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日本、そして世界は文明の大きな転換点にたっています。地球温暖
化、生物多様性をはじめとした地球規模の環境問題の深刻化、リーマン
ショックに端的に表れた世界的な経済システムの行き詰まり、国内外に
おける格差の拡大など、持続可能な社会のトリプルボトムラインである
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環境、経済、社会の三要素とも大きな危機に直面しています。
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なく私たちの文明の「豊かさ」に対する根源的な疑問を、全世界に投げ
かけました。このような危機を脱し持続可能な社会を築くためには、小
手先の改革ではなく、パラダイムシフトをともなう根源的な社会変革が
必要です。
しかし日本で実施されている行動、施策等の大半が、「できることか
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ら始める」個別対策的なものになっています。確かに実行できない行動
や施策では何の意味もありません。でも、実行はできても表層的な効果
しか期待できない、また、このような問題を起こした私達の経済、社会

……12

システムやその前提となる「豊かさ」の価値観の変革に繋がらないもの
なら、これも意味はあまりありません。

環境市民の夢
……13

私達NGOの価値は「できることから始める」ではなく「できないと
思われていることを可能にする」ことではないでしょうか。そのために

ご支援のお願い
……14
団体概要

は、将来の社会ビジョンを提案し、それを実現するための戦略的な活動
を考え、粘り強く実行することです。環境市民は、これまでグリーンコ
ンシューマー、グリーン購入活動、環境首都コンテストや自治体との協

……15

働活動を中心としたエコシティ活動などでこのような新しい流れを創る
活動を拡大してきました。
さらに協働、協力の輪を広げ、持続可能で豊かな社会にむけての挑戦
を飛躍させていく必要があります。皆様の力をぜひお寄せください。

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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2010 年度事業報告
マークの見方……

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、①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、自治
体とのパートナーシップ活動、②自治体の環境施策の推進を応援する「日本の環境首都コンテスト」の活動が
大きな柱となっています。
②では2001年度から10年間開催してきた「日本の環境首都コンテスト」が最終回を迎え、その成果を活用
した自治体との協働プロジェクトの具体化など新たな展開がありました。

住民参画でつくる環境基本計画、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。そこで、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。

＊奈良県生駒市環境基本計画推進業務
＊大阪府交野市環境基本計画策定支援事業
交野市の環境基本計画を策定する「かたの環境を考える委員会」の
コーディネート、および同市のCO₂排出量の計算などを実施しました。
2011年度も引き続き支援事業を行います。

＊島本町植生調査業務
将来の環境基本計画の策定を視野に、その資料となる地域植生調査を実施し、資料としてまとめまし
た。引き続き2011年7月まで実施します。

日本の環境首都コンテストおよび関連事業
☝熊本県水俣市が日本の環境首都に

＊第10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、自治体の環境施策を評価することにより、自治
体間の切磋琢磨と交流を促し、環境施策の推進を加速化させ、「日本のフライブ
ルク」と呼ぶことができるような自治体を創出することを目的としたプロジェ
クトです。環境市民が主幹事団体となり全国13のNGOとネットワークを組み、
2001年当初からの目標だった10回連続開催を達成しました。10年目にして、水
俣市が初めて「日本の環境首都」の条件を満たし、全国の市区町村への具体的な
目標を示すことができました。
10年の成果として、コンテストの目標としていた「戦略としての競争」つまり、参加自治体間の切磋
琢磨による政策向上を生むことができました。さらに、意欲の高い自治体との信頼関係の構築、協働プロ
ジェクトへの進展など、持続可能な社会を地域から創るNGOと自治体の戦略的パートナーシップ構築が実
際可能な段階まできていることも特筆すべき成果です。
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日本の環境首都をめざす自治体
＊全国フォーラム2010 in水俣の開催
「環境首都をめざす自治体全国フォーラム2010in水俣」を水俣市とネッ
トワークの共催で開催しました。企画段階から双方協力して準備し、当日の
運営も共同で行いました。当日は11人の市長、副市長、町長をはじめ、自
治体職員、NPOスタッフ、約70人が参加し、「ゼロウェイストのまちづく
り」、「地域からのグリーン・ニューディール」という2大テーマのもと、
具体的で積極的なディスカッションが展開し、日本社会への提言をまとめま
した。
2011年度…2000年に結成し、2001年度から日本の環境首都コンテストな
どに取り組んできた環境首都コンテスト全国ネットワークを発展的に解消
し、環境首都創造NGO全国ネットワークを立ち上げます。さらに環境首都コンテスト等を通じて信頼関係を
構築した自治体と「環境首都・持続可能で豊かな社会をめざすNGO・自治体の戦略的協働ネットワーク（仮
称）」を発足させ①～⑦の活動に取り組む予定です。
① 地域公共人材の育成と流動化の仕組みづくり

