提案』
環境首都コンテストから得られた先進事例研究を、より詳細にかつ分かりやす
い分析を加えた書籍『環境首都コンテスト

地域から日本を変える7つの提案』

（学芸出版社）を出版しました。持続可能な社会を地域からつくるヒント、事例
満載の一冊です。財団法人ハイライフ研究所からの助成金により作成。

＊サスティナブル研究会

（日本における持続可能で豊かな地域社会の総合的ビジョンと、具体的な自治体環境戦略モデルの提案）

同研究会は、持続可能な地域社会づくりのため、自治体、研究者との協働で実践を通した調査研究
を行い、2011年度にその成果を社会的影響力のある提案としてまとめ、社会に広く発信することをめ
ざしています。2008年度は10回の会議を開催し、環境首都コンテストから見えてきた日本の自治体
の特徴や課題、先進事例の共有などを行いました。
2009年度は、日本版オルボー憲章作成のための調査・研究、地域公共人材育成プログラムの具体化、戦
略的パートナーシップ構築を通した人材の流動化プロジェクトの具体化を図ります。
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2008 年度事業報告
経済をグリーンにする
＊阪急阪神「未来のゆめ・まちプロジェクト

エコトレイン号」

阪急・阪神ホールディングス株式会社のCSR活動「未来のゆ
め・まちプロジェクト」のひとつとして、環境メッセージ列車
「エコトレイン

未来のゆめ・まち号」の企画監修などを行

いました。2008年12月1日から2009年7月31日まで阪急電鉄京
都線・宝塚線・神戸線の3線で一編成ずつ運行されています。
車内では、商業広告をなくし、沿線自治体や企業・市民団体
の環境の取り組み紹介や地球温暖化の現状や環境クイズ、自然
の風景などのポスターを掲示しました。
2009年度は、小中学生を対象とした絵画コンテスト「未来のまち」の優秀作品が、6～7月にエコトレイ
ンの車内に掲載されます。多くの沿線住民や自治体・企業と接する鉄道会社に向けた、新たな環境CSR
活動の提案として今後の発展が期待できます。

＊日本版SHOPPING for a BETTER WORLD作成プロジェクト

——市民の力で企業評価

企業の社会責任（CSR）と行動を高めるため、環境市民では、国内の主要企業を CSR の視点から市
民の力で評価する「日本版 SHOPPING for a BETTER WORLD」の作成に取り組んでいます。環境や人
権や福祉、労働問題などに取り組む市民団体とともに設立した「CSR を応援する市民と NPO のネット
ワーク」とともに、2008 年度は、地球環境基金からの助成を受け（申請団体はダイバーシティ研究所）、
「市民目線の CSR 調査」と銘打ち、自動車および家電メーカーを対象にした調査を実施しました。
2009年度は、前年度に引き続き地球環境基金の助成を受け（申請団体はダイバーシティ研究所）、本格
調査に着手します。

＊京都グリーン購入ネットワーク

——5周年を迎える

京都府内にグリーン購入をひろげるため、2004年の設立以来、環
境市民は京都グリーン購入ネットワーク（以下、京都GPN）の事務局
を担当しています。京都GPNには京都府や京都市をはじめ、府内の市
町村や有力企業が参加しています。
2008年度は、全国フォーラムが10月に京都で開催され、京都GPN
の5周年事業とあわせて実施しました。同フォーラムでは、「第10回グリーン購入大賞受賞事例発
表」「エネルギーの地産地消」「グリーン購入で替わる企業と地域」「CO2削減とグリーン経済」な
ど四つの分科会が開かれ、200人以上の参加者を得ることができました。
2009年度は、環境ビジネスをテーマとした展示会や旅館ホテルの環境の取り組み推進事業、京都府全域
を対象にした「買い物でエコ！キャンペーン」を実施します。
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2008 年度事業報告

