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はじめに
環境市民は、会員、多様な社会的課題に取り組む NGO、協働してくださ
る自治体、企業、地域団体の皆様に支えられ、創設から 20 周年を迎えるこ
とができました。あらためて皆様に深く感謝の意を表したいと思います。
環境市民が誕生した 20 年前は、リオデジャネイロで、国連の環境と開発
に関する会議（通称 地球サミット）が開催された直後でした。その会議以降、
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人類社会の最大の課題として世界的に認知されたのが持続可能な開発であり
持続可能な社会の創出でした。現在社会は、環境的にも経済的にも社会的に
も、このままでは子孫に大きな災厄をもたらす持続不可能な社会になってし
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まう、そのような認識が「持続可能な」という言葉の本になっています。
環境市民も「持続可能で豊かな社会・生活」をビジョンとして掲げ、創設
以来その実現に少しでも貢献したいと多様な活動を展開してきました。国際
的にも、気候変動（地球温暖化）と生物多様性の条約ができ、地球規模の環
境問題に取り組む枠組みはスタートしました。しかし、残念なことに気候変
動は、この 20 年間に誰もが実感するぐらいすすみ、温室効果ガスの排出量
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は最悪モデルさえ上回るほど増加しています。また生物多様性への取り組み
は国家間利益の調整に明け暮れ、絶滅の時代から脱却する道さえ見えていま

2011年度収支報告
……14

せん。
さらに、経済的にも歴史的な行き詰まりと混沌の危機を迎え格差が広がっ
ています。そして、このような社会的背景を元に人々の不満を吸収してファ

団体概要
……15

シズム的な政治屋が国内外とも支持を集めるようになってきました。残念な
ことに持続可能な社会の実現には、近づくどころか遠のいてしまっているの
が現状です。
フクシマの原発の大事故は、私達のエネルギーの消費量とエネルギー源に
根本的な変革が必要だということを認識させました。エネルギーだけではあ
りません。私達の社会全般に根源的な変革が必要になっているのではないで
しょうか。環境市民だけでは、大きな力にはなりませんが、私達から動くこ
とによって、協働してくださる人々とともに力を大きくし、根源的な社会変
革をすすめていくことは可能だと思います。
環境市民が設立当初から掲げている「誰もが参加できる」「専門性がある」
の二つの特徴ある力をより大きくする活動に集中し、『今一度日本を洗濯致
し候（坂本龍馬）』する力になる新しい 20 年を始めたいと思います。

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）として、以下
の五つを掲げて活動しています。

ミッション

エコシティー
を創る

経済をグリー
ンにする

エコロジーな
次世代を育む

豊かなライフ
スタイルを創
造する

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
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。
中期目標の詳細についてはウェブサイトよりダウンロードできます。
トップページ＞環境市民とは＞文書公開＞中期計画
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2011 年度事業報告
マークの見方……

受託事業

助成金による事業

多セクターとの協働

自主事業

1. エコシティーを創る
「持続可能な社会を地域から実現する」。これが環境市民のエコシティーづくり活動の基本です。そのための
戦略として、自治体と共に人材育成や環境基本計画などの政策づくりに取り組んできました。また 10 年間継
続実施した日本の環境首都コンテストにより、複数の自治体首長、全国の有志 NGO とも深い信頼関係を構築し、
NGO と自治体がともに課題解決に取り組む基盤となる戦略的協働ネットワーク発足に向けて前進しています。
本分野では、①自治体とのパートナーシップ活動、②本会が主幹事を務める環境首都コンテスト全国ネット
ワーク主催の活動が大きな柱となっています。①では環境基本計画の策定、見直し時のアドバイスや、市民参
画のコーディネート業務などを実施しました。

環境首都創造NGO全国ネットワークによる活動
'01 年度から 10 年間毎年開催した「日本の環境首都コンテスト」
（主催：環境首都コンテスト全国ネットワー
ク、以下「首都コン」）の成果を引き継ぎ、発展させることは本会にとって重要な課題です。その主体として、
2011年1月に「環境首都創造NGO全国ネットワーク（以下「創造ネット」）」を発足させました。'11年度は主に、
㈰環境自治体ベストプラクティス集作成、㈪環境首都創造自治体全国フォーラム 2011in 新城の開催、㈫地
域公共人材育成・流動化の仕組みづくりに取り組みました。
TOPIX

＊環境のまちづくりに役立つ 170 事例ウェブで公開
☝環境自治体ベストプラクティス集作成

首都コンで選出された「先進事例」は 668 事例に上ります。これら先進
事例の中から、環境 NGO として自治体が持続可能な地域社会の実現に取
り組むために最も有効性、効率性が高いと考える 170 事例を「ベストプ
ラクティス」として選びインターネット上で公開しました。
多数の先進事例を厳選し公開したことで、日本の自治体の持続可能な
社会づくりへの挑戦の到達点を明らかにするとともに、事例を点ではな
く面として広げ、社会を変えていく推進力になることが期待されます。

