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図 1 第Ⅰ期における主体関係図 
  

 

 

 

 

 

図 2 第Ⅱ期における主体関係図 
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図 3 「アースデイ東京 2009」の運営における関係図 

  

 

 

 

図 4 「アースデイ 1996市民国会」の運営における関係図 
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  図 5 環境問題への働きかけを行うイベントに見る傾向分類 
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自然を感じながら音楽を楽しむこと

で、環境意識を呼びかける。 
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④④④④政策直訴政策直訴政策直訴政策直訴型型型型    
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政策に対して直接的な働きかけ
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③③③③公開討論型公開討論型公開討論型公開討論型    

勉強会の開催等により、参加者の理

解を促進、情報を共有。討論の場を

通して問題の解決策を見出す。 

②②②②ライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイル提案提案提案提案型型型型    

環境に配慮したライフスタイルの実

践方法を紹介。 

Ex)フェアトレード商品の販売、自然

エネルギーの導入促進事業等。 
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2000年に関しては、「アースデイ2000TOKYO」を2000(a)、「アースデイ@原宿」を2000(b)とした。

「その他団体」には、経団連自然保護基金、GLOBE Japan、労働金庫等が含まれる。
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表1 日本連絡所が主催、サポートを行っていた主な団体

活動目的
1989年3月にアメリカで起こった「バルディーズ号」の原油流出事故をきっかけに、同年9月
CERES (環境に責任を持つ経済機構連合）によって発表された「バルディーズ原則（現在セ
リーズ原則）」の紹介。企業への環境倫理を問う同原則の日本でのあり方を模索する。

概要

1991年4月発足。正式な設立以前からシンポジウムなどを積極的に開催し、設立時には100名
近くが参加。研究・提言活動をより円滑に行うために「企業の環境主義」「社会的責任投
資」「グリーンコンシューマー」という３つの分科会を設け、定期的にセミナーを行なう。
後に各分科会が力をつけ、独自のネットワークを形成するようになる。現在も、ニュースレ
ターの発行や講演会の開催、プロジェクトによる研究活動が行われている。

主な関係者(当時) 連絡所関係者、その他は不明

（2008年現在） NPO代表、研究者、企業労働組合執行委員、株式会社取締役、フリーライター、他

活動目的
COP３において実効性のある削減議定書の採択に向け、議長国である日本に対しリーダー
シップを促す為の全国的なネットワークを形成する。

概要

1996年12月１日発足。連絡所が活動をサポート。約225の団体が参加。具体的な活動として

は、シンポジウムやニュースの発行による市民への理解促進、海外からのCOP３参加NGOの

受け入れを行なうことなど。1998年初頭に解散。同年４月、新たに「気候ネットワーク」を

発足し、よりNGO間のネットワーキングに力を入れた活動を行う。11月に特定非営利法人
化。現在も活動を続けている。

主な関係者(現在)
Office Ecologist、みやぎ・環境とくらし・ネットワーク、京都府生活協同組合連合会、WWF
ジャパン、など

活動目的 自治体行政を環境の視点から見直す。

概要

1992年設立。毎年5月の「環境自治体会議」にて、様々なセクターの参加者が集うディスカッ
ションを行なう（呼びかけ人の首長が中心となり、持ち回り形式で開催）。会議後には報告
書を作成。96年8月に「環境自治体会議」として恒常機関化。事務局を市民運動全国センター
内に設置し、定例集会に加え、環境基本条例作り等のより具体的なアプローチを行う団体と
して現在も活動を続けている。具体的な活動内容は、各自治体へのイニシアチブ発揮の呼び
かけ、毎年5月の「環境自治体会議」にて、様々なセクターの参加者が集うディスカッション
を開催、ニュースレターの発行、環境問題に興味を持つ人々のネットワーキング形成など。

代表者（2010年現在） 北海道士幌町長、東京都日野市長、宮崎県綾町長

参加主体（95年現在） 全国30都道府県の72自治体の首長や職員、市民団体など計180団体350人

活動目的 日の出ごみ処分場問題の原因究明と解決。

概要
95年12月、連絡所の呼びかけにより、一時的に調査団を結成。市民公聴会を開催。96年３月
に提言書を作成、提出。後に解散。

関係主体 不明

活動目的 環境法制のあるべき姿を考え、市民発案の環境基本法の提案を行なう。

概要

1992年8月7日発足。環境に関わる法律についての勉強会の開催や、市民へのアンケート実

施、政党との意見交換などを行う。93年2月に「環境基本法市民草案」を発表、提出。衆参両

院の環境委員会議員への配布や、各地の集会でのアピールなどを行うが、93年6月、衆議院解
散に伴い廃案。活動の様子や草案の内容をまとめた資料集を作成した後、解散。

関係主体 市民団体、弁護士、研究者、企業人、自治体職員など40名余り

第Ⅰ期の記録集、アースデイニュースを元に筆者作成

「「「「環境法制検討市民委員会環境法制検討市民委員会環境法制検討市民委員会環境法制検討市民委員会」」」」

「「「「バルディーズバルディーズバルディーズバルディーズ研究会研究会研究会研究会」」」」

「「「「環境環境環境環境フォーラムジャパンフォーラムジャパンフォーラムジャパンフォーラムジャパン」」」」

「「「「環境自治体環境自治体環境自治体環境自治体」」」」

「「「「日日日日のののの出処分場問題市民合同調査団出処分場問題市民合同調査団出処分場問題市民合同調査団出処分場問題市民合同調査団」」」」



表2　全国のアースデイ開催数

年 開催数 備考

1990 220
自治労による全国的な取り組み。東京都本部では20の組合がそれぞ
れイベントを開催。

1991 116
全国39ヶの自治労団体がイベントを開催。「クリーンアップ全国事務
局」によるクリーンアップキャンペーンが全国23箇所で開催。

1992 103
全国58の自治労団体がイベントを実施。「クリーンアップ全国事務局」
によるクリーンアップキャンペーンが全国221箇所で開催。

1993 66
全国24の自治労団体がイベントを開催。「クリーンアップ全国事務局」
によるクリーンアップキャンペーンが全国100箇所以上で開催。

1994 57 全国15の自治労団体がイベントを開催。

1995 45

1996 41 全国12の自治労県本部にて自治労主催のイベントを開催。

1997 32

1998 50

1999 52

2000 184 「アースデイ＠原宿」を含む。

2006 30

2007 42

2008 26

2009 37

2010 39

第Ⅰ期については各年の記録集から、第Ⅱ期については｢アースデイＪＰ」を元に、筆者作成。

（2001年-2005年までデータ無し）



表表表表3333　　　　日本連絡所日本連絡所日本連絡所日本連絡所のののの動動動動きききき

年年年年 月月月月・・・・日日日日 内容内容内容内容 備考備考備考備考

1989198919891989 末 「アースデイ◎1990◎カリフォルニアからの呼びかけ」

11/29 「アースデイ◎1990◎日本の申し合わせ」 日本連絡所発足に際した声明文を発表。

1990199019901990 2/1 「すべての人々へアピール」 日本連絡所発足が掲げるアースデイの目的を全国へ向けて発表。

2/20 『アースデイニュース　No.1』

2/21-25 デニス・ヘイズ氏来日

3/20 『アースデイニュース　No.2』

12月 『地球を救う133の方法』発行

3/23 『アースデイニュース　No.3』

1991199119911991 8月 『アースデイニュース　No.1』

10月 『アースデイニュース　No.2』

『アースデイ1991　記録集』　発行

11/28 「グローカル・アクション・ネットワーク」発足、第1回会議開催

『アースデイきりぬき帳　No.3』

『アースデイニュース　No.3』

12月 『アースデイきりぬき帳　No.4』

『アースデイニュース　No.4』

1992199219921992 1月 『アースデイニュース　No.5』

『アースデイきりぬき帳　No.5』

『地球市民の誕生』(アースデイ1990記録集)　発行？

2月 『アースデイきりぬき帳　No.6』

『アースデイニュース　No.6』

3月 『アースデイニュース　No.7』

? 『アースデイニュース No.7　別刷り』

4月 『アースデイきりぬき帳　No.9』

『アースデイニュース　No.8』

『アースデイニュース　No.9』

『アースデイニュース　No.10』

5月 『アースデイきりぬき帳　No.10』

『豊かさの裏側　―私達の暮らしとアジアの環境―』　発行

『あなたのまちのエコ・チェック25 : 自治体環境診断』発行
全日本自治団体労働組合との連名で出版。自治体への市民による環境監査を行なう
際の具体的な監査項目を列挙。

5/20-22 「第1回環境自治体会議　池田町」開催

6月 『アースデイニュース　No.11』

8月 『アースデイニュース　No.12』

『アースデイきりぬき帳　No.11』

8/7 「環境法政検討市民委員会」発足

夏 「アースデイ会議」参加
サンフランシスコに於いて行なわれた、アースデイ主催者の国際的なミーティング。
アースデイUSA,アースデイインターナショナルが主催。日本からは連絡所スタッフ２名
が参加。

9月8日 第二回環境法制検討市民委員会

11月 『アースデイニュース　No.12』

『アースデイきりぬき帳　No.13』

1993199319931993 1月 『アースデイニュース　No.1』

｢エコチェック25」第1次集約報告書作成 55団体の回答結果を掲載。

2/2 環境基本法市民案発表会 「環境法政検討市民委員会」により作成。

3/1 ｢環境フォーラムジャパン」発足

3月 『アースデイニュース No.2』

5月 『アースデイニュース No.3』、『アースデイニュース No.4』

5/21-23 「第2回環境自治体会議　in 読谷村」開催

6月 『アースデイニュース No.5』

8月 『アースデイニュース No.6』

9月 『アースデイニュース No.7』

11月 『アースデイニュース No.8』

12月 『アースデイきりぬき帳　No.7』

1994199419941994 1月 『アースデイニュース No.1』

3月 『アースデイニュース No.2』

4月 『アースデイニュース No.3』

4/21 「アースデイ1994　国際交流会」開催
アースデイインターナショナル、アースデイ日本、中国、香港、フィリピンの代表者が集
まり、各国の現状を報告。1995年のアースデイへ向けてのディスカッションを行なった。