＊環境マイスター研修認定制度推進事業 ——窓ガラス、サッシ販売に広がる
本事業は環境負荷の少ない製品の販売アドバイスができる販売員を育成することによって、消費者
のエコ製品選択をすすめることを目的としています。2005年に、内閣府の「先駆的省資源・省エネ
ルギー実践活動等推進事業」としてスタート。家電や自動車販売員を対象に、2005から2008年度で
701人のマイスターが誕生しました。
2008年度は、地球温暖化防止において、住宅でのエネルギー効率を向上させるため、山形県温暖化
防止活動推進センター、山形県サッシ・ガラス協会とともに、窓ガラスやサッシの販売・施工を行う
山形県内の業者を対象にマイスター研修を実施しました。
2009年度は関東地域での展開を予定しています。

＊就活にCSRを！ セミナー ——企業選びを変える
最も企業情報に関心を持つと思われる就職活動中の学生を
対象とし、CSRを企業選択の要件として意識してもらうことを
目的にセミナーを開催しました（2008年12月）。セミナーに
は、CSRに先進的に取り組む企業の環境やCSR担当者を招き、
理念や事例を紹介していただき、学生と交流しました。
本プロジェクトは、京都近辺の大学生らとともに企画運営を
進め、参加企業からも高く評価されました。
2009年度も同セミナーを予定しています。

学生参加者数：約80人
事例紹介企業：イオン(株)、イズミヤ
(株)、(株)島津製作所、(株)平和堂、(株)堀
場製作所、(株)村田製作所

豊かなライフスタイルを創造する
＊エコ地蔵盆

——京都のお祭りをエコ化

京都の夏の伝統行事「地蔵盆」は、子どもたちの健やかな成長を願って催され
るものですが、添加物の多いお菓子や飲み物が多く、飲食にともなうごみも多く
出されています。そこで、環境市民では、2006 年から、（1）健康にも環境にも
やさしい食べ物を提供しよう、
（2）できるだけごみが出ない工夫をしてみようの
2 点に取り組む「エコ地蔵盆」を呼びかけています。
2008 年度は、パンフレットを配布したり、メディアを通してエコ地蔵盆の取り組みを呼びかけたり
しました。その結果 12 の町内と 1 施設からの問い合わせがあり、うち 4 町内でエコ地蔵盆を実施し
ました。

また、取り組みをひろげるため、ポイントをまとめた手引書「やってみよう！

（A5 サイズ

24 頁

エコ地蔵盆」

1000 部）を京都市ごみ減量推進会議の助成金により作成し、無料配布しました。

2009年度以降は京都市内のNPOなどの連携により、「お祭りのエコ化」を学区単位など、より広い範囲
での取り組みをすすめます。
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2008 年度事業報告
＊住まいのエコロジー化をすすめる情報発信
すき間風対策やシロアリの防ぎ方など住まいについての疑問や悩みを募集し、環境の視点から提案
する解決策をニュースレターやウェブサイトで発信しました（全5回）。
2009年度は、簡単に安くできる住宅のエコリフォームを実施し、その様子を環境市民のウェブサイトで
紹介します。また、まちのなかで人がくつろげる場所を探しマップを作る予定です。東海事務所では、
住まいから地球温暖化を考え、エコロジカルな家づくりを紹介する＜人と地球にやさしい家＞体験会を
行います。

＊京都を自転車先進都市にしよう！ プロジェクト
2008年度は自転車の魅力を再発見するサイクリングツアーを4月と12月に開催しました。
2009 年度は、（LLP）自転車ライフプロジェクトと共同で、WEB「自転車大好きマップ」および「京都
自転車マップ改訂版」のための調査・情報収集活動を行います。自転車・都市交通に関する知識普及と
自転車オピニオンリーダー育成を目的に、「もっと自転車が好きになる」勉強会やサイクリングツアーも
予定しています。

エコロジーな次世代を育む
環境活動に関心を持ち始め、これから活動しようとする人や活動手法を学びたいという人などを対象
に、さまざまな内容や形態の講座を企画・実施することができました。
（独）環境再生保全機構から受託した「環境NGO活動入門講座」は、香川県高松市で開催し、地元の団
体と協力して運営を行いました。また、「環境NGO活動発展のための組織運営講座」（中部ブロック：長
野県）では地元団体が受託した事業をサポートするなど、開催地のNGOや中間支援組織と共同で運営しま
した。
2009年度も、さまざまな人材育成講座を実施する予定です。