＊環境首都創造自治体全国フォーラム 2011in 新城の開催

ネットワークによる事業＋

'10 月 19 日、20 日の日程で、愛知県新城市で開催し、延べ 279 人
が参加しました（共催：新城市、環境首都創造 NGO 全国ネットーク）。
このフォーラムは'10年度まで首都コンとリンクさせて開催してきた「環
境首都をめざす自治体全国フォーラム」
（以下「全国フォーラム」）を名称
変更して開催するものです。
フォーラムでは、「地域の主体性を大切にした、再生可能エネルギー
の飛躍的拡大と低エネルギー社会実現に関する緊急提案（目標設定、
政策パッケージ、情報開示）」、「環境首都・持続可能で豊かな社会をめ

新城市長による挨拶（フォーラムの開始時）

ざす戦略的協働ネットワーク（仮称）結成の呼びかけ」の 2 つの提言が発表されました。前者の提案には 20
自治体から呼びかけ元になることを賛同いただきました。
2012年、11月19日、20日には「環境首都創造自治体全国フォーラム2012in生駒」を開催し、戦略的協働ネッ
トワークを当フォーラムで正式発足させたいと考えています。
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2011 年度事業報告
＊地域公共人材育成・流動化の仕組みづくり
中部地域の 5 市
（愛知県安城市、長野県飯田市、静岡県掛川市、愛知県新城市、岐阜県多治見市）
とともに、
'10 年度から 2 年間かけて地域公共人材の流動化のための仕組みづくりを目的とした検討会を開催してきま
した。この検討会は、
'09年度の全国フォーラムで発表されたNGOと自治体の共同提言
「
『人材の戦略的流動化』
へ向けての行動の呼びかけ」に基づくものです。'11 年度は明らかになった課題を踏まえ、人材を育成、流動
化させるためのマッチングの仕組みづくりを行いました。検討会を 3 回開催し、5 市の間で実際にマッチング
を試行しました。この 2 年間で人材流動化を仕組みとして運用するにあたっての課題を明らかにできました。
仕組みづくりの過程で、自治体が都道府県境を越えて参加できる人材育成の機会の必要性が明らかになっ
たため、
「地域の主体性を大切にした再生可能エネルギー拡大政策セミナー」を2月10日、コープ.イン.京都（京
都市内）にて開催し、自治体環境政策担当者、NGO 関係者など 27 人が参加しました。今後も住民との協働
やステークホルダーの合意形成手法などを組み合わせた研修を全国数か所で開催していきたいと考えています。

＊中部環境先進 5 市サミットのサポートネットワークによる事業＋
中部地域の 5 市による、地域限定の市長のサミットの第 2 回が静岡
県掛川市で開催されました。このサミットは '09 年度から、人材流動
化の仕組みづくりをきっかけに安城市の呼びかけではじまったもので
す。創造ネットのメンバーである本会の杦本がコーディネートを務め、
人材流動化の動きをスピード感を持ってすすめることが確認されたほか、
市役所での省エネの共通目標の策定、災害時の相互援助協定の締結が

掛川市でのサミット（大日本報徳社にて）

決まりました。2012 年 7 月 24 日には、「中国・九州地区環境先進自治体首長サミット」が開催されました。

環境基本計画、ローカルアジェンダ21策定・改訂支援事業業
自治体の環境基本計画やローカルアジェンダ21は、地域の環境のまちづくりをすすめていくうえでの根幹と
なります。そこて、環境市民では、まちづくりの主役となる地域の市民が自ら、計画づくりをしていくための
コーディネートを行っています。
TOPIX

＊市民が主体 交野市環境基本計画 完成
☝交野市環境基本計画策定支援事業

大阪府交野市の環境基本計画を、住民参画で策定す
るための支援事業を実施しました。「エコ生活」「エネ
ルギー」
「自然」
「まちづくり」の４つのグループに分かれ、
委員自らが計画をつくるためのコーディネートを行い
ました。何度も議論を重ね、3 月末に、交野市民の想
いのつまった環境基本計画が策定されました。

市長に計画を渡した後委員全員で記念撮影

＊深浦町環境のまちづくり提案・環境学習プログラム事業
青森県深浦町は、白神山地、十二湖、そして目の前には日本海が広がる
自然あふれた町です。本事業では、豊かな自然をいかしながら、深浦町が
持続可能な発展をしていくための環境のまちづくり提案を行いました。
また、深浦町の小学生を対象に「深浦町は日本のベクショー」と題して、
再生可能エネルギーについての学習会を行い、深浦町の再生可能エネルギー
マップをつくり、
深浦の自然が持つ可能性に気づいてもらうことができました。

深浦町再生可能エネルギーマップを作成
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2011 年度事業報告
＊生駒市環境基本計画推進支援事業
2008 年度に策定された生駒市環境基本計画の推進を支援するため、ECO-net 生駒（生駒市環境基本計画
推進会議）運営委員会に出席し、助言等を行いました。同計画のほぼ全てのプロジェクトは ECO-net 生駒メ
ンバーらの奮闘により、プロジェクトが動き出しています。

＊島本町の植生調査
大阪府島本町は大阪府の面積の約 1%ほどですが、府内でみられる植物種の 60％が生息するといわれて
います。2010 年から、今後の環境基本計画策定の基礎資料づくりとして植生調査を実施しました。