5月 『アースデイニュース No.4』

『アースデイきりぬき帳　No.4』

5/25-27 「第3回環境自治体会議 in安塚町」開催

7月 『アースデイニュース No.5』

『ゆがむ世界ゆらぐ地球』アースデイ日本編　発行

9月 『アースデイニュース No.6』

10月－ 「環境フォーラムジャパン」活動再開 以降、数回に渡って勉強会を開催。『Back to the Future 1967!』プロジェクト発足。

12月 『アースデイニュース No.7』

『アースデイ1993・1994記録集』　発行

1995199519951995 1月 『アースデイニュース　No.1』

3月 『アースデイニュース　No.2』

4月 『アースデイニュース　No.3』

5/24－26 第4回環境自治体会議　in湯布院町

6月 『アースデイニュース　No,4』

7月 事務所移転

夏 「アジア・太平洋市民社会フォーラム」参加

9月 『アースデイニュース　No.5』,『アースデイニュース No.6』

スタッフが完全ボランティア化 有給スタッフ1名がボランティアになる。

10月 『アースデイニュース　No.7』

11月 『アースデイニュース No.8』、『アースデイきりぬき帳　No.8』

12月
ゴミ処分場問題を巡り「市民合同調査団」の結成を呼びかけ。「市民公聴
会」を開催

同調査団により、 『日の出処分場問題＜解決への提言＞』を出版。



12/10 日の出処分場市民合同調査団による「市民公聴会」を開催

1996199619961996 1月 『アースデイニュース No.1』

2月 『アースデイニュース No.2』

3月 『アースデイニュース No.3』

3/15(月) 市民合同調査団、提言書を作成、提出。

5月 『アースデイニュース　No.5』

5/22(水)-24(金) 第5回　環境自治体会議　in斜里町 会議の内容は『アースデイ記録集1995－1996』に掲載。

6月 連絡所のＨＰ開設

7/13 『アースデイニュース No.6』

「環境自治体会議」の恒常機関化が決定
これまで中心となっていた市・町長等約５名で決定。会議が会員制化。事務所を市民運
動全国センター内に設置。

9/6 『アースデイニュース No.7』

11/1 『アースデイニュース No.8』

12/1 「気候フォーラム」発足

12/2 『アースデイニュース No.9』

12月 第5回　環境自治体会議　in斜里町　の記録集を作成

「気候フォーラム」東京連絡所を、アースデイ連絡所内に設置

『アースデイ記録集1995－1996』　発行

1997199719971997 1月？ inこどもの国、in東京,両実行委員会が同一の事務所に移転？

2/3 『アースデイニュース No.1』

3/12 『アースデイニュース No.2』

4月 『アースデイニュース No.3』

5/21(水)-23(金) 「第6回環境自治体会議」開催

6/27 『アースデイニュース No.4』

8/29 『アースデイニュース No.5』

10/1 『アースデイニュース No.6』

10/21－ 「ストップ！地球温暖化　列島横断　エコリレー」開始 同年11月末まで実施。

1998199819981998 1/31 『アースデイニュース No.1』

2/21
気候フォーラム、「今後の気候変動/地球温暖化問題への取り組みについ
ての提言」発表

3/1 『アースデイニュース No.2』

4/3 『アースデイニュース No.3』

4/19 「気候フォーラム」の活動を引き継ぎ、「気候ネットワーク」発足

5/15 『アースデイニュース No.4』

7/13 『アースデイニュース No.5』

9/16 『アースデイニュース No.6』

10/17 『アースデイニュース No.7』

11/26 「アースデイ2000　意見交換会」

11/29 『アースデイニュース No.8』

? 「グローカル・アクション展開のための環境政策実施状況調査」実施。

1999199919991999 1/11(月) 「第1回アースデイ2000・企画運営委員会」開催 ｢アースデイ2000企画運営委員会」に名称を変更。

1/18 『アースデイニュース No.1』

2/25 『アースデイニュース No.2』

4/6 『アースデイニュース No.3』 表紙のロゴを、アースデイ2000共通ロゴに変更。

5/25 『アースデイニュース No.4』

7/3 ｢アースデイ2000　真夏の昼の夢　～夢を実現するために～」開催 日本におけるアースデイ2000の内容についての話し合い。一般参加を募った。

9/10 『アースデイ2000キャンペーンFax News No.1』

9/24 『アースデイ2000キャンペーンFax News No.2』

10月 『地球環境よくなった？　―21世紀への市民が検証』発行。

10/8 『アースデイ2000キャンペーンFax News No.3』

10/22 『アースデイ2000キャンペーンFax News No.4』

11/5 『アースデイ2000キャンペーンFax News No.5』

11/19 『アースデイ2000キャンペーンFax News No.6』

12/3 『アースデイ2000キャンペーンFax News No.7』

12/24 『アースデイ2000キャンペーンFax News No.8』

2000200020002000 1月 アースデイ2000ホームページ開設

1/14 『アースデイ2000キャンペーンFax News No.9』

1/28 『アースデイ2000キャンペーンFax News No.10』

1/30 ＣＳ放送でアースデイ2000のミニ紹介番組開始

2/11 『アースデイ2000キャンペーンFax News No.11』

2/16 『アースデイニュース No.1』

3/3 『アースデイ2000キャンペーンFax News No.12』

3/17 『アースデイ2000キャンペーンFax News No.13』

3/24 『アースデイ2000キャンペーンFax News No.14』

3/31 『アースデイ2000キャンペーンFax News No.15』

4/7 『アースデイ2000キャンペーンFax News No.16』

4/14 『アースデイ2000キャンペーンFax News No.17』

4/17 『アースデイニュース No.2』

4/21 『アースデイ2000キャンペーンFax News No.18』

5月 「第8回環境自治体会議」開催

11/15 『アースデイニュース No.2』

12月 『アースデイ記録集1997～1998』、『アースデイ記録集1999～2000』　発行

『Earth Day 2000 ―Everyday,Earth Day―』　発行

12/2 「アースデイ”ありがとう”パーティー」開催

各年の記録集、アースデイニュースを元に筆者作成



表表表表4444　　　　第第第第ⅠⅠⅠⅠ期期期期におけるにおけるにおけるにおける開催開催開催開催イベントイベントイベントイベント概要概要概要概要　　　　((((日本連絡所日本連絡所日本連絡所日本連絡所がががが直接的直接的直接的直接的にににに関与関与関与関与したものしたものしたものしたもの））））

年年年年 開催日開催日開催日開催日 イベントイベントイベントイベント名名名名 場所場所場所場所 共通共通共通共通テーマテーマテーマテーマ イベントイベントイベントイベント内内内内テーマテーマテーマテーマ 参加団体数参加団体数参加団体数参加団体数 来場者数来場者数来場者数来場者数

1990 4/22（日） 「アースデイ夢の島フェスティバル」 夢の島公園 「ライフスタイルの変革」 ―
約90の個人、団体。アー
ティスト約10組

―

1991 5/12(日) 「アースデイフェスティバル1991 in 日比谷シティ」 日比谷シティ 「アジア」、「環境自治体」、「環境教育」 ―
約65の個人、団体。アー
ティスト11組。

―

1992 4/25(土)、4/26(日) 「アースデイ・アジア・フェスティバル」 代々木公園B地区 「環境自治体」 ｢アジア｣
110以上の個人、団体。
アーティスト20組以上。

約7万人

1994 4/22 「アースデイ1994　地球に誓おう！市民国会」 衆議院議員会館 「討論」 「討論」 パネラー38名。 ―

1995 4/22(土) 「アースデイフェスティバル'95」 代々木公園B地区 ― 「地球にもお休みを！」
約240の個人、団体。アー
ティスト約25組。

1万人以上

1996 4/22 「アースデイ市民国会1996」
衆議院議員会館第1議員会館
第1会議室

― 「地球にやさしく、政治に厳しく」 パネラー30名。 ―

1997 4/19(土),4/20(日) 「アースデイフェスティバル'97　in 東京」 代々木公園 ― 「地球温暖化防止」
約170の個人、団体。アー
ティスト約7組。

約1万人

1998 4/22(日) 「アースデイ1998　温暖化防止市民国会」 憲政記念館ホール ― ―
発言者29名。アーティスト
２組。

―

1999 4/22(木) 「アースデイ2000へキックオフ！集まれ！地球のサポーター」 東京都庭園美術館　大ホール ― ―
発言者5名。アーティスト2
組。

―

2000 4/22（土）,23（日） 「アースデイ2000 TOKYO」 日比谷公園 ―
「体感しよう！21世紀の地球とくらし　―クルマ、

エネルギー、食、の近未来―」
約１６３の個人、団体。
アーティスト約17組。

約3万人

4/22(土) [アースデイ＠原宿」 神宮前スタジオB.st ― ―
発言者18名。5組以上の
アーティスト。

―

各年の記録集を元に筆者作成。

来場者数に関しては目分量による計量が行なわれていたため、正確な数値ではない。(A氏)



表表表表5555　　　　第第第第ⅡⅡⅡⅡ期期期期におけるにおけるにおけるにおける開催開催開催開催イベントイベントイベントイベント概要概要概要概要　　　　((((アースデイアースデイアースデイアースデイ東京東京東京東京））））

年年年年 開催日開催日開催日開催日 イベントイベントイベントイベント名名名名 開催場所開催場所開催場所開催場所 テーマテーマテーマテーマ 参加団体数参加団体数参加団体数参加団体数 来場者数来場者数来場者数来場者数

2001 4/20(金),21（土）,22（日） 「アースデイ東京2001」 代々木公園、新宿パークタワー、明治神宮 ―
実行委員会9団体。約330の出展団体。約35組のアー
ティストがライブ参加。(絵画等の作品出展約160名）
トークリレー等の発言者約15名。

約8万人

2002 4/20(土),21(日),22(月) 「アースデイ東京2002」
代々木公園一帯、明治神宮、アムウェイビ
ル、渋谷AX

―
実行委員会19団体。約２３０の出展団体。約35組の
アーティストがライブ参加。トークリレー等の発言者約
35名。

約7万6千人

2003 4/19(土)、20（日） 「アースデイ東京2003」 代々木公園、原宿、明治神宮 ―
実行委員会24団体。約２4０の出展団体。約60組の
アーティストがライブ参加。トークリレー等の発言者約
22名。

約8万人

2004 4/17（土）,18（日）,25（日）他 「アースデイ東京2004」 代々木公園、明治神宮、青山、新宿、他 「やるぜ!アースデイ －平和・共生・地球のために－」
実行委員会29団体。約325の出展団体。約90組の
アーティストがライブ参加。トークリレー等の発言者約
35名。

17，18日　代々木公園参加者数　約10万人

2005 4/16（土）、23（土）、24（日） 「アースデイ東京2005」
パナソニックセンター・有明スタジオ、代々木
公園、渋谷、お台場、新宿、他

「ACTION!」
実行委員会29団体。約300の出展団体(協賛企業8社
による出展を含む)。約75組のアーティストがライブ参
加。トークリレー等の発言者約35名。

23，24日　代々木公園参加者数　約11万人

2006 ４/22（土）、23（日） 「アースデイ東京2006」
丸の内、代々木公園、渋谷、新宿、お台場、
他

「緑ツナガル」
実行委員会36団体。約440の出展団体(協賛企業19社
による出展を含む)。約90組のアーティストがライブ参
加。トークリレー等の発言者約25名。