人材育成系講座の開催
＊環境NGOと市民の集い近畿ブロック
日時：10月11日（土）／会場：大阪YMCA（大阪市）／主催：独立
行政法人環境再生保全機構地球環境基金、企画運営：NPO法人環境
市民／協同運営：きんき環境館、NPO法人大阪府民環境会議／参加
者：140人
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2008 年度事業報告
環境NGO活動入門講座

＊「わたしからはじまる環境活動

持続可能な社会の実現に向けて」

日時：1月17日（土）／会場：サンポートホール高松（高松市）／
主催：独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金／企画・運営：NPO
法人環境市民／協働運営：えひめグローバルネットワーク／後援：四国
環境パートナーシップオフィス、香川県、高松市／参加者：37人

少人数ではあったものの、とても密度の濃い内容になりました。
講座がきっかけとなり、四国地域の環境NGO間での交流が生まれる
など波及効果も得られました。

環境NGO活動発展のための組織運営講座（近畿ブロック）

＊「基礎から実践へ！ 環境活動パワーアップ講座」
日時：1 月 24 日（土）
、25 日（日）／会場：大津市市民活動センター（大
津市）／主催：独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金／企画・運営：
NPO 法人環境市民／協力：滋賀県環境学習支援センター／参加者：27 人

環境活動のリーダーやコーディネーターとして、効果的な活動を
創りだしていくための基礎力を身につけることに主眼をおいた講
座。各自の活動をふりかえって、直面している問題（ぼやき）を課題（やる気）にかえるワークから
始まり、自分たちの強みや弱みも見極め、最終的にはパートナーシップで進める企画づくりを行いま
した。

＊碧南エコ探検隊事業（東海事務所）
碧南市からの受託事業。碧南市の自然、暮らし、エネルギー等について、フィールドワークをもと
に実践をするリーダーを養成する講座。講座の企画運営ならびに講師派遣を行った。全5回。延べ120
人が参加しました。

＊ショッピングセンターでの環境月間企画
6月の環境月間にショッピングセンター「イオン姫路リバーシティー」（兵庫県姫路市）において、
展示式買い物ゲームの展示を行い、文具、飲料など、エコな商品選びについて紹介しました。

温暖化防止についてわかりやすく解説したDVD

＊「未来の選択」改訂版および3カ国語版の発行
2007年度にパナソニック（株）（旧松下電器産業（株））の助成をいただき
作成した教材が好評で完売したことを受け、改訂版（500本）を作成すると同時
に日・中・英の3カ国語版（500本）を作成しました。
CEF Annual Report 2009

11

2008 年度事業報告
広報
環境市民の広報は「市民の発信で社会を変えよう」をスローガンに、ニュースレター、ウェブサイト、ラジ
オの三つの独自媒体があります。それぞれにボランティアチームがあり、企画から運営まで行っています。

＊会報誌『みどりのニュースレター』

——特集企画を強化

毎月約1600〜2000部の会報誌を発行しました。2008年度は年間計画テーマ
を予め設定し、早めにリサーチをしながら特集づくりを行いました。
2009年度は、200号（1月号）発行を記念し、環境市民がどう環境情報を伝えてき
たか、今後、どう伝えていくべきかを紹介、提案する予定です。

＊ラジオ番組「環境市民のエコまちライフ」

——ポッドキャスト配信を開始

環境や京都のまちへの関心を高めようと、身近な話題を楽しくわかりやすくリスナーに伝えること
をめざしています。2008年度は48組51名のゲストを迎え、計51回放送。2008年5月には放送内容を
ブログにアップし、ポッドキャスト配信を開始しました。（平均アクセス数：約60人前後/1日）
2009年度はラジオ番組に出演していただいたゲストの方々のお話をじかに聞けるミニセミナーの開催を
予定しています。
環境市民のエコまちライフ＊放送時間 毎週月曜日／午後13:00～13:30／FM79.7（京都三条ラジオカフェ）
ブログ： http://kankyoshiminradio.seesaa.net/

