
10周年記念全国交流大会

「環境文明21のこれまでとこれから

9月 27日 (土)午 後、

8回 目を迎えた今回は、

平野 :NP Oの 活動が もてはや されているにも関わ

らず、NPOに 資金がまわってこないような今の 日

本の状況を変えていかなければな らない。また、

資金 を集 めるための知恵を しばつていかなければ

な らない。環境 と文明の関係や 自販機問題、倫理

の問題な ど、現代社会のタブーに挑戦 し、社会の

大きな流れに警鐘 を鳴 らす活動をしている一方で、

企業会員 を増やそ うとす るのは大変だ と思 うが、

これか らも会員の思いを代弁 していつてほ しい。

ただ、 このよ うなタブーに挑戦 しているNPOは 少

なく、環境文明は存在す るだけで意味があるので、

財政的な面 も含 めて 日本のNPOの 一つのモデル と

なつてほ しい。

高橋 :環境 と文明 とい うつなが りや会報の内容が

難 しい、 とい う意見をよく聞 く。

許斐 :関西 グループの悩みでもあるが、会員が増

えない。会員を増やすためには、幅広い人々が参

加 しやすいよ うな活動 もしてい くべき。ただ、環

境文明はみんなの行 き先を示す指標なので、これ

まで通 りま じめな活動 をしていってほ しい。

松尾 :日本ではNPOを 使 えば費用を安 く抑 えられ

るとい う考え方があるが、NPOが 持つ ノウハ ウや

アイデアに対 して適正な対価 を払 うよ うな社会構

造になっていかなければな らない。

(会場か らの主な意見)

・環境問題の解決のためには、国だけでな く、地

方 自治体、企業、NPOな どの連携が必須であ り、

～10年を一区切りに」
後楽園会館 (東京都文京区)に て、全国交流大会 を開催 した。

当会の発足か ら10年を迎える記念の交流大会 となつた。

そ うい う意味では、環境文明がやつているシンポ

ジウムのよ うに、様々な主体に属す る人々が集 え

る場所は非常に重要だ と思 う。

・若い人の参加が少ない。市民に根付いた活動を

す るためには、若い人達の積極的な参加が必要。

・地球 ・人間環境 フォーラムのグローバルネ ッ ト

な どのように一般の人々にも読みやすい出版物に、

政策提言のような活動を掲載 してもらってもいい

のではないか。

・企業の立場か ら見ると、NPOと いえども組織体

としてのマネジメン トカ と実際に行った活動 (サ

ー ビス)の 市場価値が どの ぐらいであるかを把握

してい くべき。そ うすれば、 自分たちの活動が社

会のニーズをどの程度満た しているか把握 しやす

い。また、事業で得た売 り上げを、活動 を拡大 し

てい くためにいかに使 つてい くのか計画を立てる

べき。 こういつたものを会報な どに載せれば社会

に対す るア ピール度が高ま り、企業や行政に対 し

て交渉力 も増す。
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平野 :環境 と文明を考えていかなければ持続可能
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な社会はあ り得ない と思 うので、 どこかで誰かが

こ うい うことについて考えていってほ しい。昨今、

NPOが ビジネスライク化 している中で、環境文明

にその役 を担ってほ しいが、も う少 し、社会に対

して厳 しい警告を発 してもいいのではないか。

許斐 :日 々の活動 を通 して、NPOを 信用 してもら

うことが大切。 この繰 り返 しを通 じて、会員や資

金 を増や してい くことができるのではないか。

高橋 :加藤代表には、これか らも難 しい文章を書

き続 けて、 自分の哲学を作つていつてほ しい。

平野 :哲 学は100年 たっても生き続 けるので、加

藤代表がいな くても、その哲学を各論 レベルに落

として、代表以外のスタッフで運営 ・実践 してい

つてほ しい。 ド イツのエ コインスティテュー トが

ワール ドカ ップの環境対策のマネジメン トを請け

負 つたよ うに、環境文明も環境対策のマネジメン

トをやっていった らいいのではないか。

松尾 :学 生の政策提言 コンペみたいなものを実施

すれば、学生は参加 しやす く、大学にも広がるの

ではないか。それが環境文明を知ってもらうこと

につながる。また環境教育に関す る活動を進めて

い く際に、基礎科 目として環境を教えてい くため

の基本 を作っていかなければな らない。

(会場か らの主な意見)

・環境に関 して言えば、市場価値 を計 ることは不

可能に近い。ただ、物 さえあれば豊かであるとい

う従来型の価値観は変わ りつつある。そのなかで、

会 としての主張を続 けていってほ しい。

。若者 に参加 してもらうには、例えば、環境にや

さしい住宅を手作 りで作 り商品化 してい くよ うな、

一つの 目標に向かつて団結 しなが らア ウ トプ ッ ト

が出て くるような企画が必要なのではないか。

。これまで情報 を受けているだけの立場だったが、

各会員が得た情報をどう周 りに対 して展開 してい

くかを考えていけば、会員はおのず と増 えてい く

のではないか。

・具体的な環境 システム とい うものを体系的に確

立 していかなければな らない。 (成功事例を含 め

て)会 報にある企業の事例報告は非常に参考にな

るので、もう少 し掲載す る企業の幅を広げて、情

報を蓄積 していってほ しい。

・大学 と手を組んで研究す ることによって、国や

行政の資金援助 を受けてNPOの財政不足を補って

いけばいいのではないか。

・調査 ・研究 ・政策提言 ・交流 ・普及啓発 といつ

た個々の活動をさらに統合 しなが ら活動 してほ し

い。会員の拡大に 目を奪われ るのではなく、今ま

で どお り活動を重視 して、様々な人が集 えるよ う

な活動の場を提供 していってほ しい。
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