
拡がる市民活動 ６

環境市民NPO法人

環境問題の解決と環境NGO

杦 本 育 生

環境NGOはなぜ必要か

環境問題の解決には、政府、自治体、政治家、

専門家、などが果たす役割に大きなものがあり

ます。しかし、まかせておけば解決するわけで

はありません。むしろ、行政や専門家と同様に

あるいはそれ以上に、市民と企業の役割には重

要なものがあります。

なぜならば、これまで見てきたように、環境

問題は、その原因が私たちの生活や産業活動に

あり、またその影響も私たちの生活や産業活動

に及ぶ重大なものであり、今後ますますひどく

なると考えられているからです、つまり私たち

は加害者でもあり被害者でもある、当事者であ

るわけです。

しかし、一人一人の市民が環境問題に取り組

むには、いくつかの障害があります。例えば、

一人のできることは個々には限られていること、

社会への影響力が小さいこと、具体的な活動方

法や科学的なまたは政策的な情報などを手に入

れるのが難しいことなどがあります。そこで市

民が、お互いの思い、力、時間などを結び付け

て、より行動しやすく社会への影響力も大きく

しようと集まってグループになったのが環境市

民団体です。最近は環境 NGO(NGO＝非政府団体

の意味で国連で使われたのが最初）と呼ばれる

ことが多くなりましたが、これは地球規模の環

境問題を扱うなどその活動に国際性が大きくな

ったためです。

環境NGOの活動ス タ イ ル

環境NGOの活動は、その取扱う課題、活動エ

リア、活動スタイルなど、かなり多様なものが

あります。NGOによって単一の課題を扱うとこ

ろもあれば、様々な課題に取り組む団体もあり

ます。また活動エリアもある特定の狭い地域か

ら地球規模まで多様です。活動スタイルも様々

ですが、代表的なものとして次のようなものが

あります。実際の活動は、このいくつかのスタ

イルをミックスして行われることが多くありま

す。

１． 優れた自然、身近な自然、優れ保護運動：

た文化遺産などを保護していこうというもの。

その土地や文化遺産を買い取り、維持してい

くというトラスト運動という形を取る場合も

ある。

２． 政府や自治体の公共事業、開発反対運動：

企業によるリゾート施設などにより、大きな

影響を受ける森林、海、生物の棲息地域、ま

たは優れた文化的遺産を守るため、その事業

の中止または変更を求めるもの。

３． 政府、自治体、政治家等に、ロビー活動：

環境保護に役立つ政策をとるように、また環

境を破壊する政策をやめるように働きかける

もの、国際会議において行われるものも多い。

４． 環境や自然の大切さ、環境環境教育活動：

問題の現状理解、解決に向けての行動提案な

どを、講演や体験型学習（ワークショップ）

などの形で実施するもの。
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５． 環境問題の現状、原因、解調査研究活動：

