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2011 年度全体概要 ～2011 年度のふりかえり～ 
 
 
	 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、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。さらにこの

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 2 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。 

 

NPO法人環境市民	 代表理事	 杦本 育生 
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環境市民のビジョン 
 
 
 

 
環境市民のミッション 

 
 
 
 
 

 
＜事業報告の見方＞
（受）＝受託事業 （助）＝助成金による事業 
（協）＝多セクターとの協働 
 

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創り活動の基本です。そ
のための戦略として、全国の市区町村とともに人
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。 
 2010 年度、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受託、実施しました。 
 
【環境基本計画、ローカルアジェンダ
21 策定・改訂支援事業】 
 環境基本計画やローカルアジェンダ 21 の策定
および改訂にあたり、市民参画による原案作成の
コーディネートを行う事業。 

 
★交野市環境基本計画策定支援事業（受） 
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 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。昨年は、
同市が主催する「かたの環境を考える委員会」で
学習会を行ってき
ました。今年は、
「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。 

 
★生駒市環境基本計画推進支援事業（受） 
 2008年3月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、毎月第一水曜日の夜開催
されている 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、助言等をしまし
た。同計画は ECO-net 生駒メンバーらの奮闘に
より、ほぼ全てのプロジェクトが動き出していま
す。環境市民は、運営委員会への出席の他、生駒

市環境基本計画のプロジェクトの一つ、ECO-net
講座の講師を務めました。 
12 月 18日に開催された ECO-net 講座修了式 

 

★島本町の植生調査（受） 
 大阪府島本町は大阪府の面積の訳 1%ほどです
が、府内でみられる植物の 60％が生息するとい
われています。昨年から、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、7
月に報告書をまとめ島本町に提出しました。 

 
★深浦町環境のまちづくり提案・環境学
習プログラム事業（受） 
 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。地元の農業関係者、まち
づくりに携わっている方へのヒアリングや視察
を行うと同時に、日本の環境首都コンテストの事
例を活用し、人づくり、環境と経済の両立、戦略
的な取り組みの３つの視点から提案しました。 

 
 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ないました（写真上）。最後
に、グループで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。 
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環境首都創造 NGO 全国ネットワ
ークによる活動 
 環境首都創造NGO全国ネットワーク（以下「創
造ネット」と略す）は、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」と略す）が'10 年度で終了し、
その成果を受け継ぎ、発展させるために'10 年 1
月に発足しました。'11 年度は主に、①環境自治
体ベストプラクティス集作成、②環境首都創造自
治体全国フォーラム 2011in 新城の開催、③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。 

 
① 環境自治体ベストプラクティス集作成（ネ
ットワークによる事業+受託事業） 

 首都コンで選出された「先進事例」は 668 事
例に上ります。'11 年度は、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。 

②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+受託事業） 
 '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」と略す）を名称変更し、
'11 年度は愛知県新城市と共催で、当地で 10 月
19 日、20 日に、新城文化会館で開催し、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）本フォーラムの目的
は主に次の 3点です。 
 
（1）NGOと市区町村長が膝をつき合わせて、本
音で持続可能な地域社会を創る政策について
討議、解決への道筋を探る。 

（2）環境 NGO と自治体が持続可能な地域社会
に向けてともに取り組む活動を提言する。 

（3）年間を通じて取り組まれている NGO と自
治体の協働プロジェクトの進捗、成果を発表、
共有し、今後の展開を確認する。 

 

 
 新城市長による挨拶（フォーラムの開始時） 

 
「NGO・自治体・専門家の戦略的協働ネットワー
クですすめる環境首都・持続可能で豊かな社会づ
くり」をメインテーマに、「再生可能エネルギー
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の飛躍的拡大と省エネルギー社会の構築、地域の
エネルギー戦略政策」、「賑わいのあるエコロジカ
ルなまちづくり」に2分野について討議しました。
また、「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。 
 フォーラムを通して、思いを同じくする市長と
NGO メンバーの交流を深めることができました。
2つの共同提言への自治体の同意を受け、実行に
移していくための基礎をつくることができまし
た。再生可能エネルギーに関する提案には 20 自
治体から呼びかけ元なることを賛同いただきま
した。戦略的協働ネットワークの立ち上げについ
ては、2 月 27 日に京都で準備会議を開催し、ネ
ットワークの意義の確認、具体的な活動案などに
ついて討議が行われました。 
 
