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自己紹介と環境との関わり 

①アサツーディ・ケイ 

• アウトドア事業推進室 1993年 

 「アウトドアムーブメント」発行 

• ネイチャーライフ事業室 

 「ネイチャーライフレポート」発行 

• 環境コミュニケーション事業推進室 

 ポータルサイト「Ｅｃｏｔ」展開 2001～2003 

 愛･地球博日本館環境担当ディレクター 

企業、消費者ともに環境への意識は高くなっていたが 

行動については徐々に伴いつつある時代 



自己紹介と環境との関わり 

②トヨタ白川郷自然学校 

• トヨタ自動車のＣＳＲ施策として計画 

• ２００５年４月「愛・地球博」同時オープン 

 ２００４年６月ヨーロッパの自然学校視察 

 ２００４年７月準備室立上げ以降４年間勤務 

 →ＮＰＯ白川郷自然共生フォーラム職員 

   トヨタ白川郷自然学校事務局長 

大企業がより具体的な環境に対する社会貢献施策を実施 



自己紹介と環境との関わり 

③ネイチャリング・プロジェクト 

• 自然農業からスタートした中間支援ＮＰＯ 

• ２００７年中間支援団体として経済産業省「ソー
シャルビジネス５５選」に選定される 

• ２００８年４月鹿児島へＵターン、当法人主催のＮ
ＰＯ起業・経営者養成科で訓練を受け、２００９年
４月事務局長として入職 

• 社会貢献分野を担う人材育成及び事業者（ＮＰ
Ｏ・中小企業等）の中間支援業務を行う 

ローカル地域においても環境意識は向上、 

環境問題に対応している企業、行政、市民が増加 



環境問題のエポック 

• 環境汚染・問題の認知「沈黙の春」1962年 

• ローマクラブ「成長の限界」1972年 

• 環境問題の認知リオ「地球サミット」1992年 

• 温暖化問題の認知「京都会議」1997年 

 →トヨタプリウス発売→ＣＯ2削減意識の芽生え 

• ＩＰＣＣ、アル・ゴア「ノーベル平和賞」2007年 

• 生物多様性の認知「ＣＯＰ10」2010年 



環境ビジネスの実態 

• 【日本の現状】エコカー、エコ家電、太陽光
発電・省エネ住宅、エコファンド、リサイク
ルビジネス、カーシェアリング、エコツアー、
「食の安心・安全」、ロハス商品・サービス、
エコ認証商品、カーボンクレジットetc 

• 【米国最先端】太陽光発電、電気自動車及
びインフラ、スマートグリッド、エネルギー
貯蓄、グリーンビルディング、バイオ燃料 

 



社会貢献の大きな流れ 

＜20世紀＞ 

• 慈善事業の一環 

 （寄付、フィランソロピー、メセナ活動等） 

＜21世紀＞ 

• 企業の社会的責任（ＣＳＲ） 

 →環境報告書からＣＳＲレポートへ 



企業の社会貢献・ＣＳＲ 

• 企業の社会的責任 

 法令遵守・ＰＲ活動・ＣＩ活動は一線を画す 

 アメリカ型/説明責任、企業統治とコンプラ
イアンス、リスクマネジメント、内部統制 

 ヨーロッパ型/持続可能な社会の実現 

 日本/「企業の持続的発展」、企業イメージ
向上の一環、中小企業は取り組み少ない 



ＮＰＯの歴史 

• 1995年阪神・淡路大震災でのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活
動でｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟ 

 →1998年特定非営利活動促進法成立 

  NPO＝利益の再分配を行わない組織 

 →ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ、ｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽの担い手 

 →事業型NPOは社会的企業とも呼ばれて
「新しい公共」の担い手として期待される 

 



ソーシャルビジネスとは 

地域における様々な課題をビジネスとして解決する取り組み 

『ソーシャルビジネス研究会報告書（2008年4月 経済産業省）』 



ソーシャルビジネスの定義 
(1)社会性 
現在解決が求められる社会的課題に取り組むことを事業活
動のミッションとすること。 
 
(2)事業性 
(1)のミッションをビジネスの形に表し、継続的に事業活
動を進めていくこと。 

(3)革新性 
新しい社会的商品・サービスや、それを提供するための仕組
みを開発したり、活用したりすること。また、その活動が社
会に広がることを通して、新しい社会的価値を創出すること
。 

 

『ソーシャルビジネス研究会報告書（2008年4月 経済産業省）』 



企業やＮＰＯが展開する 

環境への社会貢献 

ソーシャルビジネスとして 

展開されている例が多い 



ソーシャルビジネスの事例１ 

企業の環境ＣＳＲ活動～森林関係～ 

• 企業の森づくり 

  長崎県 

  九州電力「九州ふるさとの森づくり」 

  「トヨペット・ネッツ ハイブリッドの森」  

  鹿児島県  

  鹿児島銀行「かぎんが支える森林づくり」 

  富士通鹿児島ｲﾝﾌｫﾈｯﾄ、アサヒビール 

  



