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未来のために、変えたい今がある！ 
FoE Japan は、地球規模の環境問題に取り組む国際環境 NGO です。 
世界 73 ヵ国に 200 万⼈のサポーターを有する Friends of the Earth International のメンバー団体として 
⽇本では 1980 年から活動を続けてきました。 
 
FoE Japan のビジョン 
地球上のすべての⽣命（⼈、⺠族、⽣物、⾃然）が互いに共⽣し、尊厳をもって⽣きることができる、 
平和で持続可能な社会を⽬指します。 
 

FoE Japan の活動理念 
■公正・公平な社会（Justice） 

⺠主的かつ公正・公平な社会を実現します。 
 
■⾃然との共⽣と世代間の公平性（Sustainability） 

⾃然と共⽣し、現在の地球上の資源や環境を将来世代もが享受できる仕組みを実現します。 
 
■⼈々の主権（People Power） 

多様なセクターが連帯することで⼤きなうねりを⽣み市⺠が意思決定をすることのできる社会を実現します。 
 
■しくみを変える（System Change） 

環境・社会問題を⽣み出している既存の仕組みに対して挑戦し、解決のための仕組みをつくります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
団体名 エフ・オー・イー・ジャパン（通称：FoE Japan） 
代表理事 ヘルテン・ランダル・アラン 
事務局⻑ 満⽥夏花 
設⽴年 1980 年 1 ⽉ 
法⼈格 2001 年 11 ⽉〜特定⾮営利活動法⼈、2010 年 7 ⽉〜 認定特定⾮営利活動法⼈ 
所在地 〒173-0037 東京都板橋区⼩茂根 1-21-9 
組織構成 理事・監事 14 名／常勤職員 9 名／アルバイト 5 名／委託研究員 4 名 
加盟組織 Friends of the Earth International 

*Friends of the Earth International は、世界 73カ国に 200 万⼈のサポーターを有する、世界最⼤の草の根

の環境 NGO です。1971 年設⽴、本部はオランダ・アムステルダムにあります。 
  

知る 
現地の⼈々の視点に⽴って
環境問題の実態と根本原因
を調査・分析します。 変える 

環境社会問題を⽣み出している 
既存の仕組みに対して挑戦し、 

解決のための仕組みを作ります。 

つながる 
国内外の広いネットワーク⼒を
いかし、連帯することでうねり
を起こし、より⼤きな⼒で⾏動
します。 
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2020 年度を振り返って 
新型コロナウイルスの流⾏により、私たちの⽣活は⼀変しました。働き⽅やくらしのあり⽅の変更を

余儀なくされる中で、特に⾮正規雇⽤労働者や外国⼈労働者が不当な解雇にあったり、リモートワーク
や休校により、家族が⾃宅にいる時間が増えたこともあり、多くの家庭で⼥性への負担が増加したりし
ました。もともと私たちの社会にあった経済格差やジェンダーの不平等、社会的弱者への暴⼒、⼈種差
別等の問題が、コロナ禍で顕在化したと⾔えます。さらに、世界に⽬を向ければ、コロナ対策にかこつ
けて、環境や⼈権を守る活動をしてきた⼈びとを弾圧する動きもあります。 
  

コロナ危機と同時に、気候危機も深刻になっています。2020 年 9 ⽉に九州地⽅を襲った台⾵ 10 号に
より、約 100 名が重軽傷を負いました。カリフォルニア州の⼤規模な⼭⽕事や、東南アジアでの⼤⾬被
害も⼈々や環境に痛ましい傷を残しました。 

 
また、⽣物多様性の危機も深刻です。IPBES（⽣物多様性及び⽣態系サービスに関する政府間科学政

策プラットフォーム）が 2019 年に発表した報告書では、⽣物種の多くが⼈間活動により脅かされ、お
よそ 100 万種が今後数⼗年間のうちに絶滅する恐れがあると指摘されています。⽣態系の破壊がパンデ
ミックを引き起こし、深刻化させていることも明らかになってきています。コロナを機に、⽣態系の健
全性と⼈類の健康は⼀体のものであるという「ワンヘルス」の考え⽅が提唱されています。 
  

そのような中、FoE Japan では、コロナ後を⾒据え、改めて環境や社会問題について考え語り合おう
と、スタッフが普段取り組んでいる課題をテーマにした FoE連続オンラインカフェを 2020 年 4⽉から
8⽉にかけて 13 回開催しました。 
  

コロナ危機、気候危機、⽣物多様性の危機、そしてさまざまな社会の危機を乗り越えるために私たち
に必要なのは、⼤量消費を前提とした社会システムを根本的に変⾰すること、気候変動や⽣態系破壊に
加担する事業がこれ以上進⾏しないよう政策を⾒直すこと、企業や⾦融機関が意識や投資⾏動を変える
ことなど、これらの危機をもたらした社会構造の抜本的な変⾰（システムチェンジ）です。FoE Japan
は引き続き、すべての⽣命が尊重される持続可能な社会の実現に向けて活動をしていきます。 

 
 
 

 
2020 年度を振り返って........................................................................................................................ 1 
福島⽀援と脱原発 ................................................................................................................................ 2 
開発⾦融と環境 .................................................................................................................................... 5 
気候変動とエネルギー ......................................................................................................................... 8 
バイオマス ......................................................................................................................................... 10 
森林と⽣物多様性 .............................................................................................................................. 12 
メディア掲載...................................................................................................................................... 14 
講演実績 ............................................................................................................................................. 14 
会員・寄付者数の推移 ....................................................................................................................... 14 
会計報告 ............................................................................................................................................. 15 
FoE Japan を応援くださる皆様へ ..................................................................................................... 16 
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事故から 10 年 
〜被害の「⾒えない化」
に抗う 
活動背景 

2011 年の東⽇本⼤震災とそれに続く東電福島
第⼀原発事故から 10 年。事故により、多くの
⼈たちがふるさとを失い、広い範囲の海や⼟地
が放射能で汚染されました。しかし、政府指⽰
の避難区域はどんどん解除され、避難者への⽀
援が打ち切られています。原発事故の被害はさ
まざまな理由で⾒えづらくなってきています。
国は原発を「ベースロード電源」と位置付けま
すが、コストが⾼く不安定で、核のごみも解決
のめどがたっていない原発の⾏き詰まりは、ま
すます明らかになってきました。 