＊ウェブサイト・メールニュースの企画
ウェブサイトを通じて、情報発信、企画、運営、更新、メールニュースの定期的な発行などを行い
ました。

2009年度はより発信力を高めたウェブサイトのリニューアルを予定しています。

環境goo大賞2008

奨励賞受賞

NTTレゾナント株式会社が審査・表彰する「環境goo大賞2008」に

てNGO／NPO部門の奨励賞を受賞しました。2004年に奨励賞、2005年に大賞を受賞して以来3回目と
なります。
エコ投票

ブログパーツを作成

エコ投票の運営（更新12回/2006年から実施）

…ほぼ毎月、閲覧者に環境の取り組みや環境問題などへの考え方についてたず
ね、投票をしてもらうことによって環境意識を高める「エコ投票」を実施しま
した。2008年度はブログからの投稿を増やすため「ブログパーツ」（右図）を
作成。より多くの方から投票していただけるよう工夫しました。

＊メディア掲載
年々、事業紹介だけではなく、さまざまな社会の動きについて環境市民としての意見を問われること
が増えつつあります。今後、
社会のオピニオンリーダーとして注目されるよう、
広報の発信力を高めます。
〈実績〉新聞（26件） 雑誌（9件） ラジオ（8件） ウェブサイト（3件） テレビ（3件） 原稿執筆（1件）
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2008 年度事業報告 / 会員数 / 収支報告
その他
＊インターン生の受け入れ
インターン生は、年々増加傾向にあり、2008年度は11人を受け入れました。インターン終了後も
ボランティアとして継続的にかかわるなど活動推進の力となっています。

2008 年度

会員数／収支報告

●会員数（2009 年 3 月 31 日現在）
個人

629 人（個人 450、学生・シニア 108、ファミリー
4 組 10 人、ペア 15 組 30 人、助成 20 人、終身 11 人）

団体

16 団体（非営利団体 11、営利団体 5）

新入会員

個人

51 人

団体

1 団体（非営利団体 1）

●収入の部
科目

退会者数

科目

金額

36,000●

自主事業支出

18,008,489●

会費収入

2,350,000●

受託事業支出

22,698,240●

事業収入

4,953,335●

管理費

17,154,576●

入会金収入

受託事業収入

35,336,561●

消費税等

助成金収入

11,800,000●

当期支出合計（C）

-54,552●

2,307,742●

（C）
- （D）
当期支出差額（A）

1,497,315●

（C）
7,061,739●
次期繰越収支差額（B）

前期繰越収支差額
（B）
収入合計

7,116,291●

雑収入 3%

入会金 0%

寄付金 4%

会費 4%
事業 8%

助成金
20%

収入
受託事業
61%

58,335,505●

雑収入

58,280,953●

1 団体（営利団体）

474,200●

寄付金収入
当期収入合計（A）

32 人

団体

※● この他に一年以上の会費未納者（76人）を3月31日の年度末の時点で
会員登録を解除しました。

●支出の部
金額

個人

消費税 1%
管理費
29%

65,397,244●

支出

自主事業
31%

受託事業
39%

残念ながら、2008年度の単年度収支は5.4万円の赤字となりました。もともと収支利益が
1.6万円しかない厳しい予算でしたが、年度内の広報努力などにより、予算比541万円増の
委託事業を得ることができました。全体収入も予算比367万円増の5,828万円でしたが、支
出は全体で5,834万円となり、予算を374万円超過し、収入より支出が上回りました。
今後、財政管理を徹底していくことはもちろんですが、会費、寄付、事業収入が各3分の
1というNPOの理想の収支構造をめざし、改善に努めていきます。
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ご支援のお願い
「持続可能で豊かな社会」をつくるために、
みなさんのご支援をよろしくお願いいたします。
●会員になる 事務局までご連絡頂くかウェブサイトから入会の申し込みができます。
（会費の振込み方法）郵便振替振込用紙に、住所・氏名・電話番号・会員の種類・送金内容
事項をご記入の上、「年会費 + 入会金」をご入金ください。（※シニア・学生・助成・特別
助成会員は入会金不要）ご入金を確認後、最新のニュースレターと会員バッジ、入会記念
としてポストカードをお届けします。
一般会員

