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第 2 回 立法部会  議事録 
 

日時：2008年9月8日 18：30～21：00 
場所：大崎 第一会議室 

参加者：荒井、井田、川原、三枝、中山、中村、 
加藤、藤村、図師田、波多野 

 
資料：環境教育推進法改正にあたっての要望事項(案) 
環境保全活動・環境教育に関する成果、課題(案) 

日本経済新聞(2008年8月5日朝刊34項) 鈴木恒夫文科相閣僚インタビュー記事 
環境保全活動・環境教育に関する先進事例集～グローバルネット記事より～ 

 
 

■日本経済新聞(2008年8月5日朝刊34項) 鈴木恒夫文科相閣僚インタビュー記事 
について（藤村） 
・鈴木大臣宛てに事務局から就任後すぐに手紙を贈った。環境教育推進法の際にも熱心に動いて下

さり、非常に環境教育を重視している。小・中・高の教育に「環境」という学科の導入をできな

いかというコメントが下段に掲載されている。こちらも非常にうれしく、会う約束をしていた矢

先に、福田総理の辞職。また宙に浮いてしまった。自民党の中でも環境教育について熱心だった

議員。同時に愛知和男氏も自民党の環境教育小委員会の委員長に就任したと話があった。環境教

育の改正に向けていいチャンスだと思っていたのだが。心配ではあるが、状況が変わろうが変わ

るまいが、私たちとしては環境教育推進法改正に向けて要望はきっちりと伝えていこうと考えて

いる。 
・（加藤）鈴木恒夫議員は、日経新聞の記事以外にも新聞にコメントを出している。福田首相の辞任

会見後でも、環境教育について述べている。鈴木さんの秘書の五十嵐さんは、トーンダウンして

いるようにみえる。また、文科省からの反発もすでに出ていることが予想される。理科や社会に

すでに環境は入っているため、余分なことだといわれているのだろう。 
 
■ 公明党田端正広議員へのヒアリング結果（藤村） 
・自然再生促進法の制定にかかわるなど環境に熱心な人。市民立法の位置付けについてどう思うか

をインタビューした。環境政策において、もはや市民の政策提言抜きにはできず、大切だと思っ

ている。田端先生自身も法律を作る際にNPOから提案や意見ももらった、NPOが議員と一緒に

やっていくことは非常に有効だと考えているということだった。例えばヨーロッパだと、一定の

要件を満たしたNGOが法律を作るという重要な場面で必ず意見を陳述することが制度的に保障

されている、日本は田端先生のような人がいないと聞く耳を持ってもらえない、制度として是非

位置づけて欲しいということをお願いした。先生からは、このような制度がどうしても必要であ

るとは考えているが、今はまだ早いかもしれない。ただし、世の中の流れとしては、市民感覚と

離れた政治ではだめだと考えている、との意見をもらった。 
 
■ 資料２（アンケートのまとめ）（中村） 
・ 「平成 19 年度環境教育の推進にかかる制度的検討業務」の調査概要：アンケート調査とヒア

リング。2月という忙しい時期に行ったため回答率は30％。また、自治体や小学校、企業に対

してヒアリングを行っている。 
・ 成果について： 
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①計画・方針の策定：法律施行後、都道府県は策定している。 
②財政上の措置：地方公共団体の中には、計画に基づく予算の確保や増額が可能となったとヒ

アリング結果から導き出された。 
（１）環境教育に関する課題について 

①地方自治体における環境教育の推進に向けた体制面の課題 
●環境教育に関する計画の策定は、都道府県でかなりの割合で策定されているが、30万人以下

の都市ではだと策定状況がかなり低い。アンケートの数が少ないので十分なデータとは言え

ないかもしれないが、10万人以下の都市ではほぼ策定されていない。 
●ESD（持続可能な開発のための教育）に関しては、半分以下の地方団体で「行われていない」

という結果。 
②学校における環境教育の課題 
●教員向けの環境教育の自治体実施は3割弱のみ。教員の環境教育の研修受講割合に関しても

3割。クロス集計の結果、自治体による実施でも教員が研修に参加する割合は変わらず。 
●環境教育の内容については、大半が地域の保全活動まで結びついていないという結果。 
●学校における環境教育の位置づけについて、小学校では学校全体の教育計画や教育課程編成