● 制度の名称： 
 「環境を育む企業の森林づくり」 

● 制度導入年：平成20年4月 

● 対象森林： 
 県有林、市町村有林、私有林 等 

● 契約年数：特に定めない 

● 協定締結状況：5社 

● 評価制度の概要： 
○活用方法（社員研修や体験活動等） 

  に関する助言 

○ボランティア団体やNPO法人との 

 コーディネート  

○環境教育の指導者等の紹介・斡旋 

等 

● その他支援概要： ○ＣＯ2吸収量の
認証（Ｈ22から実施予定） 
・県によるＣＯ2吸収証書の交付 

・認証された吸収量は，県条例に基づき 

 温室 効果ガス削減量として活用可能 

 

● 制度の名称： 
 「森と海を育む企業の森づくり」 
● 制度導入年：平成21年 

● 対象森林：県有林、市町有林、 

 長崎県林業公社林など 

● 契約年数：5年以内 

● 協定締結状況：1社 

● 評価制度の概要：今後検討予定 

● その他支援概要：指導者・講師等の 

 紹介斡旋など 



• ＡＮＡグループ 
• ANAグループは2008年11月、航空業界および運輸業界で第1号の「エコ・ファースト企業」に環境省より認定されました。ANA

グループは、環境リーディング・エアラインとして、「ANAグループエコロジープラン2008-2011」の達成に向けて、社員1人ひと
りの自覚とチームワークで環境保全活動に着実に取り組んでいます。 

• エコ･ファースト・フォローアップ報告 

2010年2月16日、伊東信一郎社長（右）が実績と進捗状況を、小沢鋭仁環境大臣へ報告しました。 

• 今後も、地球温暖化対策をはじめとして、ANAカーボン・オフセットプログラム、e-flight、3R活動、「私の青空」と題した地球環
境を大切にする心の輪を広げる活動、バイオ燃料研究開発への参画など、先進的でANAらしいユニークな取り組みを、お客
様、ステークホルダーの皆様のご協力の下、推進していきます。 

 

 

ソーシャルビジネスの事例２ 

企業の環境ＣＳＲ活動～輸送～ 



• 資生堂 

 

 
 

 

• 商品 ： 商品に込めた環境への思い 

• 過程 ： 生産過程・販売過程での工夫 

• 運搬 ： もっと環境にやさしい輸送へ 

• オフィス ： 日常的な環境への配慮 

• 企業活動 ： 全社を上げて取り組む環境活動 

• 目標 ： 環境への姿勢をはっきり示す 

• 地域活動 ： 植林も清掃も環境のため 

地域での環境教育開始 

エコベストセンター開設 

グリーン電力使用 

環境e-ラーニング実施 

地域での植林活動 

地域での清掃活動 

中国における植林活動 

「椿の森」植林・保全活動 

ソーシャルビジネスの事例３ 

企業の環境ＣＳＲ活動～一般消費財～ 



• イオン 
 

• 環境の取り組み     イオンの植樹活動 

                   買い物袋持参活動 

                   エコストア 

                   環境配慮型商品 

                   リサイクル活動 

                   イオンチアーズクラブ（子供たちに環境教育を行う活動） 

・   社会貢献の取り組み  イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン（イオンデイ）→地域のボランティア団体への寄付 

                    ペットボトルキャップキャンペーン 

                    人にやさしいお店づくり 

                    防災協定 

                    学校建設支援 

                    ティーンエイジ・アンバサダー 

                   イオン社会福祉基金 

                   イオンサプライヤーＣoＣ（取引行動規範） 

                   イオンＳＡ８０００（国際基準マネジメントシステム） 

                    国連グローバルコンパクト 

イオンふるさとの森づくり 

  →国内新店舗での植樹 

イオン環境財団による植樹活動 

  →国内・海外での植樹活動 

 累計９，２２９，０００本 

ソーシャルビジネスの事例４ 

企業の環境ＣＳＲ活動～流通業～ 



• ＳＲＩ（社会的責任投資） 
  株主としての立場・権利を行使して、経営陣に対し、ＣＳＲに配慮した経営を
求めていく投資のことを言う。企業は環境・経済・社会の三つの側面を考慮
した経営を行う必要があるとされ、このトリプルボトムラインの概念に基づい
て、企業を評価し、その評価結果に基づいてすぐれたＣＳＲ経営を行ってい
る企業に投資する形のSRIが始まった。 