2. 経済をグリーンにする
環境市民では、本ミッションを具体したサブミッションとして、「企業と社会が相互に変わりあえる関係
をつくる」
「グリーン購入を自治体・企業・学校に広める」の二つを掲げています。その実現のため、日本版
SHOPPING for a BETTER WORLD 作成プロジェクトを通じた CSR 活動の応援と、グリーン購入の推進普及に努め
ています。
TOPIX

＊ 環境マイスター

住宅、建築部門でもスタート

☝環境マイスター研修認定制度推進事業

「環境マイスター」は地球温暖化、省エネルギー、グリーン購入など、
エコロジーに関する知識をもち、消費者の商品選択が、環境負荷の
小さいものになるようにアドバイスできる販売員のことです。'05
年度から '10 年度までに山形県（自・家・ガ）、和歌山県（家）、神奈
川県（自）、東京都（自）、長崎県（自・家・住）で実施してきました※。
'11 年度新たに、（自）では熊本県、滋賀県で実施、（家）では長崎県
で実施しました。また、全国で初めて長崎県で住宅・建築部門の開
催が実現しました。'11 年度、新たに 671 人を認定し、これまでの
総認定者数は 2242 人となりました。

認定された新マイスターの方々
（東京・自動車販売）

'12 年度も引き続き認定研修の実施、開催地域の拡大に取り組みます。また、認定者のフォローアップ
や交流の仕組みづくりを行います。
※ 自：自動車販売部門、ガ：ガラス・サッシ施工部門、家：家電販売部門、住：住宅・建築部門。このほかガラス・サッシ施工部門では、北海道から
九州まで全国を 7 ブロックに分けて実施（'08 ～ '10 年度）。

【2011 年度環境マイスター数】2242 人（2012 年 3 月末現在）内訳（自）597 人、（家）25 人、（住）49 人
［2010 年度末 1571 人］

＊日本版 SHOPPING for a BETTER WORLD 作成プロジェクト
持続可能な社会を築くには、経済活動を担う企業が、環境、人権、社会貢献、従業員福利などの社会的
側面で評価されることが必要です。さらにその評価が多くの人々の買い物の選択、投資先や就職先の選択
に活用される、分かりやすく納得がいく情報として伝えられる仕組みが必要です。
“SHOPPING for a BETTER WORLD” は米国で 1989 年から発行され、企業の社会的活動の通知簿評価書で
ベストセラーになりました。この本のコンセプトを受け継ぎ、市民の目線で CSR（企業の社会的責任）活動
を評価したガイドブックを作成する「CSR を応援する NPO・市民ネットワーク」を形成し、数年間にわたり
推進してきました。2011 年度は、自動車、家電、衣料、生活用品、飲料、製菓の主なメーカーを対象とし
た本格的調査を実施、分析し、大阪と東京で報告会を行いました。今年度はこの調査結果を基盤に『日本版
SHOPPING for a BETTER WORLD』の発行をめざします。
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2011 年度事業報告
＊グリーン市場を守るために、グリーンウォッシュをなくそう !
（グリーン購入をすすめるために適切な環境情報発信を促し、
メディアリテラシーの向上を図る調査、研究および社会提案事業）

グリーンウォッシュは、環境配慮型商品・サービスの不適切な環境表
示を意味します。日本では、漠然と「環境にいい」とうたった表示や環
境負荷をかけるような行為をしておきながら、一方で環境の取り組み
を誇張するような広告も増えています。グリーンウォッシュが増えてい
けば、消費者の環境配慮製品への信頼はなくなり、ひいてはグリーン
市場の崩壊へとつながります。2011 年度は、英国、豪州、米国のグ
リーンウォッシュ防止の仕組みや取り組みを調査しました。また、今後、
日本で防止する仕組みをどのようにつくっていくか、広告主（企業）や

米国にある世界最大の消費者団体 Consumer
Reports にて

広告会社、学識者を交えた円卓会議準備会を開催しました。
2012 年度は、いよいよその仕組みづくりに着手します。さらに、消費者の環境メディアリテラシーを向
上させるための教育プログラムをつくるための情報収集を行います。

＊エコオフィスプロジェクト
オフィスでのソフト・ハード両面から環境負荷を低減するとともに、
人が生き生きと働き、創造的な仕事ができる職場環境「エコオフィス」。
2011 年度は、京都市の環境教育施設、京エコロジーセンターのエコ
オフィス化を実施しました。同センターは 1997 年、地球温暖化防止会
議（COP ３）を記念し、環境に配慮をして建てられました。まず、現在
のオフィスの課題を洗い出し、「空調」
「リフレッシュスペース」
「ワーク
スペース」の３つの重点課題を解決するためのレイアウト変更と席を
固定しないフリーアドレスの導入を提案しました。2012 年度は、KES

オフィスのレイアウト変更案を解説し、
スタッフのみなさんと意見交換を行った。

環境機構でもエコオフィスに取り組みます。

＊京都グリーン購入ネットワークの運営
2004 年 11 月の設立以来、環境市民が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、府内でのグリー
ン購入普及事業を協働により進めています。
今年で３年目となる社員食堂での地産地消推進キャンペーンには 23 の食堂が参加しました。今年は、府
内産の魚の利用にも取り組み、６食堂が導入しました。旅館ホテルと協働で環境の取り組む一斉行動キャ
ンペーン「じねんの旅」には 30 施設が参加しました。