⑤ 次期コンテスト、自治体評価の仕組み調査研究

② 中部環境先進5市サミット

⑥

環境自治体ベストプラクティスデータベース作
成のための基礎調査

⑦

共同政策提案した政策のモデル実施体制の整備
と着手

③ 九州地域市町村長サミット
④ 環境首都創造自治体全国フォーラム2011in新城

＊サスティナブル研究会
同研究会は、2011年度に持続可能な地域社会に向けた戦略提案をまとめることを目的に2008年度に活
動を開始しました。本年度は主に「地域公共人材（地域社会における公共的活動を産・官・学・民の各セ
クターで広く担うための新たな人材）の育成」について議論し、龍谷大学と共同開講した「環境自治体ガ
バナンス改革能力プログラム」の実施結果を踏まえた課題の洗い出しと次年度開催するプログラムの改善
を行いました。
これは、一般財団法人地域公共人材開発機構が2011年度から本格実行する「地域公共人材」を養成・
認証する制度の試行として、龍谷大学からプログラムの開発、実施を委託され、実施したものです。

＊日本の環境首都コンテスト地域交流会
2010年度は4ブロック（関東、近畿、中四国、九州）での開催
となりました。近畿地域交流会では、環境首都コンテストで上位
表彰自治体である兵庫県尼崎市長と、山口県宇部市長との対談が
実現しました。対談では、それまで具体的な交流のなかった尼崎
市と宇部市の間で具体的な協働プロジェクトの構築にまで議論は
及び、両市の間で具体的に話が進められています。
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経済をグリーンにする
企業のCSRを市民目線で評価する「日本版SHOPPING for a BETTER WORLD作成プロジェクト」をはじめとし
た企業の社会的責任（CSR）を応援する活動と、グリーン購入の推進に取り組みました。

☝セミナーを実施 ＊日本版SHOPPING for a BETTER WORLD作成プロジェクト
“SHOPPING for a Better World” は、1989 年に アメリカで発行され、企業の環境
問題への対応、寄付貢献、地域社会への貢献、女性の雇用、社会的少数者の雇用、従
業員の福利、情報公開、軍需産業への関与、動物実験といった項目で企業ごとに評価
し、買い物する品物を選ぶことの大切さを具体化した本です。
環境問題をはじめ CSR 活動に取り組む企業が評価される社会的な仕組みをつくる
ために、環境市民では、この本の趣旨を受け継いだ、日本のガイドを作成するプロジェ
クトを実施しています。このプロジェクトは、環境分野の他、人権や福祉、労働問題
などに取り組む七つの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」ですすめています。2010 年度は、2008 〜 2009 年度に実施した「市民目線の CSR 調査」の成
果を活かしたセミナーを大阪、東京、新潟で開催しました。
2011年度……正式な調査を実施し、来春～夏に向けて「日本版SHOPPING for a BETTER WORLD」の発行をめ
ざしています。

☝実施地域が拡大＊環境に配慮した買い物をすすめる販売員「環境マイスター」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。環境
マイスターのアドバイスにより、環境に配慮した製品を選ぶ消費者を増やし、グリーンな市場を拡大する
ことができます。
環境マイスターの研修認定制度は環境市民が考案し、2005年度から国
内数か所で、自動車販売、家電販売、サッシ・板ガラス施工販売の各事
業者との協働、地元自治体、NPOとの協力よりに継続的に実施してきま
した。2010年度はサッシ・板ガラス施工販売事業者対象に全国6ブロッ
クで実施しました。自動車販売員対象では山形県、神奈川県に次いで、
東京都及び長崎県で実施し広がりが生まれてきました。
【環境マイスター認定者実績（2011年3月末現在）】
合計：1661人（自動車販売 988人

