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環境市民	 中期計画（2013〜2017 年度）  

 
1 環境市民のビジョン	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
「持続可能で豊かな社会」 
「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。 
 
環境市民では、このビジョン実現のため、以下の理念を大切にし、5つのミッション（使命）
を掲げて活動しています。 
 
2 環境市民の大切にする理念	  
理念は活動を組み立てる、行動する上で基礎となる考え方です。環境市民では創設以来、

次の理念を大切に活動を実施してきましたが、この中期計画で明記することにしました。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
① 真の民主主義社会をめざし、その主人公としての市民であることを自覚する 
② 専門性豊かな活動と誰もが参加できる活動を結びつける 
③ 地域から日本を変えていく 
④ パートナーシップで相乗効果を発揮し、社会的な影響力を創出する 
⑤ 人、団体、社会、そして地球環境の多様性を大切にする 
 
3 環境市民のミッション	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
①  エコシティーを創る	 	  
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エコシティーとは、地球規模の及び地域の環境問題に対して先進的かつ効果的な取り組

みをすすめるまち、地域経済が健全に発展し地域で働き続けることができるまち、自然を

大切にし多様な生物が息づくまち、住民の主体的な社会参画が当たり前になっているまち、

多様なすべての人々が活き活きとエコロジカルに暮らし続けられるまち……。そんな持続

可能で豊かな地域社会をさしています。エコシティーづくりには、地域の人たちが主体的

に考え、行動する、本質的な市民参画と行政とのパートナーシップが必要です。 
環境市民は、このようなエコシティーづくりに、全国各地の先進的な自治体、志を共に

するＮＧＯ、そして学識者とともに、戦略的な協働ネットワークを構築し具体的な取り組

みをすすめていきます。そして地域から日本を持続可能で豊かな社会、人々が未来に希望

できる社会に変えていくことをめざしています。 
 
②  経済をグリーンにする	  
経済活動によって私たちは多くのモノを安く容易に得られるようになりましたが、その

半面、私たちは地球温暖化や資源涸渇など、深刻な環境問題と向き合わねばならなくなり

ました。環境は経済の制約条件ではなく、今や環境を大切にすることなしに経済の発展は

難しい時代になっています。しかし、一企業の努力だけでは限界があり、経済システムそ

のものを環境に配慮したものに変える必要があります。 
大量消費、大量廃棄型のモノやサービスの生産、製造、流通のあり方を、「経済のグリー

ン（環境に配慮し、持続可能なもの）にする」ため、生活者・消費者の視点からグリーン

コンシューマー活動の拡大とともに、商品選択を誤らせる「グリーンウォッシュ」をなく

していくための仕組みづくりに取り組みます。さらに経済に大きな影響力がある企業との

パートナーシップによるプロジェクトを呼びかけ、環境に配慮した経済システムへの転換

を促しています。 
 
③  豊かなライフスタイルを創造する	  
社会経済システムの転換と、私たちの価値観・社会のパラダイムを反映したライフスタ

イルの転換は、持続可能な社会をつくる両輪です。 
そのために、環境を大切にし、シンプルでほんとうの豊かさを得られる暮らし方を提案

します。具体的には、私たちが毎日のようにする買い物を、より環境性能が高いもの、環

境負荷の少ないものを積極的に選ぶグリーンコンシューマー活動をステップアップさせ、

全国的な広がりのある活動を展開していきます。リーンコンシューマー活動はライフスタ

イルを変えるだけでなく、企業や経済システムを変えていく力のある活動です。 
また、人間らしい暮らしに欠かすことのできない自然との共生を楽しむ機会の提供も重

要です。自分の暮らしをエコロジーで楽しくおくることができる人が増えることは、遠回

りのようでいて実は確実に経済社会を変革する力になります。こうしたエコロジカルで本

質的に豊かなライフスタイルを具体的に提案し、生活者の観点から社会に働きかけます。  
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④  エコロジーな次世代を育む    
持続可能で豊かな社会を築いていくためには、経済・社会システムを変えるとともに、