3. 豊かなライフスタイル創造する
「エコロジーで豊かなライフスタイル」をわかりやすく社会に広めるため、グリーンコンシューマー活動を主
軸として活動を展開しています。活動面では 5 年目を迎えた「エコ地蔵盆」が、少しずつ京都市域に広がりを見
せるとともに、多くの家電エコポイント寄付を得るなど、社会からの共感を得ることもできました。また京都
市ごみ減量推進会議と協働で、13 年ぶりに地域のスーパーマーケット環境対策調査を実施しました。

CEF Annual Report 2011

7

2011 年度事業報告
TOPIX

＊スーパーマーケットでの容器包装削減

トレーなし販売 好評！

☝京都市内のスーパーマーケット等、店頭環境対策調査

2011 年 5 月から 6 月にかけて、京都市北区のスーパーマーケット 22 店
の環境対策調査を実施し、容器包装の使用状況などを調査しました。精
肉、鮮魚のトレイの削減が今後の課題としてあらためて浮き彫りになり、
年度末の店舗実験へと発展しました。
前述のスーパーマーケット店頭環境対策調査を受け、さらなる容器包装
削減のための店頭販売実験を行いました。3 月には、発泡トレイを使わ
ない鶏肉などの販売実験に協力してくれたスーパー「エムジーショップ西
賀茂店」にて、来店者へのアンケート調査を実施しました。来店者の反応はおおむね省包装販売に好意的で、
今後、他のスーパーへの普及が期待できそうです。

＊エコ地蔵盆プロジェクト
京都市内で行われる地域行事「地蔵盆」に、環境の視点取り入れることを提案し、
2006 年から町内と行っているプロジェクトです。
大阪コミュニティ財団の助成金を受け、これまでの取り組みをまとめた小冊子「やっ
てみよう！エコ地蔵盆 3」を発行しました（1500 部）。また、三学区でエコ地蔵盆説
明会を行いました。
地域の夏祭りやお寺主催の地蔵盆に「エコ地蔵盆」の要素が取り入れられ、担い手
や行事の種類に多様化が見られました。学区単位の説明会に出向いた結果、町内会
単位で同一学区内で複数の実施が確認され、地域の協力者も得られました。
今後は小冊子の配布により、エコ地蔵盆に取り組む地域を増やします。

＊京都を自転車先進都市にしよう !

プロジェクト

自転車の走りやすいまちづくりをすすめるため、関連するイベントに参加した
り、書籍「ぐるっとびわ湖 自転車の旅 びわ湖一周サイクリング公式ガイド」
（発行：
京都新聞出版センター／輪の国びわ湖推進協議会 編）の作成に協力したりしました。
2012 年度は「スロー・モビリティ・ライフ・プロジェクト実行委員会」に参加し、サ
イクリスト入門連続講座を開催します。

＊みどりの英会話
環境意識の高いネイティブの先生の指導の下、環境に関する様々なトピッ
クスを英語で学んでいます。2011 年度は、ネットや書籍で見つけた新し
い環境技術に関するレポート、日本ではあまり話題にならなかった世界
の環境破壊に関するニュースなどを教材にしました。
2012 年度は、『Environmental Science』という英文の書籍をテキスト
にして、意見を皆で話し合うことにも力を入れていきます。

左から 2 番目が講師の Perrin 先生

＊滋賀事務所
多くの人に環境問題に関心を持ち、滋賀の自然のすばらしさに気づいてもらうため、秋の木の実の観察会（11
月 12 日）や、マキノ（海津）の街歩き（11 月 20 日）、エネルギー問題学習会（3 月 31 日）
（共催：おおつ環境フォー
ラム）を行いました。
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＊東海事務所
◎親子で名城公園のセミの数を数えよう
2 年前の COP10 の生物多様性保全活動の一環として、今回は「親子で名城公
園のセミの数を数えよう」をテーマに、7 月から 8 月に３回講座を行い、合計
22 人が参加しました（共催：なごや環境大学実行委員会）。初めて見る、羽化
し損なったセミ（羽化途中）に子どもたちは興味津々でした。今後も継続実施の
予定です。

◎名古屋市立当知中学校総合学習受け入れ
総合学習の一環で、NPO の活動を知ることを目的として、毎年中学生を受け入れています。今年は 1 月
27 日に行い、15 人が参加しました。ごみ減量や家庭での節電、省エネ、私たちの暮らしと生物多様性に
ついて解説した後、環境共生ビル「グリーンフェロー」を見学しました。

4. エコロジーな次世代を育む
本分野は、持続可能な社会づくりに必要な「人づくり」のために、主に、次世代育成に力を入れています。
2011年度も、環境活動に関心を持ち、これから活動しようとする人や、活動手法を学びたい人などを対象に、様々
な内容の講座を企画、運営しました。
TOPIX