 2012年11月19日から20日 環境首都創造
自治体全国フォーラム2012in 生駒の開催が決定
しています。現在準備段階の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いたいと考
えています。 

 
③地域公共人材育成・流動化の仕組みづ
くり（ネットワークによる事業+受託事
業） 
 '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」に基づき、'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、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）とともに開催し
てきました。'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。また、人材育成
の機会として「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
（金）、コープ.イン.京都（京都市中京区）にて開
催し、自治体環境政策担当者、NGO 関係者など
27人が参加ました。 
 検討会を 3回（6月 27日、12月 27日、3月
28 日）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。また、5市の環境部署同士で人材の相
互派遣がはじまりました。 
 仕組みの検討過程で、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、持続可能性を高めるための知識
にとどまらず、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
数か所で開催したいと考えています。 
 

④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） 
 '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中部地域の5市では
じめた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。そのコーディネート
を創造ネットのメンバーである本会の杦本代表
が務めました。このサミットでは、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決まりました。 
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掛川市でのサミット（大日本報徳社にて） 

 

 先行する中部の取り組みが中国・九州ブロック
にも波及します。地域ブロックごとの首長サミッ
トを2012年7月に山口県宇部市で開催予定です。 

  

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２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、京都 GPN の事務局を引き受けるな
どグリーン購入の推進普及に努めています。 
 
★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ように、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 年から発行された、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、CSR（企業の
社会的責任）活動を、市民の目線で評価したガイ
ドブックを作成するプロジェクトを、他分野の
NPO とともに「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、製菓の主だったメーカーを対象
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。 

 
★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！（助） 
（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。このような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
手する予定です。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ないます。 
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米国にある世界最大の消費者団体Consumer Reports にて 

 
★エコオフィスプロジェクト 

（受＋自主事業） 
 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」。 
その上で、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企画提案しました。
京エコロジーセンターは 1993 年、気候変動枠組
み条約第３回締約国会議（COP３）の開催を記念
し、さまざまな環境配慮をして建てられました。
また、環境活動の拠点となるべく多くの人が参加
し、学べる場となるような工夫がされています。
本事業では、設立に関わった環境市民から、京エ
コロジーセンターのコンセプトを伝えた上で、現
在のオフィスの課題を洗い出しました。2011 年
度は、「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
イアウト変更とフリーアドレスの導入を提案し
ました。2012 年度は、あらたに KES環境機構で
もエコオフィスに取り組みます。 
 

 

 

 

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いました。 
 
★京都グリーン購入ネットワークの運営（受） 
 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。 
 本年度は、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。また、旅館ホテルと協働
で環境の取り組み一斉行動を実施し 30施設が参
加しました。特に京都に再生可能エネルギーの普
及をすすめる京グリーン電力証書の利用をよび
かけたところ５施設が利用しました。 

 
★環境マイスター研修認定制度推進事
業（協） 
 「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・
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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、（住）で、全国で初めて長崎県での開催が
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。 
 '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に取り組みます。 
*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）。 

認定された新マイスターの方々（東京・自動車販売） 
 

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

★スーパーマーケットにおける容器包
装等の削減実験（受） 
 2011年5月から6月にかけて、京都市北区で実
施したスーパーマーケット店頭環境対策調査の
結果を受け、さらなる容器包装削減のための店頭
販売実験を行ないました。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」の店頭
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理解的で、
今後、他のスーパーへの普及が期待できそうです。 

 
 
★京都市内スーパーマーケット等、店頭
環境対策調査（受） 
 京都市北区のスーパーマーケット 22 店の環境
対策調査を実施しました。期間は 2011 年 5 月
24 日から 6月 9 日。同区はレジ袋の無料配布停
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止に取り組むスーパーの割合が京都市内で最も
高く、他の容器包装削減に取り組みを発展させる
糸口を得ることなどを目的に、容器包装の使用状
況などを調査し、その報告を作成しました。 
 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。 
 