FoE Japan は福島⽀援、原発事故の被害の実
態の発信、脱原発・エネルギーシフト実現のた
めの活動を継続しています。

HIGHLIGHT// 
原発事故被害の実態を発信 

 
2020 年度は原発事故被害の実態を国内外

に発信する「ふくしまミエルカプロジェク
ト」に継続して取り組みました。⽇本語版・
英語版のウェブサイトを設置し、福島の⼈た
ちのインタビュー映像を多⾔語にて発信して
います。 

また、原発事故の被害の実態をわかりやす
くまとめた冊⼦「福島の今とエネルギーの未
来 2021」を作成しました。 
処理汚染⽔の海洋放出に関しては、福島の
漁業者の声をアンケートや映像で可視化し、
代替案などについてわかりやすくまとめた Q
＆A を作成しました。      
パワーシフト・キャンペーンでは「パワー

シフトアンバサダープロジェクト」で、新た
な関⼼層へのアプローチに取り組みました。 
 

 
「福島の今とエネルギーの未来 2021」を発⾏。 

福島⽀援と
脱原発 
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「ふくしまミエルカプロジェクト」 
原発事故によって⼤きな影響を受けた⼈々の
声を、インタビュー映像にまとめて公開しまし
た。そのうちの 10作品を、英語、フランス
語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語、ドイ
ツ語、スペイン語の 7⾔語に翻訳して世界に発
信しました。 

2021 年 3⽉には、原発事故の被害の実態やエ
ネルギー政策の現状をわかりやすくまとめた冊
⼦「福島の今とエネルギーの未来 2021」を発⾏
しました。 
オンラインセミナーでは、福島原発事故の実

態を発信することにも取り組みました。「ばら
まかれる放射性物質」「原発作業員」「原発事
故避難」「汚染⽔」などのテーマで、合計７回
のセミナーを開催し、原発事故から 10 年の節
⽬となる 2021 年 3⽉ 11⽇には、原⾃連・ピー
スボートなどとともに「原発ゼロ・⾃然エネル
ギー100 世界会議〜福島原発事故から 10 年〜」
を開催しました。 
原発を気候変動対策として位置づけ、維持・
拡⼤しようという動きに対して、アニメーショ
ン「原発は気候変動対策？」を作成・公開し、
原発が気候変動対策にならないことをわかりや
すく伝えています。 

 

 
アニメーション「原発は気候変動対策？」を作成・公開し
ました。 
 
 

汚染⽔の海洋放出に反対−漁業者アンケー
トの実施 
 福島第⼀原発の敷地内でタンクにためられて
いる処理汚染⽔。政府は海洋放出の⽅針を決め
ました。しかし、現状その 7 割で、トリチウム
以外の放射性物質が基準を超えて残留していま
す。 
 FoE Japan は、①汚染⽔に含まれている放射
性物質の総量が明らかにされていない、②モル
タル固化による処分や⽯油備蓄で使われている
⼤型タンクによる⻑期保管などの代替案の検討
の必要性、③トリチウムの健康リスクを⽰唆す
る報告もある――などを理由に海洋放出に反対
しています。 
 2020 年度は、汚染⽔に関するよくある質問と
回答をまとめたパンフレットやウェブサイトの
制作、連続オンラインセミナーの開催に加え、
岩⼿、宮城、福島、茨城、千葉、東京の漁協に
対してアンケートを実施。ほとんどが海洋放出
に反対し、多くが⼤型タンクやモルタル固化な
どの代替案を選択しました。また、国会議員会
館で、「漁業者のお話をきく会」を開催。さら
に、漁業者へのインタビューや汚染⽔の状況に
ついてまとめた映像「福島の漁業者たち」を制
作し、YouTube上で発信しました。 
 

福島ぽかぽかプロジェクト〜コロナ禍でも
継続 

2012 年 1 ⽉から、福島の親⼦を対象に週末保
養プログラム「福島ぽかぽかプロジェクト」を
継続してきました。⼦どもたちが野外でのびの
びと遊び、⽗⺟が語り合うことに加え、エネル
ギー講座、味噌づくりなど、学びや体験の場に
もなっています。最近では、当初参加していた
⼦どもたちが成⻑し、ボランティアとして活躍
しています。参加するお⺟さんたちが原発事故
後の⾃分の⼼境や体験を話すようになってきた
のも⼤きな成果です。 
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2020 年度は新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌
のため、⽔俣⻑崎学習旅⾏、ドイツ若者交流ワ
ークショップ、⼤型連休中の猪苗代での保養な
どを中⽌せざるをえませんでした。 

しかし、⼦どもたちに野外活動がとても不⾜
し、お⺟さんたちが精神的にも追い詰められて
いる状況であるため、2020 年 7⽉〜2021 年 1
⽉まで、11回の保養を⼩規模で開催しました。
スタッフは全員 PCR検査を受け、県外スタッフ
と参加者で、使⽤する洗⾯所・トイレ・テーブ
ル・⾞・キッチン作業を分けるなどの感染防⽌
対策をとりました。 
 

 
8⽉の回では、⼩野川湖のカヌー体験もしました。 
 
 

 

電気を選んで社会を変える―パワーシフト 
FoE Japan は、消費者や企業、団体が、電気

を選択することを通じて社会を変えていくこと
を後押しするために、他団体とともに「パワー
シフト・キャンペーン」を実施し、「電源構成
などの情報開⽰をしている」「再⽣可能エネル
ギーを中⼼として電源調達をしている」「原⼦
⼒発電や⽯炭⽕⼒発電は使わない」などの視点
から、電⼒会社を紹介しています。 
 2020 年度は、「東京都内の⾃治体の電⼒調達
に関する調査」や電⼒制度などについて電⼒会
社との意⾒交換、そして 1 ⽉に発⽣した市場価
格⾼騰問題などに取り組みました。 
 また、パワーシフトを社会に広く発信してい
く⼈を増やすため、「パワーシフトアンバサダ
ープロジェクト」を開始しました。様々な分野
で活躍するインフルエンサーが、それぞれの⾔
葉で気候変動や再エネについて、ライフスタイ
ルについて発信しました。さらに「市⺠アンバ
サダー講座」をスタートし、関⼼を持つ市⺠か
らの参加も募っています。気候危機を背景に、
多くの若い⼈たちへの広がりができ始めまし
た。この繋がりを今後さらに広げていくため
に、インスタグラムのデザイン刷新などに取り
組んでいます。 
 

 
インスタグラムのデザインを刷新！ 

参加者の声 
「コロナ禍で保養の機会が失われまし
た。震災から 10 年を区切りに急速に⾵化
が進んでしまうのではと危惧していま
す。放射性物質は⽬に⾒えずとも存在し
ています。保養はこれからも必要だと切
実に思います。」 

