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はじめに

「持続可能で豊かな社会・生活を実現する」ビジョン

エコシティー
をつくる

豊かなライフスタイル
を創造する

エコロジーな次世代を育む世界の人びとや NGO と協働する

経済をグリーンにする

ミッション ビジョンを実現するために以下のミッションを掲げ活動を行なっています。

環境市民では 2013 年度から 2017 年度の活動の目標を「中期計画」として設定し、活動に取り組んでい
ます。この年次報告書では、この計画の中で、特に重点的に取り組むプロジェクトとしてあげた四つのリー
ディングプロジェクトを中心に報告します。

四つのリーディングプロジェクト

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
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
エコロジカルな未来を創造する人を育むプロジェクト
市民の発信で社会を変えようプロジェクト

１
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3
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代表挨拶 　この一年は、持続可能で豊かな社会をめざす私たちにとっては逆風の嵐が吹いた日々でし

た。例えば気候変動は、強烈な台風、局地的豪雨、酷暑、大雪など様々な形で現実となって

あらわれ大きな被害をおよぼしました。IPCC 第 5 次評価報告書では、このまま人類が手を

こまねいていると深刻な事態に陥ることがより明確に記述されました。

　しかし日本政府は、実際には増加になる温室効果ガス削減目標を発表するなど政策を大き

く後退させています。また原発過酷事故の影響を正面からとらえず「風評被害」と言ってご

まかし、原発再稼働を進めています。

　さらに、特定秘密保護法の制定、集団的自衛権を容認する閣議決定の強行など、日本の民

主主義を根底から崩していく政策を、過半の国民が反対する中で強行しました。また所得格

差はさらに拡大し、国の借金は増大を続けています。

　このような事態に対して、環境市民では、他の NGO・NPO、専門家、市民、先進的な自

治体や事業者と連携し、多様な活動を行ってきました。私たちの活動一つひとつは小さいも

のかもしれませんが、網の目のようにつながっていくことで、社会の流れを変えることが可

能であると信じ、さらに活動を発展させていきたいと思います。

　これからも、環境市民へのご支援と、活動へのご参加、ご関心をよろしくお願いいたします。

認定特定非営利活動法人環境市民
代表理事



　環境首都創造ネットワーク * が主体となり、「地域主

体の再生可能エネルギーの拡大と低エネルギー社会実現

のための政策・活動パッケージ」（以下、パッケージ）

を作成しています。これは、自治体や市民が再エネ拡大

や低エネルギー型社会づくりに取り組もうとした時、求

める効果に応じて様々な事業、活動を組み合わせること

で、効果的な政策立案、活動企画を支援するデータベー

スです。今後も継続的に内容のブラッシュアップや実際

のフィールドでのトライアルを経ながら、2015 年度中

には完成形を社会に提示できるようすすめています。

〈パッケージ作成のための主な活動とその結果〉

①政策・活動パッケージ案検討のためのワーキング

　グループ会議を 8 回開催し、政策・活動のモジュー

　ル（個票）を約 80 作成しました。

②全国 16 か所を訪問し、事例調査と情報交換を行

　いました。

③再生可能エネルギーに関するセミナーを国内 3 か所

　で開催し、計 188 人の自治体関係者、市民が参加し

　ました。

2014 地域産品をウェブ上で PR、再エネ推進も

地域主体の再生可能エネルギー拡大と低エネルギー社会実現に向けた取り組み

　2014 年度も引き続きパッケージ作成をすすめています。今年度からさらに再エネと地域経済振興を合わ
せたモジュール（個票）を増やしたり、地域産品を WEB 上に登録し PR できるサイト構築を行います。また、
環境首都創造フォーラムを京都府京丹後市との共催で 11/5 ～ 6 に開催します。その他にも、地域ブロック
別首長サミットを 3 ブロック程度で開催予定です。