  下記が主なＳＲＩに取り組む企業 

    大和証券 エコロジーボンドなど債券投資、エコファンドなど投資信託 

    住友信託銀行 住信ＳＲＩジャパンオープン（株：愛称グッドカンパニー） 

    日興アセットマネジメント 日興エコファンド（日本初のＳＲＩ）など   

    ニッセイアセットマネジメント ニッセイ環境応援ファンドなど 

ソーシャルビジネスの事例５ 

企業の環境ＣＳＲ活動～金融～ 



• 日本三大自然保護ＮＧＯ 

  ①日本自然保護協会 

  ②日本野鳥の会 

  ③世界自然保護基金日本委員会 

    WWF-JAPAN 

 歴史も古く寄付や会費収入を基に堅実な
運営を行う。国内外における社会的信用
力も高く、行政・企業との連携も多い。 

ソーシャルビジネスの事例６ 

環境保護を実施する老舗のＮＧＯ 



• ＮＰＯ法人アサザ基金 

 「100年後、霞ヶ浦にトキを呼び戻す」を目指して 

 日本で2番目に大きい湖、霞ヶ浦・北浦流域での自然や 

 文化の保全・復元活動を行う 

 多様かつ広域な問題を市民、学校、企業、行政、農林水 

 産業などの主体が参加し独創性ある戦略的な「市民主導 

 型協働公共事業“アサザプロジェクト”」が荒れ果てた湖に 

 奇跡の息吹を吹き込み、その成果は「イノベーションの知 

 恵」においても高く評価されている 

ソーシャルビジネスの事例７ 
幅広いステイクホルダーをまとめ上げた成功例 





• 中部リサイクル運動市民の会 

• 東海地方を中心として、地域に根ざしたリサイクルシステ
ムづくりを軸に環境活動を行っている老舗の環境ＮＰＯ。
環境学習施設の運営や環境教育、各種サービス提供な
ど幅広い事業を展開する同会は、発足30年を機に新た
なビジョンづくりに取り組んでいる。 

• リサイクルステーションは市民による資源回収の拠点 

• 地域に根ざした資源循環システムづくりを 

• 環境教育や参加型のまちづくりに取り組む 

• リサイクルステーションに新たな役割 

 

ソーシャルビジネスの事例８ 

地域に根ざした市民環境活動 



• ＮＰＯ法人エコリンクアソシエーション 
   農家民泊型修学旅行を核とした事業展開で鹿児島県全県を 

   カバーしたグリーンツーリズムを牽引している 

   プログラムにおけるエコツーリズムの要素、個別に環境事業実施 

• 有限会社エコファーム 
   食品リサイクル業と連携した循環型養豚業を、自然放牧も交えて 

   展開。ロハスを意識したオーベルジュも経営 

• 任意団体 エコパ鹿児島 
   鹿児島市が市民の環境活動場所として環境科学館を2008年に 

   設立、同時に発足した企業・行政・市民で構成した環境活動団体 

ソーシャルビジネスの事例９ 

鹿児島県における環境関連事業 



ソーシャルビジネスの事例１０  

長崎の環境ＮＰＯ 

1: 壱岐しま自慢プロジェクト  

2: 生月自然の会 

3: いさはやNPO協会 

4: 諫早自然保護協会 

5: 雲仙を美しくする会 

6: エコネット・ラボ 

7: おぢかアイランドツーリズム協会 

8: 環境カウンセリング協会長崎 

9: 佐世保市海洋スポーツ協会 

10: 島原薬草会 

11: 大地といのちの会 

12: 対馬郷宿 

13: 長崎県地球温暖化防止活動推進センター 
 

14: 長崎ビーチサービス 
15: ながさきホタルの会 
16: 長与かわべた会 
17: 農業サークル 
18: 八郎川をきれいにしよう会 
19: 原城三七〇年の会 
20: 平戸リバークラブ  

21: 福江島おんだけ振興会 
22: ふるさと自然の会          

 

環境ＮＧＯ総覧より検索 



エコツーリズム＆地域活性化の成功事例として有名 



国・行政のスタンス 

• 環境省 

   ＣＯ2削減25%という国際的な約束の基、企業・国民に    

対して温暖化防止の各種施策を展開 

• 経済産業省  

  経済成長・地球温暖化・ｴﾈﾙｷﾞｰｾｷｭﾘﾃｨの三つのバラン
スを取りながら政策立案 

• 「新しい公共」 

  社会変化に応じて、ＮＰＯ、企業等の多様な主体も、その 

  社会的責任を果たす事が求められており、特にＮＰＯ等   

が担い手として機能するような支援制度が展開される 



今後の展望 

• 地域の中小企業も環境対応、社会貢献を 
問われる時代になりつつある 

• 地域活性化とエコツーリズム 

  ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ、ｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽとして 

• カーボンオフセット 

  温暖化防止国民運動、国際的約束 

• 生物多様性オフセット 

  新たな視点としてのＣＳＲ、ﾋﾞｼﾞﾈｽの可能性 

 