（ぽかぽかプロジェクト参加者の声より） 
 

 

CHECK! 
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開発に伴う貧困化・ 
環境被害をなくす 
ために 

 

活動背景 
資源確保やインフラ整備等の開発の名の下、

地域の⽣態系や住⺠の⽣活基盤・社会関係が回
復できないほどに壊されています。それを防ご
うとする住⺠やその⽀援者が、国家や⼤企業に
よる暴⼒や脅迫など深刻な⼈権侵害に直⾯する
こともあります。 
住⺠が未来を⾃らの⼿で築いていくため、住

⺠が⾃由に意思決定できる適切なプロセスの中
で、住⺠のニーズに沿った決定が環境社会影響
を回避・低減しながら⾏われる――そんな社会
を⽬指し、現場の声を基に国内外の⼤規模開発
をウォッチし、政策提⾔を⾏っています。 
 現在は⽇本の官⺠が海外で進める⽯炭⽕⼒や
ガス、鉱⼭開発、国内での辺野古⽶軍基地建
設、リニア中央新幹線等の問題に注⼒していま
す。 

 

HIGHLIGHT// 
現地住⺠の声に基づく活動の継続 
 
⽯炭⽕⼒の輸出問題は、4⽉から本格化し

た関係省庁による公的⽀援⾒直しの議論にあ
たり NGOが共同で提⾔を続けた結果、7⽉
に「原則⽀援しない」⽅針が発表されまし
た。⼀⽅、同⽅針の適⽤外とされたベトナム
やインドネシアでの個別の⽯炭⽕⼒案件の中
⽌を⽬指し、現地住⺠・NGO、国際NGO等
と連携し政府機関や企業への要請、署名提出
や機関投資家への働きかけに注⼒しました。 
コロナ禍で海外の現地調査はできませんで

したが、インドネシアやフィリピン、⽇本の
各地の住⺠の皆さんにオンラインで話をして
もらうことで、より多くの市⺠の⽅々に⽯炭
⽕⼒や鉱⼭、辺野古、リニア等の開発現場の
状況・問題を知ってもらう機会をつくりまし
た。 
 

 
Samsungにベトナム・ブンアン 2⽯炭⽕⼒に関与し
ないよう求める世界同時アクション。 
 
 
 
 

 

開発⾦融と
環境 
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⽯炭⽕⼒輸出は例外なく停⽌を！化⽯燃料
への公的⽀援停⽌を⽬指した活動へ 
 政府による⽯炭⽕⼒輸出⽅針の⾒直しプロセ
スにおいて、NGOが共同で、パリ協定 1.5度⽬
標との整合性の問題、また⽯炭⽕⼒による環境
社会・⼈権問題等について指摘してきた結果、7
⽉には「原則⽀援しない」との⽅針が発表され
ました。しかし、同⽅針や「2050 年炭素中⽴」
宣⾔にもかかわらず、政府間合意を理由に、ベ
トナム・ブンアン 2 やインドネシア・インドラ
マユ等への⽀援継続の姿勢が⽰されたため、⽯
炭⽕⼒への公的⽀援「完全」停⽌を求め続けて
います。 
 ブンアン 2 は、国際要請書を⽇本の官⺠に提
出し、新規参⼊した韓国企業に韓国 NGOと共
に働きかけるなど、関係者の撤退を強く要求。
また三菱商事や中国電⼒の主要株主に ダイベス
トメントを要請しました。12 ⽉に国際協⼒銀⾏
（JBIC）が⽀援を決定した際は抗議声明を出
し、多くのメディアで報道されました。 
 インドラマユは、国際協⼒機構（JICA）の融
資停⽌を求める署名サイトを 3⾔語でたち上
げ、広く協⼒を呼びかけました。10 ⽉の⾸相の
インドネシア訪問時や 11 ⽉の国際会議には、
同事業で収⼊源を失う農家の皆さんがジャカル
タの⼤使館で、また FoE Japan 等が東京の外務
省等で同時に要請・署名提出を⾏いました。 
 

 
10 ⽉の⽇本・インドネシア⾸脳会談の前に、インドラマ
ユへの融資停⽌を求める要請書を外務省に提出。 
 
 JBICがカナダのガス事業への⽀援を検討し始
めたことを受け、同事業の気候・環境・社会影
響について現地 NGOや先住⺠族から情報収集
を開始しました。国際会議等における化⽯燃料

への公的⽀援停⽌の議論も踏まえ、活動を続け
ます。 
 

公正な移⾏とは？フィリピンやインドネシ
アのニッケル鉱⼭開発現場の実態を伝える 
 ガソリン⾞から電気⾃動⾞への転換など、脱
炭素社会への移⾏が急ピッチで進められる中、
⽣物多様性豊かな森林が伐採されたり、先住⺠
族の⼟地が奪われたりするなど、新たに鉱物資
源をめぐる乱開発が起きることが懸念されま
す。⽇系企業のフィリピン・ニッケル鉱⼭拡張
計画やインドネシア・ニッケル製錬所の新設計
画といった開発現場の実態を現地 NGOに話し
てもらう連続オンラインセミナーの開催など、
情報発信に⼒を⼊れました。 
 

 
 
 

住⺠⽣活を脅かすリニア沿線⼯事 
 リニア中央新幹線の南アルプストンネルの⼯
事をめぐり、62 万⼈が利⽤する⼤井川の減⽔や
⽣態系への影響を懸念する静岡県と、静岡⼯区
の着⼯を急ぎたい JR 東海の対⽴が続く中、国

現地パートナー団体の声 
「フィリピン・パラワン島南部の鉱⼭問
題に取り組んできた私たちは、貴重な情
報源でもある FoE Japan の調査・提⾔活
動に感謝しています。豊かな森林⽣態系
を育むブランジャオ⼭でのニッケル鉱⼭
拡張に⽴ち向かうため、今後も FoEJapan
に期待します。」 
（環境法律⽀援センター／ 

ELACグリゼルダ・マヨアンダ⽒） 
 

 

CHECK! 
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交省により有識者会議が設置され、全国的にも
リニア問題への注⽬が⾼まりました。FoE 
Japan も静岡の影響に関するオンラインセミナ
ーや静岡の学⽣と連携した署名活動を実施し、
静岡県知事に要請書を提出、意⾒交換を⾏いま
した。 
 ⼀⽅、静岡以外の沿線地域では、すでに各地
で⼯事影響が⽣じています。実験線が⾛る⼭梨
の影響地の視察や、⽴退きを拒否する住⺠、影
響を懸念する⻑野県の住⺠等からの聞き取りを
⾏い、各地の状況や問題提起をオンラインセミ
ナー等で発信しました。 
 