代々木公園参加者、約10万人

2007 4/21（土）、22（日） 「アースデイ東京2007」 代々木公園、渋谷、原宿、代官山、他 「LOVE -みんな、地球でつながっている-」
実行委員会46団体。約365の出展団体(協賛企業27社
による出展を含む)。約140組のアーティストがライブ参
加。トークリレー等の発言者約１０名。

代々木公園参加者、約12万人

2008
4/19（土）、20（日）、22（火）
他

「アースデイ東京2008」 代々木公園、国連大学、渋谷、原宿、他 「SHIFT GREEN -地球の明日を選択しよう-」
実行委員会42団体。376の出展団体(協賛企業24社に
よる出展を含む)。約4５組のアーティストがライブ参
加。トークリレー等の発言者約30名。

代々木公園参加者　約12万5000人

2009 4/18（土）、19（日）他 「アースデイ東京2010」 代々木公園、渋谷、原宿、明治神宮、他 「Go!Ethical -地球はみんなで変えられる-」
実行委員会44団体。３８１の出展団体(協賛企業35社
による出展を含む)。約50組のアーティストがライブ参
加。トークリレー等の発言者約35名。

約14万人

各年の報告集を元に筆者作成。

2007年以前の参加団体数（2007年以降の参加アーティスト数を含む）に関しては筆者がカウント。



表表表表6 　6 　6 　6 　第第第第ⅠⅠⅠⅠ期期期期におけるにおけるにおけるにおけるイベントイベントイベントイベントのののの企画内容企画内容企画内容企画内容　　　　((((日本連絡所日本連絡所日本連絡所日本連絡所がががが直接的直接的直接的直接的にににに関与関与関与関与したものしたものしたものしたもの））））

年年年年 イベントイベントイベントイベント名名名名 企画名企画名企画名企画名・・・・内容内容内容内容 内容内容内容内容

1990199019901990 「アースデイ夢の島フェスティバル」
省エネ、ゴミ処理、リサイクルなどについて展示、
紹介

写真展・アート展 環境、ゴミ問題の写真、絵画など空き缶によるアート展示。

インターナショナルエコロジカルヴィレッジ 世界各国の文化の紹介、民芸品の販売、ソーラーパネルの展示、英語教室開催。

トークリレー 参加者によるスピーチ。

ふろしき市 家庭内の不用品、手作り品などのフリーマーケット。

パフォーマンスステージ 寸劇、ダンス、バンド演奏等の自由参加によるステージ。

ゴミ埋立地見学ツアー

子供広場 ミニSLの走行。

「アースデイ・コンサート1990　JAPAN」 アーティスト10組によるライブ、チケットはアルミ缶10個。

1991199119911991
「アースデイフェスティバル1991 in 日比谷シ
ティ」

環境テント市 参加団体による出店、活動紹介。

パネル展示 「今、南の人々は…」をテーマとした作品展示。

講演 「アジアの環境と私たち」をテーマに、大学教授4名を招いた講演会を開催。

コンサート アーティスト11組によるライブ。

1992199219921992 「アースデイ・アジア・フェスティバル」 アースデイ寄席 4名の噺家による寄席。

留学生シンポジウム アジア各国からの留学生３名によるシンポジウム。

環境シンポジウム 「第三世界から地球環境を考える」をテーマに、4組のパネラーが発言。

環境問題寺子屋テント(わいわい講座) 様々な問題に取り組む市民団体の代表が参加。

アジア芸能音楽コンサート 各国の歌や舞踊を披露。

体験コーナー 力車体験、識字教室模擬授業など。

環境展
各種パネルによるアジアにおける環境問題について展示、企業参加による“地球へ
のメッセージ”ボード作成、子供のメッセージ・イラスト展示。

コンサート アーティスト9組によるライブ。

1993199319931993 ｢環境フォーラム・ジャパン in 仙台｣

1994199419941994
「アースデイ1994　地球に誓おう！市民国
会」

“種をこえた生物・自然部会”、“立場をこえた市民部会”、“国境をこえた地球市民部
会”の3部会制により開催。環境庁長官、参議院議長を招き、議長席には地球儀を
置いた。約40名が発言。

1995199519951995 「アースデイフェスティバル'95」 地球テント村 環境、国際協力関係のNGO等55団体が参加。展示、活動紹介等。

草の根貿易商店街
アジア・アフリカなどの商品をその背景にある文化と共に紹介。フェアトレード市場。
７団体が参加。

企業ブース 4団体が参加。（うち、生協3団体）

ライブ、 アーティスト8組、詩の朗読、ミュージカルなども上演。

ミニステージ
ステージ、ワークショップ等を開催。民族楽器の演奏や、民族衣装のファッション
ショーも行なわれた。

地球広場
劇団｢現代座｣が担当。人形劇、よさこいソーランなどを披露。阪神大震災支援オー
クションも開催。

メッセージコーナー アーティスト、NGO代表、議員、各国のアースデイ代表からのメッセージを展示。

パネル展示 「環境フォーラムジャパン」による省エネ対策、アジア環境地図展示。

阪神大震災支援ボランティア ボランティアによる現地の状況報告など。

アースデイコール
無料国際電話を設置。各国からの留学生にアースデイについて母国へ知らせても
らう試み。

イラスト＆アイデアコンテスト作品展示 約350点の一般公募作品を展示。

環境教育プログラム
ぷらナチュラリストによる、｢原始の人々に近づく修行」と題したワークショップを開
催。

フリーマーケット 142ブースが参加。

アジア市場 飲食10店、物販6店によるアジアに関連した出店。

1996199619961996 「アースデイ市民国会1996」
ダム問題や廃棄物処分問題などを網羅した発言内容。約30名が発言。環境庁から
2名を招いた。最後に参加者全員によりそれぞれの問題に対する市民案を採択。

1997199719971997 「アースデイフェスティバル'97　in 東京」 自転車パレード
COP3に向けてのアピールを目的とした、自転車による約10キロに渡るパレード。当
日は約500台が参加。

エコタウン 72の団体、企業が出展。温暖化に対する取り組みや技術を紹介。

食楽市場 自然食やエスニック料理店が出店。

フリーマーケット 2日間で99店が出店。

ステージ 演劇、民族音楽の演奏など。

地球環境議会
NGOスタッフによる環境問題に関する質疑応答。自転車パレードに参加者による東
京内の視察報告。

東京エコツアー 天然ガスによるバス、ハイブリッドバスが都内のアースデイ会場３箇所内で運行。

1998199819981998 「アースデイ1998　温暖化防止市民国会」
COP3を受け、地球温暖化防止の為の具体案を討議。市民により作成された「地球
温暖化防止活動推進法」の趣旨採択。国会議員訳5名を招き、討論を開催。

1999199919991999
「アースデイ2000へキックオフ！集まれ！地
球のサポーター」

実行委員会からの、「アースデイ2000キャンペーン」におけるプロジェクトの具体的
な紹介。各国からのメッセージ。フリータイムの音楽演奏、コント等。

2000200020002000 「アースデイ2000 TOKYO」
日韓同時自転車パレード(アースデイ2000アジア
共通アクション）

日韓のアースデイが相互訪問し、国際電話により同時に各国の状況が伝えられた。
数寄屋橋など、都心部を通るコースにて開催。



アースデイ2000アジア共通アクション その2
二酸化炭素の一斉測定のデモンストレーションを行い、来場者により会場内の各所
での実施を促した。

クルマの広場 自動車に関わる企業や団体が参加。ソーラーカー、ハイブリッドカーの展示。

食の広場
食に関わる企業や団体からの展示。遺伝子組み換え農産物の問題について取り上
げる。

NPO活動紹介 28団体が参加。展示、活動紹介など。

 エネルギーの広場
エネルギー問題に関わる企業や団体からの展示、エコエネルギーハウスを会場に
建設。自然エネルギーの紹介。

ローカルマネー導入

ライブ アーティスト約20組によるアコースティック中心のコンサート

[アースデイ＠原宿」 シンポジウム&ビデオメッセージ
デニス・ヘイズ氏らからのビデオメッセージ放映。「地球の未来へ－２１世紀へ語り
継ぐべきもの－」と題して、企業化、芸術家、NPO代表らによるパネルディスカッショ
ン開催。

BeGood Café 各NPOの活動紹介。各団体や参加者、企業、アーティストらの交流の場を提供。

アースデイ・アンビエントサロン
ドキュメンタリームービーの上映、アーティストやDJらによるパフォーマンス。深夜か
ら明け方まで行なわれた。

ストリーミング中継 会場の模様をストリーミングにより中継。アースデイでは初の試み。

各年の記録集を参考に、筆者作成。



表表表表7777　　　　第第第第ⅡⅡⅡⅡ期期期期におけるにおけるにおけるにおけるイベントイベントイベントイベントのののの企画内容企画内容企画内容企画内容((((アースデイアースデイアースデイアースデイ東京東京東京東京））））

年年年年 イベントイベントイベントイベント名名名名 イベントイベントイベントイベント名名名名・・・・内容内容内容内容 詳細詳細詳細詳細

2001200120012001 「アースデイ東京2001」 オープニング、エンディングセレモニー
実行委員長のC.W.ニコル氏、その他アーティスト、環境省大臣官房審議官による開会宣言。エンディングには
ミュージシャンによるライブを開催。

アースデイ・ワークショップ 参加団体により、「今ここ私に気づくワーク」「野鳥観察」「瞑想会」等を開催。

クラフトガーデン@オーガニックライフ 手作りクラフトやエコロジーをテーマにした雑貨食品の販売。約45団体が参加。

エコロジーガーデン
地球社会、自然保護／学習などをテーマに活動や製作を行う団体による、展示・販売。地球環境保
護などを活動のテーマとするNGO／NPOの出展。約50団体が参加。

フリーマーケット 「使い捨て」から「ものを大切に！」を感じるという主旨で一般参加を募った。194組が参加。

アースデイ・キッチン
アースデイ参加者及び来場者に対するオーガニック・エスニックフードの提供。A Seed Japanによ
る「Return-Dish-Project」に対応し、使い捨て容器を使用せずに展開。

オーガニック・ギャザリング アースデイをテーマに賛同したアーティストによるアンビエント＆ダンス・パーティを開催。

グリーンロック・ギャザリング ミュージシャンらによるライブ＆DJプレイ。

グリーンリバー・アート展
①国際間伐材パネルを使い「すべての再生」をテーマに約160点の作品を展示。ライブ制作による
アートパフォーマンスを展開。②「国産材の普及」をテーマに、森林保護団体とのコラボレーショ
ンによりアートとアピールが混在した空間を演出。

ゴミゼロNAVI
会場内１カ所に「ごみステーション」を設置。参加者に適切なごみ処理を案内、呼びかけ。終演
時、ステージ上からのメッセージと共に、会場一斉清掃を実施。