家電販売

296人

硝子・サッシ 377人）

2011年度……自動車販売部門では、新たに熊本県、滋賀県（予定）で開催します。認定者への環境情報フォ
ローアップのシステムづくりもすすめます。ご関心をお持ちの方はお気軽にお問い合せください。自動車販
売、家電販売、ガラス・サッシ施工部門以外でもご相談に応じます。

☝ホテル旅館と協働で環境の取り組み推進キャンペーンを実施

＊京都グリーン購入ネットワークの運営
京都府内にグリーン市場を拡大するため、環境市民は京都グリーン購入ネットワーク（以下、京都
GPN）の事務局を担っています。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
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し、府内でのグリーン購入の普及事業を協働により進めています。
本年度は、府全域を対象に2007年から実施している「買い物でエコ！キャン
ペーン」を京都市ごみ減量推進会議と共催で実施し112団体が参加しました。ま
た、ホテル旅館の環境の取り組み調査や府内の旅館ホテルと協働で環境の取り組
み一斉行動を実施（20施設参加）。社員食堂での地産地消推進キャンペーンは夏
と冬の2回実施し、合計35（昨年は11）の食堂が参加しました。
2011年度……環境を大切に、京都に暮らすように旅する旅のスタイルを提案する
「じねんの旅」キャンペーンや、社員食堂での地産地消推進、グリーン購入交流
会を実施します。

＊積水ハウスプロジェクト
積水ハウス株式会社の50周年事業として実施された「5本の樹育成プロジェクト」のプログラム開発お
よび手順書の作成などの支援を行いました、このプロジェクトは同社の地域事業所が住宅オーナー（顧
客）や地域住民らと、地域の植生にあった樹種を種から採取し、育苗、植林するものです。

＊京都市内スーパーマーケット店頭調査
京都市北区を手始めに、主にごみ減量の取り組みについて地域住民らとともに調査を実施しました。ま
た、予備調査として、東京都日野市の「容器包装お返し大作戦」を視察しました。成果は、今後の、スー
パーへの環境の取り組み提案などに活用していきます。

豊かなライフスタイルを創造する
環境市民では、エコロジカルで豊かなライフスタイルを創造するため、グリーンコンシューマー活動をこの
ミッションの柱として行っています。この分野の大きな成果としては、地域のおまつりのエコ化をする「エコ
地蔵盆」が近畿ろうきんからの助成金や家電・住宅エコポイント寄付を得るなど、社会的な注目を得る事業と
して成長してきたことがあげられます。

☝冊子「やってみよう！エコ地蔵盆2」を作成 ＊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年から町内と実施しているプロジェクトです。2010年度は、「2009年度
近畿ろうきんNPOアワード」の助成金を受けて、冊子「やってみよう！エコ地蔵盆
2」（1000部）を作成し、無料で配布しました。エコ地蔵盆実施町内は、新規・継
続を含めて20町内。京都市から市内14区役所で同冊子を配布するという協力も得ま
した。冊子で紹介した町内に対して、他の町内から取り組み内容に問合せがあるな
ど、地域間での情報交換が生まれました。

＊東海事務所
生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）に合わせて、生き物調査を数回実施しました。また同会議
会期中には、ブースを出展し、毎日発行される会議NEWSの「ECO」を翻訳しました。これら、生き物関
係のNPOの頑張りが実り、政令指定都市として自然史博物館のなかった名古屋市が年末に生物多様性セン
ターをつくることになったことは大きな成果です。
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「水Do！キャンペーン」への参加・協働

＊急須で淹れて楽しむ2Rのお茶会

～おいしいお茶と未来の環境～

容器包装の3Rを進める全国ネットワーク、FoE Japan、京都市ごみ減
量推進会議と共催で「水Do！キャンペーン」イベントを2月6日（日）、
京町屋さいりん館（京都市中京区）にて開催し、28人が参加しました。
お茶の老舗、一保堂茶舗さんから、おいしいお茶の淹れ方を教えていた
だきつつ、ペットボトルや缶入りのお茶が増えてしまった世の中を見直
し、未来の環境について考える機会となりました。

