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� 自己紹介
� 環境問題おさらい
� 各セクターの取組み（＋GEIC紹介）
� 日本の市民活動団体、環境系CSOについて
� 環境団体の歴史、背景、現状
� 環境CSOをとりまく環境
� 事例紹介（ESD、NGOフォーラム）

主主主主なななな内容内容内容内容



環境問題環境問題環境問題環境問題 おさらいおさらいおさらいおさらい

●●●●９９９９つのつのつのつの地球環境問題地球環境問題地球環境問題地球環境問題
「「「「オゾンオゾンオゾンオゾン層層層層のののの破壊破壊破壊破壊」」」」
「「「「温暖化温暖化温暖化温暖化」」」」
「「「「酸性雨酸性雨酸性雨酸性雨」」」」
「「「「砂漠化砂漠化砂漠化砂漠化」」」」
「「「「森林森林森林森林のののの減少減少減少減少」」」」
「「「「開発途上国開発途上国開発途上国開発途上国のののの公害公害公害公害」」」」
「「「「野生生物種野生生物種野生生物種野生生物種のののの絶滅絶滅絶滅絶滅」」」」
「「「「海洋汚染海洋汚染海洋汚染海洋汚染」」」」
「「「「有害化学物質有害化学物質有害化学物質有害化学物質のののの越境越境越境越境」」」」

●●●●日本日本日本日本のののの環境問題環境問題環境問題環境問題
「「「「温暖化温暖化温暖化温暖化」」」」
「「「「資源問題資源問題資源問題資源問題」」」」
「「「「大気大気大気大気・・・・水質水質水質水質・・・・土壌汚染土壌汚染土壌汚染土壌汚染」」」」
「「「「ごみごみごみごみ問題問題問題問題」」」」
「「「「有害化学物質有害化学物質有害化学物質有害化学物質」」」」



地球環境問題地球環境問題地球環境問題地球環境問題にににに関関関関するするするする国際条約国際条約国際条約国際条約
� オゾン層の破壊 ⇒ウィーン条約／モントリオール議定書
� 地球温暖化 ⇒ 気候変動枠組条約／京都議定書
� 野生生物種の絶滅 ⇒生物多様性条約（CBD）

カルタヘナ議定書／ラムサール条約
� 森林減少 ⇒違法伐採専門家国際会議／ワシントン条約
� 砂漠化 ⇒砂漠化対処条約（UNCCD）
� 酸性雨 ⇒東アジア酸性雨モニタリングネットワーク
� 海洋汚染 ⇒北西大平洋地域海行動計画（NOWPAP）
� 有害廃棄物の越境移動 ⇒ロッテルダム条約（PIC）

ストックホルム条約（POPS）
� 開発途上国の公害 ⇒バーゼル条約

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/index.html



課題解決課題解決課題解決課題解決のためにのためにのためにのために
� 1992年地球サミット（国連環境開発会議）
で示された、「アジェンダ２１」

・多様なセクターの参加
・NGOの役割の強化

→ 市民参加とパートナーシップ



行行行行 政政政政

NPONPONPONPO････ＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯ
等等等等

企企企企 業業業業

国民 住民 有権者 市民 生活者 消費者 従業員

参加・環境パートナーシップ型社会の構図

購入

会員

納税

ボランティア

地縁組織

参考：日本NPOセンター 山岡義典氏
参加参加参加参加 参加参加参加参加 参加参加参加参加

CSO（市民社会組織）



企業企業企業企業やややや行政行政行政行政のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ
� 条例づくり
� ごみ・有害物質の少ない商品の開発
� 効率のよい工場・職場づくり（エコオフィス）
� 社員・職員の環境教育
� 国際規格への参加（ISO14000、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾝﾊﾟｸﾄ）
� 自主目標の設定
� 環境報告書の作成