に盛り込まれているが、中学校、高校でいっきに減る。中高の先生はアンケートでは科目の設

置の義務化がなければ、環境教育は進まないだろうと回答した教員が多かった。 
（２）環境保全活動の課題について 

①保全活動の課題 
●経緯費について、NPO の寄付金や会費収入が増えない。NPOからの行政に対する要望とし

ても活動経費の支援などが大きな割合になっている。 
●人材について、主に、会員による活動が主になっている。大学生や地域の若手の人材。会員

の高齢化、人材の固定化、特定の方への労働量の集中などが問題になっている。 
●パートナーシップに関する課題について、環境政策の立案段階での参画・協働が4分の1程

度の割合。メインは実施段階の参加・協働。NPO にとっては立案段階で意見を言っても形

式的に処理されるだけ、行政主導であること。ボランティア的に扱われるなど、不満の声が

出ている。 
●環境教育から保全活動について、保全事業を一生懸命やってもなかなか行動につながらない。

関心の差に関して、いつもやっても同じ人ばかり参加する。教育が保全活動につながらない。 
 
■ 資料４(グローバルネット記事：先進事例)(中村) 
【兵庫県西宮市】（http://info.leaf.or.jp/index.cgi?system,declaration,index） 
●2003年に環境学習都市宣言、2005年度に環境基本計画を策定、環境基本条例を制定した。場

をつなぐことをメインにしている。環境学習、保全活動をすることで、地域の商店街や学校の

先生がスタンプを押していく。いろんな人がいろんな場面でつながっていく。3ページ目、「主

体をつなぐ」。市内を20区に分け地域レベルの環境活動の基盤を作る。活動ごとにエコポイン

トをためて、地域ごとにどれぐらい活動しているのかを、比較して見られるよう情報網を整備

している。 
●（藤村）西宮には環境教育を熱心な小川さんという人がいる。彼は、法律ができたことで、う

まく活用し、さらに推進したという例としてあげられる。 
●学校のカリキュラム化まではいっていないが、1998 年からすべての学校で、環境教育を行っ

ている。 
【静岡県三島市】（http://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn000704.html） 

●環境学習を縦軸でつないで活動していけるようにしていこうとしている。幼児期、保育園から

環境教育を行う。立場の異なる先生たちが連携して教材を作成している。市の職員と先生、教
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育委員会、町内で連携している。成果として、保全活動につながった事例として家庭番 ISO
が幼稚園の保護者中心に広がっていった。 

【千葉県市川市】（http://www.city.ichikawa.lg.jp/pla06/1111000002.html） 
●NPO を市民が支える仕組み(市川氏市)。NPO の財政的な基盤を強化する、それを市民が支え

る・強化する。会議を開催し、市民も参加し、どの NPO に支援をするか決める。1,000 万円

以上の補助金が交付されている。税金の1％。一団体あたり10万円程度の寄付。 
【佐賀県】（http://www.saga-cs.org/） 
●県が事業の立案からNPO（佐賀ではCSOと）に参加してもらう仕組みを作った。各課に「協

働」の担当者を置き、氏名と電話番号をホームページで公開することで、アクセスしやすくし

ている。提案型公共サービス改善制度：事業の中身をそもそも CSO が行ったほうがいいもの

を判断し、良い提案の場合は初期段階からはいってもらう。一緒に決めて、一緒に実施。 
●様々な市町村がCSOと協働するための補助を定めている。NPOを支援するNPO（民間団体）

