
1 
 

第 3回 立法部会  議事録 
 

日時：2008年 10月 15日 18：30～21：00 
場所：大崎 第四会議室 

参加者：前田、飯坂、川原、三枝、新井、中山、田辺、木全、寺田（東京学芸大学生） 
加藤、藤村、図師田、石川、波多野(インターン) 

 
資料：環境教育推進法改正にあたっての要望事項(案) 

NPOに対する公的支援について 
 
■今日の議論のポイント 
・MAKEtheRULEの説明。可能な限り署名を集めていただくとうれしい。詳しい事はHP
をご覧いただきたい。集めたものは直接事務局に郵送いただくことが原則となっている。 
・環境教育推進法改正についての要望について、改めて要望書案を作成した。資料はグロ

ーバルネット記事用に加工したもの。改正について 5点ほどポイントを挙げている。 
・もう一点は、NPOに対する公的支援の仕組みについて意見交換をしたい。川原さんにも
詳細を事務局にお届けいただいた。前回は過激な議論があったが、NPOに対してどのよ
うな行政支援の形があるのか議論する。 

 
■環境教育推進法の改正について（当日配布資料より） 
①名称の変更 
 もともとこの法律はＮＰＯが提案した環境教育推進のための法律と、環境省が望んだ環

境保全活動促進のための法律を一体化した経緯がある。そのため法律の名称は「環境の

保全の意欲の増進・・」と非常にわかりにくい名称になっている。しかし我々が望む最

終目的は持続可能な社会の構築であり、その有効な手段として環境教育と環境保全活動

の双方を一貫して推進する法律であることを明確にする必要があることから、名称を「持

続可能な社会のための環境教育および環境保全活動の推進に関する法律」と改称するこ

とを提案。 
②独立した教科としての環境科（仮称）の新設 
地球温暖化をはじめとした環境問題は 21 世紀の人間社会にとっての最重要課題であり、
異常気象、食糧・水・エネルギーの枯渇など激変する地球環境に対応できる「生きる力」

を育むことは、教育現場でも最も重要なことである。アンケートでも、学校での環境教

育の推進には環境科の新設が不可欠であるとの意見が多数を寄せられていたが、我々と

してもこれを提案したい。環境科の新設により、単発的に行われていた環境教育が児童

生徒の発達段階に応じて継続的・統合的に行われることになり、全ての子供に平等に学
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習機会を提供できるのみならず、これによって具体的には予算措置がとられ、それによ