 
⻑野県駅周辺の住⺠と⼤⿅村住⺠の意⾒交換。 
 

辺野古・⼤浦湾の⽣態系を守れ！埋め⽴て中
⽌を求めて 
 辺野古・⼤浦湾の海には 5,334種の⽣物が棲
み、豊かなサンゴ礁が広がります。この海で、
辺野古新基地建設のための埋め⽴てが着々と進
められています。 
 以前から指摘されていた⼤浦湾の軟弱地盤に
より、政府は⼯法の変更を余儀なくされまし
た。地盤改良のため、何万本もの砂杭が打ち込
まれます。2020 年 9 ⽉、公有⽔⾯埋⽴変更承認
申請書の告⽰・縦覧が⾏われました。しかし、
護岸設置や⼤型のコンクリートブロックが 300
個近く海に沈められたことによる海流の変化な
ど、これまで進められてきたことが⽣態系に及
ぼす影響等については検証されませんでした。 

こうしたことから、FoE Japan は、政府に埋
め⽴て中⽌を求める要請書を提出しました。ま
た⽇本⾃然保護協会に協⼒し、ジュゴンの調査
やサンゴの移植等について防衛省との交渉や⼀
般向け学習会を開催しました。 
 

 
辺野古新基地建設の埋⽴て中⽌を求める政府交渉。 
 
 

気候変動影響コミュニティの適応対策 
 インドネシア・ジャワ島沿岸地域は、地盤沈
下と⾼波や⾼潮により、農地や住宅が浸⽔被害
を受けています。新型コロナウイルスの感染拡
⼤は、劣悪な衛⽣環境下で⽣活する浸⽔コミュ
ニティに、より⼤きなリスクをもたらしまし
た。そのような中、6⽉と 2 ⽉には⻑期間の洪
⽔に⾒舞われました。FoE Japan は緊急⽀援と
して衛⽣⽤品や⾷糧の配布を⾏いました。コロ
ナ禍においても気候変動影響はますます深刻化
しており、感染防⽌と共に適応対策の強化を急
ぎました。衛⽣環境の改善、浸⽔地適⽤型農業
の導⼊、海岸浸⾷の防⽌をコミュニティ主体で
実施しました。コミュニティ主体の気候変動対
策の経験は、中央政府や州政府、市・村の関係
機関、⺠間企業等とオンラインセミナー等で共
有、意⾒交換を⾏い、普及促進に努めました。 
 

 
海⽔浸⽔地における適応型農業のコミュニティ研修。 
 
  



FoE Japan Annual Report 2020 8 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気候危機と 
コロナ禍からの 
システム・チェンジを 
 

活動背景 
 新型コロナウイルスの流⾏により、私たちの
⽣活は⼀変しました。また、台⾵や森林⽕災、
洪⽔、⼲ばつなど、コロナ禍と同時に気候危機
も深刻化しており、多くの⼈々や地球環境に痛
ましい傷を残しました。 
 コロナ禍や気候危機など、さまざまな社会の
危機を乗り越えるためには、これらの危機をも
たらした社会構造の抜本的な変⾰（システム・
チェンジ）が必要です。気候危機と社会の危機
を乗り越えていくため、個⼈個⼈が⾏動やライ
フスタイルを変えていくことも重要ですが、グ
リーン・ニューディールのように政府機関が気
候変動対策の緊急性と重要性を認識し、経済格
差の是正と脱炭素化に向けた政策を打ち出すこ
とが求められています。 

HIGHLIGHT// 
アクションマップの制作、 
気候正義に関する書籍の出版 
  
「気候変動アクションマップ」は A1 サイ
ズの世界地図に、今各地で起きている気候
変動の影響や被害、それに対する市⺠の取
り組みをまとめたポスターです。被害の⾯
では、⽇本の市⺠の消費⾏動や企業の活動
と結びついて起きている環境問題や、⽯炭
⽕⼒輸出などの問題、森林伐採と気候変動
の関わりなどについてわかりやすいイラス
トを⽤いてまとめました。また、書籍『気
候変動から地球を守る 30 の⽅法』を合同
出版から発売しました。氷河の融解、過酷
な森林⽕災等の気候変動の被害、気候変動
の科学的メカニズムについても解説しまし
た。市⺠⼀⼈⼀⼈に何ができるかに焦点を
あてた章では、ダイベストメントや
Fridays For Future の活動、アグロエコロ
ジーの取り組みなどを紹介しました。 
 

  
気候変動アクションマップと合同出版書籍。 
 
 
 
 
 

気候正義アクションマップと『気候変動から世界を

気候変動と
エネルギー 
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横須賀⽯炭⽕⼒建設にNO！活動の輪に広が
りが 
 気候変動の最も⼤きい原因の⼀つである⽯炭
⽕⼒発電。FoE Japan では、東京湾に唯⼀残っ
た横須賀⽯炭⽕⼒発電所に焦点を絞り国内の⽯
炭⽕⼒新設の中⽌を求める活動をしてきまし
た。 横須賀⽯炭⽕⼒発電所は、東京電⼒と中部
電⼒の合弁会社、株式会社 JERA によって建設
が進められています。FoE Japan は、2019 年 5
⽉から始まった環境影響評価の取り消しを求め
る⾏政裁判、同計画の中⽌を求める学⽣を中⼼
としたグループ Fridays For Future Yokosuka
の活動の⽀援のほか、気候危機に関⼼を持つ地
域住⺠の連携強化や、横須賀で海苔養殖を営む
漁業者へのインタビューを実施しました。 

200⼈以上の若者が参加「スクール・オブ・
サステナビリティ」 

 
最終回では各地で活動する若者が登壇しました。 
 
 11 ⽉から 3⽉にかけて、10代・20代を対象
とした気候変動連続オンラインセミナー「スク
ール・オブ・サステナビリティ」を開催しまし
た。「気候変動の被害の実態」「気候変動と政
治の関係」「ファッションと気候変動の関係」
「⾷と気候変動の関係」「⽇本での若者による
気候変動運動」をテーマに全５回を開催し、の
べ 200 ⼈以上の若者が参加しました。セミナー
では『気候変動から世界をまもる 30 の⽅法』
の執筆者をゲストスピーカーとして招いてそれ
ぞれの執筆箇所をお話しいただくとともに、ゲ
ストスピーカーの話を受け、どのように気候危
機の課題を乗り越え、持続可能な未来を実現す
るか、参加者同⼠で話し合う場となりました。 