講演会
エアハウト・.シュルツ氏らを招き、ドイツにおける環境産業の現状と消費者意識、日本におけるエ
コメッセへの示唆等を講演。

シンポジウム
「本当の対話（ダイアログ）、連携（パートナーシップ）をスタート」について、大学教授や環境
庁関係者を招き、参加者と共に考察。

映画上映、特別試写会
①地球環境を取り上げた映画3本の特別試写会、上映会を開催。出演者や監督らをゲストに招待。②
EARTH VISION地球環境映像祭の参加により、これまでの授賞作品の中からアジア各国を取り上げた
作品を７本上映。

キッズ・アースデイ
地球環境を取り上げたアニメビデオを上映。｢Kids ISO14000ｓ｣概要紹介と体験。ゲームによるワー
クショップ等。

龍村仁と語る Gift from GAIA
『地球交響曲』の龍村監督らを招き、アラスカの自然保護、地球温暖化問題、自然とテクノロジー
の調和等についてトークセッションを開催。

BeGood Cafe
オープンカフェを設営。有機食材によるオーガニックフードやオーガニックドリンクを提供。様々
なゲストを迎え、「でっかい地球の一部になれ！」をテーマに、トークセッションやライブを開
催。内容をインターネットにより放送。

エコ・メッセ21
ドイツ・エコメッセの日本版として開催。エコ素材・エコ技術、エコ商品の展示即売と活動紹介
等。

地球環境平和財団ポスター絵画展 「未来に残そう！ 美しく平和な地球 !! 」国連子供環境絵画展入選作から作品30点を展示。

『私達を忘れないで』展
地震直後のインドやトルコ、紛争地エリトリアやコソボなどで活動するフォトグラファーの作品を
展示。

アースデー・エコクッキング 「環境に優しい食生活」をテーマに、調理とトークを開催。

グリーンウォーク「森のいのちを感じよう！」
神宮の森を体験するグリーンウォークを開催。明治神宮職員による説明や物語の読み聞かせ、バイ
オリン演奏等を実施。宝物殿前広場にて、坂本龍一氏によるコンサート。

おはなしの森 アースデイに因んだ語り聞かせ、読み聞かせの会。一部、生楽器による音楽演奏も参加。

「光・影・時空@eARTh」
4月1日より開始したweb上でのアート活動、4月21～22日（アースデイ当日）にはワークショップを
開催。

2002200220022002 「アースデイ東京2002」 アースデイステージ
アースデイのテーマに賛同したアーティストらによるライブ。「ゴミ問題とエコライフ」をテーマ
にしたトーク、シンポジウム等を開催。

アースガーデン
エコロジーに関わる展示企画「エコロジーガーデン」、出店企画「クラフトガーデン@オーガニック
ライフ」、「フリーマーケット楽市楽座」の3つの企画が複合。各団体の出会いの場となった。フ
リーマーケット以外では約100団体が参加。

MONEY　４　GREEN 衣料品メーカーから提供された衣料品を9割オフで販売。収益をNPO7団体に寄付。

アジアンマーケット フェアトレードを中心としたアジア・アフリカ・中南米の雑貨、衣類等の販売。22団体が参加。

ファーマーズガーデン 農家、製造者自身による有機・オーガニック農産物と加工品の販売。7団体が参加。

アースデイキッチン
アースデイ参加者及び来場者に対するオーガニック・エスニックフードの提供。A Seed Japanによ
る「Return-Dish-Project」に対応し、使い捨て容器を使用せずに展開。

フェアトレード・ファッションショー
「People Tree」のフェアトレード衣料品コレクションによるファッションショー。スタッフ総勢80
名以上。

キッズ・グリーン 子供が遊べるアスレチックを設営。フリーマーケットや手作り楽器のワークショップなど。

フリーマーケット 家庭内の不用品のリサイクル推進催事。約70団体が参加。

ヘンプカー試乗体験 ヘンプカーのデモンストレーションと、ヘンプをテーマにした展示・販売。

アースデイ「おはなしの森」2002 アースデイに因んだ語り聞かせ、読み聞かせの会。一部、生楽器による音楽演奏も参加。

アンビエントガーデン2002 自然解説員と共に神宮の森のグリーンウォークを実施。詩の朗読やDJによるライブも開催。

「今　ここ　私」に気付くワーク 自然と交感しながら気と身体をほぐすワークショップを開催。

peace live open mike discussion peace,love,earth,myself,awakeをテーマにディスカッションを開催。

EARTHDAY LOVE アースデイをテーマに集まったアーティストによるライブ、トークステージ。

平和と環境ンワンデイワークショップ 地球環境問題の根本原因と解決法を参加者全員で討議。

ラブ&ピース映画祭 戦争、平和などを取り上げた映画3本の上映。

グリーンリバー・アート展
「森と水」をテーマに制作した環境派アーティストらによる作品展示。各団体ブースも同会場内で
展開。

森と水からの声
「森の民の暮らしと私達の生活」をテーマに、3カ国から森に暮らす少数民族や森林問題に取り組む
NGOの代表を招いたシンポジウムを開催。

BeGood Cafe
森林の不法伐採、水について、戦争、グローバル化などをテーマにトークライブを開催。コミュニ
ティカフェを開設。

2003200320032003 「アースデイ東京2003」 アースデイステージ 映画「ガイアシンフォニー」上映。アーティストによるライブ、延べ3万人の観客が参加。

アースガーデン
エコロジーに関わる展示企画「エコロジーガーデン」、出店企画「クラフトガーデン@オーガニック
ライフ」、「フリーマーケット楽市楽座」の３つの企画が複合。各団体の出会いの場となった。フ
リーマーケット以外では約95団体が参加。

WORLD PEACE NOW　“PEACE on EARTH
パレード”

イラク反戦パレード。代々木公園から出発し、役1時間半に及ぶパレードには最終的に約1万人が参
加。

ファーマーズガーデン 農家、製造者自身による有機・オーガニック農産物と加工品の販売。9団体が参加。

アジアンマーケット フェアトレードを中心としたアジア・アフリカ・中南米の雑貨、衣類等の販売。23団体が参加。

アースデイキッチン
アースデイ参加者及び来場者に対するオーガニック・エスニックフードの提供。A Seed Japanによ
る「Return-Dish-Project」に対応し、使い捨て容器を使用せずに展開。



フリーマーケット 約55店が出店。（2日目は雨天により中止）

書道パフォーマンス&ガイアシンフォニー野外
上映会

書道家・武田双雲によruパフォーマンス、ワークショップ。ガイアシンフォニーの上映会。

アースデイつぶつぶベジタブルヤード 大地を守る会、いるふぁによるライブクッキング。講習会。

綿神考－木綿がつなぐ、人と環境－ ３つのブースの共同で、アートワークショップや綿打ちセミナーの開催。

ヘンプ体験村 衣・食・住の３つのテーマでヘンプ製品の展示、販売。

セヴァン・スズキからのメッセージ
92年リオ・サミットにてセヴァン・スズキ氏が訴えたメッセージや日本ツアーの内容をパネル展
示。

Be Piece of Peace 歌、ダンス、詩などによるパフォーマンス。参加者によるディスカッション。

アシアナサポート アフガニスタンの孤児院「アシアナ」の活動を支援するためにチャリティー商品の販売。

ヒーリングサーカス 「ヒーリング」についての講習会。寸劇や音楽、ライブペインティングなどを実施。

キッズ・グリーン 子供が遊べるアスレチックを設営。手作り楽器のワークショップや食事の販売。

都会で楽しむ、自然遊び！ 自然活動団体のネットワーク組織「自然体験活動推進協議会」による自然体験プログラムの実施。

渋谷Flowerプロジェクト 渋谷駅モヤイ像周辺に1000鉢の花を設置。花の種やポストカードの配布など。

おはなしの森 アースデイに因んだ語り聞かせ、読み聞かせの会。演奏やダンスなども参加。

「今　ここ　私」に気付くワーク 自然と交感しながら気と身体をほぐすワークショップを開催。

森のことばを聴く　グリーンウォーク
神宮の森を体験するグリーンウォークを開催。自然解説員による開設と共に散策。北米先住民によ
る民族楽器の演奏。

wish EARTHDAY アーティストらによるスピリチュアル・セッション。

グリーンリバー・アート「森と水、そして地球」 様々なアーティストによる作品を展示。参加団体らがブースを出展。

BeGood Cafe
「EARTH 僕達の地球白書」、「PEACE 未来のための平和学」をテーマにトークセッション。ライブ
を開催。

音楽イベントのネットワーク「EARTHDAY
LOVE」

アースデイ期間中、複数の会場でアースデイの主旨に賛同するミュージシャンやアーティストによ
るパフォーマンスを開催。

アースデイ・トーク 地球に関する様々なテーマでトークセッションを開催。

平和な世界を子供たちに ゲストを向かえ、エイズ問題、イラクやアフガンの近況などについての講演。コンサート開催。

2004200420042004 「アースデイ東京2004」 アースデイ・コンサート
実行委員一同によるオープニングセレモニー、関係団体のアピール、アーティストによるパフォー
マンスなど。

アジアンマーケット フェアトレードを中心としたアジア・アフリカ・中南米の雑貨、衣類等の販売。30団体が参加。

アースデイキッチン
アースデイ参加者及び来場者に対するオーガニック・エスニックフードの提供。A Seed Japanによ
る「Return-Dish-Project」に対応し、使い捨て容器を使用せずに展開。12軒が出店。