一人ひとりの意識・パラダイムを変革し、ライフスタイルや行動を変えていく必要があり

ます。そのためには、知識偏重型でなく、豊かな感性を育み地域や社会の課題を自らの行

動で解決していく能力を高める観点の環境教育の実践が重要かつ必須です*。 
特に、子どもは近未来の大人であり、子どもへの環境教育は未来への投資といえます。

ただ、環境教育の対象は子どもにとどまりません。子どもは周りの大人や、身をおく社会

のあり方から大きな影響を受けます。子どもがそのもてる可能性を開花できるように、ま

た大人自身が、自らの意識と行動を変えていけるように、環境教育の担い手づくり、プロ

グラムの開発普及に力を入れ、全国各地で環境教育にとりくむ NGO、自治体、学校等と連
携を強め、他の 4 つのミッションに基づく活動とも戦略的にリンクさせて環境教育を展開
します。 
* 環境市民では、環境教育を、持続可能な社会づくりと連動させる ESDの考え方を基礎におい
ています 

 
⑤  世界の人々や NGO と協働する	  
持続可能な社会を支える要素には、「環境」、「経済」、そして「社会*」があげられます。 

しかし、残念ながら、現在の私たち「先進国」の経済と暮らしは、「発展途上国」の人達に

多くの犠牲を強いることによって成り立っています。そして地球規模の環境問題を引き起

こしています。 
環境市民では、こうした問題を具体的に解決していき、持続可能な社会をつくるため、様々

な国のNGO、自治体などと、他の 4つのミッションを実現していく具体的な活動を通じて、
人と情報の交流を深め、連携した活動づくりをすすめていきます。また国内で海外のＮＧ

Ｏ等との交流・支援活動を行なっているＮＧＯとも交流を深め、相乗的な効果のある活動

を創り出していきます。 
*社会・・基本的人権、社会保障、公正、社会参加、地域特性、地域文化などを統合した概念 

 
 
4 	 ミッションを実現していくリーディング・プロジェクト	 	 	 	 	 	 	 	 	  
①  環境首都創造  
プロジェクト名	 パートナーシップで地域から日本を変えるプロジェクト 
持続可能で豊かな社会構築に向けて、これまでの日本社会の仕組みやまちづくりのあり

方を根源的に変革していくため、日本のトップランナーとして先進的な取り組みを行って

いる、また行おうとしている自治体、NPO、研究機関が戦略的ネットワークである「環境
首都創造ネットワーク」を 2012 年 11 月に構築した（16 自治体、12ＮＧＯ、4 学識者	 
2013.4.1現在）。環境市民は、本ネットワークのコーディネーター的役割を担っている。 
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本ネットワークは、地域から持続可能な社会を創るための政策・活動パッケージを考案、

検討し、ネットワークのサポートのもとモデル自治体で率先的に実施し、その成果を検証

する。また自治体が独自でもしくは共同で行う持続可能な社会を創るための政策・活動を

サポートし合う。このような活動を精力的に行う基盤として、情報と人の交流をすすめ、

共同の人材育成と人材の流動化の実施に取り組む。 
そして、これらの活動をもとに日本社会に対して持続可能な社会を築いていく希望を具

体的に見えるようにするとともに、日本社会として取り組むべき社会的課題を明確にし、

提言をし、実践を促す。 
■活動の資金	  

NGO の活動資金として、「地球環境基金」を獲得（2013 年度分内定）。また環境首都創
造ネットワーク全体の活動資金として、環境省事業等の獲得をめざす。 
■環境市民のファンドレイジングへの貢献 
「環境首都創造ネットワーク」の会員である NGO、自治体、研究機関はそれぞれ経験豊

かで専門性も高い。またお互いが深い信頼関係で結ばれており、政策・活動パッケージの

策定の次の段階として、あるいは同時進行で地域の課題を協働で解決する事業を提案する

ことができる。 
■目標 
・持続可能な地域社会づくりのための「政策・活動パッケージ」を複数作成し、環境首都創造ネット

ワーク参加自治体で実際に取り組まれている。またその成果を徐々に検証し、日本社会に広く発

信している 

・大きな地域ブロックごとに、意欲ある自治体が自主的に交流を深め、協働プロジェクトが始まって

いる。 

・地域から日本政府、また日本社会へ実効性のある提言を行うことができる影響力をつくる。 

・海外の先進的な地域社会と環境首都創造ネットワークの交流を深める、活動事例と人材交流 

・エコシティー研究会のメンバーが増え、ボランティアが自律的にプロジェクトを動かすことができ

る。 

 