＜対象店舗＞ 
イズミヤ白梅町店／イオン北大路ビブレ／エムジー金閣
寺店／エムジー上賀茂店／エムジー上堀川店 
エムジー西賀茂店／エムジー大徳寺店／グルメシティ北
山店／コープきぬがさ／コープにしがも／食品スーパー
鞍楽ハウディ／スーパーかみとも／スーパー大国屋今宮
店／生鮮館なかむら 紫明店／生鮮館なかむら衣笠店／生
鮮館なかむら上賀茂店／生鮮館なかむら西賀茂店／フレ
スコ紫竹店／フレスコ御薗橋店／フレスコ千本鞍馬口店
／フレスコ北野白梅町店／メルカードふなおか 
 

★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。 
 4月17日に京
都教育文化セン
ターで、エコ地蔵盆の説明会を実施し21人が参加
しました。他2学区でも説明会を行いました。 
また大阪コミュニティ財団の助成金をうけ、これ
までの取り組みと地蔵盆以外への展開のヒント
となる小冊子を発行しました（1500部）。 
 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「やってみよう！エコ地蔵盆 3」
の配布により、考え方の普及をすすめます。 

 
★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、6 月～10 月に自
転車入門連続講座を開催します。 
 
◎参加したイベント 
・自転車まちづくり団体交流フォーラム（1/21） 
・抱きしめてＢＩＷＡＫＯ自転車ツアー（11/６） 
 
◎書籍作成協力 
・「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」 
琵琶湖周辺のお
すすめサイクリ
ングコースと、見
所を解説した本。
紀伊国屋書店大
津店で6月第1週週間ベストセラー１位、アマゾン
ガイドブック京阪神部門で１位になりました。 
（発行：京都新聞出版センター／輪の国びわ湖推進協議会 編） 
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★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 年度は特にテキストを定めず、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。単に英語が話せるようになることが本事
業の目的ではありません。英語をツールにしてよ
り広い視野や活動の場を得られるようになるこ
とをめざしています。 
 普段から英語で書かれた書籍・ウェブサイトな
どの世界の様々な環境情報にアクセスし、視野を
広げることができるようになりました。またその
中で見つけたトピックスを生徒各自が授業に持
ち寄り、教材として活用しました。 
 

 
現在は生徒 3名。受講者募集中です。 

 
 2012 年度は、『Environmental Science』 と
いう英文の書籍をテキストにしてレッスンを進
めていく予定です。この本は、英語圏の大学１年
生が環境について学ぶ際のテキストとしても使
われていて、環境に関する基礎的な知識が大変解
りやすく書かれています。レッスンでは、ただ単
にテキストの英文や単語を理解するということ

だけではなく、テキストに書かれている内容に対
する意見を皆で話し合うことにも力を入れてい
きます。 

 
★滋賀事務所  

 多くの人に環境問題に関心を持ってもらい、滋
賀の自然のすばらしさに気づいてもらうため、イ
ベントを行いました。 

◎三田川の川づくり 
6 月 12 日（日）、大津市石山三田川周辺にて住民
とともにビオトープづくりをやってきた三田川
にて水生生物観察会や植物の植栽を行ないまし
た。（共催：おおつ環境フォーラムいきいき河川グループ） 
 
◎秋の木の実の観察会 
11 月 12 日（土）に皇子山公園から山沿いの道を
長等公園まで歩き、紅葉している木や草花を観察
し、木になっている実や落ちている木の実を拾っ
て観察しました。 

◎マキノ（海津）の街歩き 
11月20日（日）に全国5番目の重要文化財の街並
みを散策しました。 
 
◎エネルギー問題学習会 
3月31日（土）、明日都浜大津ふれあいプラザに
て、ドイツのエネルギー政策について、木戸衛一
先生から、再生可能エネルギーについて、杦本育
生から、ごみ発電について井狩専次郎先生からお
話をいただき、25人が参加しました。（共催：お
おつ環境フォーラム）今後も、脱原発に関する勉
強会を続けていきます。 
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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、昨年の
生き物調査に続き、
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23日、24日、8
月7日の３回講座を
行い、合計22人が参加しました。（なごや環境大
学実行委員会との共催）アブラゼミの抜け殻が最
も多く、クマゼミはあまりみつかりませんでした。
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。  
 