への支援、など幅広く進めている。 
【野洲市】 
●環境保全活動の広がらないという問題意識。企業が、CO2を減らすという家庭にモニター料と

してお金を出している。婦人会や地域の団体という環境に関係のない部署・団体を含め活動を

広げている。特異な職員が長くいたことをきっかけに行っているため、他のところでできるわ

けではない。 
【滋賀県（資料なし）】（http://www.ecoloshiga.jp/） 
●環境教育に関する研修（初任者・10年）が先生向けにあり、2年目に関してはネイチャーゲー

ムを体験型で実施。学校ごとに担当者を全体担当、学年担当と複数人整備している。体制も整

備。環境学習施設のスタッフは教育委員会、生涯学習、環境担当の部署などから構成されてい

る。サポートするスタッフもNPO、企業など幅広い人が加わって進めている。 
【杉並区（資料なし）】（http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/library.asp?genre=451510） 
●個人の意思で選択したNPO に対して行政に通し寄付し、それに伴い税額控除になるという制

度。地方公共団体が所管する部分までであるので、限界がある。条例は 2002 年にすでに作ら

れており、NPO支援基金として寄付の受け皿（基金）も作られている。 
 
（意見交換） 
・杉並はハードルの高いことをしている。2002年に条例を制定。そこから活動が目立っていない

とすれば、そうとうハードルが高いのではないか。 
・市川は宣伝されているわりに各団体に 10 万円程度。ボランティアのレベルであれば、ありが

たいと思うが。 
・市民、NPOと役所、教育委員会、企業という４つの団体の中でいろいろ活動の方法はあるが、

NPO のパワーが教育委員会・役所のほうにアプローチをかけて実現させていくという力のほ

うが強いのか？それとも、役所の中に優れた人がいて、活発になっていくというのか？力関係

はどうなのか？ 
・感覚では後者。市町村と教育委員会は違う組織、縦割り。二つがつながるのは難しい。環境教

育を学校でやろうと思って、法律ではNPO などを活用しろと書かれているが、実際、学校と

一緒にやりたいとしても、教育委員会に掛け合ってもつぶされるため、学校にいる熱心な先生

との個と個の関係を活用している。自治体職員の中に熱心なコーディネーター的な人がいれば

うまく繋がり進んでいく。 
・市川市の場合、環境パートナーシップ千葉として連合会を作った。市川は、市役所に有力な人

がいるのではなく、市民団体の元気な人がいて市長選などでも影響力あり、市長室長なども市

民と連携取らなければうまくやれない、となって実現していったためユニーク。 
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・静岡県三島市の例で、幼児向けとあるが、ドイツなどでは小さいときから行われている。推進

法では幼児向けはあるのか？ 
・学校等であるため幼児向けはない。ただ、幼児の環境教育もいろいろなところでいわれるよう

になってはいる。ただし、まだまだ進んでいない。 
・静岡県も県庁に活動家がいた。そのような人が県内のあちこちに火をつけていった。 
・静岡県三島市はナショナルトラストなどのころから有名で、そういう風土がある。 