って専門教員の確保、カリキュラムの作成、教材の開発整備、教員の研修などが進むこ

とになる。5年前の法制定過程でも文部科学省は「様々な要求がある中で環境科だけを特
別扱いすることはできない」として環境科の新設に強硬に反論したが、地球温暖化の危

機が科学的にも立証されそれが現実味を帯びてきた今、生命の基盤である環境を保全し

その中で生きていく知恵を育む環境教育を、他の教科と同列に扱うことは将来世代への

責任という観点からは無責任な行為であり、この点を今回の法改正に向けては強調した

いと考えている。IT 化や国際化のための教育も重要だが、それは生きる力がついてこそ
のものである。 

③環境教育の定義の拡大  
 環境教育は持続可能な社会構築に向けて行われるすべての教育・学習活動である。現行

法では「環境教育とは、環境の保全についての理解を深めるために行われる環境の保全

に関する教育および学習」となっているが、これでは現在の環境問題の時間的空間的な

広がりや、持続可能な社会構築に向けて行われている多様な環境教育・学習活動をカバ

ーできない。一方昨今環境教育と並んでＥＳＤ（持続可能な発展のための教育）が注目

されているが、これはもともと国連で提唱されたもので開発途上国に向けた教育をどう

支援していくかが主題であり、本来国内の環境教育とは意味合いが異なるが実際には同

義に使われる場合が多い。しかし今求められるのは国内だけでなく世界の持続性の維持

であることから、環境教育を「持続可能な社会のための教育」と定義し直すことを提案

したい。 
④環境保全活動の定義の拡大  
 環境教育や環境保全活動の目的は持続可能な社会の構築であり、そのために多面的な活

動が求められる。現行法第二条で定義された「環境保全活動」は範囲が限定的で環境の

保全上直接の効果を有するものとされているが、ＮＰＯの活動は多様であり、直接的な

効果が見えにくいものもある。「環境保全活動」を「持続可能な社会づくりのための活動」

とし中長期的にも持続可能な社会づくりに役立つ幅広い活動と定義し直す必要がある。 
⑤環境保全活動を促進させる仕組みの導入  
 現行法では第十九条において土地の供与等の措置が記載されているが、環境保全活動の

内容は多様であり、これだけでは到底多様な活動を促進することはできない。環境保全

活動の経済的基盤強化のための税の優遇措置や政策形成過程へのＮＰＯの参加の制度化

など、専門性を持つＮＰＯの活動を促進する仕組みを導入することが、持続可能な社会

づくりには不可欠である。こうしたことはＮＰＯ法の改正でも議論されているが、特に

環境保全活動は事業収益性が低く、活動の持続性を担保する支援が必要なこと、また政

策提言の機会が多いことから、こうした点についてもこの法律で明記することを要望し

たい。 
・飯島先生にもご意見をいただき②の部分に修正意見を入れている。 
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■意見交換 
・②、下 3 行目に「他の教科と同列に扱うということは無責任な行為である」とあるが表
現は適切か。他の教科とは具体的などのような教科か？ 
・IT 教育、安全教育、消費者教育などの教科を作るという働きかけがあると思うが、それ
とは同列にしないでほしい意味。 
・改正案に基本的には賛成だ。②「独立した教科としての環境科の新設」について、先週

行った愛知教育大学と東京学芸大学を比較し考えた。聞いたこところによると、愛知教

育大学は付属小学校が連携し環境教育をしてきたが、環境教育専攻が廃止され現在はし

ていない。学芸大学は大学の 50人の教員定員を減らす対応をしており、環境教育をどう
するかという議論があったが、私が所属している環境教育施設があったために、廃止は

逃れた。たまたま経産省で環境教育の検討会を行っているが、私は生活科や総合的学習

の時間を統合して環境科にするのはどうかと提案した。その意見は経産省の委員会（研

究会）HPでそのまま掲載されている。教科は固定的なものではなく 40年ぶりに生活科
が形成され、総合学習の時間も出来た。今回も教科を変えることは可能である。その中

で、中途半端なことをやると例えば総合的学習の時間も英語や理科が大事だということ

で時間数が減らされることになる。成果を上げる前に教員の利害関係で決まる。本来環

境教育をやろうという議論が行われていたが圧力があって生活科に落ち着いた。総合的

学習も圧力の前で成果が上がる前に縮小される動きになっている。個人的には環境科を

強く打ち出していく必要がある。環境のことをしっかりやらないと将来世代に対して無

責任なことになるのではないかと思う。子供たちのことを考えてほしい。 
・「生きる力」というのは非常にいい表現であると思っている。ケンブリッチ大学の考古学

者が、小麦・大豆は「ビクターの食べ物」、アワ・ヒエなどの穀物は「生きるための食べ

物」と言っていた。非常に面白い例えだと思った。前者は換金作物で後者は生きるため

のもの。私たちが今問題にしなければならないことは、どう生きるかという問題。「経済

的な部分」と「生きる」という両方の考え方のバランスを取っていく必要がある。 
・言葉の使い方で、「関連する既存の教科を統合し環境科を作る」、と言った方がいいので

はないか？具体的固有名詞を上げることで利害関係が発生するかもしれないが。 
・生活科、総合的学習には専門の担当者がいないので利害関係が発生する問題はない。私

達の大学には生活科の教員が一人もいない。新しい教科について専任の教科をつけるべ

きであるが、それぞれの利害があるので学校の現場では運営委員会を作り授業に対応し

ている。従って旧来の教科の枠を破っていない。そのように端的に言った方が分かりや

すい。 
・日本生物系協会では環境科に着目している。環境教育は全ての教科に対して優先すべき

であろう。その部分をあえて強く出している。具体的に進められてこなかった弊害を見

てると、カリキュラムができていない。その結果、先生が結集する義務がない。学校の
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先生からは、教科にしないと難しいという率直なご意見があった。活動としては 7 月に
要望書を提出した。議員に対してはロビー活動を始めている。鈴木さんにお話だと環境