　　 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

〈左記以外の主な活動とその結果〉

①環境首都創造自治体全国フォーラム 2013 in 掛川の開催

　環境首都創造ネットワーク、環境首都創造 NGO 全国

ネットワーク、静岡県掛川市の共催で 11/6 ～ 7 に開催

しました。フォーラムでは市区町村長と NGO が環境政

策に関するディスカッションを行い「気候変動問題に真

摯に向き合い、地域主体の再生可能エネルギーの拡大と

低エネルギー社会を実現するための日本政府への緊急提

言」を採択しました。4/14 に環境省と経産省を訪問し、

本提言を説明、意見交換を行いました。

②地域ブロック別首長サミットの開催

　環境首都創造ネットワーク会員自治体が、地域ブロッ

クごとの重要課題を設定し、共同プロジェクトの考案や

共通目標の設定などについて、自治体のトップが議論し

ました。今年度は 7/24 に中部ブロック、12/25 に近畿

ブロックで開催され、企画、当日の議論のコーディネー

ターを派遣しました。

* 環境首都創造ネットワーク：日本の環境首都コンテストをきっ
かけに生まれた自治体、NGO、研究者の戦略型協力ネットワーク

（2012 年 11 月に発足）。2014 年 8 月現在、17 自治体、15NGO、
6 研究者で構成される。本会は発足以来事務局を務めている。

環境首都創造自治体全国フォーラム 2013in 掛川（2013.11.6 自治体首長、NGO と共に環境省へ提言（2014.4.4）



　　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

2014 消費者からもう一度、経済グリーン化の動きを

グリーンウォッシュ防止のための
三つのガイドできました！

買い物で世界を変えよう！
 グリーンコンシューマー活動再始動

　2014 年度はグリーンコンシューマー全国一斉店舗調査を行います。スーパーを中心に、環境を大切に

した商品・サービスの取り扱いがあるかを全国で一斉に調査し、結果を公表します。グリーンウォッシュ

問題については、2013 年度に作成した３つのガイドを活用しながらセミナーなどを開催し、グリーン

ウォッシュ防止に取り組む企業との協定を実現します。

　グリーンコンシューマー活動は、環境を大切にした商

品やサービスを率先的に選ぶことで、私たちの生活だけ

ではなく、販売店やメーカーに影響を与え、引いては経

済、社会を持続可能なものに変える活動です。80 年代

に英国ではじまり、日本では環境市民がはじめて具体的

な活動として展開しました。全国の NPO とともに活動

を展開し、グリーン購入法の制定へとつながりました。

　2013 年度は、2014 年度に行う「グリーンコンシュー

マー 全国一斉店舗調査」に向けて、連続講座やプレ調

査を行いました。グリーンコンシューマー活動を理解し

た上で調査に協力してくれるボランティアを増やすこと

ができました。昨年のプレ調査は 20 数店舗でしたが、

90 年代と違い、フェアトレード製品の扱いが増えるな

ど進んでいる取り組みもありました。

　商品・サービスの不適切な環境表示・広告（グリーン

ウォッシュ）が増えると、環境配慮型商品への信頼が損

なわれることから、欧米各国では国や企業、広告業界が

率先して防止に取り組んでいます。しかし、日本ではほ

とんどそのような取り組みが見られません。このままで

は経済のグリーン化を阻害することから、環境市民は

2011 年からこの問題の解決に取り組んできました。

　2013 年度はこれまでに国内外で行なってきた調査研

究を踏まえ、適切な環境表示を促し、グリーンウォッシュ

防止をすすめるための「行動ガイド」、「チェックリスト」、

「クイックガイド」の３点を完成させました。この中には、

インターネットを通じて 1000 人を対象に行った、環境

表示・広告に対する消費者の認識調査の結果も活かされ

ています。調査結果によると、消費者の多くは環境情報

を求めつつも信頼性に不安を持っていること、日本でよ

く見られるような広告と消費者の理解には乖離があり、

日本経済のグリーン化を促進するためにグリーンウォッ

シュの防止の取り組みが必要不可欠であることが明確に

なっています。

2013 年度に、京都市を中心とするスーパー 20 店舗でプレ調査を実施
したときの様子



　　エコロジカルな未来を創造する人を育むプロジェクト

　エコスクールは、児童・生徒自身が決めた目標にむかっ