＊日本の小学校初！

グリーンフラッグ取得

☝エコスクール事業

環境市民がコーディネートを行った、加西市西在田小学が、
日本の小学校として初めて、国際的な環境教育プログラム「エ
コスクール」の認証「グリーンフラッグ」を取得しました。
エコスクールは、国際環境基金（FEE）という NGO が実施
するプログラムで、児童自身が決めた目標に向かって主体的
に取り組むことによって、考える力や行動力をのばすことを
目的としています。日本を含め、54 か国、約 4 万校が参加
していますが、グリーンフラッグを取得しているのは三分の
一にすぎません。
2012 年度は他の小学校にもエコスクールプログラムへの参加を働きかけます。

人材育成系講座の開催
＊環境教育リーダー養成講座
環境教育の担い手として具体的な活動を始めたり、ファシリテーターやインタープリターとして活動を展開
していくために必要な考え方と技術を身につけるための連続講座（全６回）を開催しました。本事業は 2004
年から京エコロジーセンターとの協働で実施し、これまでに多くのリーダーを創出しています。今年度は、東
日本大震災が市民活動への関心を高めたことなどもあり、例年より早く募集定員に達しました。

＊環境活動ステップアップ講座
3 月 17 日、18 日、京エコロジーセンター（京都市内）にて、これまで同センターが主催した講座などの受
講者を対象に、地域や職場でのさらなる環境活動のステップアップをめざすことを目的とした講座を実施し
CEF Annual Report 2011
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ました。団体のビジョンをふまえた上での活動の組み立て方、ボランティアコーディネート、広報のコツな
どに的をしぼった内容の講座を開催しました。

＊平成 23 年度近畿ブロック「環境 NGO・NPO レベルアップ研修」
社会を変えるリーダーになろう！
枝葉の技術ではなく、ステークホルダーに信頼され、創造的な活動を可能にするリーダーシップの基盤、素養、
能力、技能を発見、熟慮し、実践への準備をする機会として、10 から 11 月に４回の講座を開催、22 人が
参加しました（主催：（独）環境再生保全機構地球環境基金、企画・運営：環境市民、場所：京都私学会館（京都市下京区））。
全国各地で活躍中の NGO 活動のリーダーを講師に迎え、リーダーとしての思いや活動のコツ、決断の際の
心の機微など他ではあまり聞く事のない貴重なお話を聴く機会となりました。全ての受講者から「有意義だっ
た」と評価を受けることができました。

＊平成 23 年度九州・沖縄ブロック「環境 NGO・NPO 活動推進・組織運営講座」
社会を変える、社会に伝わる、NGO の広報力アップ講座
「広報の戦略的な位置づけ」や「持続的な情報発信の体制づくり」、「ソーシャル メディアの活用」など、効
果的な広報活動を展開するための視点やスキルを学び、社会を変える力となる「広報力」を身につける講座
を行いました。（主催：（独）環境再生保全機構地球環境基金、企画・運営：環境市民、場所：熊本市国際交流会館）11 月に
２回、12 月に個別相談会を１回行い、11 人が参加しました。

他団体等とのネットワークによる事業
＊自然エネルギー学校京都・2011
地域での自然エネルギー普及のための基盤づくりや、担い手となる人材の育成とネットワーク構築に寄与
することを目的として次の内容の講座を５回、開催しました。

5. 世界の人々や NGO と協働する
持続可能な社会を考える要素には、環境、経済、社会的公正があげられますが、現在の先進国の暮らしは、
発展途上国の人たちに多くの犠牲を強いることによってなりたっています。本分野は、世界の NGO や自治体
などとの協働によって、地域の必要性に応じたプロジェクトを実施します。
TOPIX

＊ドイツ・スイスの人たちと被災地支援・脱原発活動

5 月 17 日、京都ザ・パレスサイドホテル（京都市内）にて、「アトムフリー・イー
ストウェスト」発起人、高田知行さんのよびかけにより、日独市民チャリティーコ
ンサート「被災地支援・子供達の未来に原発のない世界を」が行われ、環境市民は
広報などの協力しました。また、チェルノブイリ事故を取材し続けてこられた、
スイス人ジャーナリスト、スーザン・ボースさんの書籍「福島からのメッセージ～
福島原発事故・大惨事で何が起きたのか」の取材協力を行いました。
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＊グリーンウォッシュプロジェクトを介した海外との交流
「グリーン市場をつくるために、グリーンウォッシュをなくそう！」
（P7）プロジェクトを通して、英国、米
国、オーストラリアの広告関係の組織や企業、消費者団体、環境 NGO との情報交換を行いました。今後も、
情報交換をしながら、的確な環境表示がなされる社会的な仕組みづくりを行っていく予定です。
スウォン

＊韓国の水原市から来日した訪問団（自治体職員）との交流
スウォン

7 月 27 日、「環境首都」をめざす韓国の水原市から来日した訪問団（自治体職員）の方々と交流しました。
お互いの活動紹介のあと、日本の環境首都コンテストや韓国のローカルアジェンダの進捗状況などについて
の情報・意見交換をしました。環境・経済・社会的公正すべてをみたす「持続可能な開発」という点では「環境」
に限定された日本よりも韓国のほうが本来の考え方に近く、戦略性とスピード感を持って環境政策が進めら
れている現状についても伺うことができました。