アースガーデン
「エコロジーガーデン」、「クラフトガーデン」全115団体が出店。フリーマーケットでは述べ８８
軒が出店。

渋谷flowerプロジェクト モヤイ像周辺の花壇のデザインを考えてもらうワークショップ、花育てキットの配布。

「今　ここ　私」に気付くワーク 自然と交感しながら気と身体をほぐすワークショップを開催。

おはなしの森 アースデイに因んだ語り聞かせ、読み聞かせの会。演奏やダンスなども参加。

グリーンリバー・アート 「森と水～国産の素材」をテーマにしたアート作品とライブ・コンサート、ブース出店など。

ＫＩＤＳ　ＧＲＥＥＮ　2004 「永遠の子供達へ」をテーマに、アスレチックの設置やワークショップの開催。

Be Piece of Peace 「平和とは何か？」について様々なパフォーマンス、ワークショップなど。

Peace Art 個人個人の平和への想いを表現するアートワークショップを開催。

ファーマーズガーデン 農家、製造者自身による有機・オーガニック農産物と加工品の販売。14団体が参加。

綿神考Ⅱ
３つのブースの共同で、オーガニックコットンＴシャツを用いたアートワークショップの開催。展
示・販売等。

PEACE ACT&CAFÉ 「泣いた赤鬼」を題材にした演劇の上演。

Think the Earth"Water Tree" オリジナルボトルの販売、水に関するメッセージの収集。

東京アースデイ自転車ライド＋R-Cycle 193人の参加者による自転車ライド。R-Cycleプロジェクトの紹介。

BeGood Cafe
参加者とゲストらによる「アースデイ宣言2004！」を決定。各地のアースデイの実行委員会4団体も
参加。

バルーンカフェ
アフガニスタンやインド震災で使用された緊急援助用大型テントを設置。カフェを運営。オリジナ
ルグッズの販売・展示。

キッズ・ガイアスクール 音楽と書道の講師による参加型ワークショップを開催。

ヘンプ体験村～麻のある暮らしへ～ 衣、食、住、寝、美、の５つのテーマの下、ヘンプの講習会や展示・販売。

SPACE GARDEN
アンビエント音楽によるチルアウトスペース。ワークショップやヒーリングマッサージの実施、リ
メイク雑貨などの販売。

リユースＴシャツでＥＣＯ 回収した不要Ｔシャツをリメイクし、販売。

アースデイ・トーク 平和・環境をテーマとしたトークライブを開催。

アボン・小さい家 映画の上映会と監督によるトークライブ。

ピーストークライブ
国際的に活躍するゲスト4名を招き、「次の世代に伝えて生きたいこと、残して生きたいこと」を
テーマに講演会を開催。

第十回スピリチュアル・コンベンション 心の癒しを通じて世の中を良くしていこうというイベント。

武蔵野アースデイ チャリティーコンサートの開催。ミュージカルの上演。

EARTHDAY LOVE & MUSIC DAY/2004 アースデイの主旨に賛同するミュージシャンやアーティストによるパフォーマンス。

アースデイ「食」フォーラム 食を考えるワークショップ。リレー講演。交流会などを開催。

2005200520052005 「アースデイ東京2005」
『アースデイ宣言2005』みんなで決める10の
アクション！

研究者、著名人ら、各地の実行委員会6団体の代表と共に、アースデイ東京2005での具体的成果を目
指す宣言提案。

BeGood Cafe ワークショップの開催。講演。アーティストらによるライブ。

アースデイコンサート
デニス・ヘイズ氏による開会式。各グループによるアピール。著名アーティストらによるライブ。
延べ7000人が参加。

アースガーデン“春” フリーマーケットも加え、計220団体が出店。

アースデイキッチン&オーガニックキッチン
アースデイ参加者及び来場者に対するオーガニック・エスニックフードの提供。A Seed Japanによ
る「Return-Dish-Project」に対応し、使い捨て容器を使用せずに展開。1５軒が出店。

アジアンマーケット&ピーススマイルステージ
フェアトレードや国際協力をコンセプトとした出店。約45団体。オーガニックサウンドやアコース
ティックライブの開催。

キッズグリーン2005 アスレチックの設営。楽器作りのワークショップ等。

地球を考えて自分のカラダも考えよう！ エイズの啓発キャンペーン。在宅検査キットの配布。

おはなしの森　Ver.5 アースデイに因んだ語り聞かせ、読み聞かせの会。演奏やダンスなども参加。

ファーマーズガーデン 農家、製造者自身による有機・オーガニック農産物と加工品の販売。17団体が参加。

ヘンプ体験村－自然在宅相談所を開設－
ヘンプの可能性を知ってもらうために８つのテーマからヘンプ体験村をレイアウト。ヘンプの可能
性をアピール。



RICE PAPER 88配布 フリーペーパー「88」のバックナンバー配布。オリジナル商品の販売。

リユースＴシャツでＥＣＯ 回収した不要Ｔシャツをリメイクし、販売。

気と心の学校 指圧体験。ワークうショップ。活動紹介等。

口座を変えれば世界が変わるキャンペーン エコ貯金宣言アクションへの参加を呼びかけ。フォーラムの開催。

Hart of Peace 空き缶やペットボトルを使った楽器を用いたライブ演奏。

渋谷flowerプロジェクト2005 モヤイ像周辺の花壇の花植えアクション実施。ハーブの講習会など。

Nagisa Music Fesival 都市型ダンスミュージック・エキシビジョン・フェスティバル。1万2千人の来場者が参加。

EarthDay Talk 街と人間の共存について討論を開催。

EARTHDAY LOVE & MUSIC DAY/2005 アーティストらによるライブステージ。

EARTHDAY ALL NIGHT PARTY "EARTH
GROOVE!"

アーティストらによるライブステージ。

2006200620062006 「アースデイ東京2006」 アースデイ・フレンドシップ・ウォーク
ポール・コールマン氏による中国、韓国、日本を渡る植樹の度。アースデイ東京代々木公園会場内
に到着後、講演会を開催。中渓宏一氏による与那国島から東京までの植樹ツアーと合流。

『アースデイ宣言2006』地球を憂う&地球を吹
く！

遺伝子組み換え食品についての問題や六ヶ所再処理工場について、各界の著名人がトークセッショ
ン。アーティストによるライブ等。

64億人のアースデイ宣言 インターネット上で誰もがエコな取り組みを発言できるHPを開設。

BeGood Cafe
自然インタープリターによるガイドの下、散策。アーティストによるライブ。六ヶ所や遺伝子組み
換えイネについての講演。

アースデイ丸の内2006
電気バスの運転やカーシェアリング等の取り組みにより、地球環境に配慮した街づくりを進める。
シンポジウムやトークセッションを開催。

アースデイ・コンサート
オープニング、エンディングセレモニー開催。著名アーティストらによるライブ。ＮＰＯによるア
ピール。

アースデイＮＰＯビレッジ 個人、団体、企業からの出店。それぞれの形で地域社会への取り組みをアピール。76団体が参加。

アースガーデン“春” ハンドクラフト、オーガニック製品の販売など。88団体が参加。

アースデイキッチン&オーガニックキッチン
アースデイ参加者及び来場者に対するオーガニック・エスニックフードの提供。A Seed Japanによ
る「Return-Dish-Project」に対応し、使い捨て容器を使用せずに展開。15軒が出店。

アースデイCO2ダイエット
「交通ＣＯ２排出量診断」「Let's発電競争」「クイズ・自動車とCO2」「エコドライブアンケー
ト」など、出店団体・参加者に対してアンケート調査を実施した。

おはなしの森　Ver.06 アースデイに因んだ語り聞かせ、読み聞かせの会。演奏やダンスなども参加。

アジアンマーケットfor our smile world&ピー
ススマイルステージ

フェアトレードや国際協力をコンセプトとした出店。約50団体が出店。オーガニックサウンドやア
コースティックライブの開催。

afri CAFÉ sta アフリカに本部を持つＮＧＯ「アデオジャパン」の活動紹介。HIVの予防啓発運動実施。

美しい地球で美しいホテル旅館を再発見 環境に配慮した旅館の若旦那らによる活動紹介。ＰＲ．

エコ貯金プロジェクト～口座を変えれば世界
が変わるキャンペーン～

エコ貯金宣言アクションへの参加を呼びかけ。フォーラムの開催。

お金のいらない国 『お金のいらない国』を題材にした寸劇を上演。無料カフェを実施。

環境保全のフィールドに飛び出そう！Inアー
スデイ

環境保全活動の紹介。写真パネル展示。

キッズグリーン2006 アスレチックの設営。楽器作りのワークショップ等。

化石燃料恐竜
化石燃料によって身体が構成されている恐竜を模した巨大バルーンを展示。太陽エネルギーで沸か
した抹茶を提供。

原点・水俣～水俣病50年展@アースデイ東京 水俣病を撮り続けている写真家の作品を展示。

言の葉さらさらプロジェクト 多くの願いを書いた短冊を集め、2025年の日本ビジョンを描く。352枚の短冊を収集。

アースデイ”グリーン@Earth”惑星アートプロ
ジェクト

参加することにより植林が出来るオンラインゲームがGoogle Earthと連携し、世界の植林現地をス
クリーンで放映。

救え！！原生林の未来を～日本に輸入され
る違法伐採～

グリーンピースによる「森へリボンをプロジェクト」への参加呼びかけ。違法伐採に関する講習
会。

チップストップタスマニア・ジャパン展 日本人の紙消費からタスマニアの原生林を守る活動について紹介。

天ぷら油リサイクル大作戦
アースデイ以前に都内数箇所で廃食油の回収を実施。当日会場内にて、廃食油を精製した再生燃料
によりステージの自家発電や天ぷら油バスの走行を実施。

ひょうこまDrum Gathering 越冬キャンプ「ひょうこま」での活動を発表。雑貨などの販売、展示。

ファーマーズガーデン 農家、製造者自身による有機・オーガニック農産物と加工品の販売。16団体が参加。

ふたりで受けようクラ検査！愛し合うボクらの
未来のために

25歳以下限定でクラミジア在宅検査キットの配布、疫学検査を実施。

フリーマーケット 計160店が出店。

ふれてだきしめてあかちゃん～平和はこども
からはじまる～

授乳コーナーやオムツ替えコーナーを設置。

ヘンプ体験村～伝統工芸からハイテクまで
～

ヘンプグッズの展示、販売。ヘンププラスチック製品の展示など。

「山手線一周！歩いてポイ捨てタバコ拾い」
と「挨拶清掃」

山手線周辺においてポイ捨てタバコの回収。結果をパネル展示。ＮＰＯの活動紹介。

LIFE WITH HEMP FROM NEPAL ネパールのヘンプを使ったアイテムを商会、ネパールやヘンプの写真展示。

Earthday×retired weapons 非営利アートプロジェクト団体による展示。アートワークショップ。

リユースＴシャツでＥＣＯ 回収した不要Ｔシャツをリメイクし、販売。

４月９日は守ろう「子宮の日」～子宮頸がん
に、私はならない～

子宮がんに関する公開フォーラムを開催。

EarthDay Talk 環境・平和をテーマとしたトーク、ライブ開催。

Nagisa Music Fesival　春　2006 都市型ダンスミュージック・エキシビジョン・フェスティバル。1万2千人の来場者が参加。

EARTHDAY ALL NIGHT PARTY "EARTH
GROOVE!　2006"

アーティストらによるライブステージ。

渋谷flowerプロジェクト2006 モヤイ像周辺の花壇の花植えアクション実施。

信号/踏み切り街アイドリングストップ・キャン
ペーン　in世田谷2006・春

東急世田谷線若林踏み切りでアイドリングストップの呼びかけを実施。実施率を計測。

EARTHDAY LOVE & MUSIC DAY/2006 アーティストらによるライブステージ。

アースデイカフェ 4月22日から5月5日まで、特設会場にて、ワークショップ、マーケット、コンサート等を開催。

2007200720072007 「アースデイ東京2007」 アースデイコンサート
オープニング、エンディングセレモニー開催。著名アーティストらによるライブ。六ヶ所再処理所
問題や遺伝子組み換え食品についてトーク。ＮＰＯによるアピール。