科の重要性を次の大臣の引き継ぎ事項として強調したとあった。 
・環境科が大事だというのならば要望書表記の優先順位を 1番にしてはどうか。2番目に「環
境教育定義の拡大」、次に「全体の法律の名前を変える」。 
・日本生物系協会では、これからの選挙に向けて各党のマニフェストに入れてもらえるよ

う動いている。 
・早稲田大学の北川先生が中心にやっている「せんたく」のメンバーなので公約に入れて

もらうことも考えている。 
・文科省の役人が強く抵抗しているのはどのようなロジックか？ 
・表向きは「環境教育の学問は浅い。未熟である。」という理由から、「他の教科のように

系統立てられた学問体系になっていない。そういったカリキュラムは作れるのか」と指

摘がある。その他には多の教科や他の省庁との調整。文部科学省の力では押しきれてな

い。最後は鶴の一声か。議員の一声で動くのではないか。 
・理科や社会は長年培われた学問の基盤の上に作られている。環境は分析ではなく統合す

る学問。今までの私たちがトレーニングを受けていた学問の形態とは異なる。生物で環

境教育をやっている人はたくさんいるが学問としては浅い。地理学専門、理科専門だと

言いながら環境教育をやっている。 
・環境教育学会はどのような動きをしているのか？ 
・学会で議論としては出ている。今は難しいという判断であえて環境科という限定をして

いない。少し違う形の表現の仕方の提案をしていこうとしている。 
・学会が頼りないので、法律推進法を作った。学問を作るのが学界であるが学問を作ろう

としない学会に対して法律を作り圧力をかけないと動かない。メンバーは社会科や理科

出身で専門家がいない。利害が絡む。それぞれの専門の立場で発言をして、さっと逃げ

てしまう人が多くなかなか学問として育っていかない。 
・どのような動きが今あるのか。選挙がどうなるかという状況。そうすると誰に働きかけ

るのが有効か、非常に見え辛い。 
・超党派の議員連盟を作るということも考えられるが、時間がかかるということで環境教

育推進法の際は作らなかった。 
・民主党が政策インデックスを送ってきた。「エコツーリズム、自然保全体制を整備すると

ともに環境教育が必要。国民をはじめとする意識の向上を努める。」「意識改革が必要で

ある。環境教育の推進が重要である。」「NGOの参加」等の環境教育の記述がある。 
・民主党は 2002年に同様の趣旨の提案を行っている。私たちの案とは非常に近かった。 
・環境保全活動を促進させる仕組みの導入部分について。現行法の土地の供与等の処置に

ついて意見はあるか。 
・日本生態系協会、ナショナルトラストの事務局が行っている。しかしあまり今まで進ん
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でいない。税制の控除、財政的支援など、言葉として出ているが、具体的なものがあが

っている。詳細なやり方が決まっていない、実行上の措置がないままの 5 年間いたとい
う状態である。そのようなことを書いてみてもらったらどうか。 
・実行上の措置は環境省・国が行うもの。最終的には税の関係があるので財務省が動かな

い。 
・第 19条には「土地の供与」の処置しか書いていないので、それだけでは環境保全活動は
推進されないということで、税の優遇措置、寄付税制などが措置も必要なのではないか

ということ。今ある仕組みは十分ではないということ。 
 
■NPOに対する公的支援について 
・環境教育を展開させていくにはNGOががんばる必要がある。しかしNGOに対する支援
が非常に微々たるもの。前回、その事をめぐり、私と川原さんは「手厚いし支援をすべ