②  グリーンコンシューマー  
プロジェクト 買い物で社会を変える グリーンコンシューマープロジェクト 

環境を大切にした買い物で暮らしの入り口から変えていく、グリーンコンシューマー活動を、環

境市民は日本でその先駆けとして様々な実践をしてきた。グリーンコンシューマー活動、グリーン

購入活動は、様々な主体で取り組まれ、一定の広がりをみせている。ただ、一人ひとりの生活者の

行動の変革や、企業の本質的な変革に結びつくような社会的な仕組みづくりは、あまりすすんでい

ない。グリーンコンシューマー活動のさらなるステップアップが必要となっている 

環境市民は、グリーンコンシューマー活動の原点に立ち返り、グリーンコンシューマー活動の担

い手の育成、地域や全国での定期的な店舗調査、メーカーを含んだ企業の環境活動の評価、こ
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れらの情報の普及を行い、全国的なグリーンコンシューマー活動のネットワークの再構築をめざ

す。 

グリーンコンシューマー活動は消費者活動だけでなく、それに対応して環境を大切にした販売

戦略をとる流通小売業を促進する必要がある。環境市民は、2005 年度から自動車・家電販売、住

宅施工、窓ガラス施工等の事業者を対象とした「環境マイスター認定研修事業」を各地で事業者

団体、自治体、ＮＰＯと協働で実施し、すでに全国で 3,000 人を認定している。この環境マイスター

の活動地域と事業種の拡大、マイスターへのフォローアップ活動を積極的に行い、消費者からの

グリーンコンシューマー活動との相乗効果を構築していく。 

グリーンコンシューマーを阻害する大きな要因とのひとつが、グリーンウォッシュ*。グリーンウォッ

シュは、消費者をミスリードするだけでなく、誠実な環境配慮型商品に対する信頼をも損ね、経済

のグリーン化を阻害する原因となる。 

環境市民は、企業の本質的な変革に結びつくような社会的な仕組みづくりの一環としてグリーン

ウォッシュ*を防ぐ行動を、多様な企業、広告業界、専門家、消費者団体、環境 NGO と協力し構築

していく。また、併せて消費者の環境メディアリテラシーを向上させる環境教育プログラムづくりに

取り組む。 

このような活動を通して、クリーンコンシューマー活動の更なる深化と「持続可能な消費」をめざ

していく。 

* グリーンウォッシュ あたかも環境に配慮している、もしくは過度に環境負荷の低減効果があるよ

うに見せかける商品・サービスの広告、表示等 

■活動の資金 

グリーンコンシューマー育成等は、京エコロジーセンター助成金（2013 年度分確定）等を獲得。

グリーンウォッシュ防止は地球環境基金（2013 年度分内定）等を獲得 

■環境市民のファンドレイジングへの貢献 

グリーンウォッシュ防止の仕組みづくりは次のような事業に結びつけることができる 

・	 企業等を対象としたグリーンウォッシュのセミナー 

・	 環境メディアリテラシー向上のための教育プログラム 

・	 企業の環境表示に関するコンサルティング業（広告、店頭表示） 

・	 環境適切表示企業行動指針の協定（KES 環境機構の仕組み等を参考に） 

環境マイスター研修認定事業は、各地の事業者団体や自治体の助成のもとに実施しており、

講師謝金等を通して、収入が見込める事業となっている 

■目標 
・グリーンウォッシュを防止するための社会的な仕組みを構築し、日本の多くの環境表示・広告が

基本的に国際基準（ISO 等）を満たしている 

・日本各地でグリーンコンシューマー活動が再活性化し、ネットワークが構築され、共同活動が実

施され、企業活動、商品づくりに大きな影響力を及ぼすようになる 

・環境マイスター制度がより広く普及し、また活動が進展し、事業者が取り組む環境活動のモデル

となっている 
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③  環境教育  
プロジェクト名	 エコロジカルな未来を創造する人を育むプロジェクト 
	 気候変動（地球温暖化）生物多様性の喪失危機の原因に代表される地球規模の環境問題、