◎当知中学校総合学習受け入れ講座（主催）  
 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、おもに、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。京エコロジーセンターと協働
で実施している環境教育リーダー養成講座は、震
災後のボランティアへの関心の高まりもあり、
2011 年度は定員を超える応募を得ることができ
ました。 

 
人材育成系講座の開催                     
★環境教育リーダー養成講座（受） 
 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
て活動を展開したりしていくために必要な考え
方と技術を身につけることを目的とする講座を
開催しました。本事業は 2004 年から（財）京エ
コロジーセンターとの協働で実施しています。 

	 5 月 8日（日）に開講し、7月 17日（日）ま
で計 6回の講座を開催しました（最終回は京都市
右京区宇多野ユースホステルでの宿泊研修。他は
おもに京エコロジーセンターで実施）。今年度で
8年目になり、これまでに多くのリーダーを創出
している。 

 今年度は、3月に発生した東日本大震災が市民
による自主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（受） 
 3 月 17 日、18日、京エコロジーセンター（京
都市内）にて、これまで京エコロジーセンターが
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主催した環境教育リーダー養成講座や自然エネ
ルギー学校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、広報のコツなどに注力
し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！）（受） 
 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
の基盤を身につけることを目的として、環境
NGO・NPO のリーダーに必要とされる考え方の
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：独立
行政法人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））。 
 団体運営のノウハウなどの講座は多く開かれ
ていますが、リーダー養成を名実ともに正面から
掲げたプログラムはあまり開かれていません。そ
のような状況で、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

や考えや活動のコツ、判断の機微など貴重なお話
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。 
  
講師： 
・NPO法人環境エネルギー政策研究所  
 所長 飯田 哲也 氏 
・社会福祉法人大阪ボランティア協会  
 常務理事 早瀬 昇 氏 
・一般財団法人ダイバーシティ研究所  
 代表理事 田村 太郎 氏 
・くらしを見つめる会 代表 内田 洋子 氏 
・NPO法人環境市民代表理事 杦本 育生 

 
★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」（受） 
「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」を身につけることを目的として、環境市民な
ど NGO の活動に精通した講師陣の経験を学び
ながら、広報の問題をみつけ、戦略的な広報を考
える講座を行いました。（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：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、約 11人が参加し
ました。 
 
◆講師・ファシリテーター一覧 
伊藤 美佳(有)ミューズプランニング取締役) 
澤 克彦(NPO 法人環境ネットワークくまもと 
EPO 九州担当) 
立藤 慶子(フリーライター) 
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久間 孝志(熊本日日新聞 記者) 
杦本 育生(NPO 法人環境市民 代表理事) 
堀 孝弘(NPO 法人環境市民 事務局長) 
下村 委津子(NPO 法人環境市民 理事) 
有川 真理子(NPO 法人環境市民 広報担当) 
 

環境教育プログラムの実施         
★エコスクール事業（受） 
 エコスクールは、児童・生徒自身が決めた目標
に向かって主体的に取り組むことで、考える力や
行動力をのばすことを目的としています。また、
学年を超えて全校生徒で取り組むプログラムに
よって学校全体がまとまってくることも期待で
きます。そして、地域との交流を深めることで子
どもたちと住民とによる持続可能な地域づくり
につながります。 
 エコスクール活動に取り組んでいた加西市立
西在田小学校で、国際的な環境教育プログラムの
認証「グリーンフラッグ」を取得しました。学校
内だけでなく地域住民を巻き込みながら地域の
環境課題に全校で取り組みました。 

 
 2012 年度は、他の小学校でもエコスクール事
業への取り組みがスタートするよう働きかけて
ゆきます。 

 

 
 