き」、コノヱさんは「役所の下請けになってしまう・独立性を落とされてしまう」という

意見の対立があった。川原さんから送ってもらった詳しい記事を見て、改めてNPOが貧
乏の団体であっていいのかと思った。数十兆円の公的支援を銀行に対して行う時代に、

社会の公平さからバランスを欠いている。 
・なぜ NPO に公的支援をする必要があるのかということに対して、NPO は公共の全てで
はないが一部である。学校教育、警察、政党ですら税金でお金をまかなう。政党助成金

は 5 年前に出来た。公的支援が行われる理由は、国民に必要な公的業務を担う、従って
一部ないし、ある部分をまかなっていい、という理由。また財政面の支援があってもい

いのではないか。 
・1点目に、所得控除、税額控除が考えられる。 
・2 点目は財政面について、家賃、通信費、交通費、会議室資料、海外での調査、出張等。
また、次に公務員は研修に出かけていくことができる。また、海外にも出かけることが

できる。すべて税金でまかなっている。どうしてNGOにお金を出したらいけないのか。 
・日本に環境分野のNGO職員として働いている人は1,000人前後だろう。人件費を入れて、
平均 500万円とすると 50億円。国家公務員の平均給与は 600万円程度で数万人いる。規
模が違いすぎる。せめて公務員並みの給与で、安心して結婚して子供も育てられるとい

う形にするべき。 
・異論あり。一つは同じ公共を担うといっても担い方が違う。同一の目的をもった個人が

集結して組織化されるように、個人の自発性に支えられている。NPOが公共を担ってい
るとは誰が判断するのかどう証明するのか。個々の団体が市民の代表制を踏まえたうえ

でやっているか。少なくとも議員は選挙を経ている。そのようなところが疑問視されて

いる。NPOは団体のミッションに基づく事実上自発的活動なので、行政とは自由度が異
なる。例えば、NPOの場合は誰が反対しようができるという自由度が全く異なる。市民
によって支えられている組織。やはり行政と異なる点を意識する必要がある。異なるが
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故に、支える仕組み・制度は全く同じではおかしい。税制控除などは市民に支えられた

組織としては当然だと思う。NPOは助成金に申請しているが、環境事業団の助成金の申
請には人件費はつかない。助成金の対象とされたのは、それは公共性が高いものである

と認められたわけであるから、当然のこととして人件費を認めることは必要だろう。た

だし、事務局の人件費・国内研修に対する一定の助成は少し違うのではないか。NPOの
自律性が損なわれる危険性が十分にある。一艇的に補助されているとなると言いたいこ

とも言えない状況が確実に出てくると思う。自立性やミッション達成のためには、実際

に懸念はある。NPO はどう財政基盤を確立するかに奔走し、本来の NPO の使命を忘れ
ているという話を聞いた。組織が安定している、スタッフが賄える用になるといろいろ

な弊害がでてくる。税金や助成金の当然の部分はぜひ認めてほしい。 
・参加の制度について、欧州には NPO が政策形成の過程に参加できる制度的保障がある。
そのようなところで自分たちの意見を述べ、ミッションを果たし、自分たちの能力を発

揮できる。またそのことによって RP活動になる。それが結果的に会員の獲得になり、財
政基盤の拡大につながると感じた。本来の活動の場を制度として保障することが先。短

期間でお金を支援するのではなく、人を支援する（インターンなど人材の受け入れ）。NPO
と行政、企業の交流性を高まる。活動をやりやすくする人的支援・制度的支援などがNPO
活動の本来の支援策として望ましいのではないか。 

・NPOとしての活動を 10年以上やっている。NPOの個別の活動を見ていると公共性の高
い仕事をやっている団体が出来ては消えている。アメリカのNPOの財政支援が 3割と聞
いた。環境省が環境活動支援について審議し、中央環境審議会に対してパブリックコメ