 
■ 資料１(藤村) 
・ 資料1は8月初めに村杉先生と木俣先生、中村さん、藤村で、改正に向けた要望の議論を行っ

た結果をまとめたもの。 
・ 法律制定により改善された点：地方自治体における環境教育推進法の案、予算の確保、なども

ともと熱心だった自治体では役に立った。 
・ 環境に意識の高い企業や NPO にとって法律は有効に働いた。施設の整備もだいぶ言われてい

るため、特に自然保護関係の活動を行っている NPO にとっては支援になった部分は若干ある

であろう。 
・ ただし、改善されてない点として、もともと意識が高いところでは役立ったが、法律そのもの

の知名度が低いため、意識の低いところでは有効に活用されることなく、全体的に格差が開い

た。すべてのところで普及させたかったがもともとやっていなかったところなどはうまく使え

ていない。環境教育の義務化が必要なのではないか。 
・ 意識の向上にはつながったが、活動へはつながっていない。意識を行動につなげるような施策

が必要。特に NPO 活動自体が、市民や教育現場に近いものにならなければつながらなければ

ならない。 
・ 教員の意識が低い。先生が忙しいこともあって研修にも行ってないし、大学の教育養成過程で

必修化しなければ環境教育をどう教えていいかわからないし、現職先生の 10 年研修の中での

研修や、教育委員会のなかに環境教育専門の指導主事を行う人を置かなければ定着しない。 
・ 学校と地域を結ぶような仕組みも必要。海外では学校の先生が NPO に出かけ、環境教育が行

われている。 
 
■ 具体的改正への要望 
・ 名称を変えて欲しい。環境教育の定義にはいろんな表現がある。法律の名前で分かるようなも

のに変えて欲しい。 
・ 学校教育で独立した科目としての環境科が欲しい。環境科が設立されれば、予算措置がとられ

るし、専門教員の育成もすすむし、カリキュラムもできるし、教材もできる。科として進めな

ければ先へいかない。ぜひ入れて欲しいということを訴えたい。環境だけでなくて、消費生活

などいろんな教科となるかもしれないが、地球環境問題というのは 21 世紀の人間社会にとっ

てもっとも重要課題であり、激変する地球環境のなかで対応できる生きる力をはぐくむことが

先決である。 
・ 環境教育の定義の拡大：環境の保全についての理解を深めるための環境の保全に関する教育・

学習となっており、「環境の保全」が強調されている。法律ができたときも、環境の保全を広く

読めばといわれたが、今は、持続可能な社会という広い枠組みにならなければならない。定義

をしなおして欲しい。ESDは持続可能な発展のためという開発途上国への教育、ESDよりも、

むしろ環境教育として徹底させたほうが混乱もないのではないか。 
・ 環境保全活動の定義の拡大：「地球環境保全、公害の防止、自然活動の保護および整備、その他

の環境の保全のうち環境の保全上直接の効果をもたらすもの」役所が言う「緑をふやす」など

役所がコントロールしうる程度の活動はOKとしている。多様な活動をしているNPOはこの
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中に入っていないと思われる。定義を拡大しないと、いま、ほとんどの NPO が持続可能な社

会作りとして多様な活動をしているためカバーできないのではないか。 
・ 環境保全活動を促進させる仕組みの導入：文科省は環境保全活動を進めるものはいいが、環境

教育だけ特別扱いできない、国交省や農水省は国のダムや国土計画に基づくものに反対するう

るさい市民には育って欲しくないというのもあり、環境教育はいいが環境保全活動の推進は困

るとしている。役所のいいなりになれるような保全活動は促進したいが、物申すような専門的

NPOは育って欲しくないという思惑がある。しかし、このようなことでは、今のNPO活動家

を育てることはできない。このような活動を強化できるような税の優遇措置や政策の形成過程

で参加を認めるようにするなど、専門性をもつNPOを育てるような仕組みを導入して欲しい。 
・ 環境教育は村杉先生と木俣先生が学校現場に詳しいが、保全活動現場については情報が少ない

ため、意見が欲しい。 
 
■ 議論 
・ 小沢一郎の政策提言によれば、徹底的に官僚主導型を排除するとしている。ただ、一方で官僚

を排除するとそれに変わるものが行える人が育っていないため、それはそれで困る。小沢一郎

内閣ができ実行されると、相当程度辞める人はでてくる。数年間は混乱があるがそれはそれで

覚悟しなければいけない。 
・ 教育部門は現役の教育者にみてもらったほうがいい。飯島さんなど。現場にいる人たちがどう

思っているかを話したほうがいい。 
・ 環境保全活動の部分は、理科や社会とは別に独立した環境科を設けるのはいいが、社会科で教

てるものとどう調整をとるのかというのは、意見をまとめておかないとまずいのではないか。 
・ 環境科ができることによって環境教育専門家育成の先生も進むし、カリキュラムもできる。 
・ 今の社会科や理科では不十分であるというのを要望書の文章の中に入れるかは別として、我々