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（協） 
 年々その深刻さの度合いを増していると思わ
れる地球温暖化問題に加え、今年度は３月 11 日
の東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電
所の事故により、自然エネルギーへの期待が大き
く高まりました。そこで、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。 
 これまでのように地球温暖化防止等の関心から
受講した参加者だけでなく、「脱原発に関心をも
っているがあまり自然エネルギーについては知
らない、どうすればいいのか知りたい」という新
しい層の参加がありました。自然エネルギーの普
及を求める声は原発事故後、爆発的に増えました
が、実際に市民が地域で何ができるのかを学べる
機会はごく限られています。自然エネルギーに対
する社会的な関心の高まりと「自分にできること
をしたい」という意識を持つ市民の関心に応えた
講座により、受講を機に活動につなげている修了
生がいます。自然エネルギー学校は地域での自然
エネルギーの担い手を育成する場となりました。 
 2012 年度も自然エネルギー学校京都・2012 の
開講の他に、気軽に参加できる「自然エネルギー
カフェ」も開催します。 
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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。 

 
★協力：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」 
 5月17日（火）、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、
東日本大震災 被災地支援チャリティーコンサー
トが行われ、環境市民は広報や開催協力を行いま
した。ドイツからソプラノ声楽家のアイリカ・ク
リシャール、ピアニストの小林春仁さんが来日し、
美しい音楽を披露しました。 
 

★書籍作成協力 
「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」 

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・ボースさんの取材協
力を行いました。また、環
境市民のインターネット
ラジオにもご出演いただ
き、福島を取材した感想を
うかがいました。 

★グリーンウォッシュプロジェクトを
通した海外との交流 

 「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！」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、お互いに情報交換をしながら、
日本での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。 
 

★韓国の方との交流 
 7 月 27 日（水）、立命館大学（京都市北区）に
て、韓国の水原（スウォン）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。水原市
は韓国で「環境首都」をめざす先進自治体。お互
いの活動紹介のあと、日本の環境首都コンテスト
などについての質疑応答をしました。「持続可能
な開発」という点では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。現在の水原市市長は元ローカ
ルアジェンダ組織の代表だったこともある方で、
今後の協働プロジェクトの展開可能性も見えて
くるよい機会となりました。 

 
★モルディブプロジェクト 
 2011 年度、具体的な進展はありませんでした。 



2012/6/17	 NPO法人環境市民	 第 11回通常社員総会	 資料 1 
 

 16 

講演会、セミナーの開催                       

201１年度は、様々なセミナーや講演会を環境市
民主催、他団体との共催で開催しました。 

★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し、誰もが参加しやすい入門
講座を行なっています。 

 
◎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 

 
地域への思いを込めて語る長谷川さん 

 
 3・11 大震災と福島第一原発事故は、私たちが
当たり前のように享受してきた「豊かさ」という
価値観を根底から揺さぶっています。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、講演会を開催し、震災前後の出来事
や思いを率直に語っていただきました。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
の声を直接お聞きすることができた。長谷川さん
に対して、ご自分の思いを伝える機会を提供する
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） 
 

原発のない社会をつくる                        
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。 
 

★緊急セミナー：地球に原発はいらない 
脱温暖化＋脱原発は可能だ！～ドイツ
と日本の先進的な事例から～ 
 
 ４月１６日（土）、ひとまち交流館（京都市下
京区））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
の後、会場との情報交換を行いました。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。当日は約 200 人が参加しました。 

 
★脱原発・エネルギーシフトをめざして
～LIFE FOR L OVE 京都ピースウォーク～ 
 東日本大震災、福島原発事故から３か月たった
6月 11日。全国、全世界、約 150 か所で脱原発
をテーマに、パレードや講演会などが開かれまし
た。 
 環境市民でも、賛同する団体、個人と協力し、
脱原発・エネルギーシフトをめざして～LIFE 
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FOR L OVE 京都ピースウォーク～を開催しまし
た。（共同よびかけ団体：LIFE FOR L OVE、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） 

 
 天気予報は「雨」でしたが、曇から最後は見事
に晴れのお天気に！参加者は約 640 人。脱原発
メッセージを書いたプラカードや打楽器などで
沿道にいく人に PRをしました。 
 