講演会、セミナーの開催
＊野の塾
環境問題や持続可能なまちづくりに関する話題をわかりやすく紹介する入門講座を行っています。

◎原発事故が奪った農村の暮らし

福島・飯舘村から酪農家・長谷川健一さんをお迎えして

3.11 の原発事故で村全体が計画的避難区域となった福島県飯舘村。原
発事故はそれまで大切に築いてきた暮らしを一瞬のうちに奪ってしまいま
した。その飯舘村で、長年酪農を営んでこられた長谷川健一さんをお迎え
し、8 月 8 日、ひとまち交流館・京都（京都市内）にて、講演会を開催、34
人が参加しました。政府の公式情報やマスメディアによる報道とは違った
視点で、直接の被害者である長谷川さんの声をお聞きすることができまし
た。
（協力：長谷川健一さんのお話を聴く会、あすのわ）

地域への思いを込めて語る長谷川さん

被災地支援・原発のない社会をつくる活動
東日本大震災の被災地支援。東京電力福島第一原発の事故を機に、原発のない社会を築くため、セミナーや
パレードの開催、協力、さまざまな情報を市民目線で理解するための情報発信を行いました。

＊東北・被災地に物と心を送る「TASUKI PROJECT（タスキプロジェクト）」
東日本大震災の緊急支援活動として、神戸市に本拠を置く認定 NPO 法人「阪神淡路大震災・1.17 希望の
灯り（略称 HANDS）」が実施している「TASUKI PROJECT( タスキプロジェクト )」に協力し、支援物資（たすき
バッグ）を募り、市民が持ち寄った 2,000 以上のたすきバッグを被災地へ送りました。

＊緊急セミナー：地球に原発はいらない
～ドイツと日本の先進的な事例から～

脱温暖化＋脱原発は可能だ！

4 月 16 日、ひとまち交流館・京都（京都市内）において、ドイツ在住環境ジャーナリストの村上敦さんか
らのドイツの脱原発政策と地域社会の取り組み、代表理事杦本育生から、日本でも脱温暖化＋脱原発は可
能である、という講演を行いました。参加者からは「今後の展望がみえた」
「原発に頼らなくても大丈夫とい
うことが分かった」といった声が聞かれました。約 200 人が参加しました。
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＊脱原発パレード
3.11 に起きた東京電力福島第一原発事故を受け、脱原発や放射能汚染から子どもたちを守ることなどを
訴えるパレードを、さまざまな団体、個人と協力して行いました。

◎脱原発・エネルギーシフトをめざして～ LIFE FOR LOVE 京都ピースウォーク～
日時：6 月 11 日（土）／参加人数：約 640 人／共同よびかけ団体：LIFE FOR LOVE、NPO 法人環境市民
協力団体：多目的カフェかぜのね、NPO 法人気候ネットワーク、認定 NPO 法人きょうとグリーンファンド、
グリーン・アクション、ピースウォーク京都

◎「バイバイ原発 9.11」ウォーク
日時：9 月 11 日（日）／参加人数：1800 人／主催：バイバイ原発 9.11
実行委員会／協力：バイバイ原発・京都（賛同者 22 人 / 賛同団体 51
団体 ※環境市民も賛同団体）

◎バイバイ原発 3.10 京都
日時：３月10日（土）／参加人数：約6000人／主催：バイバイ原発3.10
実行委員会（賛同者 167 人 / 賛同団体 143 団体 ※環境市民も賛同団

（バイバイ原発・京都のウェブサイトより）

体）

＊原子力ポスターコンクール

2012 年度も開催中止！

原子力ポスターコンクールは、1993 年から文部科学省、資源エネル
ギー庁が、「原子力や放射線についての理解と認識を深める」ことを目
的として毎年、実施してきたものです。国が長年進めてきた、「原子
力は必要不可欠で安全だ」という「国民への宣伝教育」施策のひとつで
あったと考えられます。
７月６日、原子力ポスターコンクールの永久中止を求める署名の呼び
かけ団体・個人が文部科学省と会合を持ち、
署名12,671筆を提出しました。

署名を提出する呼びかけ人団体
右端は文部科学省の人

すでに、2011 年度は、同コンクールを中止することが決まっていました。次年度以降の動向が注目され
ていましたが、2012 年度も原子力ポスターコンクールの開催はされない、との回答を得ることができました。
しかしながら、今後またいつか原子力推進教育が行われるかもしれないので注視が必要です。
◆署名サイト

http://i-wind.jp/stop_nuke/

広報活動
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３つの独自媒体を中心に環境情報の発信を行っています。それぞれ、ボランティアチームを結成し、企画か
ら運営まで担っています。

＊環境市民 Channel（インターネット放送）
2011 年の 3 月 14 日から 7 月まで京都のコミュニティ FM である、京都三条ラジオカフェとの協働により、
マスメディアや政府、東電から十分に伝えられていない情報や視点について原発や被ばくの専門家を中心
にインタビューを行い、ラジオ番組の放送を行いました。９月からは、環境市民独自で「環境市民 Channel」
としてインターネットを通して放送しています。
◎放送回数：38 回（内 2010 年度 13 回）
◎テーマ：原発事故の影響について、内部被曝の影響について、本当に電力は足りないのか
◎パーソナリティー：本会理事、フリーランスアナウンサー、Eco パーソナリティー
12
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＊東北地方太平洋沖地震