 

 

市⺠の声をエネルギー政策と気候変動政策
の議論に 
 2020 年度後半には、エネルギー政策と気候変
動政策の⾒直し議論が始まりました。若い世代
で気候危機への関⼼が広がるなかで、NGOや若
者などの連携により、2020 年 12 ⽉に「あと 4
年、未来を守れるのは今」キャンペーンが⽴ち
上がりました。「原発も化⽯燃料も使わず、持
続可能な再エネ 100%の未来を」と求め、署名
を軸に様々なアクションを展開しました。発⾜
記者会⾒や 2 ⽉の「市⺠のエネルギー気候会
議」では、農漁業者や原発事故の被災者、若者
などから、気候危機やエネルギーシフトへの想
いを訴えました。 

南極に海洋保護区をつくろう！ 
 FoE Japan は南極・南極海連合(ASOC)のメン
バーとして南極保全に関する活動に取り組んで
います。2020 年 10 ⽉の南極に関する国際会議
（CCAMLR）は、コロナ禍のためオンラインで
開催されましたが、FoE Japan は⽇本から唯⼀
のオブザーバーとして参加。今回の会議では、
海洋保護については何の進展もなく残念な結果
となりましたが、引き続き南極保全に関する提
⾔や情報発信を続けていきます。 
 

インターンの声 
コロナ禍で事務所

になかなか⾏けない 
1 年でしたが、知り
たいことや分からな
いことも FoE のみな
さんが親⾝に答えて
くださり多くのこと
を学びました！   

特に、環境問題は単なる⾃然破壊では
なく、⼈権侵害にも繋がっていることは
⼀番の気付きであり、弱者に寄り添い声
を上げる重要性を知りました。 

（佐藤悠⾹／FoE Japan インターン） 

CHECK! 
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バイオマス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

⼤規模バイオマス発電
が森をこわす 
 

活動背景 
 バイオマス発電が急増しています。「バイオ
マス発電」というとなんとなく環境にやさしい
イメージがありますが、現実は違います。森林
破壊や⼤量の温室効果ガスの排出につながって
いる例も多いのです。それにもかかわらず、バ
イオマス発電は FIT（固定価格買取制度）で促
進され、また⽯炭⽕⼒発電への混焼も優遇され
ています。FIT認定されたバイオマス発電の多
くが、海外からの⽊質ペレットやパーム油など
の輸⼊に頼っています。 
 地域のバイオマス資源をうまく使い、熱供給
も併⽤すれば、持続可能な地域づくりに役⽴つ
かもしれません。しかし、⼤規模なバイオマス
発電は、海外から⼤量の燃料を輸⼊し続けるこ
とが前提となり、決して持続可能ではありませ
ん。FoE Japan では、バイオマス発電について
さまざまな調査や提⾔活動を⾏っています。 

HIGHLIGHT// 
「カーボン・ニュートラル」のまやかし 
 
バイオマス発電が⾼い買取価格で優遇され

ている背景には、「バイオマス発電はカーボ
ン・ニュートラル」という幻想があります。
実際には、燃料の⽣産に伴う森林減少・劣
化、栽培・加⼯・輸送・燃焼などライフサイ
クルを考えれば、カーボン・ニュートラルで
はありません。2020 年度は、FITの事業計
画策定ガイドラインにバイオマス発電のライ
フサイクルにわたる⼆酸化炭素排出の評価を
含めるべきことなどについて、経済産業省を
はじめとする関係者に働きかけました。ま
た、この点に焦点を当てた短い動画を作成
し、YouTube などで発信しました。さら
に、インドネシア、カナダ、アメリカなど、
燃料⽣産現場で⽣じている環境や社会影響に
ついて、連続オンラインセミナーで紹介しま
した。 
 

 
バイオマス発電はカーボン・ニュートラルでないこと
を 6 分程度で説明した動画を制作しました。 
。 
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FIT制度への提⾔〜環境負荷の⾼い事業は除
外を 
 FoE Japan は、森林破壊や⼤量の温室効果ガ
ス（GHG）の排出をもたらすような環境負荷の
⾼いバイオマス発電事業を FITの対象から除外
すること、ライフサイクルにわたる GHG評価
を FITガイドラインで規定すること、バイオマ
ス燃料調達の際の持続可能性確認を強化するこ
となどについて、経済産業省や審議会メンバ
ー、国会議員などへの提⾔や働きかけを⾏いま
した。 
 2020 年 10 ⽉には、欧州連合（EU）の科学者
団体である「European Academiesʼ Science 
Advisory Council」（通称：EASAC）が⽇本の
経済産業省の審議会メンバーに対して、森林バ
イオマス発電はカーボン・ニュートラルではな
く、持続可能ではないことを⽰す書簡を提出し
ました。2021 年 2 ⽉には、42 の国と地域の
500 名を超える科学者が⽇本政府に対し、同様
の書簡を提出しました。FoE Japan は、書簡提
出のサポートを⾏いました。 

連続オンラインセミナーを開催〜燃料⽣産
による環境影響などを紹介 
 パーム油発電の真実、アメリカ南東部やカナ
ダにおけるバイオマス燃料⽣産の実態や、バイ
オマス発電のライフサイクルにわたる温室効果
ガス排出などをテーマに、インドネシアや北⽶
からゲストスピーカーを招へいし、計 4回の連
続オンラインセミナーを開催しました。毎回
200 ⼈を超える参加者とともに、バイオマス発
電に関して議論を⾏いました。 

 
第 2回オンラインセミナーでは、アメリカの⽊質ペレット
の⽣産現場の状況をテーマに実施しました。 

バイオマス発電について企業アンケートの
実施 
 2020 年 10 ⽉から 2021 年 2 ⽉にかけて、①
⾦融・保険企業 449 社、②発電事業者・出資
者・商社等 204社、③RE100・⽇本気候リーダ
ーズ・パートナーシップ加盟企業 50 社に対
し、それぞれ、出融資の基準や燃料調達の実態
などについてのアンケート調査を実施しまし
た。①のうち 59 社から回答がありましたが、
バイオマス発電への融資に際して、持続可能性
や環境社会影響に関するガイドラインを有する
企業は 3社のみでした。②のうち 44社から回
答がありました。稼働中・計画中の発電所は 38
ヶ所あり、34ヶ所が輸⼊燃料（⽊質ペレット、
⽊質チップ、パーム椰⼦殻（PKS））を利⽤・
利⽤予定でした。また燃料調達にあたり、FIT
が定める確認⽅法を遵守していない企業が複数
ありました。③のうち 8社から回答がありまし
たが、⾃社が契約する電⼒会社の選定にあた
り、持続可能性等のガイドラインを有する企業
は 1 社のみでした。 
 