地球環境パートナーシッププラザ（GEIC）は、1996年に環境省と国際委連合大学の協働寺領として設立された、環境パートナーシップに関する拠点です。さまざまなセクダーがパートナーシップを組み、持続可能は開発に向けて取り組むことを促進しています。
運営体制運営体制運営体制運営体制

・スタッフ：フロア常勤者は９名
全体では環境省５名、EPC４名、日本環境協会１名、国連大学４名

・場 所：東京都渋谷区神宮前 渋谷駅・表参道駅から徒歩。
東京駅からは20分程度

・開館時間：火～土10:00～19:30（土曜日は17:00まで）
・受託団体：環境パートナーシップ会議（EPC）

GEICのののの取組取組取組取組みみみみ （（（（what’s GEIC?)



現状認識現状認識現状認識現状認識 事業計画事業計画事業計画事業計画のののの構成構成構成構成

・・・・地域社会地域社会地域社会地域社会のののの課題解決力課題解決力課題解決力課題解決力

低下低下低下低下

・・・・行政行政行政行政とととと市民市民市民市民・・・・NPO間間間間でででで

課題課題課題課題がががが共有共有共有共有されていないされていないされていないされていない

・・・・企業企業企業企業ととととNPOののののコミュニケコミュニケコミュニケコミュニケ

ーションーションーションーション不足不足不足不足

・・・・地域間連携地域間連携地域間連携地域間連携のののの不足不足不足不足

・・・・人人人人づくりづくりづくりづくり

主体を繋げるコーディネータ

ーの育成

・・・・実例実例実例実例（（（（プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト））））づくりづくりづくりづくり

具体的な実例を作り、広

める

・・・・情報共有情報共有情報共有情報共有ののののデザインデザインデザインデザイン

国内外とのコミュニケー

ションを図る

方針方針方針方針

１１１１・・・・持続可能持続可能持続可能持続可能なななな

地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり

５５５５・・・・関東関東関東関東EPO
全国全国全国全国EPO

４４４４・・・・情報情報情報情報とととと

コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション

３３３３・・・・企業企業企業企業とととと他他他他セクセクセクセク

ターターターターのののの連携連携連携連携

２２２２・・・・みんなでつくるみんなでつくるみんなでつくるみんなでつくる

環境政策環境政策環境政策環境政策

プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォーム

●関係する主体を、セクター、分野を

問わずにつなげ、事業形成を促し、成

功事例を普及する場づくり

●課題の質・大きさ・取り組む主体の

状況によって形態を変える

手
法

手
法

手
法

手
法



GEICGEICGEICGEICのののの事業項目事業項目事業項目事業項目
1.1.1.1. 持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり
2.2.2.2. 環境政策環境政策環境政策環境政策へのへのへのへの市民参加市民参加市民参加市民参加
（（（（みんなでつくるみんなでつくるみんなでつくるみんなでつくる環境政策環境政策環境政策環境政策））））

3.3.3.3. 企業企業企業企業とととと他他他他セクターセクターセクターセクターとのとのとのとの連携連携連携連携
4.4.4.4. 情報情報情報情報ととととコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション
5.5.5.5. 全国全国全国全国のののの環境環境環境環境パートナーシップオフィスパートナーシップオフィスパートナーシップオフィスパートナーシップオフィスのののの
ネットワークネットワークネットワークネットワーク



NPO-A

省庁-A

協働事業

企業-A

NPO-B

省庁-B

企業-B

企業-C

省庁-A

省庁-C

NPO-B

企業-C

NPO-C

学校-A

政策課題意見交換会

情報共有会

NPO-B

省庁-A

企業-C

省庁-C
学校-A

プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォーム- ＢＢＢＢ
プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォーム- ＡＡＡＡ

プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォーム- ＣＣＣＣ

（財）日本環境協会---------------------

有限責任中間法人
環境パートナーシップ会議国

連
大
学

環
境
省

運営委員会

EPO/GEICEPO/GEIC
九州EPO

関東EPO

運営委員会は多セク

ターから構成され、

GEIC事業の意思決定

と事業推進のプラット

フォームを形成する。



ＧＥＩＣＧＥＩＣＧＥＩＣＧＥＩＣのののの活動活動活動活動

セミナーセミナーセミナーセミナー

展示展示展示展示

ライブラリーライブラリーライブラリーライブラリー

研究研究研究研究・・・・出版出版出版出版



個人個人個人個人ができることができることができることができること
「「「「環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷をををを下下下下げるげるげるげる」」」」
（エコライフの実践）
� 省エネ
� ごみ削減
� リユース・リサイクル
� 地産地消
� 安全な食品
� エコグッズの使用
� 節電
� クールビズ・ウォームビズ

「「「「環境情報環境情報環境情報環境情報のののの普及普及普及普及････環境教育環境教育環境教育環境教育」」」」
� 環境問題について知る・伝える。
（学習会・見学会）

� 環境保全活動に参加する。（森の整
備、リサイクル活動など）

� 自然の素晴らしさを知る。（自然観
察など）

⇒地域で、学校で、家庭で・・・



参加型参加型参加型参加型のののの社会社会社会社会のためにのためにのためにのために
� みんなでつくる

まちのルール
環境教育
環境保全活動
国際的枠組み・・・

市民団体、NGO/NPOが提供している場合が多い
⇒課題解決のために集まって活動する人たちの組織
CSO=市民社会組織



NPONPONPONPO・・・・NGONGONGONGOとはとはとはとは…

‘ＮＰＯ’は、‘Nonprofit Organization’の略＝「非営利組織」
特徴
・利益を得て配当することを目的とする組織である企業に対し、ＮＰＯは社会的な使命を達成することを目的にした組織
・医療・福祉・環境・文化・芸術・スポーツ・まちづくり・国際協力・交流・人権・平和等
・政府・自治体や企業では扱いにくいニーズに対応する活動を自発的に行う。
・制度の改革に取り組むなど、社会的な問題を解決するために活動する団体もある
ＮＧＯは、‘Non-governmental Organization’の略＝「非政府組織」
営利を目的としないという点を重視したのがＮＰＯ、政府とは異なる民間の立場を重視したのがＮＧＯといえる。国境を越えた活動が多いので国際協力系の団体はNGOと呼ぶことが多い。国連認定のステイタスでもある。

参考：日本NPOセンター



法人数：8,774/ 31,115 (28.2％） 2007年3月末時点
16分野中では6番目に多い(内閣府NPOのページ
http://www.npo-homepage.go.jp/）

H18年度環境NGO総覧掲載の4,463団体に関するデータ
１）活動分野
環境教育（43.5%） 自然保護（39.5%） まちづくり（31.5%）
水・土壌の保全（21.6%） 森林保全・緑化（25.2%） 美化清掃（22.5%）リサイクル・廃棄物、消費・生活、地球温暖化防止、大気環境保全

２）予算規模 100万円未満 57.1％
100万～1,000万円未満 12.4％

1,000万～１億円未満 26.5％
３）会員数 0～10名未満 4.7％

10～100名未満 54.0％
100～1,000名未満 23.4％

10,000～以上 3.1％

日本日本日本日本のののの環境環境環境環境CSOCSOCSOCSO（（（（NPO/NGONPO/NGONPO/NGONPO/NGO））））についてについてについてについて



●新しいライフスタイル提案型 “無理なく楽しく型”
大豆トラスト運動／農的暮らしのススメ／リサイクル家具・食器普及／太陽光発電／市民風車／地元の木で家づくり／古民家再生 etc.
“ロハス＝LOHAS（Lifestyles of Health and Sustainability)”

“田舎暮らし”
●コミュニケーション重視、企業・行政との対話 “協働推進型”

●中間支援的役割、市民活動をサポートするNPO “サポート型”