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

とを目的としたデンマーク発祥の環境プログラムです。

国際 NGO、FEE（環境教育基金）が運営し、「持続可能

な発展のための環境教育の世界的モデル」として国連環

境計画（UNEP）より推奨されています。2011 年度に

は、環境市民のサポートによりエコスクールに取り組ん

だ兵庫県加西市立西在田小学校が国際認証旗グリーンフ

ラッグを取得しました。その成果を活かし、2013 年度

は、奈良県生駒市内の 2 小学校（生駒台小学校、生駒

南第二小学校）で支援を行い、年度末に、FEE、生駒市

教育委員会、生駒市環境政策課、市長らと共に今後の取

り組み方針を合意しました。

生駒台小学校エコスクール委員会。地域の環境基本計画を推進する
Eco-net 生駒のみなさんと畑で交流。

　FEE の日本組織である FEE Japan と協力しなが

らエコスクールの取り組みを他地域に広げるため

の取り組みをすすめていきます。

2014

Topix
第 24 回ヒューマンかざぐるま賞を受賞

　環境市民は、2013 年 6 月、公益財団法人京都オムロン
地域協力基金より、第 24 回ヒューマンかざぐるま賞を受
賞しました。地域における社会福祉活動、青少年の健全育
成運動、女性の地位向上や社会参加（男女共同参画の推進）
の促進、生活環境や地球環境の整備等の分野において、長
年にわたり、広く社会貢献されている方々や団体を顕彰す
るものです。環境市民のこれまでの活動に対し「日本の環
境ＮＰＯの草分け的存在として、持続可能で豊かな社会・
生活を実現するための活動を展開されてきた」と評価をい
ただきました。このような賞を受賞できたのも皆様のご支
援、ご協力のおかげです。心より感謝申し上げます。

６月５日（水）に行われた贈呈式にて。右から（財）京都オムロ
ン地域協力基金　理事長　立石文雄氏、本会代表理事　杦本育生

京都オムロン地域協力基金
URL ： http://www.omron.co.jp/about/social/fund/

　Panasonic NPO サポートファンドからファンドレイジング戦略

立案のための助成金を 2013 年度からいただくことになりました。

この助成金を活用し、自主財源の拡大をはじめとするファンドレイ

ジング戦略立案に取り組み、財政の安定化をはかります。

エコスクールの取り組み広がる

2014 年 1 月 23 日（木）に東京で行われた助成金贈呈式にて

ファンドレイジング戦略立案 本格始動



市民の発信で社会を変えようプロジェクト
　マスメディアにはない、NGO ならではの情報や視点

を盛り込んだ季刊マガジンを創刊し、8、11、2 月に発

行しました（右写真）。毎号 15 ページの特集に加え、

持続可能な社会づくりに役立つ国内外の選りすぐり情報

をお届けしていきます。マガジンの発行にあわせ、月刊

「みどりのニュースレター」は、A4、4 ページサイズに

変更し活動報告や行事案内を中心に伝える無料の会報誌

としてリニューアルしました。

　コミュニティ FM 京都三条ラジオカフェから、環境の

まちづくりに取り組む活動を取り上げ情報発信する「環

境市民のエコまちライフ」を放送しています。暮らしと

エネルギー問題についてわかりやすく伝えるなど、延べ

30 人近くのゲストが出演しました。　

　環境市民の活動や情報は新聞やラジオ、雑誌などにも

多数とりあげられ、秘密保護法廃止に関連する活動や

カーフリーデーなどのイベントに関する内容も紹介され

ました。また、環境マイスターの認定者が 3500 人を超

えた際には、タイムリーにプレスリリースを出し、ウェ

ブや新聞に掲載されました。 　環境 NGO として、持続可能な社会づくりに寄

与する情報を効果的に発信するとともに、情報の

受け手の行動を変革する効果的なコミュニケー

ションを行うための広報・PR 戦略を立案します。

　環境市民のビジョンは持続可能な社会・生活の実
現です。持続可能な社会構築と環境問題の解決には、

市民参画による本質的な民主主義社会を実現すると

ともに、最悪の環境破壊でもある戦争を起こさない

社会づくりが必須です。

　2013 年度はこれに逆行する「特定秘密保護法」

の成立反対に向けて、全国の環境市民団体に呼びか

け、廃案を求める態度表明を 39 団体で行いました。

また、法の成立後も「私たち環境 NPO は『特定秘

密保護法』の施行凍結、廃止を求めます。私たちは

あきらめない」という態度表明を全国 50 の環境市

民団体とともに行い、これを基盤として、秘密保護

民主主義を守れ！NEW!