エコロジーな次世代を育む
持続可能な社会づくりに、「人づくり」は欠かせません。なかでも次世代育成は重要です。環境市民では、
おもにエコロジーな次世代を育むリーダー層の育成に力を入れています。

＊環境活動ステップアップ講座
これまで京エコロジーセンターが主催した講座の受講生に対象を絞り、
地域や職場でのさらなる環境活動をステップアップさせることを目的に実
施しました。イベント企画や運営の方法等、環境活動を始めて多くの人が
直面する問題や配慮事項などに注力した内容の講座を開催しました。
日時：2011年3月20日～3月21日
ター 企画・運営：環境市民

参加者：19人

主催：京エコエロジーセン

＊環境教育リーダー養成講座
環境教育の担い手として、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講座を行いました。
日時：2010年5月16日から8月1日

全6回

参加者：18人

主催：京エコロジーセンター

企画・運営：環境市民

世界の人々や NGO と協力する
環境市民では、世界のNGOや人々との協同をすすめ、持続可能な社会づくりをすすめようとしています。
2010年度は、各国の学生やNGO団体の方と情報交換をしました。

＊ドイツの環境先進都市を視察
2010年9月に、環境市民が交流をつづけているドイツの自治体やNPO
などで行われている取り組みや政策についてヒアリングするため、ハ
ノーファー市、ハム市、ハイデルベルク市、グリースハイム市の視察・
訪問を行いました。生物多様性をまちづくりの戦略にとりいれているま
ち、環境の取り組みが「利益」につながることを理解しながら中小企業
に取り組んでもらう「エコプロフィット」プロジェクト、地域熱供給も
必要がなくなるほど高い省エネ基準をみたした家々が立ち並ぶ住宅地な
どを視察しました。
1月18日には「ドイツの環境先進都市からみえた 人もまちも元気になる 持続可能な地域づくり」と題
して視察の報告会を行いました。（ところ：ハートピア京都第5会議室（京都市中京区）/参加者：60人）
8
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＊ 中国の環境技術情報プラザ及びボランティア育成にかかる助言
中国の北京市にある日中友好環境保全センターで設置準備が進められている「環境技術情報プラザ」に
ついて、中国側の情報提供を踏まえて意見の交換及び助言を行いました。この施設は中国初のエコロジー
センターと言えるもので、京都市の環境教育施設、京エコロジーセンター創設時に大きな役割を果たした
経験を伝えるとともに、中国の環境NGOである「自然之友」「天下渓」と活動内容の交流も行いました。
この活動は、JICAからの専門家派遣依頼に基づくものです。

＊韓国、中国の学生/市民団体と情報交換（3回）

講演会・セミナー
＊野の塾
環境問題や持続可能なまちづくりなどの話題をわかりやすく紹介する、入門講座「野の塾」をスタート
させ、5回行いました。
• 持続可能な社会とは？国民総幸福をめざすブータンの国づくり・まちづくり調査報告会
（日時：10月19日

場所：ハートピア京都

参加者：63人）

• ちゃんと知りたい生物多様性条約COP10/MOP5 ―決まったこと 決ま
らなかったこと これから何をすべきか—（日時：12月23日
ハートピア京都
• 鴨川に暮らす鳥
（日時：2月27日

場所：

参加者：60人）
飛来する鳥の観察会
場所：出町柳、鴨川

参加者：28人）

• 使い捨てられるヒーローたち～小さな消費者にされる子どもたち～
（日時：3月12日

広

場所：京エコロジーセンター

参加者：18人） 他

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
から運営まで行っています。

＊福島原発事故情報を発信
3月11日に発生した福島原発事故に関する情報発信をラジオ、ウェブサイトを通して行いました。

・福島原発事故特番
3月14日から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曝の専門家を中心にインタビューを行い、京都三
条ラジオカフェとの協働により、ラジオ番組の放送を行いました。特に、
リアルタイムで動画配信（Ustreamを利用）できたため、情報発信の即時性
が高められ、視聴者も増えました。原発の状況や被曝による影響を軽視さ
れた情報が多い中で、少しでも被曝による影響を押さえ、事実を知るため
に役立つ情報が発信できました。
・放送回数：13回