●国際社会との連携・連帯を強める傾向 “国際連帯型”
軍事化・右傾化への懸念、緑のムーブメント、「世界社会フォーラム」

最近最近最近最近のののの環境環境環境環境CSOCSOCSOCSOのののの活動傾向活動傾向活動傾向活動傾向



NGO VillageNGO VillageNGO VillageNGO Village
(at Fuji Rock Festival 07)(at Fuji Rock Festival 07)(at Fuji Rock Festival 07)(at Fuji Rock Festival 07)



環境環境環境環境やややや持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性にににに関関関関わるわるわるわるNGONGONGONGOのののの概況概況概況概況
．NPO／NGOの概要
社会問題の多様化、個人の関心事の多様化
NPO法人数が順調に増加 2006年末には３万団体に。
・NGOの年代別特徴

60~80年代反政府的な市民運動 問題告発型 公害・原発・差別など
90年代～ 提案型・政策提言型 アドボカシー／ロビーイング団体
00年以降 コミュニケーション・協働型
・背景
社会問題の増加／情報公開の普及／インターネットの普及／NGOへの関心の高まり／ビジネス界・行政とのパートナーシップ促進／NGOの増加（リオサミット以降）



� ●1992年 国連環境開発会議（リオサミット） （ブラジル）
� ●1993年 「地球環境基金」創設 ＝環境NGOを支える資金に
� ●1994年 C’s（市民活動を支える制度をつくる会）発足
� ●1995年 阪神淡路大震災（ボランティア元年）

・NPO/NGOの社会的認知の高まり ・NPO法制定への動き（施行は98年）
●1996年 日本NPOセンター発足

地球環境パートナーシッププラザ開設
水俣東京展開催

� ●1997年 COP3（地球温暖化防止会議）の開催
気候フォーラム発足（のちに「気候ネットワーク」設立）

� ●1998年 NPO法施行
NPO、NPOサポートセンター、パートナーシップがブームに

� ●2000年 自然体験活動推進協議会（CONE）発足
� ●2002年 ヨハネスブルグ・サミット（南アフリカ）

100万人のキャンドルナイト
フロン回収破壊法施行

� ●2003年 「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議発足
環境保全活動・環境教育推進法制定

� ●2005年 愛知万博で市民参加事業「地球市民村」
� ●2007年 2008 年G8サミットNGO フォーラム発足

環境CSOを取り巻く年表（抜粋）



CSOCSOCSOCSOのののの役割役割役割役割
１）課題をわかりやすく市民に伝える。
２）政策対話に参加し、根本原因の解決に取り組む。

これからもっと必要なこと
●パートナーシップ促進のための人づくり（つなぐ人を育てる）

―ＮＧＯマネジメントやコーディネーターの養成
●持続可能な社会づくりに向けた啓発・情報発信手法の検討
●国際性の養成 ―ＮＧＯの国際性を養成するための事業の実施
●ＮＧＯの運営基盤強化

―広報、資金調達、政策提言など機能的、効率的に行うスキルが必要
●他セクターとの相互理解（不信感や無関心が障壁）



事例事例事例事例１１１１
ESDESDESDESDととととヨハネスブルグヨハネスブルグヨハネスブルグヨハネスブルグ・・・・サミットサミットサミットサミット
� 「持続可能な開発に関する世界首脳会議＝World Summit on 

Sustainable Development (WSSD)、通称ヨハネスブルグ・サミット）」 2002年8月26日から9月4日まで南アフリカの都市ヨハネスブルグで開催された国連の首脳級会議。
� 日本からは小泉首相が出席し、人づくりの重要性を唱えた「小泉構想」を発表。京都議定書、資金・貿易、衛生、再生可能エネルギーなどについて議論、また日本が提案した「持続可能な開発のための教育(ESD)の10年」が合意された。
詳細→ http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/wssd