年会費

入会金

個人会員

4,000 円

1,000 円

シニア・学生会員

3,000 円

なし

ペア会員

6,000 円

2,000 円

団体会員

年会費

営利団体会員

1 口●50,000●円
50,000●円
（１口以上）

非営利団体会員

1 口●10,000●円
2,000●円
（１口以上）

どなたとでも結構です。※会報の送付は 1 部です。

ファミリー会員

8,000 円

2,000 円

同居何人でもどうぞ。※一時別住まいを含む。

助成会員

10,000 円

なし

特別助成会員

50,000 円

なし

終身会員

80,000 円

なし

入会金

※ 入会金は初年度のみ。
※ 会費の有効期間は、振込日から１年間です。

一生涯にわたり環境市民を応援します。毎年会費
を振り込む必要はありません。

●寄付をする 金額の設定はありません。任意の金額でご協力ください。

住所・氏名・電話番号・寄付金額をご明記の上、下記の振込先にお振込みください。
会費・寄付の
お振込み先

●入会特典

【郵便振替】口座番号：01020-7-76578

加入者名：環境市民

月刊会報誌「みどりのニュースレター」の無料送付、行事などの参加割引があります。
個人会員の場合…… 名刺に「環境市民会員」と記載していただけます。

団体会員の場合…… 環境報告書などに「環境市民団体会員」と記載していただけます。
また、寄付をしてく ださった場合、同じく「環境市民に寄付をしました」旨、
記載していただけます。

●会報誌「みどりのニュースレター」を定期購読する
わかりやすい環境問題の解説、マスメディアではとりあげられにくいテーマを
NGO ならではのするどい視点でお届けします。
年間購読料金（送料、税込み）

●物品購入

●●5 部 15,000 円 /●年

15 部 40,000 円 / 年

10 部 27,000 円 / 年

20 部 50,000 円 / 年

環境市民発行の書籍『大好き京都

※ ニュースレター定期購読の対象
は団体のみ５部以上から受付。
※ 20 部以上はお問い合わせくだ
さい。

環境市民の遊びかた

暮らしかた』や温暖

化防止について解説したDVD「未来の選択」などの購入も支援の一つになりま
す。ご希望の方はパンフレットを送りますので京都事務局までお問い合わせくだ
さい。
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書籍について http://www.kankyoshimin.org/jp/result/jigyo8.html

団体概要
団体のあゆみ
1992 年 7 月 18 日 京都で発足
1995 年 阪神淡路大震災発生後、約一か月間、神戸に現地事務所開設。おもに高齢者の方々へ救援物品を配布。
1997 年 「京都議定書」が採択された COP3 では、環境市民から気候フォーラム（現 : 気候ネットワーク）に
事務局長と次長を派遣。
1998 年 環境市民滋賀事務所の誕生
1999 年 環境市民東海事務所の誕生
2002 年 NPO 法人格取得（内閣府認証）
2005 年 環境市民東海事務所、名古屋市に独自事務所開設
●
●
●
●

事務所の所在地
会員数
年間収支
役員

…………………京都市（京都府）、名古屋市（愛知県）、大津市（滋賀県）
…………………個人会員 629 人 / 法人会員 16 団体（2008 年度実績）
…………………収入 5,828 万円、支出 5,834 万円（2008 年度実績）
…………………理事 14 人、監事 3 人（2009 年度〜 2010 年度）