アースデイＮＰＯビレッジ 個人、団体、企業からの出店。それぞれの形で地域社会への取り組みをアピール。78団体が参加。

アースデイ・クリーンアップアクション-できる
ことからはじめよう-

キリンビール本社から代々木公園会場周辺をクリーンアップ。205名が参加。



アースデイキッチン、アースデイキッチン・デ
リ

アースデイ参加者及び来場者に対するオーガニック・エスニックフードの提供。A Seed Japanによ
る「Return-Dish-Project」に対応し、使い捨て容器を使用せずに展開。1５軒が出店。お弁当の販
売。

アースガーデン“春” ハンドクラフト、オーガニック製品の販売など。93団体が参加。

口座を変えれば世界が変わる　エコ貯金アク
ション！

エコ貯金宣言アクションへの参加を呼びかけ。

アースデイ「おはなしの森」　Ver.07 アースデイに因んだ語り聞かせ、読み聞かせの会。演奏やダンスなども参加。

アイドリングストップ・キャンペーン　inアース
デイ

「信号待ちアイドリングストップ」のＰＲイベントを実施。

遺伝子組み換え食品を見分けるスペース
遺伝子組み換え食品表示法改正への署名参加を呼びかけ、「トゥルーフード・ガイド」を無料配
布。

今の僕らが想うこと 今を生きる人が住みたい世界を表現。歌や詩の朗読など。

唄って踊って平和をつかめ！ 「風人の祭り2007東京」にて当日ステージに使用する幕に来場者らのメッセージを記入。

エコ雑貨倶楽部～こだわりのモノには物語り
がある2007～

エコ・ナチュラルな生活雑貨メーカー13団体による商品の実演販売。

オーガニックセンスを磨こう！ NPO法人オーガニックコットン流通機構によるオーガニックコットンに関する展示、紹介。

お金のいらない国 『お金のいらない国』を題材にした寸劇を上演。無料カフェを実施。

お気に入りのエコバッグを持とう エコバックの販売。

化石燃料恐竜
化石燃料によって身体が構成されている恐竜を模した巨大バルーンを展示。太陽エネルギーで沸か
したお茶を提供。

café apartmentによる「minikuru」プロジェクト 出荷されない野菜「落ち野菜」について紹介。それらの野菜を実際にピクルスに加工し、販売。

Kids Green アスレチックの設営。楽器作りのワークショップ等。

言の葉さらさらプロジェクト 多くの願いを書いた短冊を集め、2025年の日本ビジョンを描く。352枚の短冊を収集。

Think AIDS!　ビレッジ2007 ６つのAIDS-NGOがエイズの現状について展示。

タオ療法/気と心の学校 指圧体験。ワークうショップ。活動紹介等。

宝物探し ごみとして廃棄される材料を用いてメッセージカードを作るワークショップなど。

地球を守ろう、そして子宮も守ろう。 子宮頸がんの検診受信を症例する活動・展示。布ナプキンの展示販売。

東京朝市・アースデイマーケット ファーマーズマーケットを開催。16団体が参加。

天ぷら油リサイクル大作戦
アースデイ期間前から当日まで、都内数箇所で廃食油の回収を実施。合計1200リットルの油を回
収。アースデイ東京内の発電機エネルギーを自給する試み。天ぷら油で走る水陸両用バス「カッパ
バス」の運行。

Visit Thame! ネパールのヘンプを使ったアイテムを商会、ネパールやヘンプの写真展示。

ファーマーズガーデン“春” 15団体が参加。六ヶ所核燃料再処理工場の稼動に反対する署名への参加を呼びかけ。

フェアとレードマーケット&ピーススマイルス
テージ

フェアトレードや国際協力をコンセプトとした出店。約30団体が参加。オーガニックサウンドやア
コースティックライブの開催。

プラス2℃コーストラインバイクライド 自転車に乗って地球温暖化と環境問題を考える、という趣旨で開催。約100名が参加。

ヘンプ体験村～伝統工芸からハイテクまで
～

ヘンプグッズの展示、販売。ヘンプを通した様々なワークショップを開催。

マザリング・フェスタ
自然なお産、母乳育児、自然育児についての見本市。授乳スペースや助産婦による相談コーナーも
設置。ゴスペル等のライブも開催。

野生動物や生態系の保存のために、「アー
スウォッチ」はじめよう！

地球温暖化や生態系の保全に関わる科学者の調査を支援する取り組みについて紹介。パネル展示。

LOVE or DIE ROCKASHO 六ヶ所核燃料再処理工場についての問題紹介。DIE-INなどのアクションによりメッセージを発信。

リユースＴシャツでＥＣＯ 回収した不要Ｔシャツをリメイクし、販売。

Let's Play My Earth!地球カードゲームで遊ぼ
う

トレーディングカードゲームを用いて地球環境問題について体験するブース。

EARTH AND ANIMALS 「人と動物の共生」について伝える。毛皮にされる動物、動物実験の現状などをパネル展示。

渋谷flowerプロジェクト2007 モヤイ像周辺の花壇の花植えアクション実施。花壇に展示するメッセージボードの記入。

EARTHDAY ALL NIGHT PARTY "EARTH
GROOVE!　2007"

アーティストらによるライブステージ。

五感・踊る・遊び場　ＴＬＮ
ロハスを五感で体験できる癒し系イベント。民族楽器などのライブ、渋谷近辺のクリーンアップな
ど。

ＤＲＵＭＣＯＷ－アースデイ－ 「地球を愛で満たすんだ！」というコンセプトでアートと音楽の屋内イベントを開催。

EARTHDAY LOVE & MUSIC DAY/2007
moe.ジャパンツアー

アーティストらによるライブステージ。

Earth Day Tokyo ★　Night 2007
アースデイの主旨に賛同した渋谷区内のクラブがコラボレーションして開催。各クラブ間をフリー
パス形式で回遊が可能に。

Earth Day Friendship Walk 宗谷岬から与那国島まで歩き、植林を行なう。

Nagisa Music Fesival2007 都市型ダンスミュージック・エキシビジョン・フェスティバル。

グリーン@Earthマッピング・プロジェクト
参加することにより植林が出来るオンラインゲームがGoogle Earthと連携し、世界の植林現地をス
クリーンで放映。

信号/踏み切り街アイドリングストップ・キャン
ペーン　in世田谷2006・春

東急世田谷線若林踏み切りでアイドリングストップの呼びかけを実施。

アースデイＬＯＦＴ
「原子力と判れる50の方法」「ユイマールＲＯＣＫ’07－辺野古を守る－」をテーマにトーク、ラ
イブを開催。

2008200820082008 「アースデイ東京2008」 アースデイ・コンサート Powered by BDF 著名アーティストらによるライブ。トークステージも開催。

アースデイ・グリーントークステージ Powered
by Solar

「社会をグリーン化するムーブメント」をテーマに、様々な分野の個人・団体によるトークステー
ジを開催。

フェアとレードマーケット&ピーススマイルス
テージ　Powered by Hydrogen」

フェアトレードや国際協力をコンセプトとした出店。オーガニックサウンドやアコースティックラ
イブの開催。

アースデイＮＰＯビレッジ 個人、団体、企業からの出店。それぞれの形で地域社会への取り組みをアピール。

アースデイ・クリーンアップアクション キリンビール本社から代々木公園会場周辺をクリーンアップ。205名が参加。

アースデイキッチン
アースデイ参加者及び来場者に対するオーガニック・エスニックフードの提供。A Seed Japanによ
る「Return-Dish-Project」に対応し、使い捨て容器を使用せずに展開。

EARTH AND ANIMALS 「人と動物の共生」について伝える。毛皮にされる動物、動物実験の現状などをパネル展示。

アースガーデン“春” ハンドクラフト、オーガニック製品の販売など。

アースデイ「おはなしの森」　Ver.08 アースデイに因んだ語り聞かせ、読み聞かせの会。演奏やダンスなども参加。



アースデイマーケット ファーマーズマーケットを開催。

Awake Nature of Earthday 心理学的なアプローチにより、自分と環境問題を見つめるワークショップ。

アースデイ・エコ金融エリア2008　あなたの貯
金もエコロジーに　エコ貯金アクション！

エコ貯金宣言アクションへの参加を呼びかけ。3団体が共同でブースを出店。

浮世絵から見える現代と日本の未来
浮世絵から見る、当時の生活について質疑応答、「浮世絵から現代の環境問題が見える」をテーマ
に、温暖化対策への提言を行なう。

唄って踊って平和をつかめ！ 「風人の祭り2008東京」にて当日ステージに使用する幕に来場者らのメッセージを記入。

女性&Kidsエリア ドームテントを設営し、女性と子供のいのちと健康についてトークライブを開催。

アースデイ東京エイズビレッジ2008　－
Project「Ｃ］－

4つのAIDS-NGOが参加。エイズについてのパネル展示など。

エコ雑貨倶楽部　－こだわりのモノには物語
りがある2008－

エコ・ナチュラルな生活雑貨メーカー13団体による商品の実演販売。

「エコメディア宣言」キャンペーン　－もっとよ
くなる日本のメディア－

オープンでフェアな情報が流れる社会の実現を目指した活動の紹介。

オレンジクローバーキャンペーン　－かわい
い子宮を守るんだ！－

子宮頸がんの検診受信を症例する活動・展示。子宮力を高めるヨーガの体験など。

科学で迫る食育・地球環境 味覚についてや発酵食品についての簡単なクイズを実施。

KID's Village・ＧＲＥＥＮ　ＭＡＲＫＥＴ アスレチックの設営。楽器作りのワークショップ等。

携帯ゴリラ　－マウンテンゴリラを救え！携
帯電話回収キャンペーン－

コンゴにおけるレアメタル採掘の被害に遭うマウンテンゴリラを守る活動について紹介。不用携帯
電話を回収し、その売却益をマウンテンゴリラの保護団体に寄付。

自然尊重・自然順応！“楽しい・美しい”がア
ナタを変える！

自然に即した食生活によるライフスタイルの提案。自然農法による環境への取り組みを紹介。

ZOONYランドへようこそ　－ようこそ、ナマケ
モノの森へ－

4団体による共同出店。今あるものを大切に思う「あるもの探し」をテーマに展示、販売。

スローフードは「おいしい・きれい・ただしい」 スローフードについてのプレゼンテーション。活動内容紹介。

タオ療法/気と心の学校 指圧体験。ワークうショップ。活動紹介等。

2008年Ｇ８サミットＮＧＯフォーラム
Ｇ８サミットにて、地球規模の課題が解決される政策提言を行なっている活動主旨について紹介。
署名参加を呼びかけ。

バイコロジーバイクライド 約5キロのオリエンテーションバイクライドを実施。

はじめる自給！種まき大作戦2008 自給、農について体験するワークショップを開催。

ヒマラヤバザール ネパールで生産された雑貨の販売。

ファーマーズガーデン“春”
完全契約栽培の認証有機農産物、エコロジカルな生活雑貨の生産・製造者による直売市場。全国か
ら生産者が参加。

ベビー・アースデイ　－お産・子育てからはじ
まるナチュラルライフ・ネットワーク－

自然なお産、母乳育児、自然育児についての見本市。

ヘンプ体験村～麻で世界を変えよう～ ヘンプグッズの展示、販売。ヘンプを通した様々なワークショップを開催。

メイド・イン・アースのコットンワールド　－
オーガニックコットン、布ナプキン、和綿の世
界－

コットンを通して見る環境問題について紹介。コットン製品の展示、販売。

目指せ自給！天ぷら油リサイクル大作戦！
アースデイ期間前から当日まで、都内数箇所で廃食油の回収を実施。合計804リットルの油を回収。
アースデイ東京内の発電機エネルギーを自給する試みを実施。