ESDESDESDESDののののエッセンスエッセンスエッセンスエッセンス

育育育育みたいみたいみたいみたい力力力力

価値観価値観価値観価値観

学習手法学習手法学習手法学習手法

出典:ESD-J



NPONPONPONPO法人法人法人法人 持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開発開発開発開発のためののためののためののための教育教育教育教育のののの10年推進会議年推進会議年推進会議年推進会議（（（（ESD-J））））
Japan Council on the UN Decade of Education for Sustainable Development

� ・持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をつくるためのをつくるためのをつくるためのをつくるための教育教育教育教育（（（（ESDESDESDESD））））のののの推進推進推進推進
� ・NGO/NPO・個人のネットワーク団体
� ・2003年6月設立
� ・団体会員 95団体 個人会員109名（2006年11月現在）
� ・活動 ①政策提言

②情報共有
③地域ネットワーク推進
④国際ネットワーク推進

http://www.esdhttp://www.esdhttp://www.esdhttp://www.esd----j.orgj.orgj.orgj.org



ESDESDESDESD----JJJJ：：：：「「「「学学学学びびびび」」」」をををを支支支支えるえるえるえる仕組仕組仕組仕組みをつくるみをつくるみをつくるみをつくる
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おおおお年年年年

寄寄寄寄りりりり

大学大学大学大学

つなぐつなぐつなぐつなぐ仕組仕組仕組仕組みみみみ

行政行政行政行政



事例事例事例事例２２２２
2008 年G8サミットNGO フォーラム

� 地球規模の課題の解決のためには、G8 諸国がサミットで適切な議論をおこない、強いリーダーシップを発揮することが不可欠。
� NGO は、政府に対して地球規模の課題の解決に向けた提言を行うことで、市民社会として必要な責任を果たす。

そのために、NGOフォーラムは、
１）地球規模の環境問題、２）途上国の貧困問題の解決と開発、３）人権の確立や平和の問題 について、各国首脳が真剣に討議し、有効なとりくみを約束するよう、働きかけを行う。

2007年1月末に発足、現在、加盟しているNGOは約100団体
環境／貧困・開発／人権・平和 の３ユニットで構成

http://www.g8ngoforum.org/http://www.g8ngoforum.org/http://www.g8ngoforum.org/http://www.g8ngoforum.org/



NGO運営委員会

世話人会代 表：星野昌子 (特活)日本国際ボランティアセンター理事・特別顧問副代表：鮎川ゆりか （財）世界自然保護基金ジャパン自然保護室気候変動グループ長大橋正明 （特活）国際協力ＮＧＯセンター副理事長

貧困・開発提言ユ

ニット

環境ユニット

リーダー：大林ミカ （特活）

環境エネルギー政策研究所

副所長

人権・平和ユニット

リーダー：川崎哲 ピース

ボート 共同代表

貧困・開発ユニット

リーダー：秦辰也 （社）シャ

ンティ国際ボランティア会

専務理事

ＮＧＯフォーラム事務局

ユニット事務局ユニットグループ

サポートＮＧＯ

運営ＮＧＯ

組織体制



環境環境環境環境ユニットユニットユニットユニットのののの活動活動活動活動

最近の活動
� 1/10 第7回勉強会「女性・環境・開発」
� 12/13 第6回勉強会「地球の健康診断書～GEO４とIPCC報告書」
� 11/28 ジェニファー・モーガン氏特別講演会

「気候変動問題の国際情勢～バリ会合からG8洞爺湖サミットへ」
最新の提言
� 10/19 ポジションペーパー 第1版 気候変動/生物多様性
� 7/23 2008年北海道洞爺湖サミット環境に配慮したサミット開催のお願い
� 6/1 ドイツサミット安倍首相に向けた書簡

北海道北海道北海道北海道ややややユースユースユースユースもももも活動開始活動開始活動開始活動開始

http://kitay-hokkaido.net/ http://www.youthsummitjapan.com





Thank You

For further information about GEIC and its activities, 

please visit our web site. 

http://www.geic.or.jp

Tomoko Hoshino [hoshino@geic.or.jp]