として持っておかなければいけない。根拠付けとして。 
・ 環境保全活動を促進する仕組みの中で税の優遇措置だけでなく、環境保全活動を行う NPO の

人件費補助まで持ち出すべきである。他の部分ではそういうことをやっている、例えば農業で

は個別保障、企業の技術保障。それにNPOは相当するのに行われていないことがおかしい。 
・ NPOの存在が「重要」ということがまだ立証されていない。証明できないと難しい。 
・ ヨーロッパでは NPO 活動に参加するだけで、市民が年間三万円が控除されたり、家賃の一部

補助がある。なぜならば社会にとって有用であるから。農業や工業に補助しているから。 
・ 認定NPOの認定の基準を正当なものにして、それに対して補助をするべき。 
・ 人件費補助をすれば人材が集まる。年収200万円ではNPOでは雇えない。 
・ どこの団体も日本の団体が一番弱いのは資金。立ち往生一歩手前。環境省が市民活動の育成政

策を市民から募集しているが、市民の活動のために、市民が出した税金を使うことの、どこが

悪いのか。 
・ 認定されたNPOに対しては助成をするべき。NPOだから助成をするのではなく、他の部分と

同じように補助すべき。 
・ 10 億円あれば年間 1,000 人に 100 万円補助できる。NPO で助成するに該当するような人は

1,000人もいない。10億円というのは農業や企業の技術開発に比べたいしたことはない。 
・ NPOの活動がどれくらい公共性をもち得ているか、どれだけ社会に貢献しているかが見えない、

図れないといわれると反論が難しい。農業は歴史があるが。 
・ 市であったら、議員立法でお願いすれば、できるのでないか。 
・ 市の議員で財務当局と渡り合える人がどれぐらいいるか、市長が変わると、という話が大きい。

自治体は作りやすい反面、崩れやすい。 
・ 農業の場合職業安全とともに公共性が非常に高いといえる。私たちは公共性が高いと思ってい
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るが、思わせるのは難しい。 
・ 市役所レベルであると、地域密着で大事ではあるが、国の市民活動レベルの調査ではなかなか

対応できない。 
・ 省エネとか技術開発には膨大な金が出ている。それは重要だと国民と議会が認めたわけで、悪

いとは言わないが、NGO、NPO が一定の役割を果たしている。我々が主張しなければ誰が主

張するか。人件費補助はできないかもしれないが、よその国では年間上限はあっても、活動す

れば領収書なしでも交通費、電話代、家賃補助も行っている。改めて社会で NPO が重要だと

いうのならば、支援を作れと言える。 
・ 真剣に議論したら説得力が出てくる。議員で証拠がないからだめだというのはいえない時代に

なってくるであろう。 
・ こんなに NPO に市民権を資金面で認めていないのは日本くらい。当たり前の社会評価がされ

てないのは珍しい。官僚の体質。 
・ 国に対してではなく、企業の CSR の一環で補助させて、そこに対して国が企業に税金補助、

みたいな形にすればいいのではないか。 
・ 事業団が人件費を認めないという悪しき前例をつくったため、他の財団もなかなか人件費を認

めない。 
・ 道路を作るのに2.6兆円も使うのであれば、せめて1兆円を人材育成に使えと言いたい。 
・ 環境保全活動促進への仕組みはお金が大きいとはわかるが、お金だけではないのではないか。

NPO活動が、元気がないのはお金がないからだけではないのではないか。 
・ ただ、実際に NPO 活動ができるのは余裕がある人である。今のような状況であれば金持ちの