リユースＴシャツでＥＣＯ 回収した不要Ｔシャツをリメイクし、販売。

アース・ギャラリー 地球についてより関心を深める美術作品を主体とした展示。

アースデイ東京2008プラネット・フューチャー
－洞爺湖サミットまで77日、地球の日に考え
る－

環境映像祭、7名の発言者によるトークショー形式のイベント。

EARTHDAY LOVE & MUSIC DAY/2008
“SATURDAY NNIGHT R&R SHOW -
SPECIAL”

アーティストらによるライブステージ。

渋谷flowerプロジェクト2007
モヤイ像周辺の花壇の花植えアクション実施。ゲームの実施。シブハナオフィシャルキャラクター
の披露。

ＤＲＵＭＣＯＷ vol.28－Earth day－ セッション中心のライブ&アートイベントを開催。完全フリーイベント。

グリーン@Earthマッピング・プロジェクト
参加することにより植林が出来るオンラインゲームがGoogle Earthと連携し、世界の植林現地をweb
上で配信。

ハジマリノツキ　－つながる　ひろがる　ココ
カラ　ハジマル－

アーティストやクリエーターによるライブパフォーマンスとソーシャルアクテヴィストとの新しい
繋がりを生み出すイベント。

Nagisa Music Fesival　08　春 都市型ダンスミュージック・エキシビジョン・フェスティバル。

メイドと一緒に箸から考える環境問題 秋葉原駅電気街口にてメイドによるマイ箸の配布。

Naked Earthday「六ヶ所再処理工場が汚す
自然環境」

「知ろう、止めよう、なんとかしよう　動物虐待の現状」「六ヶ所再処理工場が汚す自然環境」を
テーマにトークライブを開催。

2009200920092009 「アースデイ東京2009」 アースデイ・コンサート Powered by BDF 著名アーティストらによるライブ。トークステージも開催。

アースデイ・グリーントークステージ Powered
by Solar

「未来をグリーンに変える強烈パンチ」をテーマに、様々な分野の個人・団体によるトークステー
ジを開催。

フェアとレードマーケット&ピーススマイルス
テージ　Powered by Hydrogen」

フェアトレードや国際協力をコンセプトとした出店。22団体が出店。オーガニックサウンドやア
コースティックライブの開催。

アースデイＮＰＯビレッジ 個人、団体、企業からの出店。それぞれの形で地域社会への取り組みをアピール。

アースデイ・クリーンアップアクション キリンビール本社から代々木公園会場周辺をクリーンアップ。１００名以上が参加。

アースデイキッチン
アースデイ参加者及び来場者に対するオーガニック・エスニックフードの提供。24店舗が出店。A
Seed Japanによる「Return-Dish-Project」に対応し、使い捨て容器を使用せずに展開。

アースデイ×青山ブックセンター　環境ブック
フェア

環境に関する書籍を販売。

アースデイ×ヴェレダ　授乳所 授乳所、おむつ換えスペースの設置。ベビーケアグッズの販売。

アースデイ×オレンジプロジェクト　－放置農
園応援！夏みかんジュース販売スタンド－

小田原にて収穫された夏みかんをフレッシュジュースにして販売。放置農園の現状についてのレク
チャーも実施。

アースデイ給水所　Powered by SIGG マイボトル持参者向けの給水所。国産水を使用。

アースデイ×トイレナビゲーション 循環式水洗トイレの導入。

アースデイ・ボランティアセンター ボランティア活動に興味のある来場者と参加ＮＰＯを繋ぐ場として設置。

アースデイ×MOTTAINAIワークショップ 古着を使ったブックカバー作り等、体験型のワークショップを開催。

ゴミゼロステーション イベント内で発生する廃棄物の100パーセント資源化を目指し、分別を呼びかけ。

EARTH AND ANIMALS 「人と動物の共生」について伝える。毛皮にされる動物、動物実験の現状などをパネル展示。

アースガーデン“春” ハンドクラフト、オーガニック製品の販売など。

アースデイ「おはなしの森」　Ver.09 アースデイに因んだ語り聞かせ、読み聞かせの会。演奏やダンスなども参加。



アースデイスタンプ他
アースデイ会場に訪れた人々が携帯で撮影した写真にアースデイスタンプをつけることが出来るweb
上のサービスを展開。

アースデイ東京速報ステーション　2009 会場内で現在起こっていることをリアルタイムで取材、ブログにアップする。

いのちをつなぐ　ベビー・アースデイ 「おむつなし育児」をメインに子育ての知恵を紹介。授乳、おむつ換えスペースも設置。

エイズビレッジ2009 性感染症の理解を深める展示や世界のエイズの現状を紹介。

エコ金融エリア　－口座を変えれば世界が変
わる－

エコ貯金宣言アクションへの参加を呼びかけ。

エコ雑貨倶楽部～こだわりのモノには物語り
がある2009～

エコ・ナチュラルな生活雑貨メーカー13団体による商品の実演販売。

エコビレッジ国際会議ＴＯＫＹＯ　－笑顔がつ
ながる暮らし方－

エコビレッジに関する情報発信、国際会議のチケット販売。

OLD NEW EARTHDAY TOWN 木材を貴重としたアスレチックなどを設営。

化学物質化敏捷知ってね☆うぉーく 化学物質化敏捷についてのパネル展示、関連書籍の販売。

輝く地球プロジェクトプレゼンツ　世界一斉
ヒーリングプロジェクト

ヒーリング研究の報告や展示。レイキ、気候などの体験。

家族で参加♪　アースデイ！ 「エコも平和も家庭から！」をテーマに、家族写真の展示、アウトドアグッズ等の販売。

和紙造型体験ワークショップ 紙漉きによる和紙造型のワークショップを開催。

KID's Village・ＧＲＥＥＮ　ＭＡＲＫＥＴ アスレチックの設営。楽器作りのワークショップ等。

携帯ゴリラ　－マウンテンゴリラを救え！携
帯電話回収キャンペーン－

コンゴにおけるレアメタル採掘の被害に遭うマウンテンゴリラを守る活動について紹介。不用携帯
電話を回収し、その売却益をマウンテンゴリラの保護団体に寄付。

太陽の恵み・大地の恵み どんぐりの苗木配布、フェアトレード商品の販売。

天ぷら油リサイクル大作戦！By TOKYO油
田2017

「天ぷら油リサイクル大作戦」の実施、天ぷら油の回収ステーションの紹介。3月１日から各ステー
ションで回収を行い、合計1，426，06ℓを回収。イベント内の発電エネルギーを自給。

Bike to Earth Day! 2008年から駐輪所が廃止された為、企画として駐輪所を設置。自転車での来場者を募った。

Bike Village 自転車活動団体による活動紹介。

廃品マーケティング 新聞バッグの折り方ワークショップを開催。

ヒマラヤバザール ネパールで生産された雑貨の販売。

ファーマーズガーデン“春”
完全契約栽培の認証有機農産物、エコロジカルな生活雑貨の生産・製造者による直売市場。全国か
ら生産者が参加。

フードハートでつながろう！
「はじめる自給！」をテーマに、イベント内の食糧自給率アップに向けて米の栽培や味噌の製造を
行なう。

ポケダネ　－エコな気持ち、緑でｔなごうー 花やその他植物の種、育成キットを配布。

ヘンプ体験村～伝統と未来を結ぶ～ ヘンプグッズの展示、販売。ヘンプを通した様々なワークショップを開催。

メイド・イン・アースのコットンワールド　－
オーガニックコットン、布ナプキン、和綿の世
界－

コットンを通して見る環境問題について紹介。コットン製品の展示、販売。綿の苗を配布。

MAKE the RUKE @アースデイ　温暖化を止
める仕組みをつくろう！

温室効果ガス削減の法制かへ向けて、署名活動を展開。

ＬＯＶＥ４９　－みんな子宮から生まれてきた
－

子宮頸がんの検診啓発活動の実施。子宮ヨーガの体験。

リユースＴシャツでＥＣＯ 回収した不要Ｔシャツをリメイクし、販売。

野菜ソムリエが伝える「フードマイレージ」 「フードマイレージ」についての説明。来場者らによる「エコ宣言」を集め、装飾。

シブハナひまわりサポーター2009　－みんな
で渋谷におっきなひまわり畑をつくろう！－

イベント内でのブース出店。宮下公園花壇にてひまわり畑を作るサポーターを募集。

わんのはなエコロジカル・ドッグ・ライフ
5団体が共同で「愛犬との共生」についてエコロジカルなライフスタイルを提案。ワークショップや
健康相談など。

アースデイマーケット ファーマーズマーケットを開催。

グリーン@Earthマッピング・プロジェクト
参加することにより植林が出来るオンラインゲームがGoogle Earthと連携し、世界の植林現地をweb
上で配信。

Heart Project [街をハートで埋め尽くそう」 web上での企画。

アースデイ・トーク&ライブ
社会問題、地球環境、平和等をテーマにしたトークライブ。約10名のゲストを迎えて開催。映画の
上映等。

アースデイキャンプ　Natural High! 道志村におけるキャンプイベント。ライブパフォーマンスやワークショップ、展示販売等。

アースデイいのちの森 明治神宮敷地内での自然体験、ワークショップ等。

各年の「アースデイ東京」報告書を参考に、筆者作成



表表表表8   8   8   8   第第第第ⅠⅠⅠⅠ期期期期・・・・第第第第ⅡⅡⅡⅡ期期期期におけるにおけるにおけるにおけるイベントイベントイベントイベントのののの概要比較概要比較概要比較概要比較