決策などについて実践的に調査研究するもの。

６． 調査研究活動などに基づき、提案実践活動：

自治体に環境政策の具体的提案や、事業者に

製品づくり、販売方法、環境活動などについ

て提案し、その実践についても役割を担って

いこうとするもの。

７． 生活の中で行う環境行動を率先実行活動：

実践しながら、その方法や成果を広めていく

もの。例えばごみ減らし、リサイクル、電気

などの省エネ、環境を大切した買い物（グリ

ーンコンシューマー 。）

８． ：環境問題の現状、原因、解決策情報活動

などについて情報を収集し、多くの人々に分

かりやすく解説し、機関誌・会報、冊子、ホ

ームページ、講演会などの形で提供するもの。

またその情報を新聞、テレビ、ラジオなどに

提供する。

９． ：緊急な課題やまだあまキャンペーン活動

り社会に認識されていない環境問題などにつ

いて、人々、政府、企業などに知らせるため

イベント、署名、講演会、パレードなどの行

動をおこなったり、マスメディアに取り上げ

るように求めていくもの。

こ んなNGO活動がさ れている

世界には、数多くの環境NGOがありますが、

実際に行われている国内外の環境NGO活動を少

し見てみましょう。なお、ここにあげた活動は

そのNGOの活動の一部です。

アメリカのザ・ネイチャー・コンサヴァンシ

ー（TNC）は、希少な動植物やその生態系を守

ることを中心に活動をしてきました。TNCでは

保護を必要としている地域を買い取ったり、そ

の管理を請け負ったりしています。その保護区

はアメリカ国内で1300以上が設定されています。

TNCは活動の基礎とするために、自然保護デー

ターセンターを設けて動植物や土地、自然の状

況についての様々なデーターをコンピュータで

プログラムし、政府、企業、自治体、他の環境

NGOに提供もしています。また保護された地域

は一般に開放されており、ハイキングや自然観

察、バードウォッチング、環境教育など様々な

催しに用いられています。

ブルックナー・ネイチャー・センターは、ア

メリカのオハイオ州の州都コロンバスシティの

郊外にあります。こんもりと茂った森の中には

小さな川、谷間、草原があり、多くの野鳥達の

棲みかになっています。平日には近隣の小中学

校から生徒達がやってきて、このセンターの専

任インストラクターから３日間にわたって、自

然や環境の勉強をします。また休日には家族連

れや大人たちがここに来て、ハイキングを兼ね

た自然観察をしてます。このような施設も環境

NGOが自主的に運営しており、全米に数多く存

在しています

ブント（BUND）はドイツを代表する環境NGO

です。ブントは、自治体の市町村長向けに政策

づくりの環境セミナーや企業関係者向けに環境

に適合した経営セミナーを開催しています。ま

た企業家や労働組合と提携してエコロジー製品

の見本市の開催もしています。ハイデルベルク

市では地球温暖化対策として省エネルギーの市

民向け相談所を設けていますが、その運営はブ

ントが請け負って相談員を派遣しています。ブ

ントは核兵器や原子力発電に反対する大規模な

パレードも行う一方で、池から道路へ飛びだし

てきたカエルを車に轢かれないように、また池

に返すというボランティア活動を夜を徹して行

ったりもしてます。

グラウンドワークは、イギリスで地域環境の

回復を、市民、事業者、専門家と行政の参画の

もとで行なっています。イギリスでは都市部と

農村部の中間にある地域が、環境面でかなりの

ダメージを受けていました。そのような地域に

おいて、例えば工場の跡地にあった重金属で汚

染された池を、マス釣りもできるような池に再

生したり、住宅団地にあった荒れ地を冒険広場
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に再生したりしています。このような再生計画