原発事故、ボランティア情報

特設ページの運営

東日本大震災、福島第一原子力発電所の事故を受け、2011 年 3 月 17 日から、特設ページを開設し、被災
地支援活動や原発事故による影響の注意点などをタイムリーに発信しました。

＊会報誌「みどりのニュースレター」発行
市民の視点による環境情報や会の活動状況を全国の会員、NPO、企業、自治体に対して発信しています。
各号約 1200 部を発行しました。

◎PDF配信の強化……経費削減、紙の使用量削減のため、ニュースレターのPDF配信を行っています。今年は、
合計で83人となりました（昨年78人）。この結果、年間約12万円の送料削減となり紙の使用量も減らせました。

＊ FM ラジオ番組「環境市民のエコまちライフ」の企画・作成
環境市民では 2003 年から環境をあまり意識していない人たちにも関心を持ってもらえるよう、私たちの
暮らしと環境とのつながりをわかりやすく伝える、15分のラジオ番組の企画制作を行っています。ゲストコーナー
では、環境のまちづくりをすすめる NPO、企業、行政、研究者などを招き、さまざまな環境活動や最新情
報をお聞きしています。
2011 年度は、32 人のゲスト出演がありました。東日本大震災のあと、「暮らしとエネルギー」を定期的
に取り上げ、被災地支援をする人、被災地から避難してこられた方にもお話をうかがいました。今年度は、
ボランティアの充実をはかりセミナーも再開できればと考えています。
◎環境市民のエコまちライフ概要……放送時間：毎週月曜日

午後 13：00 ～ 13：15

FM79.7（京都三条ラ

ジオカフェ）ブログ：http://kankyoshiminradio.seesaa.net/、平均アクセス数：１日あたり 150 人前後
twitter:@ecomachilife 、震災後に開始。2012 年 3 月現在フォロワー数 155。

＊ウェブサイト、メールマガジン
ウェブサイトやメールマガジンの企画、運営を通して、環境市民の情報を発信します。
◎ページビュー……（ウェブサイトの閲覧数の目安。Google Analytics を活用して集計）

2011 年度ページビュー：326,230PV（昨年 281,512PV）／月間平均ページビュー：27,185PV
◎メールマガジンの発行……メールニュースの発行数：85 件（昨年 130 件）

メールニュース登録者数：1158 人 （2012 年 3 月現在）
◎ツイッターの実施……フォロワー（環境市民のツイッターを登録している人数）
：約 1700（昨年 1200）人

（2012 年 3 月現在）

＊メディア掲載
2011 年度も、環境首都コンテストや震災、原発問題に関する取り組みや意見について

新聞やラジオやテ

レビなどで、27 件（昨年 27 件）取り上げられました。

他団体との情報交流
本会は、複数の NGO ネットワーク団体に参加、会員登録をし、情報交換、共同行動に努めています。
あいち自然環境団体施設連絡協議会 /e シフト ( 脱原発 / 新しいエネルギー政策を実現する会 )/ 生駒市環境基本計画推進組
織 Eco-net いこま / 環境首都創造 NGO 全国ネットワーク /NPO 法人気候ネットワーク / 京都市ごみ減量推進会議 / グリーン購
入ネットワーク /CSR を応援する市民と NPO のネットワーク /NPO 法人シーズ / 市民活動をささえる制度をつくる会 /NPO 法
人持続可能な開発のための教育の 10 年 / 持続可能な豊かな社会をつくるネットワーク / 生物多様性条約市民ネットワーク /
なごやの森づくりパートナーシップ連絡会 / 日本 NPO センター / 社団法人日本環境教育フォーラム / 京のアジェンダ 21 フォー
ラム / 容器包装の 3 Ｒを進める全国ネットワーク / 輪の国びわ湖推進協議会 （50 音順）
CEF Annual Report 2011
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2011 年度事業報告 / 収支報告
雇用・労働環境関係
島本町からの受託「島本町植生調査業務」と交野市からの受託「環境にやさしいまち交野推進事業業務」は
緊急雇用創出基金事業（雇用期間は 1 年）の関係で、採用 2 人、退職 10 人（内、1 人は常勤スタッフ）と、採用・
退職が極めて多かった年になりました。
11 月の事務所移転を契機に資料類の徹底的な整理を行ったため、業務スペースは飛躍的に増大し、各人
の執務スペースも確保でき、業務効率は大幅に向上しました。

講師・コーディネーター派遣
理事及び事務局員を講師やコーディネーターとして 79 件派遣しました。

2011 年度収支報告
NGO の財政は、会費、寄附、事業収入が３分の１ずつであるこ
とが理想ですが、環境市民では収入に占める会費・寄付の割合は
とても少なく、全収入の 8.5%程度しかありません。大部分は受託

会費収入 5%
寄付金収入 3%

雑収入 2%
事業収入 3%

収入（72.5%）で、このことは環境市民の事業遂行能力責任が評価

助成金収入
14%

されていることであり、強みではありますが、受託事業の遂行に

収入

時間を取られることが多くなれば、自主活動にかけられる時間が
少なくなり、それは NGO として良い面ばかりではありません。

受託事業収入
73%

会費収入は減少が続いていましたが、2011 年度は若干ではあり
事業費
18%

ますが、前年度を上回ることができました。今後この傾向をより
大きくしていく必要があります。
収支では、残念ながら最終的に約 57 万円の赤字になりました。
2011 年度は京都事務所の引越があり、引越費用の支出増も最終赤
字の要因のひとつにあげられます。ただ、今後は京都事務所の家