パーソナリティー：本会理事 下村 委津子

参考：Ustreamの閲覧回数

約8万（3月末時点）
CEF Annual Report 2010
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＊ツイッターの開始
今年度は140文字のミニブログ、ツイッター（twitter）を開始しました。これにより、即時情報発信が
可能となり、環境市民の情報発信の即時性・双方向性を高められました。
●twitter：@kankyoshimin

フォロワー数：約1200

＊広報戦略ミーティングの開催
連携プロジェクト、広報戦略、誰もが参加できる機会（勉強会など）づくりの検討するため、年に2回、
ニュースレター、ラジオ、電子かわら版チームで合同ミーティングを開催しました。ミーティングを経
て、三つの環境市民の独自メディアを通してひとつのテーマ（グリーンウォッシュ）を発信する試みを実
施、環境市民からのメッセージの発信を強化することができました。
※ グリーンウォッシュ……環境効果の一面だけを強調したり、第三者認証もないままに「エコな製品・サービスである」とPR
するような不適切な環境表示（グリーンウォッシュ）の問題

＊意見発信
以下2件について、環境市民として意見発信を行いました。
・「持続可能性を高める戦略の中で、環境税の導入を」（2010年8月）
・CBD-COP10開催国日本の開発行為に対するNGO共同宣言に賛同（2010年10月）

＊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
対して発信しました。年12回発行。各号約1300部を発行。
2011年度……原発事故や再生可能エネルギー、持続可能な社会づくり提案に関する記
事を掲載します。

☝ブログのアクセス数も倍に ＊ラジオ番組「環境市民のエコまちライフ」の企画・作成
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、環境をテーマにしたラジオ番組の企画制作を行っています。2010年度は、27組35 人のゲストを迎
え、計52 回放送しました。2010年度は、番組に出演していただいたゲストの方々のお話を直に聞けるセ
ミナーを実施しました。
●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：約150人前後（昨年80～100）/1日
●twitter：@ecomachilife フォロワー数95

セミナーの内容
• 「伏見の蔵元に聞く！おいしいお酒づくりと環境のこと」
日時：4月22日

場所：多目的カフェ「かぜのね」

講師：木村 紫晃さん（招徳酒造 代表取締役）
• 「おいしいコーヒーの経済論「キリマンジャロ」の苦い現実」
日時：7月2日

場所：多目的カフェ「かぜのね」

講師：辻村 英之さん（京都大学大学院農学研究科准教授）

10
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• 「土のうで道普請」
日時：9月15日

場所：ひと・まち交流館 京都

講師：木村 亮さん（NPO法人 道普請人理事長、京都大学 産官学連携本部 教授）
2011年度……番組のゲストにお越しいただいた方をお招きして、セミナーを開催します。

☝ウェブサイトをリニューアル ＊ウェブサイト・メールニュースの企画
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
ました。今年度は、プロジェクトの進捗状況や環境市民からの情報発信の即時性を
高めるため、ブログを導入しました。ブログや、他団体の行事情報をメールマガジ
ンで紹介することによってメールマガジンの内容も充実させました。
【ページビュー】ウェブサイト閲覧回数の目安です。（Google Analyticsを活用）。
月平均ページビュー：23,459PV
【メールニュースの発行数】約130回（昨年約60回）
【メールニュースの購読者数】約1000人（昨年約900人）

2011年度……原発事故の状況や脱原発関連情報を効果的に伝えます。

メディア掲載実績
年々、各メディアから環境市民として、意見を問われることが増えています。社会のオピニオンリーダーと
して注目されるよう、発信力を高めていきます。
【新聞

27（30）件、情報誌

7（0）件、ラジオ

4（5）件、テレビ1（1）件※（ ）内は昨年の件数】

被災地支援活動
☝東北・被災地に物と心を送る

＊TASUKI PROJECT（タスキプロジェクト）
3月11日におきた東日本大震災の支援のため、環境市民は、NPO法人阪
神淡路大震災「1.17希望の灯り」が行う「TASUKI PROJECT」に協力し、
市民から広く洋服や日用雑貨などの支援物資を募集しました。約2000個
のタスキバッグ（支援物資）が集まり、東北の被災地へ届けました。