 
  

参加者の声 
私達はパーム油など輸⼊を伴うバイオマ

ス発電に対して、京都府舞鶴市で地元住
⺠の⽴場で反対運動を⾏っている団体で
す。私たちの地元で計画されていた⼤規
模なパーム油発電を、運動の⼒で中⽌さ 

 

せました。専⾨知識 
や国際情勢に乏しい
地⽅団体サポートし
てくれる FoE Japan
の活動に助けられて
います！ 
 

（森本隆さん／舞鶴⻄地区の環境を考える会） 

CHECK! 
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森を壊さない 
サステナブルな 
⽊材利⽤のために 
 

活動背景 
 ⽇本は、⾼度経済成⻑以降、経済発展を⽀え
るための資源として海外の森林を開発し、近年
まで 8 割強の国内消費を輸⼊に頼ってきまし
た。その⼀⽅、現地では違法伐採や⼟地利⽤転
換などの問題が後を絶たず、豊かな⽣物多様性
は失われ、森の恵みを糧とした住⺠の⽣活が壊
されています。伐採された国や樹種の分からな
い⽊材から作られた家具、住宅⽤の建材を知ら
ないうちに使い続けることで、快適さと引き換
えに海外の森林を破壊し、近年では国内の森林
にも同様の問題を発⽣させています。FoE 
Japan は、国内外の森林を調査し、提⾔を⾏う
と同時に、⽣産者のみえる⽊材＝フェアウッド
の普及により企業や⼀般の⽊材消費を変えるた
めに活動しています。 
 
  

HIGHLIGHT// 
⽇本にもあった違法伐採！「誤伐」として
⾒過ごされ、もみ消されてきた盗伐の実態 
 
2016年夏、⼀⼈の盗伐（森林窃盗）被害

者が⾏動を起こして以来、波紋を広げてい
る国内の盗伐問題。昨今の盗伐は⽩昼
堂々、幹線道路沿いの林地で、数本どころ
か林地丸ごと盗む所業です。そのホットス
ポットともいえる宮崎県ではすでに 5 件の
有罪判決が下され、続々と被害者が声を上
げています。FoE Japan は被害者から聴き
取った盗伐事件の概要を被害者⽬線の「調
書」としてブログ発信しています。 
 ⼀⽅、国の政策は「植える・育てる」か

ら「伐る・使う」⽅針に変わり、さらに気
候変動対策・再⽣可能エネルギー普及によ
る林産物のエネルギー利⽤に伴う森林の伐
採圧は⾼まっています。これ以上被害が拡
⼤しないよう国の果たすべき責任を問うて
いきます。 
 

 
盗伐被害地のなれの果て（宮崎県国富町）。 

森林と 
⽣物多様性 
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⽇本の違法伐採対策の運⽤強化と、⾃治体の
熱帯材の使⽤抑制を 

2006年グリーン購⼊法改正、2017年クリー
ンウッド法施⾏によって⽇本の違法伐採対策は
制度として⼤枠はほぼ確⽴しましたが、「仏作
って魂⼊れず」の状態、つまり事業者に求めら
れる取り組みの詳細が政府から明⽰されず混迷
状態です。クリーンウッド法は施⾏ 5年を⽬途
に⾒直しがありますが、課題や修正点について
の議論は⼀向に進んでいないため、政府、業
界、有識者、市⺠団体等、広く関⼼を喚起し議
論が進むようアンケート調査や提⾔、対話、セ
ミナーなどを実施しました。 
 また古くて新しい熱帯林減少問題の代名詞と
もいえる「コンパネ（コンクリート型枠⽤合
板）」問題について、東京都が有する熱帯⽊材
使⽤抑制⽅針の形骸化、つまり「やむを得ない
場合」の熱帯材使⽤の常態化を適切な運⽤形態
に是正し、再び実効的なものにすべく、都議
会、各区議会の議員の⽅々の協⼒の下、都・区
政に働きかけを⾏いました。 

 
都⽴⾼校改築現場で熱帯型枠⽤合板使⽤。これも 
“やむを得ない場合”？ 

フェアウッドで全国をつなぐ研究部会を毎
⽉開催 
 森林をキーワードに、⽣態系の保全や再⽣の
視点のみならず、持続可能な⽊材利⽤の⽅法に
ついて、学⽣から企業までの参加者を集めて毎
⽉⾏っているフェアウッド研究部会では、コロ
ナ禍によるオンライン開催により、これまで参
加がかなわなかった⼩学⽣や⾸都圏以外の参加

者が増え、新しいつながりや協働を⽣むきっか
け作りが出来ました。 
 2015年から宮城県⼭元町で⾏っている海岸林
再⽣活動も 6年⽬を迎えました。コロナ禍の影
響で、ボランティアの参加ができなくなったた
め、現地の⼈材を雇⽤して下草刈りや裾払いを
⾏いました。今後も現地の NPO「⽣命と環境保
全」と協⼒し、育樹の次の段階である間伐に備
えます。 
 

 

あらためて注⽬される⾝近な⾥⼭の意義 
宇津⽊の森⾥⼭再⽣プロジェクト（⼋王⼦

市）では、⼭の⼿⼊れをしながら、いまの暮ら
しにあった⾥⼭の活⽤を模索しています。コロ
ナ禍での様々な制限により、作業の⼈⼿不⾜
や、イベントの中⽌など困難が多くありまし
た。⼀⽅で、移動の⾃粛が求められる中、⼈々
が緑を求めて、家の近くの⾃然に積極的に⾜を
運ぶようになったことはよい変化でした。宇津
⽊の森に散策に訪れる⽅も増えており、この森
を保全していくことの⼤切さをあらためて実感
しました。活動は、定例⽇とがっつり作業⽇を
合わせて 38 回⾏い、累計 400 名以上にご参加
いただきました。ナラ枯れ被害が周辺地域に広
がりつつあるため、コナラの⼤径⽊の多いエリ
アを優先的に伐採し、薪等に活⽤しています。 

渋⾕にあるフェアウッドなパン屋さん
パン・オ・スリール。今年は、岩⼿県北
上⼭地の豊かな⾃然に育まれたアカマツ
などから、使い⼿にやさしいお椀やお⽫
を作っているサワクラフトさんの展⽰を
開催しました。 