エネルギー問題、南北問題、格差の拡大、紛争など私たち人類社会の大きな問題は、決し

て別々に起きているわけではなく、私たちのライフスタイルや経済社会のあり方とその根

底であるパラダイムに起因している。その根本的な問題を理解し、解決してゆくために、「何

をするべきか」を、主体的に考え創造力や可能性を高め、感性を磨き、地域から行動に移

せる人を育む。また、地球環境を大切にした暮らし方は「がまん」ではなく、一人ひとり

が活き活きと暮らせる創造性に溢れたほんものの豊かさであることを理解し実践する人を

増やす。 
さらに、子ども世代には次の社会を主体的に担う「環境市民」として、大人世代には今

の社会を変革し次のエコロジカルな世代を育てる「環境市民」として、「感じ、学び合い、

話し合い、合意をつくる」環境共育・持続可能な開発教育の手法を体得する機会を提供す

る。 
具体的には、環境教育に関心のある人をリーダーとして育成し、エコスクールプログラ

ムやエコ修学旅行などの環境教育プログラムを実践の場とし、大人と子どもが一緒に持続

可能な社会を築く主体者となるプログラムを創出する。 
■活動の資金	 

	 環境教育リーダースタートアップ講座は、京エコロジーセンター主催、環境市民企画運

営で（2013 年度は確定）。エコスクールプログラムは、ＦＥＥジャパンと連携し、自治体
に働きかけながら資金調達する 
■環境市民のファンドレイジングへの貢献 
気候変動と生物多様性を併せて、暮らしの視点から考え行動する環境教育プログラムは

未開発分野である。環境市民会員の環境教育活動者、環境市民と友好関係ある環境ＮＧＯ、

環境教育リーダーとなった人たちと、未開発分野の新たなプログラムを創出し、会員企業

をはじめ交流のある企業の従業員向け環境教育プログラムを提案する。 
	 また、環境首都創造ネットワークのメンバーである自治体へは、地域の課題に対する活

動を生み出すことを目的に、環境教育プログラム（エコスクールプログラム等）や環境教

育、環境活動のリーダー、コーディネーター養成講座を提案することができる。 
■目標 

・環境教育リーダースタートアップ講座の卒業生が、自ら「気づき」「考え」「行動する」人となり、日

本各地で学びの場を創出している 

・エコスクールプログラムを導入した学校の児童・生徒たちが、地域の人たちと一緒になって地域

の環境を良くしていく活動を始めている 

・学校の先生向けや企業の従業員のための環境教育のプログラムやツールを開発し、継続的に研
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修や講座を実施している 

・講座を受講した人たちが、自らリーダーとなって環境市民での新たな活動を生み出している 

 
④  市民メディア  
プロジェクト名	 市民の発信で社会をかえよう！ 
環境市民では、持続可能な社会づくりを加速させるため、市民の視点からさまざまな情

報や視点を伝えている。独自媒体としてはニュースレター、ラジオ、ウェブサイト、SNS
などのソーシャルメディアをはじめとするあらゆるメディアを活用していく。 
ニュースレターは 2013年 5月から、これまでの A4版 16ページから、A4版 4ページのス
タイルに変更し、広く情報発信する広報ツールとして活用する。それとともに、環境市民

ならではの情報や視点を盛り込んだ、従来のニュースレターよりも情報豊富で読みごたえ

のある季刊マガジン（A4版 36ページの予定）を 2013年夏から有料（会員は無料）で発行
する。これら、ニュースレターとマガジンにより、環境市民の情報をより分かりやすく提

供し、会員数と会員満足度を高めていく。 
	 ラジオでは、コミュニティ FM 京都三条ラジオカフェとの協同により、毎週月曜日に身

近な環境問題をわかりやすく伝える番組「環境市民のエコまちライフ」を企画・制作し放

送している。放送の機会をボランティアメンバーのエンパワーメントにつなげるとともに、

多様なゲストとの交流により環境市民の活動や情報をより広げていく。 
また、3.11 以降、独自に立ち上げたインターネット放送では、原発やエネルギーの問題

についてマスメディアでは伝えられない情報をより広くタイムリーに発信するため「環境

市民 Channnel」を企画・制作、配信している。これらのオルタナティブな放送・配信をよ
り豊かなものにし、市民メディアとして情報発信していく。 
ウェブサイトを 2013年度にリニューアルし、さらに市民のサイト利活用と市民に向けて

