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はじめに

 現在、世界は経済のボーダーレス化が進み、世界中が相互の経済関係を有している。一

方、地球環境についてもボーダーレス化が進み、私たちは、日本にいながら、自然や資源の

利用などによって世界の様々な場所で発生している環境問題に影響を与え、また、地球環境

の悪化も私たちの生活に影響を与えており、私たちの行動と地球環境は非常に密接に結びつ

いている。地球温暖化や生物多様性、外来生物、鳥獣保護や鳥獣被害、廃棄物や資源循環な

ど地球環境問題は多岐にわたり、どの問題も火急の課題を抱えているが、私たちの行動が世

界に直結しているからこそ、私たちはこれらの課題解決を戦略的に捉え、持続可能な社会こ

そが豊かな未来の姿であるとして、一人ひとりが考え、行動し、その成果を伝え、広めてい

く時を迎えている。

1993年、前年にブラジルのリオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国連会
議（地球サミット）」を受け、内外の民間団体における地球環境保全活動を国と民間双方が

支援していくことを目指し、独立行政法人環境再生保全機構（当時、環境事業団）内に地球

環境基金が創設された。2014年、20周年を迎えた同基金は、創設以来、のべ4,014件、総額
138億円（平成25年度まで）を国内外で活動する環境NGO・NPOに対して支援し、市民レ
ベルの環境保全活動の発展の中心的役割を担ってきた。今後も、現場での活動を通じて、一

人ひとりの思いを行動に結び、その輪を広げ、持続可能な社会を創出していく環境NGO・
NPOには大きな期待が寄せられており、同基金では、それらのNGO・NPOの更なる活躍を
有効かつ着実に支援していくことが求められている。

 そこで、本業務では、より充実した助成活動の実施を目指し、これまでに助成を受けた

NGO・NPOによる環境保全活動の情報をデータ化及び整理し、活動内容や設定された目標
及び指標等の傾向を分析した。また、環境保全活動の成果の可視化による環境NGO・NPO
の社会的影響力の向上を目指し、すでに社会性評価の枠組みや指標を活用し、活動の成果の

可視化を試みている欧米の助成団体、NGO・NPO、第三者機関等の事例を調査し、その手
法をまとめた。最後に、前記の整理・分析、及び収集した情報を基に、助成の各分野におい

て考えられる指標群を整理するとともに、NGO・NPOの活動立案・目標設定に参考となる
ツールについて検討を行った。以上については、専門家等による検討委員会を設置し、具体

的かつ多様な観点からご議論いただいた。

 本業務が、地球環境基金の今後の助成活動の充実、ひいては、国内外の環境 NGO・NPO

による環境保全活動の社会的意義の向上に資すれば幸甚である。

平成 27年 2月

東京海上日動リスクコンサルティング株式会社
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第Ⅰ章 検討委員会の設置・運営

1. 検討委員会の設置・運営

 本業務では、独立行政法人環境再生保全機構における地球環境基金の助成活動による成果

の体系的整理・分析及び参考となる先進的な活動事例の収集・分析を行い、調査手法及び情

報提供の内容等について総合的な検討を行うことを目指して、有識者や環境保全活動及び国

際協力に係る専門家など計 4 名から成る「地球環境基金 助成活動の成果の可視化に向け
た調査研究」検討委員会を設置した。

 本検討委員会については、平成 26年 9月から平成 27年 2月の設置期間に全 3回開催し、
（１）地球環境基金助成活動の情報整理及び分析手法

（２）先進事例の選定、机上調査及びヒアリング調査の内容

（３）環境保全活動の評価指標

（４）検討した指標の活用・普及方法

等について検討を行った。

 検討委員会の委員は、以下の通りである。

【地球環境基金 助成活動の成果の可視化に向けた調査研究 検討委員会 委員】

（五十音順）

今田 克司 一般社団法人 CSOネットワーク 代表理事

玉村 雅敏 慶應義塾大学 総合政策学部 准教授

千頭 聡 日本福祉大学 国際福祉開発学部 国際福祉開発学科 教授

山崎 唯司※ 元独立行政法人国際協力機構広尾センター

市民参加協力アドバイザー

 ※座長
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2. 検討委員会の開催概要

 各検討委員会での主な議題及び配布資料の詳細は以下の通りである。

表 1 検討委員会の開催日時及び議題
開催日時 主な議題及び配布資料 

第 1回

平成 26年 10月 3日
15:00～17:00 

【主な議題】 

＜本事業の概要＞

１．事業概要説明及び本検討委員会設置目的について

２．地球環境基金助成活動の概要（選定手法及び評価手法）

＜助成活動の情報整理及び分析＞

１．情報整理の対象団体（件数）

２．情報整理・分析手法の検討

＜先進事例調査＞

１．先進事例調査対象の検討

２．机上調査内容の検討

【配布資料】 

資料１ 委員名簿

資料２ 座席表

＜本事業の概要＞

資料３ 平成 26 年度地球環境基金助成活動の成果の可視化に向け
た 調査研究 検討委員会設置要綱

資料４ 平成 26 年度地球環境基金助成活動の成果の可視化に向け
た 調査研究 概要

資料５ 地球環境基金概要

＜助成活動の情報整理及び分析＞

資料６ 情報整理対象団体数

資料７ 助成団体の情報整理の手法・手順

＜先進事例調査＞

資料８ 先進事例調査 対象団体（案）

資料９ 先進事例調査 机上調査項目（案）

別添 先進事例調査 対象団体 参考資料
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開催日時 主な議題及び配布資料 

第 2回

平成 26年 12月 3日
10:00～12:00 

【主な議題】 

＜助成活動の情報整理及び分析＞

１．情報整理・分析の報告（途中経過）

＜先進事例調査＞

１．先進事例調査対象（机上調査及びヒアリング調査）のご説明

２．調査内容のご報告

３．ヒアリング調査項目のご検討

【配布資料】 

資料１ 委員名簿

資料２ 座席表

＜助成活動の情報整理及び分析＞

資料３ 助成団体情報整理・分析表（平成 23～25年度分 計 18件）
＜先進事例調査＞

資料４ 対象団体一覧

資料５ 各団体の調査内容

資料６ ヒアリング調査項目（案）

参考資料１ ERCAにおける事後評価の際の評価の視点
参考資料２ 第 1回検討委員会 議事要旨
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開催日時 主な議題及び配布資料 

第 3回

平成 27年 2月 9日
15:30～17:30 

【主な議題】 

＜助成活動の情報整理及び分析＞

１．アウトプット・アウトカム指標についてのご検討

＜先進事例調査＞

１．先進事例調査のご報告（ヒアリング調査）

２．先進事例調査のご報告（机上調査）

＜その他＞

１．国内ヒアリング候補について

【配布資料】 

資料１ 委員名簿

資料２ 座席表

＜助成活動の情報整理及び分析＞

資料３ 情報整理・分析対象団体数（活動形態・活動分野別）

資料４ 情報整理・分析表（年度別／24年度）
資料５ 情報整理・分析表（自然保護・保全・復元／総合環境教育）

資料６ 指標一覧（自然保護・保全・復元／総合環境教育）

資料７ モデル例

＜先進事例調査＞

資料８ ヒアリングメモ

資料９ 先進事例調査内容（追加）

＜その他＞

資料１０ 国内ヒアリング候補

参考資料１ 助成金交付要望書記載例（H26年度）
参考資料２ 第 2回検討委員会 議事要旨