メディアに取り上げられた数：22件（13件）
※以下の数値は累計です
フェイスブックのいいね！数：1086（530）
ツイッターフォロワーの数：2100（1970）
ウェブサイト月平均ページビュー：14771PV（17348PV）
メールマガジン登録者数：1200人（1184人）

2014

＜データでみる広報実績＞       (  ) は昨年実績

法廃止を求める環境市民団体全国ネットワークの発

足をコーディネートをしました。

「環境市民のエコまちライフ」 はインターネットで聞けます
http://radiocafe.jp/200304006/

2013 年 12 月 5 日行われた秘密保護法反対デモ。寒空の中、1000 人
近くの人が参加した。



財政基盤強化をめざして

　2014 年 3 月 31 日時点の会員数は個人会員 523 人、団体会

員 13 団体で、年度中に、41 人の入会と 12 人の退会がありま

した。収支は本年も約 12 万円の赤字を計上し、6 期連続の赤

字になりましたが、年度末の緊急寄付キャンペーンや管理費等

のさらなる圧縮に努めた結果、相当の改善を図ることができま

した。

　赤字の主な要因は、①当期は想定していた事業が獲得できな

かったため、受託事業収入が大幅な減収となったこと、②会費

収入が年度当初に想定していた入金額に達しなかったこと、③

8 月に環境市民が事務局を担っていた環境系の NPO の事務局

業務を移管したため、人件費及び物件費等の固定費等の負担先

がなくなったこと、などが挙げられます。赤字財政脱却のため

にも、ファンドレイジング戦略立案に早急に取り組みます。

　社会的影響力のある活動を持続的かつ自律的に取り組

みむためには安定した財源が必要です。今年度も安定化

のためにさまざまな取り組みを行いました。

　なかでも、12 月には京都市から認定 NPO として認定

を受けることができました。これにより、環境市民に対

する寄付は税制優遇の対象となりました。　

　また、2014 年 2 月から 3 月には、厳しい財政状況

を乗り越えるための緊急寄付キャンペーンを行いまし

た。その結果、300 万円の目標に対し、2,950,667 円も

のご寄付を多くの皆様（192 件）からいただきました。

多くの寄付に改めて感謝申し上げます。

　また、根本的な財政改善をめざし、PnasonicNPO サ

ポートファンドの支援を得て、自主財源拡大のための

ファンドレイジング戦略立案に取り組みました。2014

年度も引き続き、立案と共に実行体制の構築に取り組み

ます。

ファンドレイジング戦略立案チームからお礼をこめて！（前列、
右から左へ：内田洋子理事、杦本育生代表理事、早瀬昇理事。中
段：下村委津子理事。後列右から：原田紀久子理事、牧村好貢理事、
NPO 法人 しみん基金・KOBE 事務局長 江口 聰さん、風岡宗人理事・
チーフコーディネーター、上田正幸理事）

財政報告

緊急寄付キャンペーン
のご協力

ありがとうございました

認定 NPO として認定を受けました

収入

支出

金額 （千円）金額 （千円）



組織概要

代表者：杦本 育生（すぎもといくお）

設立年月日：1992 年 7 月 18 日、法人成立年月日：2002 年 3 月 8 日

理事：15 人　監事：2 人　専門アドバイザー：2 人

会員数：個人会員 523 人　団体会員 13 組織

コーディネーター数：3 人

会員・寄付募集

月刊会報紙「みどりのニュースレター」、季刊マガジン「流れを変える」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。入会時には記念ポストカードを差し上げます。

法人会員の他、個人会員（年会費 4000円、入会金 1000円）、シニア・学生会員（年会費 3000円）
などの種類があります。詳しくは事務局まで。

郵便振替振込用紙に、住所・氏名・電話番号・会員の種類・送金内容をご記入の上、ご入金ください。

環境市民は、ボランティアと会員、寄付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、ぜひ応援をお願いします。

●会員特典：

●入会申込：

●会員種類：

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
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〒 604-0934 京都市中京区麩屋町通ニ条下る第二ふや町ビル 405

life@kankyoshimin.org 

【平日午前 10:00 から午後 6:00】

075-211-3521 075-211-3531

誰もが参加できる
環境 NGO

facebook

Twitter アカウント：
http://www.kankyoshimin.org 

http://www.facebook.com/kankyohsimin

@kankyoshimin

mail
TEL FAX

環境市民
Citizens Environmental Foundation

【環境市民へのご寄付は税制上の特例措置が講じられ寄付控除預金算入の対象となります】

全ての人が自然のルールを守り、また自らもその生命の維持に協力しあって生き
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想像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

環境市民のロゴに込められた想い ......

2014 年 3 月 31 日現在