は、グラウンドワークの派遣した専門家ととも

に市民参画で行なわれます。また実際の作業も

市民がスコップをもって参加し、事業者も機械

や資金を提供し、実施されています。また子供

たちや青少年を対象とした環境活動グループの

育成なども行なっています。

中部リサイクル運動市民の会は、名古屋地区

を中心に活動しています。スーパーと提携して

のリサイクル活動、フリーマーケットの開催、

不用品交換情報誌の発行などのリサイクル活動。

再生紙ノート、新聞古紙百％のコピーペーパー、

無漂白のコットン下着、タオルの開発と頒布な

どの、事業的な活動も行なっています。また

『E's』という環境問題の総合情報誌の発行、

自治体へのごみ減量計画の提案なども行なって

います。

アースウイークくまもとは多くのグループが

ネットワークを組んで、アースデー（地球の日、

４月22日）を中心に熊本で多彩な催しを行なっ

ています。講演会、自然観察会、クリーンアッ

プなどを実施するほか、中心部の商店街と提携

して、商店街の道路上で環境問題や環境活動を

広報する街頭パネル展示を行なっています。ま

たアースデーをノーマイカーデーと位置づけ地

元の電鉄会社、バス会社と提携し、公共交通を

使うキャンペーンを実施しています。その中で

１日有効な半額割引券の発行や、周辺部の駐車

場で自動車を停め公共交通に乗り換えるパー

ク・アンド・ライドにも取組んでいます。

活動は、 こ う し て創ら れていく

環境市民は、京都、滋賀、東海などで活動し

ています。ライフスタイルを入口から変える具

体的効果的な手法として「グリーン・コンシュ

ーマー（環境を大切にして商品を選ぶ消費

者 」を広げるため、スーパー、生協等を実地）

に調査した買い物ガイドの企画発行をしていま

す。また自治体、地域のNGO、経済界に働きか

けて、地域の交通、産業、生活などあらゆるも

のをエコロジーにしていく 「エコシティー」、

づくりにも取り組んでいます。環境市民は環境

教育にも力を入れていて、幼児、小学生を対象

とした学習教材の企画発行、修学旅行生を対象

とした京都エコツアーの実施、里山での自然観

察や森林管理など実践的な活動とともに、他の

NGOと共同で環境教育のリーダー養成にも取組

んでいます。

このNGOが取り組んだ、地球温暖化防止の活

動について詳しく見ていきましょう。96年12月

に、世界162カ国が参加した地球温暖化防止京

都会議が開催され、温暖化の原因となっている

温室効果ガスの削減目標を盛り込んだ京都議定

書が採択されました。この国際会議には世界各

国からNGOも参加し、会議の成功に向けて活動

しました。日本のNGOは世界から集まるNGOのホ

ストとしての役割と同時に多くの人々に、地球

温暖化問題の重要さを知らせ、そして防止行動

をよびかけるキャンペーン活動に力を入れまし

た。環境市民は、NGOの全国ネットワークであ

る「気候フォーラム」で活動するとともに、独

自のキャンペーンを組み立てました。

まず、環境市民の中に温暖化問題に取り組む

専門のチーム「気候アクション」をつくりまし

た。ここには学生、社会人を問わずさまざまな

人がボランティアとして参加しました。気候ア

クションでは多くの人に温暖化の問題を知って

もらうためには、人々が集まるところにで活動

しなければならないと考えました。そこである

大手スーパーマーケットチェーンに共同で温暖

化防止キャンペーンを実施することを提案しま

した。建設的な話し合いの結果、スーパーはお

店の中に場所とこのキャンペーンにかかる全て

の経費を提供することになりました。環境市民

は、温暖化問題をクイズにしたオリジナルパネ

ル、太陽光発電や風力発電機の実物、人力によ

って発電しその力で動く模型、お客さんが環境

への思いを書く葉っぱの形にしたメッセージカ
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ードなどを作成や持ち込みを行い、また、お客

さんに話しかけたり説明をするインタープリタ

ーを毎日３人ずつ派遣しました。こうして15店

舗を週末の３日間ずつ、合計45日間にわたりキ

ャラバンしてまわりました。インタープリター

役の人たちは、温暖化問題に少しだけ関心のあ

る人たちにもっと関心を持ってもらい行動に結

びつけていくのにはどうすればいいのか、子ど

もたちにどのように話しかければいいのかを、

現場で学び改良することができました。土曜・

日曜などは多くのお客さんが参加し、葉っぱの

カードに書いたメッセージは木の絵を描いたボ

ードに一杯貼られました。またスーパーの商品

を使って、どの商品が温暖化をすすめやすいの

か、すすめにくいのか、という体験学習も開き

ました。このようなNGOが企業や行政と協同し

て行う活動をパートナーシップ活動と呼びます。

気候アクションでは、また子供たちが地球温

暖化問題を楽しく学ぶ材料として「温暖化防止

カルタ」を作成しました。ボランティアたちが

「犬も歩けば、人も歩こう」といった一つ一つ

の句をコンテストをしながら出し合い、オリジ

ナルの絵札は絵はがきとしても使えるものとし

ました。また読み札の裏にはその札の内容を環

境問題から解説した文をつけました。このよう

なアイデアもボランティアがわいわいと相談し

ながら形にしていったものです。このカルタは

小学校や地域の子ども会で用いられ、また高校

ではカルタを英訳して遊んだ、というクラスも

ありました。また、気候アクションでは街頭や

大きな会場で行うパフォーマンスとして劇「エ

コファイター・ショー」をつくりました。人々

を惑わし温暖化をすすめようとするオンダンカ

ーＸと、人々に行動を呼びかけ温暖化を防止し

ようとするエコファイターが対決するというテ

レビドラマのようなアクション劇は、温暖化防

止会議の会場である国際会議場前でも上演し、

新聞等にも大きく取り上げられました。

このようなソフトな活動とともに、関心が高

い人向けに10回連続で講演会を、企業の環境担

当者などを対象とした企業活動と温暖化防止の

連続セミナーを開催するなどを行い、より深い

理解と行動を促しました。地球温暖化防止京都

会議が終了してからも、各地の自治体、学校、

地域団体から招かれ、温暖化防止キャンペーン

は続いています。

日本の環境NGO活動の今後

日本にも、ここに取り上げた以外にも多くの

NGOが各地で活動をしています。その活動によ

る社会的な影響力も、1990年代に入りかなり高

まってきました。しかし、世界の影響力のある

NGOに比べると、活動量、活動内容とももっと

大きく多様にしていく必要があると社会的にも

考えられています。そのためには、NGO活動に

参加する人が増えること、またNGO活動に対す

る社会的な理解が深まることが重要です。

しかし、最近になって若い層、女性層を中心

に、NGO活動に関心をもつ人が増加してきてい

ます。また「NPO法」と呼ばれるNGOを社会的に

必要な存在として位置づける法律も作られまし

た。環境問題に関心のある人は非常に多くなっ

ていますが、その人々が自ら行動する必要があ

ると理解することが日本のNGO活動が発展する

重要な鍵になっています。

朝日新聞の調査（97年６月21日付け）による

と、今後の日本が国際社会に貢献する柱として

「地球環境の保護に力を入れる」が49％と他の

選択肢を大きく放して、第一位になっていまし

た。実際にそのようになるためにも、環境NGO

が果たす役割には大きなものがあると考えられ

ます

（すぎもと いくお・環境市民代表理事）

初出： 人間環境の創造 持続可能な文明のために』『

勁草書房、1999年。
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