★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（水）、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
部科学省内にて下記部署と会合を持ち、4 月～5
月末にかけて集まったオンライン等の署名
12,671 筆を提出しました。 
 すでに、 2011 年度は、今回の福島第一原子力
発電所の事故をふまえ中止することが決まって

いましたが、来年度以降の動向が注目されていま
したが、文部科学賞、資源エネルギー庁に確認し
たところ、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（参考：2010 年度ベースで 4600 万円の予算
が組まれていました）。 

 
文部科学省に署名を提出する呼びかけ人・団体 

◆署名サイト http://i-wind.jp/stop_nuke/ 
◆呼びかけ団体・個人（順不同） 
【団体】NPO 法人環境市民、国際環境 NGO 
FoEJapan 
【個人】 杦本育生（NPO 法人環境市民理事）、羽田野晃弘
（xChange 理事・事務局長）、丹羽順子（環境ジャーナリスト）、
星川淳（作家・翻訳家）、四宮成晴（NPO法人土佐の森・救援隊
理事）、藤野完二（環境カウンセラー）、内田洋子（くらしを見つ
める会）、宮北隆志（NPO環境ネットワークくまもと代表理事）、
岡本佳美（株式会社アム代表取締役）、野田治美（NPO 法人
BeGoodCafe 理事）、木村輝一郎（映像ディレクター/abovo）、
飯田哲也（NPO 法人環境エネルギー政策研究所所長）、槌田劭
（NPO法人使い捨て時代を考える会相談役）、山田岳（ただすの
もり環境学習研究所） 
 
★「バイバイ原発 9.11」ウォーク 
 9 月 11 日（日）、東日本大震災と福島原発事
故から半年にあたるこの日、危険な原発を捨て、
再生可能エネルギーへの転換を求める統一パ
レードが京都で行われました。円山公園（京都



2012/6/17	 NPO法人環境市民	 第 11回通常社員総会	 資料 1 
 

 18 

広報 
 

市内）に集まった 1200 人は、四条河原町を通
り京都市役所前まで歩く間に1800人に膨れ上
がり、「バイバイ原発」の声が京都のまちに響
きました。 

（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、賛同団体は 51 団体・賛同個人
は 22人※環境市民も賛同団体の一つ） 
 
★バイバイ原発 3.10 京都 
 福島第一原発の事故から一年たった、3月10
日（土）、円山公園（京都市東山）で、300 以
上の団体・個人が賛同したイベント「バイバイ
原発３・10 京都」が行なわれた。イベント会
場となった音楽堂は入りきれないほどの人が
集い、最終的にはデモに約 6000 人が参加しま
した。環境市民もよびかけ団体の一つとして参
加しました。 

（バイバイ原発・京都のウェブサイトより） 

 

団体運営                   
        
 
 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、企画から運営まで行
っています。 
 

＜中期目標＞ 
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。 
社会を変えるNGOの広報のモデルをつくる 
 
１）独自媒体を工夫し（質、量、タイミングな
ど）、広報力を高める 

２）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 
 
★環境市民 Channel 
 昨年の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
いて原発や被ばくの専門家を中心にインタビュ
ーを行い、7月まで、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。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ラジオを通して放送して
いますが、なかなか技術的に難しく、今後はスム
ーズに放送ができるよう、技術的な問題を解決す
ることが課題です。 

 
◎放送回数：38回（昨年 13回） 
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◎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 他 
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 下村 委津子 
 
★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（=東北地方太平洋沖地震）、福島第
一原子力発電所の事故を受け、昨年の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。 

 
（例） 
・子どもに２０ミリシーベルト！？緊急に、文科省

に抗議の声を！（4月 20日） 

・大緊急！抗議を 玄海原発の再稼動を許さない（6

月 29日） 

・北海道・泊原発を止めよう！高橋知事、菅さんに

呼びかけよう！（8月 12日） 

 
★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。 
 
（ニュースレター特集一覧） 
４月：環境NGOとしての被災地支援、 

福島原発の大事故について 

5 月：地球に原発はいらない脱原発＋ 

           脱温暖化は可能だ！ 

6 月：～押さえておきたい内部被爆と 

          メディアリテラシー～ 

7 月：誕生！「日本の環境首都－水俣」持続可能な

地域社会づくり これからが本当のスタートだ！ 

8 月：原発に未来はない 

   ～オール電化が「エコ」ってホント？～ 

9 月：原発はなくても大丈夫(前編)  