息子のような人しかできない。 
・ 市民活動でお金だけではないというが、実感として、やはり、メンバーの新陳代謝がなかなか

できないことと、資金面で見通しがたたないことだ。 
・ 評価も必要なのではないか。NPOの中のアンケートでも、レベルの低いものの排除も必要なの

ではないか。ここがセットとして出てこないと市民も納得しないのではないか。政策提言能力

をつけるためにも評価を透明化してくことは大事。 
・ 福祉の NPO と環境の NPO の役割が違う。環境は政策を作るというところの協働が求められ

ており、そういう視点から環境という NPO の必要性とそれを促進させる仕組みを法律の中に

入れていけないか。 
・ NPOの中にはどういう活動をしたか報告を出すとき、活動を休止しているようなもの以外も認

証されており、多様な実態がある。認証をどうするかはなかなか難しいのではないか。環境保

全活動の定義の拡大において、もっと踏み込んだ発言をしてもいいのではないか。 
・ NPO を強くするためにはどういうことをすればいいかということはまた切り離して議論した

い。 
・ 活動の経済的基盤強化のため、税だけでなく、むしろ財政的な面での優遇措置とすればいいの

ではないか。税は、会費を払った時・寄付をした時に控除されるという意味だが、財政的とは

人件費補助を含めていけばいいのではないか。 
・ ふるさと納税；まず、受け取る側の自治体のお墨付きをもらい、住んでいる自治体に持ってい

き、と行っていくと手続き上大変のようだ。 
・ 税の優遇措置も生まれたのは数年前。少しずつはNPO法もよくなってはいる。ところが、NPO

は3万から4万団体いるが、認定されているのは100団体にも満たない。 
・ NPO法成立10周年記念に、あるグループの裏話を聞いたが、辻本清美さんなども話しており、

税の部分がなかなか進まないと言っていた。法律を作ると同時に議員になり、竹下登に会いに

行ったが、なんにも言わないうちから「税はいかんよ」といわれ、竹下さんは政治家としてす

ごいなと思った。それぐらいタブーのところであった。10年経って、若干進歩はあったとは言
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える。税ではなく他の言い方のほうがいいのかもしれない。 
・ 税金に対しては地方自治体もバラバラ。請求しないとだめなところもあれば･･･具体的規律がな

ければ難しい。 
・ 財政面の優遇、今年度はあるが来年度はないという話になるが、税として仕組みができれば継

続される。継続性の担保からすれば、税のほうがいい。しかし、人件費補助をしなければなら

ないというように法律に書き、財政的に担保すればいいのかもしれないが、予算について書い

たものは議員立法として持ち込めないということもある。 
・ 環境教育推進法第22条に「財政上または税制上の措置等」とあるが、「努めるもの」でなく「し

なければならない」に変え、財政上具体的になにかを書くべき。人件費に関しては、家賃など

も含める。 
 
■今後の動きについて 
・ 国会に持っていこうと思ったが状態が悪いため、ホームページにアップするなどしていきたい。 
・ 他の団体に対して、法律制定の際は呼びかけたが、今回はまだ考えていない。生態系協会はす

でに議員に働きかけているため、一緒にやろうと呼びかけることはできる。 
・ 横浜のような大きな都市が環境モデル都市になったが、その中に、教育委員会や学校の先生が

やれない隙間産業的な環境教育を高校までやってくれというようなことになっている。小さな

政策形成、国全体の方向を決める政策提言を考えるNPO。システム的に人材育成を構築してい

くべきである。 
・ 日本が元気よく、良い国になるためには、公益法人も含め、優秀な人材がイキイキと働けるよ

うにすべき。お金だけではないが、NPOは稼ぐためにやっているわけではなく、日本社会のた

めに一つのセクターとして貴重な活動をしているのだから、国として支えることが重要。 
・ ただ、農業とは違うのではないか。市民社会を作るという意味では、国からの補助金をもらっ