 

CHECK! 
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メディア掲載 
新聞、雑誌、テレビ等で私たちの活動を取り上げていただきました。 

 
新聞 

 
2020.05.19  毎⽇新聞 福島第 1原発の処理⽔放出、周辺 38 漁協が反対 環境 NGOアンケート 
2020.05.19  京都新聞 パーム油を問う 舞鶴発電所計画（下）環境問題 
2020.10.02  ⽇経新聞 Z世代が社会を動かす 10代後半〜20代の若者 地球規模の課題に関⼼ 
2020.08.18  東京新聞 モーリシャス油流出 ⽀援何ができる？「教訓」⽣かすには 
2021.02.07  朝⽇新聞 脱炭素化って？ 我が家の電気 どう選ぶ 

他 60件以上（オンラインニュースを含む) 

 
雑誌 

 

 
STORY 2020.04⽉号 誰にも⾔えずに悩む甲状腺がんの⼦ども達を基⾦で⽀援し、繋げたい 
エル・ジャポン 2020.08⽉号 カーボンフットプリントって何ですか？  
デイリー新潮 2020.08.25 ⽇本がインドネシアに 500億円の⽀援を決定  

⾼速鉄道とコロナの裏切りで募る不信感 
週刊東洋経済 2020.12.26 炭素中⽴にそぐわない輸⼊バイオマスに規制を 
経済 2021.01 ⽉号 グローバリゼーションと森林開発・破壊 

他 20件以上 

 
テレビ・ラジオ 

2020.06.25  TBS NEWS23 環境 NGO 気候変動に関する株主提案 
2020.12.30  FMヨコハマ「E-ne good for you!」 ⽇本の脱炭素宣⾔について 

他 2件 

講演実績 
各分野で活躍するスタッフが、学校や⾃治体、企業等から招かれて講義・講演活動を⾏なっています。 

 

・ 汚染⽔を考える多摩の会にて講演「アンダーコントロールはどうなった？福島原発汚染⽔の現在」 
・ 明星学園⾼校にて出張授業「今おきている環境の危機〜私たちの暮らしがもたらしているもの」 
・ 宗教者ネットにて講演「軍拡・海外派兵より温暖化対策を！」 
・ 明治学院⼤学にて講義「消費国・⽇本から⾒る違法伐採と世界の森林減少問題」 
・ 清瀬市消費⽣活センター主催の清瀬市消費⽣活展にて講演「コロナと環境とくらし」 

 
そのほか熱帯林⾏動ネットワーク、川崎市市⺠エネルギー協議会、⼋王⼦市⺠のがっこう、株式会社ワイスワイ
ス、アメリカンスクール、⼀橋⼤学などで講義・講演を実施（50件以上） 

会員・寄付者数の推移 

 
 

2020 年度は対⾯でのイベントがほとんどできなかった
ため、寄付者や会員の減少を危惧していましたが、オン
ラインに切り替えたことで今までよりも幅広い地域から
の参加が可能となり、逆に新規会員数の増加、寄付者数
も前年並を維持することができました。 
ボランティアリーダーが運営する寄付イベントのハイ
キングは、6〜12 ⽉に 17回実施し、150 名近くの⽅にご
参加いただきました。 

たくさんのご⽀援、ありがとうございました。 
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会計報告
活動計算書（2020 年 4⽉ 1⽇〜2021 年 3⽉ 31⽇） 
経常収益 85,281,362 

 会員会費 2,734,073 
 寄付⾦ 18,827,610 
 財団助成⾦ 45,250,354 
 ⾃主事業収益 2,659,269 
 受託事業収益 11,703,229 
 受取利息 1,042 
 為替差益 82,724 
 雑収⼊ 4,023,061 
    

経常費⽤ 82,024,009 
 事業費  
  開発⾦融と環境 17,618,602 
  気候変動・エネルギー 11,659,895 
  脱原発と福島⽀援 20,047,802 
  森林保全と⽣物多様性 9,921,828 
  バイオマス 11,880,195 
 管理費 10,895,687 
    

当期正味財産増減額 3,257,353 
前期繰越正味財産 46,172,085 
次期繰越正味財産 49,429,438 

 
貸借対照表（2021 年 3⽉ 31⽇現在） 
流動資産   流動負債  
 現⾦ 438,580   預り⾦ 381,968 
 普通預⾦ 55,819,004   従業員預り⾦ 817,106 
 未収⼊⾦ 8,493,617   前受⾦ 13,347,331 
 前払⾦ 430,000   未払⾦ 1,022,259 
     借受⾦ 183,100 
固定資産   固定負債 0 
 機械装置 1     
    負債合計 15,751,764 
       
    正味財産の部  
     前期繰越正味財産 46,172,085 
     当期正味財産増減額 3,257,353 
    正味財産合計 49,429,438 
       

資産合計 65,181,202  負債・正味財産合計 65,181,202 
 
[監査結果] 
上記 FoE Japan の 2020 年 4⽉ 1⽇から 2021 年 3⽉ 31⽇までに事業年度の財務諸表、即ち、貸借対照表、活動計算書は、 
当該年度の経営実績を適切に表⽰しているものと認める。 

2021 年 5⽉ 17 ⽇ 

原⽥公夫 
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FoE Japan を応援くださる皆様へ 
 

 

環境やくらし、⺠主主義を守ろうとして、声をあげ続ける⼈びとがいます。ときにはそれが
命がけのこともあります。⼀⼈ひとりが意⾒をいい、政治に参加し、社会をよい⽅に変えてい
く。それが当たり前の社会にしていきたいですね。 

満⽥夏花 
 

 

気候危機やコロナ禍の中、⼀番影響を受けている⼈が顧みられない政治が続いていると感じ
ています。ひろく連帯して、⼀つ⼀つの課題や不正義、そして根底にあるシステムの問題に対
し声を上げていく必要があると思います。 

深草亜悠美 
 

 

 

いつもサポートありがとうございます。主に脱原発と開発問題について取り組んでいま
す。マスメディアが報じず⾏政や政治のサポートが⾏き届かない問題について、現地調査や
⼈々の⽣の声に⽿に傾け、政策提⾔をするというモチベーションを保ちつつ、今は発信活動
に⼒を⼊れています。⼒不⾜を感じることの多い⽇々ですが、なんとか活動を継続していき
たいと思います。 