  ～十分な電力供給とまだできる省エネ～ 

10 月：原発はなくても大丈夫（後編） 

   ～再生可能エネルギーは不安定？～ 

11 月：日本でも再生可能エネルギー100%は可能だ！ 

12 月：文明の転換～交通・教育の観点から～ 

１月：文明の転換 ～住宅・経済の観点から～ 

2 月：文明の転換（最終回）～民主主義の視点から～ 

3 月：3.11 から 1年 これからを考える 

 
●PDF 配信の強化 
 ニュースレターは経費削減、紙の使用量削減の
ため、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）。年間 119,520
円の送料削減となった（120 円（１通 70円＋封
筒代 50円）×12 か月×78 人）。 

 
●メールマガジン、ウェブサイトにてニュ
ースレターの発行をお知らせ(2006 年から) 
 毎月ニュースレターの内容をメールマガジン
やウェブサイトにてお知らせしました。 

 
★ラジオ番組「環境市民のエコまちライ
フ」の企画・作成 

 
 環境をテーマにした 15 分番組の企画制作を行
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い、NPO 法人京都三条ラジオカフェが運営する
コミュニティ FMから毎月曜日に放送。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、
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に情報を発信しています。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。また、
環境市民のイベントや活動情報も伝えています。 
 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： seesaa ブログのエコロジーの
カテゴリーの中では、213761 ブログ中、70 位
となっている。１日あたり 150 人前後の人がア
クセスしている。 
twitter:@ecomachilife  
震災後に開始。現在フォロワーは、155。  

 
★電子かわら版                                                                    
 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です。Google 
Analytics を活用して集計しています。 
 

平均ページビュー：27,185PV 
2010 年度ページビュー：326,230PV 
           （昨年 281,512PV） 
 
環境市民のウェブサイトは約 7 割近くが新規訪
問者という特徴があります。逆にいうとリピート
率が少ないことが課題です。 

 
★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 
 
 原発再稼動反対の署名についてやプロジェク
トの進捗状況や事務局長のエッセイを紹介する
ブログや、他団体の行事情報をメールマガジンで
紹介しました。 
 

★ツイッターの実施 
 ツイッターは 140 文字のミニブログです。今
年度も、即時情報発信、双方向コミュニケーショ
ン活発に行いました。 
 フォロワー（環境市民のツイッターを登録して
いる人の数は約 1700（昨年 1200）） 

 
★年次報告書の作成 
 会の 2011 年度事業に関する報告書を作成。約
1000 部発行。会の活動や実績を知らせるため、
ボランティアや自治体、企業などに広く配布しま
した。 

 
★メディア掲載 
 今年も、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。 
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雇用・労働環境関係 

刊行物販売 

★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 3Ｒ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） 
会員登録している以外にも、互いの会報誌の交換
等で交流のある団体が多数あります。 

 
★東北・被災地に物と心を送る「T ASUKI 
PROJECT(タスキプロジェクト)」 
 2011年3月に発生した東日本大震災の緊急支
援では、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、たすきプロジェクトに協力し、
支援物資（たすきバッグ）を京都で募り、市民が
持ち寄った2,000以上のたすきバッグを被災地へ
送付しました。またHANDSが実施している被災
現地の復旧・復興支援では、3月29日からの第1

陣に事務局長の堀、4月29日からの第6陣に、堀
事務局長、本会会員数人が参加しました。 
http://tasuki-project.jp/ 

 
               
 
 これまでに本会で製作出版した書籍、DVD等の
販売を行っています。（現在販売中の主な刊行物） 
・『自転車マップ 京都市内版』（2010 年 4月発行） 
・『自転車マップ 京都郊外版』（2010 年 4月発行） 
・『ごみ減らし役立ちハンドブック容器包装編』
（2010 年 3月発行） 