ントがあったのでコメントを出したこともあるか。日本はNPOの数も実力も不足してい
る。財政支援を公共的戦略として認めるべきでは。 
・そのような問題意識を以前から持っていた。東京大学出版が出している「公共哲学」が

ある。公共哲学ネットワークという団体が議論している。特に欧米と日本の社会の成り

立ちからカバーした議論があった。日本では民による公共が社会哲学の体系の中で押さ

えつけられてきた。NPOの社会の位置づけの基本論とは、環境教育の話では間に合わな
い。現在の官僚体制の維持構造型では現実では難しい。環境に絞るべきではないか。公

的支援制度についてある程度議論したいと思うが別立てにした方がいいのではないか。 
・アメリカのシンクタンクのデータでは国民 1人当たり年間所得の 1.2％を寄付するとある。
寄付金のウエイトが高い。どうして支援するのかの前段の説得させる部分が弱いのでは

ないか。実態は公共の一翼を担っているのか。公的支援をうたうため前段に説得力があ

るように持っていくようにする必要がある。 
・実際にしっかりやっているNPOはいるが金がないということで役所の下請けでしかない

NPOが増えている。財政基盤をしっかりしなければならないという方向に走ってしまっ
ている。 

・「技術開発」という名でお金が個別企業に行く。川崎のエコタウンでは JFEがプラスチッ
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クを燃やすための施設整備に 50％の補助金が出ている。「公」にいいから、個別企業・個
人に出している。半端ないお金が外に出ている。 
・それはあくまで人件費に出ているわけではなくプロジェクトに出ている。NPOも助成金
の申請をしてプロジェクトに対してお金を出す手段も少ないがある。そこで人件費を認

めてほしい。 
・今回のサブプライムローン問題で、銀行を守ることは公益と判断され、莫大な資金が一

時的に流れる。それに対してしかし環境事業団の支援額はトータルで 20億円程度。全く
他の分野の金とバランスがかけ離れている。今までは NGO は「好きな人がやっている、
好きなことをやっているので金を出すのはとんでもない」という世界であった。いつま

でもそれでいいのか。省庁は日本の環境政策を本気にやってやろうと思っていない。私

は NPOのほうが純粋だと思う。 
・日本の NPO は成熟度が低い。自立性・独立性には大きな問題がある。国は結局、NPO
をどこまで正式に認めるのか、その評価も危うい。他方で、産業にはたくさんお金が出

ている。それはある種の国民主権。我々は結局国家主権にのまれている。 
・非常に難しい話。行政にすべて頼っていいのかという問題がそもそもある。100％行政を
信用していのか。国も一つの機関である。そこでもう一つの主体がNGOではないか。行
政が支援することになると、行政の考え方が入るのでなかなか行政側としてもやりづら

く難しい部分があると思う。国民がどう NPO を育て行くのか考え、NPO 自身もそれに
答える必要がある。ふるさと納税のように税の一部がそこに行くようにするなど。 
・環境文明が続けられていたのは研究所で稼いでいたから。NPO 環境文明 21 だけで自立
できる訳がない。かろうじて存続している。本来もっと支援があってしかるべきでは。 
・寄付の総額の桁が違う。アメリカは 22兆億円、日本は 14億円、イギリスは 1兆円。寄
付の文化が違う。民主党の提案にも見られたが、環境文明として将来の方向として提言

することはやってほしい。 
・お金の話は重要。税と活動の場を保障することを主張する。環境教育や保全活動は手段

である。環境教育で学んだこと披露する場を制度化する。環境教育推進法の中に盛り込

むべきではないか。活動の場を保障しなさいということ強く主張するべきではないか。 
・政策提言の場の保障については、環境文明 2１にはできているのではないか。 
・制度的に日本では保障されていない。パブリックコメント程度はある。アメリカやドイ