ネットワーク活動
環境市民では、他のNPOや自治体、企業とのネットワークを通して、全国各地で持続可能な社会づくりを展
開しています。以下は、本会が参加しているネットワークの一覧です。
生駒市環境基本計画推進組織 Eco-net いこま／環境首都コンテスト全国ネットワーク ／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／京都グリーン購入ネットワーク／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 / 認定 NPO 法人持続可能な開発
のための教育の 10 年（ESD-J）／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（東海事務所）あいち自然環境団体施設連絡協議会／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（50 音順）
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2010 年度事業報告 /2010 年度収支報告
会員数（2011 年 3 月 31 日現在）
個人

518 人（個人 373 人、
学生・シニア 77 人、
ファミリー 3 組 10 人、
ペア 14 組 28 人、
助成 16 人、 終身 14 人）

団体

団体 17（非営利団体 12、 営利団体 5）

新入会員

（個人）30 人
（団体）1 団体（非営利団体）

退会者数 （個人）33 人

寄付
寄付金は、会費と同じく、財政基盤を支える財源として重要です。2010年度は、951,016円ご寄付を
いただきました。

インターン生の受け入れ
2010年度は、損保ジャパン環境財団、立命館大学ボランティアコーディネーター養成講座、一般財団
法人地域公共人材開発機構から、そして環境市民の独自インターン生として5人を受け入れました。イン
ターン生には長期間、活動にかかわることで環境NGOの視点や活動スタイルを身につけるとともに、本
会にとっては活動をすすめていく上で重要なマンパワーになっています。

講師・コーディネーター等派遣
2010年度は、理事及び事務局員を、講演やセミナーの講師、コーディネーターとして50件（昨年60
件）、派遣しました。こうした派遣事業は、財政面にも大きく貢献しています。

収支報告
環境市民の主要な収入源の一つが自治体、事業者との協働事業です。もちろん協働事業もミッションと
の整合性や今後の発展可能性など考慮したうえで受託しています。ただリーマンショック以降、金額条
件的には厳しいものが多くなっています。さらに、社会状況の変化により当初予定していた協働事業の変
更、中止を余儀なくされたこともありました。また、残念ながら会員数が最大時と比べて半減していま
す。その結果、最終的に約60万円の赤字となりました。社会的な活動を自主的に推進する一方で、受託
事業に取り組み、収益も考慮しなければならず、日本の多くのNGOが直面している難しさを改めて感じ
た一年でした。

●収入の部
科目
会費収入
事業収入
受託事業収入

金額
2,158,000
1,975,949
24,405,661

科目
自主事業支出

12,873,332
17,178,961
38,723,698

当期支出合計（C)

寄付金収入

1,596,193

当期収支差額（A)-（C)

雑収入

1,666,587

次期繰越収支差額（B)-（C)

301,470
38,128,523

前期繰越収支差額

4,613,369

収入合計（B)

42,741,892
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講師派遣 1%
雑収入 4%
寄付金 4%

会費 6%

8,671,405

管理費

6,024,663

当期収入合計 (A)

金額

受託事業支出

助成金収入

講師派遣収入
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●支出の部

事業 5%
助成金
16%

収入
受託事業
64%

-595,175
4,018,194

※寄付金収入には、スタッフの講師謝金が
含まれます。

管理費
45%

支出

自主事業
22%

受託事業
33%

環境市民は、設立当初より「だれもが参加できるNGO」と
して活動してきました。同時に大切にしてきたのは、「今でき
ること」だけではなく、継続性と戦略性のある社会的影響力を
持った活動づくりです。ここでは、共感する皆さんと一緒に環
境市民としていつか実現したい活動、「環境市民の夢」を紹介
します。プロジェクトに参加してみたい、応援したい、という
方は環境市民までご連絡ください。

環境市民の夢
̶ ぜひ実現したい活動 ̶

した

2011年度に実施することになりま

脱グリーンウォッシュプロジェクト
環境への関心が高まるにつれ、企業のCMも自社の環境の取り組みに関する内容が増えてき
た。しかし、内容をみるとグリーンウォッシュ（欺瞞）的であったり、大量消費社会をリード
したりするものも多い。 そこで、消費者の環境情報を見る力を養い、企業も持続可能性を理解
した上で情報発信をするような社会的仕組みをつくる。