の発信力を高めていく。 
これらの活動は、ボランティアが参加して実施しており、今後もより多くのボランティ

アが参加できる方法を構築していく。また、マスメディアに、環境市民の活動や考え方を

適切に伝え、より多くの人々に共感を呼ぶようにしていく。 
さらに、これらのメディアを有機的につなぎ、より効果性の高いものにしていくために、

広報戦略を立案する。 
■活動の資金	 

環境市民の独自媒体は、環境市民会費及び寄付等により基本的に賄う。戦略立案等にか

んしては、民間財団等の助成金獲得をめざす。 
■環境市民のファンドレイジングへの貢献 
効果的な情報発信をすることにより、環境市民への共感者を増やし、事業活動への参加

をうながし、会員やボランティア寄付の拡大に寄与する。 
また、情報発信や広報に関するスキルを学んでもらう講座などを、地球環境基金、自治
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体等に提案し、実施する。 
■目標	 

・広報戦略を確立し、各メディアの特性を活かし、効果的に活用している。またスタッフ、ボランティ

ア、インターンが一緒に効果的な広報を行う体制が構築している 

・広報活動により、入会や寄付、参加者や共感者増につながっている 

・公式 Facebook の 1 日の記事シェア人数が、一日平均 100 人達成する 

・月平均１から２回、マスメディアに掲載されている 

・はじめて環境市民を知る方にむけたアプローチ手段を整える 

・日本の市民メディアの発信力、社会的影響力の向上に貢献している 

 
5 重点プロジェクトとミッションの関係  

  

リーディング・プロジェクト 

環境首都創造 

グリーン 

コンシューマ

ー 

環境教育 市民メディア 

吶
吚
后
吾
呉 

エコシティー 

を創る 
        

経済をグリー

ン 

にする 

        

豊かなライフ 

スタイルを提案

する 

        

エコロジーな 

次世代を育む 
        

世界の人々や 

団体と協働す

る 

        

 
6 大切にしたい活動（リーディング・プロジェクト以外の活動）  
①  環境活動の入門：野の塾の多角的展開  

「野の塾」は本会創設期から約 10 年間にわたり積極的に開催し、多くの参加者を得
た活動です。ボランティアが企画運営まで主体的に参画し、座学からワークショップ、

野外での観察・見学会など、多様なテーマで開催されました。この活動を機に本会でボ
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ランティアを始めた方も多くいました。ただ、様々な活動を深める中で、一時休止状態

になりました。 
しかし環境市民の理念として「誰もが参加できる」環境ＮＧＯを最も端的にあらわす

活動が野の塾です。2年前から年数回、やりたい人が手を上げて仲間を集めて企画する
という本来のスタイルで復活させました。今後 5年間でさらにボランティアを募り、多
様なテーマと手法で計画的に数多くの「野の塾」を開催します。そして環境市民の活動

力をより力強いものにしていきます。 
 

②  環境と他分野とのネットワークを広げる活動  
すべてのプロジェクト、すべての活動において、人・団体・情報に関するネットワー

クは非常に大切な財産です。環境市民が掲げるビジョンや理念のもと、持続可能な社会

を築いていくには、これらネットワークは必要欠くべからざるものです。環境市民は、

これまで環境分野のみならず、人権、子ども、国際交流、まちづくり、消費者等多分野

のＮＧＯ・ＮＰＯとのネットワークを培い、またこれらの活動を支援する財団、企業等

とも関係を広げてきました。その成果は多くのパートナーシップ事業やグリーンコンシ

ューマー活動等に活かされています。今後も多分野のＮＰＯ等や助成機関とのネットワ

ークを広げ深め、効果的でインパクトのある団体活動の実現を目指します。 
 

③  海外の NGO、人々と交流し、関係を深める活動  
持続可能な社会の構築は世界共通の喫緊の課題となっており、世界各地には、例え

様々な困難な状況にも拘わらず、行動する人々、NGO がいます。環境市民では、環境
首都創造、グリーンコンシューマー、環境教育、市民メディアのリーディング・プロジ

ェクトを通して、想いを同じくし、行動する世界各国の個人や NGO などと積極的に、
情報交換、人的交流を行います。また積極的に海外視察・交流ツアーを実施するととも