ツでは、政策決定をする際に必ず NPO（NGO）の意見を聞かなければならないとある。
しかし、日本だけでは審議会メンバーによる審議や、最終段階でパブリックコメントを

行うというような形だけ。 
・環境教育推進法を作って下さいと主張したが、役所、議員、法制局で作るものだという

ことだった。私たちは完成形しか見ることができない。NPOの参加はそこに保障されて
いない。地方自治の条例もそうだ。制度として保障し、意見がどう扱われたのかを見え

るような形に制度化してほしい。 
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・ドイツで制度的保障が実現しているのは、「緑の党」があったということが大きい。 
・安部内閣では、21 世紀環境立国戦略を提案し閣議決定している。そこにＡＡＡ（トリプ
ルエー）プランプランというものがあり、「環境科の推進事業体に専門家必要」とあった。

そういったものを本気でやろうとすれば、やはり環境科を大学に設立し専門家を育成す

る。または NPOを第二の公共として組み込む必要がある。 
・役所は発言の場を制度的に保障すると言っているが発言をしても事実上役に立たないと

し、要するにアリバイ作りを行っているだけ。私はパブリックコメントをしたことはほ

とんどない。そのような制度を作るのは全く必要だと思う。 
・ワークランド方式。三島市が行っている。イギリスではひとつのトラストになっていて、

大きな地域環境力を担っている。平成 15年版の環境白書になっている。関心を持ってい
る。このようなものを日本に取り入れられないか。活用して社会的真理を追究していく。

イギリスは元々法律がつかない慣例でやっている。そのような研究をしてみたい。 
・グランドワーク方式はすでに 15年前から議論になっており、日本では失敗したと記憶し
ている。 
・実際にグランドワークをイギリスに行って調べたことがある。成功した背景にはイギリ

スは 10数年前の不況時に税収が落ち込み財政支出が難になった時、民間で力を出しまし
ょうということで始まった。財政難の中、街路樹の管理をせずにいると街のイメージが

下がる。その結果、町の人たちの商売も影響がでてくる。そうならないためにお金を出

し合って、きれいな街にして人が集まる場所を作りましょうと。それに人が集まる。そ

れがグランドワークの秘密だと思う。同時日本にはそのような条件はなかった。 
・日本では寄付の習慣がない。私自身はNPO活動にお金を 2割ぐらいに使っている。誰が
ほめてくれるのか。ボランティアでも売名行為ではないかと揶揄される。アメリカ・イ

ギリスではそういうことはなく、社会貢献行為は褒められるのが当然。しかし日本では

密にやることが善だ。最近はリタイアした時間的余裕のある人が多い。能力高い人が地

域社会に残っている。小金井市では環境条例を市民会議で作成した。そこには自費で会

費を払っている。法人格も持っていない。ちゃんとした環境報告書を作った。そのよう

なところに対しては顕彰する必要がある。 
・顕彰の件で思い出すが、大阪は明治時代まではそのような傾向にあった。橋を作った商

売人の名前がついた橋がある。中之島公会堂は作った人の名前。大阪にはそのような伝

統はあった。ところが明治維新の時に公共は全て行政がやると取り上げた。二元化して

しまったからみんなで街を作る、環境を守るという思想はなくなった。その辺りは公共

哲学ネットワークが非常に素晴らしい考えを出している。 
・私は大学の教員だが、「寄付をください」と言い始めた。企業も、いろんな方法である程

度の意思で金をだす。先ほど、「大きくなったら弊害がある。」という指摘があったがい

っしょにやれる、つながりを作っておけば影響力が持てるようになるのでは。 
・税の優遇措置だけではなく、財政面での支援についても考えているが検討中として答え
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る。 
・今後、グローバルネットに記事を書く。実際に議員回りをするための要望書を作成する。 
・日本生態系協会も同じような活動をしている。連盟も考えられるがいろんな団体がいる

ということで分けて出した方がいいかもしれない。 
 
■次回について 
・12月 10日 18：30～ 
・引き続き、NPO支援の制度などについて 