代表理事 杦本 育生
理事
植田 和弘
上田 正幸
内田 洋子

監事

第 1 〜第 4 期 代表理事、グリーン購入ネットワーク 代表理事
京都大学大学院経済学研究科教授及び同地球環境学堂 教授
京都 ･ 雨水の会 代表
くらしを見つめる会 代表 NPO 法人日本 NPO センター 理事、NPO 法人
NPO 高知市民会議 専務理事
片山 雅男
夙川学院短期大学 教授、同志社女子大学・神戸山手大学 非常勤講師
在間 敬子
京都産業大学マネジメント研究科 准教授
竺 文彦
龍谷大学工学部環境ソリューション工学科 教授
下村 委津子 フリーランスアナウンサー、eco パーソナリティー、京都グリーン購入ネッ
トワーク 事務局スタッフ
白石 克孝
龍谷大学法学部 教授
西村 仁志
環境共育事務所カラーズ 代表、同志社大学大学院総合政策研究科 准教授
花田 眞理子 大阪産業大学人間環境学部都市環境学科 教授
早瀬 昇
社会福祉法人大阪ボランティア協会 常務理事、事務局長
堀 孝弘
環境市民事務局長及び京都グリーン購入ネットワーク 事務局長
牧村 好貢
エコ ソリューションズ ネットワーク株式会社 代表取締役、環境市民東海
事務所 所長
中村 広明
弁護士
安田 徹
安田徹事務所 所長、税理士、中小企業診断士
吉井 英雄
公認会計士

● 事務局員

堀 孝弘、風岡 宗人、内田 香奈、有川 真理子、松岡 秀紀

● 受賞歴

•• 消費者活動神戸賞 奨励賞（神戸市）/1995 年度 ※グリーンコンシューマー全国ネットワー
クでの受賞
•• 企画・研究特別賞（社団法人日本ディスプレイ協会）/2002 年度
•• HYOGON コミュニケーション祭り 2003 優秀賞（ひょうご市民活動協議会）/2003 年度
•• グリーン購入大賞・環境大臣賞（グリーン購入ネットワーク）/2004 年度
•• 京都府環境トップランナー賞（京都府）/2005 年度
•• 環境 goo 大賞（NGO・NPO の部）/2005 年度
•• 大阪 NPO アワード優秀賞（NPO 法人大阪 NPO センター）/2005 年度
全ての生物が自然のルールを知り、また自らもその生命の維持に協力しあって生

環境市民のシンボル
マーク：生命の葉

きていくように、人間もまたまぎれもなくその生命の一つであることを心に刻んで
（at one with nature）、そこから人間の新しい創造力や感受性をおおいに高めて、心
豊かな社会—誰もが協力し、学び合う地域づくり（collaborated community）をめ
ざしたいという願いが込められています。

デザイン：佐古田 英一さん
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★ボランティアの希望・入会・寄付・協働事業の問い合わせはこちら
特定非営利活動法人

環境市民

【E-mail】life@kankyoshimin.org

環境市民 東海事務所

〒 451-0062 名古屋市西区花の木 1 丁目 12-12 花の木 AOI ビル 4 階
【TEL&FAX】052-521-0095【IP 電話】050-3604-6182
【E-mail】tokai@kankyoshimin.org
【URL】http://www.kankyoshimin.org /tokai/

環境市民 滋賀事務所

〒 520-0046 大津市長等 2 丁目 9-12 竺 文彦気付
【TEL】077-522-5837【E-mail】 cefshiga@kankyoshimin.org

環境市民のウェブサイト http://www.kankyoshimin.org
環境市民メールニュースのお申し込みは mailnews@kankyoshimin.org まで
環境市民のイベント情報や活動報告、その他の環境情報をお送りします。

呉波ビル
3F

御池通

二条通

河原町通

【TEL】075-211-3521【IP 電話】050-3581-7492【FAX】075-211-3531

環境市民 京都事務局
寺町通

〒 604-0932 京都市中京区寺町通二条下ル呉波ビル 3 階
（月から金 午前 10:00 から午後 6:00）

アクセス

N

京都市役所
地下鉄東西線
「京都市役所前」

環境市民 東海事務所
名古屋中央局

消防署
西税務署

西税務署前

ファミリー
マート
押切北

GS
歯科

メールニュースはどなたでも無料でご覧いただけます。

年次報告書の感想、ご意見を京都事務所までおよせください。いただいた
方には、環境市民オリジナルカードを差し上げます。

この印刷物は古紙100%の紙を使用し、京都市内の市民参加型太陽光発
電「おひさま発電所」と風力によって発電された自然エネルギーを利用
して、大豆インキで印刷しました。