戦略 的パ ート ナー シッ プの
確立と日本社会への提言
環境首 都コン テスト に熱心 に取り 組まれ た
自治体と環境首都創造NGO全国ネットワーク
で立ち上げるNGO・自治体ネットワークで、
持続可 能な社 会に向 けての 戦略的 政策・ 活動
を立案 し、そ れを協 働で実 践に移 す。そ して
得られ た成果 をもと に、日 本社会 に対し て提
言を行う。 このような活動を継続的に発展さ
せ、持 続可能 な社会 の具体 像と可 能性を 日本
社会に示し、日本全体の変革を促す。

ドイツの環境首都 DVD の作成
ドイツで環境首都になった自治体の様々な取
り組み を映像 と解説 で紹介 するDV Dを作成 す
る。DVDは、環境首都コンテスト参加自治体、
大学等での 研修、講座、政策研究等に用いる
とともに、持続可能な地域社会づくりに関心が
ある自治体、NGO、事業者等に頒布する。

先端的企業と NGO の
戦略的パートナーシップ
環境やCSR活動に熱心に取り組む企業と
NGOが個別の活動における協働にとどまらな
い、戦略的なパートナーシップを構築する。
具体的な協働事業・活動に取り組むととも
に、日本社会に対する政策提案、社会的枠組
み提案を行う。またNGO・自治体ネットワー
クとも連携し、持続可能な社会の実現に向け
ての効果的、社会的影響力の大きな活動を生
み出していく。

環境番組・特集の協働企画の
実現（メディアのグリーン化）
マスメ ディア に対し て、内 容の濃 い、し
かもわ かりや すい環 境番組 （テレ ビ、ラ ジ
オ）、 環境特 集（新 聞、雑 誌）の 企画、 共同
制作を 提案し 、実現 する。 このこ とを通 じて
日本の 環境報 道の質 を高め 、マス メディ アと
NGOのパートナーシップを構築していく。

環境コミュニケーションアワード
NPO、 企業、 自治体 部門ご とに、 CSRレ
ポート やCM、 ウェブ サイト など、 「持続 可
能な社 会づく りにお いてす ぐれた 情報発 信を
している」と思われるものをNGOの視点で表
彰。持 続可能 な社会 づくり に役立 つ情報 発信

環境共生タウン（仮称）の実現
自治体・住民及び企業と協働で、持続可能
な地域社会のモデルとなる職住近接の地域づ
くり事業を実現する。

を応援する。
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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。または、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入会記念としてポストカー
ドをお届けします。※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。

入会 月刊会報誌「みどりのニュースレター」の無料
特典 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。

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

6,000 円

2,000 円

8,000 円

2,000 円

助成会員

10,000 円

なし

特別助成会員

50,000 円

なし

80,000 円

なし

ペア会員

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

同居何人でもどうぞ。
※一時別住まいを含む。

終身会員

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。

団体会員

年会費

入会金

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）

●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

【郵便振替】口座番号：01020-7-76578

加入者名：環境市民

●あなたのエコポイントで 地域のおまつりのエコ化を応援しよう ！
エコポイント対象家電を買ったり、住宅をエコリフォームするともらえる「エコポイント」制度。環
境市民も寄付対象団体になっています。 いただいたポイントは 1 ポイント =1 円で換算され、本会が行っ
ている「エコ地蔵盆」の活動資金となります。
環境市民へのエコポイント寄付申請時には、【事業者コード】K138 が必要です。
▼環境活動を行っている団体への寄付について http://eco-points.jp/EP/use/category06/index.html
▼環境市民へのエコポイント寄付方法 エコポイント交換申請方法は以下のページをご参照ください。
http://eco-points.jp/EP/use/howto.html（家電）http://jutaku.eco-points.jp/user/item/howto.html（住宅）

●物品購入
環境市民発行の書籍『ごみ減らし役立ちハンドブック』（税込500円）や温暖化
防止について解説したDVD「未来の選択」（日本語版 税込2,100円、日・英・中
3か国語版 税込3,150円）などの購入も支援の一つになります。ご希望の方はご案
内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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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 518 人 / 法人会員 17 団体（2010 年度実績）
…………………収入 3,812 万円、支出 3,872 万円（2010 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 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
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
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 教授
西村 仁志
環境共育事務所カラーズ 代表
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、岩崎 恵美子、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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★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。

環境市民のツイッターアカウント…… kankyoshimin
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。