・『環境首都コンテスト～地域から日本をかえる 7
つの提案』（2009 年 3月発行） 
・ＤＶＤ『未来の選択 改訂版 日本語版』 
・ＤＶＤ『未来の選択 改訂版 3 カ国語版』 
・映像版先進事例集『挑戦！地域から日本を 
    変える 第 1～3集』（2005～2007 年度発行） 

  
 
 本年度は、前年度にスタートした島本町からの
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」が終了
しました。これらの業務は緊急雇用創出基金事業
に基づいており、このために採用した職員を中心
に業務を行いましたが、雇用期間は 1年と定めら
れているため、期中では採用 2人、退職 10人（内、
1人は常勤スタッフ）に達し、採用・退職が極め
て多かった年でした。 
11 月に事務所を移転し、これを契機に資料類

の徹底的な整理を行った為、業務スペースは飛躍
的に増大し、各人の執務スペースもきっちり確保
でき、業務効率は大幅に向上しました。 
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組織運営 
 

財政 

支援者拡大 
 
★会員数の概要（2012 年 3月 31 日現在） 
 
■個人：532人（内訳：個人383人、学生・シ
ニア：83人、ファミリー2家族8人、ペア15組
30人、助成14人、終身14人） 
 
■団体15団体（内訳：非営利団体10、営利団体5） 
■新入会員（個人）41人  （団体）0団体 
■退会者数（個人）22人  （団体）1団体 
 

 非営利団体ではあっても、自律的な運営のため
には健全な財政状況は不可欠です。環境市民は、
あらゆる政党・宗教団体・企業・政府系機関から
独立した団体として、運営されています。ただ資
金（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。収入の
大部分を占めるのは受託収入（72.5%）で、この
ことは環境市民の専門性が評価されていること
であり、強みではありますが、受託事業の遂行に
時間を取ることが多くなれば、それは NGO とし
て良い面ばかりではありません。 
 会費収入は、長期にわたって減少が続いていま
した。2011 年度は若干ではありますが、前年を
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、引越費用として予算計上した 50 万円に
対し、実際の経費が 130 万円になり、この支出
増も最終赤字の要因のひとつにあげられます。た
だ、この引越により京都事務所の家賃支出が月々

7万円以上安くなるので、今後の運営支出軽減に
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） 
・理事による講演会・原稿執筆報酬等からの 
 寄付金 690,274 円(前年 645,177 円) 
・プロジェクト寄付金 8,000 円(前年 0円) 
 合計 1,417,886 円(前年 1,596,193 円) 
 となり、前年比 11％の減少となりました。 

 
 
 
★第 10 回 NPO 法人環境市民通常社員総会 
 第 10 回通常社員総会を、以下の通り行いまし
た。議決権をもつ社員総数 48 人のうち委任状、
書面表決権を含め 39 人の出席があり、有効に成
立。いずれの議案も承認されました。 
 
とき：6月 18日（土）午後 1：00から 5：30    
場所：京エコロジーセンター（京都市伏見区） 
付議した事項：2010 年度事業報告、収支決算、第
６期役員選任、2011 年度事業計書、収⽀支予算書	  
 

 前半は、事務局長の堀孝弘が、3月11日に起き
た東日本大震災、そして福島原発事故に環境市民
が環境NGOとしてどう取り組んできたのかを紹
介しました。次に、代表理事の杦本育生から、東
京電力が行った震災時の無計画停電の理由は、原
発が停まったからではなく、火力が停まったこと
が理由であること、十分な供給力があるにもかか
わらず、需要を満たせない、と主張する関西電力
の矛盾についてなどを解説しました。最後に、
「豆」にこだわった料理を食べながら、交流会を
行いました。	  
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講師・コーディネーター派遣 
 

★理事会の開催  
 今年度は理事会を３回（5/10、10/26、3/5）
行いました。（場所：環境市民京都事務局） 

 
★インターン生の受け入れ  
 2010 年度は３人を受け入れました。 
・損保ジャパン環境財団：二人 
（日本の環境首都コンテスト、広報 各一人） 
・環境市民独自インターン：一人 
（京都グリーン購入ネットワーク） 

 
 
 
  今年度は、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。 
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