に世界各地から日本を訪問されるＮＧＯ、自治体、政府機関等の人々との交流を積極的

に行ないます。 
将来的には、想いを同じくする世界の NGOや個人と協力し、持続可能な社会づくり

の共同プロジェクトを行うことをめざします。 
 

④  脱原発	 低エネルギー社会実現をめざす事業  
福島原発の大事故のあと、脱原発やエネルギーへの関心は高まりました。環境市民で

は、事故発生からほどなく、氾濫する誤った情報や矛盾点を指摘しつつマスメディアで

はあまり報道されなかった情報を、コミュニティラジオ、ウェブサイト、SNS などの
ソーシャルメディアをつかって独自に発信してきました。そして、脱原発の先にめざす

べき低エネルギー社会を実現するために何をしてゆくべきなのか、ドイツ在住の環境ジ

ャーナリストらを招いてセミナー開催等も行いました。今後も、福島原発に関連する情
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報はもちろんのこと、再生可能エネルギーにシフトし、私たちのライフスタイル、まち

づくり、産業などを低エネルギーで営む社会に変革していくための活動をリーディン

グ・プロジェクトと併せて実施し、情報発信にも取り組んでいきます。 
 
7 会員、ボランティアの拡大  
環境市民の活動基盤は会員・ボランティアです。例えば環境市民の代表的な活動である、

グリーンコンシューマー活動や、環境首都コンテストなどのエコシティー活動なども多く

のボランティアの力によって形作られてきました。ただ残念なことにこの５年ほどの間、

ボランティアが主体的にかかわる活動が少なくなり、また会員も減少（この 2 年ほどはほ
ぼ現状維持）してしまいました。 
このような状況を打開し、より多くの会員に支えられた社会的な影響力のある活動を展

開していくために、野の塾、エコツアーのような参加型活動と、リーディング・プロジェ

クトへのボランティアの参画を有機的に組みあわて着実に実施していきます。また、SNS
を活用し会員交流やボランティアとのコミュニケーションをさらに深め、充実させます。 
 
8 財政基盤の確立に向けて  
	 環境市民は、社会的な目的を達成していく、営利を目的としていないＮＧＯです。しか

し、社会的な影響力がある活動を展開していくには、安定した資金が必要であり、財政基

盤を確立していく必要があります。ただこの数年は、年度ごとの収支が赤字となっており、

環境市民の活動を発展させるには、財政基盤の確立に向けた行動が非常に重要となってい

ます。 
環境市民の活動資金として、会費、寄付、自治体、国、企業等との協働活動、活動助成

金が主なものになっています。この中で会費、寄付の割合が少ないのが、日本のＮＧＯの

弱点であり、環境市民もその例に漏れません。さらに、単年度の協働活動や助成金は、不

安定な要素になっています。また、環境市民はＮＧＯとしての矜持があり、ミッションや

理念にそぐわない事業は、いくら活動資金が得られようとも、実施するべきではありませ

ん。 
このような状況や立場を踏まえ、財政基盤の確立に向けたプロジェクトを 2013年から開

始し、環境市民内外の有為な人材を集めてファンドレイジング戦略を練り、その戦略に基

づく活動を速やかに実施していきます。 
 
9	 計画推進のための評価と見直し  
本計画を着実に実行するためには、定期的な進捗状況の把握と、明確な指標に基づく評

価、評価結果を受けた臨機応変な見直しを行う仕組みが不可欠です。2013年度中に下記の
仕組みを構築し、実行に移します。 

① 活動の達成度を測る指標を構築します。指標として例えば、各プロジェクトのアウ
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トプット、社会への影響度、会員拡大、財政基盤確立への寄与、ネットワークの拡

大強化、信頼関係の構築、持続可能性とミッションの実現などが考えられます 
② 理事及び事業の担当者は、事業のプロセスを通じて状況把握に努めます 
③ 毎年 10 月と 3 月に進捗状況を確認し、理事会が自己評価を行います。また監事の

意見を求めます。10月は主にプロセスの評価を行い、3月はプロジェクトの成果に
ついて評価します 

④ 上記③の評価結果を受け、外部の有識者で構成する外部評価委員会（仮称）が客観

的な視点で評価行います 
⑤ これらの結果を毎年度、総会にかけて会員全員のものとします 
⑥ 本計画の中間年（2016 年度初め頃）に経年的な活動成果について、理事会が自己

評価を行い、後半 2年間の活動展開の軌道修正を提案し、総会に諮ります 
 
 