支出
管理費
36%

受託事業費
46%

賃支出が月々 7 万円以上安くなるので、運営支出軽減につながる先
行投資と考えることもできます。

＊寄付
一 般 寄 付 719,612 円（ 前 年
951,016 円 ） ／ 理 事 に よ る 講 演

科目

●支出の部
金額（円） 科目

金額（円）

会費収入

2,222,000

事業費

会・原稿執筆報酬等からの寄付金

事業収入

1,345,628

受託事業費

19,871,095

690,274 円 ( 前 年 645,177 円 ) ／

受託事業収入

管理費

15,392,502

プロジェクト寄付金 8,000 円 ( 前

助成金収入

5,902,000

その他原価

年 0 円 )、 合 計 1,417,886 円 ( 前

寄付金収入

1,417,886

支出合計（D）

年 1,596,193 円 ) となり、前年比
11％の減少となりました。今後
は認定 NPO の取得をめざすなど
寄付の拡大をはかります。
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●収入の部
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雑収入
当期収入合計（A）
前期繰越収支差額（B）

30,788,211

778,652
42,454,377
4,018,194

収入合計（A）＋（B）＝（C） 46,472,571

当期支出差額（A）−（D）

7,738,532

22,695
43,024,824
-570,447

次期繰越収支差額（C）−（D） 3,447,747

団体概要

2011 年度事業報告

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 532 人 / 法人会員 15 団体（2011 年度実績）
…………………収入 4,245 万円、支出 4,302 万円（2011 年度実績）
…………………理事 14 人、監事 2 人（2011 年度〜 2012 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

● 事務局員

第 1 〜第 6 期 代表理事、グリーン購入ネットワーク 顧問
京都大学大学院経済学研究科教授
NPO 法人京都 ･ 雨水の会 理事長
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 理事長
片山 雅男
夙川学院短期大学 教授、同志社女子大学・神戸夙川学院大学 非常勤講師
在間 敬子
京都産業大学経営学部・大学院マネジメント研究科 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
龍谷大学政策学部 学部長、地域協働総合センター センター長
西村 仁志
環境共育事務所カラーズ 代表、広島修道大学人間環境学部 准教授
花田 眞理子 大阪産業大学大学院人間環境学研究科 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
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
吉井 英雄
公認会計士

堀 孝弘、風岡 宗人、有川 真理子、小出 廣行

● 主な受賞歴 •• 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
•• 環境大臣賞・グリーン購入大賞（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、奨励賞 /2004 年度、2008 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
•• 近畿ろうきん NPO アワード奨励賞（近畿ろうきん）/2009 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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に
民に
環
市民
境市
環境
入会しよう！

環境市民は、多くのボランティアと会員の皆さんの参加によって支えられています。
「持続可能で豊かな社会づくり」のために、ぜひ会員になって環境市民の活動を応援して
ください !

会員特典

会費の振込み方法

□月刊会報誌「みどりのニュースレター」をお届けいたします。
□行事などの参加費を割引させていただきます。
□環境に関する様々な情報を得たり、また質問や相談ができます。

1）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）

会費

2）ご入金を確認後、最新のニュースレター、入会記念としてポス
トカードをお届けします。

種別
個人会員
ペア会員
シニア・学生会員
ファミリー会員
助成会員
特別助成会員
終身会員
営利法人会員※
非営利法人会員※

年会費
入会金
4,000円
1,000円
6,000円
2,000円
3,000円
ー
8,000円
2,000円
10,000円
ー
50,000円
ー
一括 80,000 円
1口 50,000 円
50,000円
1口 10,000 円
2,000円

特定非営利活動法人

※ 年会費は一口以上

寄付をする
住所・氏名・電話番号・寄付金額をご明記の上、下記の振込先
へお振り込みください。

会費・寄付のお振込み先
【郵便振替】 口座番号：01020-7-76578
加入者名：環境市民

環境市民

二条通

環境市民

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

京都市
消防局

押小路通
白山神社
京都
御池中

御池通

京都市役所

地下鉄
京都市役所前

環境市民のツイッターアカウント

kankyoshimin

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。 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、植物油インキで印刷しました。

河原町通

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

旧事務所

京都ホテル
オークラ

●環境市民 滋賀事務所

環境市民

寺町通

TEL&FAX：052-977-7697（IP050-3069-1665）
E-mail：tokai@kankyoshimin.org URL：http://www.kankyoshimin.org /tokai/
〒 462-0818 名古屋市北区彩紅橋通 1-1-5-805

御幸町通

●環境市民 東海事務所

麩屋町通

E-mail：life@kankyoshimin.org URL：http://www.kankyoshimin.org
〒 604-0934 京都市中京区麩屋町通ニ条下る 第二ふや町ビル 405
（月から金午前 10:00 から午後 6:00）

富小路通

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