松本光 
 

「福島ぽかぽかプロジェクト」は、密を避けることがとても難しい中、昨年は⼩規模で開催
をしました。コロナと放射能の両⽅から追い詰められている⽅々のためにも今年も安全対策を
取りながら、実施予定です。みなさまからのご⽀援、応援に⼤きな⼒をいただいています。 

 
⽮野恵理⼦  

 

 

3歳になった⼦どもとたまに⼀緒に「気候変動アクションマップ」を眺めています。普
通の⼈が、くらしの中で気候危機や環境危機に気づき、⾏動を起こしています。遠出はで
きなくてもそんな⼤きな波を感じ、たくさんの新しい動きや出会いがありました。システ
ム・チェンジを起こすために、個⼈からも地域からも、そして国や企業への働きかけで
も、ご⼀緒していきましょう！ 

吉⽥明⼦ 
 

パワーシフト・キャンペーンの事務局をしております。パワーシフトは持続可能な再エネ
社会を実現するために活動をしていますが、FoE Japan のすべての活動も同じ社会を実現す
るために⽋かせません。みなさまの声を聞いて活動に活かしていきたいと思います。ご⽀援
の程よろしくお願いいたします！ 

⽥渕透  
 

 

横須賀⽯炭⽕⼒の新設問題を中⼼に、気候正義の課題に取り組んでいます。2020 年度は
コロナの影響で、⼤勢の市⺠が集まるようなアクションの実施が難しい⼀年でしたが、現
地の皆様や若い世代の創意⼯夫がみられる⼀年でもありました。未来のために活動する
⽅々を後押しできるよう、これからも頑張っていきます！ 

⾼橋英恵 
 

2020 年度はオンラインツールを使っての国内での発信に⼒を⼊れました。コロナ後の社会
をみなさんと共に公平で持続可能なものにするために、21 年度もよりわかりやすい情報発信
をできたらと思っています。ご⽀援のほど、よろしくお願いいたします。 

杉浦成⼈ 
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⽇本でも輸⼊バイオマス燃料に依存する⼤型バイオマス発電が増え、森林⽣態系破壊や気
候変動を加速させるリスクがさらに⾼まっています。政府や企業だけでなく、私たち⼀⼈ひ
とりが社会のあり⽅・暮らし⽅を⾒つめ直し、変わることが求められているように感じま
す。いつも⽀えてくださる皆さまと⼀緒に考えていければと思います。 

⼩松原和恵  
 

 

2020 年はコロナ禍でフィリピンやインドネシアに戻ることができず、東京を拠点に活動
するのは 2004年以来でした。コロナ禍でも開発事業は進んでいく状況の下、これまで培っ
た信頼関係を基に、オンラインで現場と繋がりを保ちながら何とか活動を続けています。理
不尽な開発に対して現地で闘いつづけている⽅々の決して諦めない⼒強い意思を胸に、これ
からも頑張ります！ 

波多江秀枝 
 

ステイホームが呼びかけられたとき、家にこもるストレスと運動不⾜を解消しようと、多
くの⼈が公園など緑のある場所へ⾜を運びました。⾝近に緑があることの⼤切さに改めて気
づいた⽅も多いのではないでしょうか。⾥⼭再⽣活動やハイキングを通して、緑に親しむラ
イフスタイルの良さを発信しています。みなさんも⾃分の⾝近なフィールドをぜひ⾒つけて
みて下さい。 

篠原ゆり⼦ 
 

 

 

いつもご⽀援いただきありがとうございます。コロナ禍の 2020 年、個⼈的に学んだことは
「⼈・社会は変わる／変われる／変えられる」。年々深刻になっていく様々な環境・社会問題
は、これまで経験した幾つかの歴史的な出来事でも変わりませんでしたが、それら問題の⼀部
で変化の兆しを感じました。この得難い感覚を希望にかえて、今後も出⼝の⾒えにくい森林問
題に取り組んでいきたいと思います。 

三柴淳⼀ 
 

2020 年度は、コロナ禍の影響により海岸林の現地活動は必要最低限のものとなりました。
最初は 15センチほどだった苗⽊は、4mにも育っています。これからは、密植されたクロマ
ツの間伐や地⾯に近い枝の除伐を⾏い、将来的に地域を守る海岸林づくりに努めます。皆さ
まのご協⼒をお願いいたします！ 

佐々⽊勝教  
 

 

インドネシアの活動地が⼤きな洪⽔被害を受け、緊急⽀援と共にコミュニティのレジリエ
ンスの重要性を再認識しました。⾃分⾃⾝も、畑で育てた⻨でパンやお茶を作ってみたり、ひ
よこを飼い始めてみたりと、⽣きる⼒をつける暮らし⽅を模索中です。豊かな暮らしとは？み
なさまと⼀緒に考え、実践していきたいです。 

柳井真結⼦ 
 

 
FoE Japan を応援いただきありがとうございます！国内はもちろんのこと、アジアや世界は

コロナでさらに厳しい状況です。そうした中でも、各国の FoEメンバー団体、共に活動するコ
ミュニティの⼈々の連帯はさらに強まり、⼒強く⽴ち上がり闘っています。これからも世界と
連携して、皆様と⼀緒に、より良い社会を⽬指していきたいです。どうか宜しくお願いします！ 

⼩野寺ゆうり  
 

 

 
皆様のご⽀援のおかげで、FoE Japan は⽇本と世界の市⺠社会と協⼒して 41 年間、アクシ

ョンを継続することが出来ました。この美しく貴重な地球と⼈々との調和のとれた世界を⽬
指す活動は、まだ続きます。2020 年度は、新たな南極海洋保護区の設置まで⾄らず多くの課
題は残っていますが、残されている希望にかけたいと思います。 

Randal Helten 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Be a Friend of the Earth！ 
 会員になって⽀える（個⼈会員 5,000 円／年〜） 

⽇ごろ気候変動などに関⼼を持っていても、何から始めてよいのかわからない⽅も多いと思います。 
まずは FoE Japan の会員になって、⼀歩踏み出してみませんか？ 
環境問題を⽣み出すしくみを⼀緒に変えていきましょう！ 
 

 ⾃由な⾦額の寄付で応援する 
単発でのご寄付はもちろん、⽉額 500 円から、FoE Japan の活動を応援するマンスリーサポーターも 
募集しています。FoE Japan は認定 NPO 法⼈のため、ご寄付は寄附⾦控除の対象になります。 
 
 
 
 
 
 
認定 NPO 法⼈  FoE Japan 

〒173-0037 東京都板橋区⼩茂根 1-21-9 

TEL: 03-6909-5983  ／ E-mail: info@foejapan.org 

https://www.foejapan.org/ 