たら今までと同じになってしまう。市民が支えられるような仕組みが必要。国が補助ではなく、

市民が寄付が直接でき、支えられるようなことが必要。寄付税制のようなもの。直接的にすぐ

に、難しいのであれば、国を通してでも市民が支える仕組みとしてであればいいが、直接的に

国からお金がでるのであれば、コントロールとまでは言わないが、それに近いことがある。 
・ アメリカは、公的サービスの提供者として NPO を位置づけているから、協働実施者と認めて

いるからお金がでている。 
・ 寄付とか相続ができるようになるのは重要であるが、そのほかに一定の財政支援があって何が

悪いのか。 
・ 市民社会を作るという視点に立てば、明確に違うことを言わなければいけない。最初から国に

支援、補助というものをしてもらうことは違う。 
・ 国政府と市民NPOの役割が違うから存在するのではないか。だから必要なのではないか。NPO

は国がやれない隙間をおぎなっているのではなく、登り道は違う。 
・ デンマークでは、国際会議に行くときに政府代表団以外に、NGO を国費で入れる。その中に

は政府の立場と全く違うNGO も入る。デンマーク国民である以上、政府とは違うが排除する

ことはできない、だから入れておくといっていた。日本だと考えられない、COP14にNGOが

入るなんてない。あったとしたら、政府の言いなりのようなNGO である。政府と意見が違っ

てもNGOが入っているというのは、「公」をデンマークが広げているからである。 
・ 日本国は、大多数の公共の福祉のためであり、NPOは大多数ではなく、将来的に必要であると

思うことを提言しているのであり、実施している。「公」だが、政府とは違う公の部分を担って

いる。だからこそ NPO の存在価値はある。政府と重なる公に関しては税金などが入ってくる

ことはあるかもしれないが、政府が言う公と重ならない部分はまさに市民が直接支えることで

ある。 
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・ 成り立ちも役割も国会政府と NPO は違うが公を担っているという意味では同じなのではない

か。 
・ 緑の党は市民が作ったもの。政党として認められ、議員もいる。地方議員もおり、国によって

は政権の一部を形作っている。 
・ 明らかに政府国家は現世代の「公」を担っているが、将来世代までは範囲にない。現世代の国

内までしか責任が負えない。 
・ そうではない。国際法もあるし持続可能な社会を作る法律は将来世代のことまで内包している。 
・ NPO は今ではなく、次世代も考える、地球域で考えられるのがNPO の「公」。狭い中での公

からでてきた税金などを広い部分を補うために使うことはありえるのか。正当なのか。 
・ 市民活動の純粋性を考えると、国から金をもらうこと自体が市民活動でなくなり、金をもらえ

ば紐つきになってしまうということを軸に考えれば税からは使えなくなる。 
・ 市民社会の純粋性を保つためだけでなく、公益性を考えれば、国民が納得して、ぜひ将来世代

まで使ってくれと言えば、使っていいものであると思う。ただし、お金をもらったがために、

制約をうけるとか、デンマークのようにうまくいかないのであれば問題だが、国民の認識が広

がっていけば、市民活動の純粋性の心配をする必要はない。 
・ 日本では市民社会の純粋性が必要である。 
 
■ 国会が進んでいない中でどう意見を出していくか 
・ メンバーから意見をもらい、最終的にまとめたものを、グローバルネットやなどに掲載しても

らう。国会が動き始めたらロビー活動。他と連絡を取りながらうちの声だけでなく。 
・ 環境省にいってみるのもいいかもしれない。愛知和男議員へ働きかけたり、鈴木大臣のところ

にも送っておく。 
・ 基本方針は法律が「つとめる」でなく、「しなければならない」となれば、義務が発生するので

見直しにつながる。 
・ 基本方針の改定はどこを中心に変えていくか。法律というよりも、基本方針を変えるのはどう

か。触れるところがあれば触れておいたほうがいい。 
 
■次回部会について 
・次回は10月14日（火）18時半 
・次回のテーマ、NPOを支援することと、環境保全活動をどう考えるか 
 
 
以上 