アースデイアースデイアースデイアースデイ1996199619961996市民国会市民国会市民国会市民国会 アースデイアースデイアースデイアースデイ東京東京東京東京2009200920092009

テーマテーマテーマテーマ ｢地球にやさしく、政治に厳しく」 「Go!Ethical -地球はみんなで変えられる-」

来場者来場者来場者来場者 約100名 約140，000名

主主主主なななな来場者来場者来場者来場者 環境NGO関係者、主婦、学生など 若年層、家族連れなど

会場会場会場会場 衆議院第1議員会館第1会議室 代々木公園、渋谷、原宿、明治神宮、他

参加団体参加団体参加団体参加団体 約30組 約380組

運営運営運営運営スタッフスタッフスタッフスタッフ数数数数　　　　（　）（　）（　）（　）内内内内ははははボランティアボランティアボランティアボランティアのののの人人人人
数数数数

1名(約10名） 約5名（実行委員44名、運営ボランティア約400名）

運営体制運営体制運営体制運営体制

協賛団体協賛団体協賛団体協賛団体

イベントイベントイベントイベントのののの宣伝方法宣伝方法宣伝方法宣伝方法 アースデイニュースでの関係記事掲載。
渋谷タワーレコードにて記者発表を開催。C.Wニコルら著
名人が参加。参加プレス社74社。

後援・協賛団体によるチラシの配布。 4つの関連イベントにて出展。

小田急電鉄、原宿駅ビルボードにポスター掲載。

公式WEBサイトの開設。

【雑誌・フリーペーパー】春るるぶ、東京ウォーカー、エコト
ワザタイムズ、eyeco、aromatopia、くらしの情報局、湘南ス
タイル、ソトコト、法政、フィールドライブ、ecocolo、野菜だ
より、Green TIMES、αLavie、春ぴあ、ＮＡＬＵ、パゴパ
ゴ、Ｌ２５、Ｒ２５

【新聞】毎日新聞（計8回掲載）、スポーツ産業新聞、中日
新聞、信濃毎日新聞、Japan times

【テレビ】TBSテレビ（4番組）、TOKYO MX TV、イッツコ
ミュニケーションズ

【ラジオ】TOKYO FM（2番組）、J-WAVE（3番組）、fm
yokohama、SHIBUYA-FM（2番組）、FM-FUJI、文化放送
（2番組)、ABCラジオ、TBSラジオ

【web】シブヤチャンネル、All About エコグッズ、All About
ナチュラルフード、moonlinx、ヒーリングタイム、grazi@、日
経BPエコマム、CSRマガジン、ビーズウェブマガジン、ロ
ハスイッチ、マイコミジャーナル、公募ガイド社、環境goo、
YAHOO!ニュース、シブヤ経済新聞、日テレNEWS24、毎
日jp、アイソス、だんだんたんぼ(食と農のポータルサイ
ト）、マイコミジャーナル、CINRA.NET、Club
ECOMOTION、RO69（ロッキンオン）、ISO業界最新情報
月間アイソス、ナタリー

主主主主なななな成果成果成果成果 参加者らが環境問題に関する知識を深める。 各団体の活動を来場者に広く紹介。

関係省庁との質疑応答を実現。 グッズ等の販売による収入。

20以上の市民による法案を提出。 参加団体同士の新たな出会いの場を提供。

『アースデイ記録集1995～1996』、『アースデイ東京2009報告書』を参考に、筆者作成。

メディアによる宣伝活動は、同年3月1日－開催日2日目の朝までをカウント。Webについては詳細な掲載期間が記入されていなかったため

（別図参照）

（別表参照）



表表表表9 9 9 9 第第第第ⅠⅠⅠⅠ期期期期・・・・第第第第ⅡⅡⅡⅡ期期期期におけるにおけるにおけるにおける関係団体比較関係団体比較関係団体比較関係団体比較

【共催】 地球環境国際議員連盟 【後援】

【協賛】 省庁 環境省

企業 日本電気株式会社 農林水産省

㈱サンクスアンドアソシエイツ 文部科学省

パタゴニア日本支社 都・区 東京都

㈱日中商事 渋谷区

生協 生活協同組合東京マイコープ 企業 朝日新聞社 NHK

労組関係 全日本自治団体労働組合 読売新聞社 TBSテレビ

自治労東京 毎日新聞社 MTV JAPAN

日本労働組合総連合会 日本経済新聞社 TBSラジオ

連合東京 東京新聞 文化放送

その他 経団連自然保護基金 産経新聞社 J-WAVE

(財)大竹財団 Yahoo!JAPAN

創価学会青年平和会議 生協関係 日本生活協同組合連合会

東京都生活協同組合連合会

労組関係 日本労働組合総連合会(連合)

その他 (社)東京都専修学校各種学校協会

渋谷公演通商店街振興組合

東京商工会議所

【特別協賛】

企業 インテル㈱ ソニー㈱

コールマンジャパン TOWER RECORDS

THE NORTH FACE パタゴニア日本支社

【協賛】

企業 アヴェダ 白井グループ㈱

AGRIS SEIJO ㈱スノーピーク

azbil グループ ㈱西友

㈱アップガレージ ㈱大伸社

イデアインターナショナル 大地を守る会

岩谷産業㈱ 宝酒造㈱

㈱ヴェレダ・ジャパン CHUMS

㈱エイ　アンド　エフ ㈱トレジャーファクトリー

AIGLE ㈱ニールヤードレメディーズ

エコサークル・テイジン ㈱日本エコシステム

エナジーグリーン㈱ 日本風力開発㈱

㈱エムティーアイ ネットオフ㈱

㈱大川印刷 ㈱野毛印刷社

㈱小田急百貨店 ㈱パシフィックネット

カーボンフリーコンサルティング㈱ BEAMS

KEEN Japan PICA山中湖ヴィレッジ

㈱京セラソーラーコーポレーション ㈱分星閣

㈱ケイアンドエム ベイクルーズグループ

サッポロビール㈱ HELLY HANSEN

ザ・ボディショップ Euvodesign

㈱サンエー印刷 ㈱ユナイテッドアローズ

サンサンオーガニックビール ㈱ラッシュジャパン

SIGG ROOTOTE

㈱シップス ㈱ワコール

㈱ジュン

生協関係 東京都生活協同組合連合会

労組関係 日本労働組合総連合会

日本労働組合総連合会東京連合会

全日本自治団労働組合

自治労東京都本部

情報産業労働組合連合会

その他 エコプロダクツ2009

中央労働金庫

MOTTAINAI

【協力】

企業 青山ブックセンター ㈱スーパープランニング

㈱アコースティック ㈱スマッシュ

㈱秋田焦点 ㈱セカンドライン

UNPLUG LLC. ㈲染谷商店

㈲エストゥーユー ㈱チーム・オースリー

M Café de Chaya ㈱東京商会

㈲岡本工芸 ㈱ビオピオ

㈱小川キャンパル ㈱兵左衛門

小田急電鉄㈱ マルワ工業㈱

オムニインターナショナル㈱ 三菱製紙販売㈱

㈱オンザウェイ 三穂電気㈱

面白法人カヤック　エコ事業部 music.jp

㈱キシムラインダストリー ヤマト運輸㈱

久米繊維工業㈱ ㈱ユーズ

こうざき自然塾 ㈲リボーン

㈱ゴールドウィン ㈱レオミュージック

三和舞台㈱ ㈱ワールドフジ

新日本印刷㈱

NPO アースデイ・エブリデイ NPO法人ソーラーシティー・ジャパン

NPO法人音の羽根 NPO法人そらべあ基金

NPO法人音楽文化振興委員会 日本トイレ研究所

NPO法人グリーンバード 地域環境デザイン研究所ecotone

その他 鴨川自然王国 地球環境パートナーシッププラザ

コンサベーション・アライアンス・ジャパン rainbow echo

日本リユース業協会

『アースデイ記録集1995～1996』、『アースデイ東京2009報告書』を元に、筆者作成。

アースデイアースデイアースデイアースデイ東京東京東京東京2009200920092009アースデイアースデイアースデイアースデイ市民国会市民国会市民国会市民国会1996199619961996



表表表表10 　10 　10 　10 　第第第第ⅠⅠⅠⅠ期期期期・・・・第第第第ⅡⅡⅡⅡ期期期期におけるにおけるにおけるにおける参加団体比較参加団体比較参加団体比較参加団体比較

｢｢｢｢アースデイアースデイアースデイアースデイ1996199619961996市民国会市民国会市民国会市民国会｣｣｣｣発言者発言者発言者発言者のののの所属団体所属団体所属団体所属団体　　　　[[[[　　　　]]]]内内内内はははは役職役職役職役職

参議院議員・二風谷アイヌ資料館　[館長] ㈱ケンエレファント 全日本語りネットワーク＋ＬＯＶＥ　ＬＩＮＫ

緑と水の会 NPO法人ヘンプ製品普及委員会 greenz.jp

牛久の自然を守る会 EARTHDAY LOVE2000実行委員会 ㈱ツバルの森

ディープエコロジーリソースセンター NPO法人自然育児友の会 化学物質過敏症知ってね☆うぉーく実行委員会

出雲の水文化を考える会・島根県職労 カドマン企画 リーフプロジェクト(フードマイレージ実践講座東日本事務局）

和白干潟を守る会 有限責任中間法人SORA/毛皮はいらない連絡網 エコ雑貨倶楽部

リゾートを考える女性の会 はじめる自給！種まき大作戦実行委員会 ＮＰＯ法人子宮頸がんを考える市民の会

原子力資料情報室 国際青年環境NGO A SEED JAPAN Heart Project

止めよう！ダイオキシン汚染関東ネットワーク 日本和紙造型研究所

五日市の自然を大切にするまちづくりを考える会 渋谷flowerプロジェクト

（弁護士） ロフトプロジェクト

市民フォーラム2001 NPO法人ビーグッドカフェ

豊島産業廃棄物住民会議 グリーン・フォトン

(農業) NPO法人ポラン広場東京

山形・葉山の自然を守る会 NPO法人緑の家学校

苫田ダム土地共有者の会 SURYA&TOUMAI

長良川河口堰建設足止め訴訟原告団 NPO法人バイシクルエコロジージャパン

WWF Japan アースガーデン

ストップフロン全国連絡会 ㈲ぐらするーつ

西アフリカ農村自立協力会 ＴＯＫＹＯ油田2017

立木トラスト運動の会 ＮＰＯ法人アースデイマネー・アソシエーション

(シンガーソングライター） わんのはな

日本子孫基金

環境庁長官 WebSigエコ＆ピース

ＧＬＯＢＥ　[会長兼副総裁] 輝く地球プロジェクト

GLOBE Japan　[事務総長] ㈲ヘンプヘリテージ

日生協組織推進本部 VIBRATIONS

連合社会政策局 ハマカワ家と仲間たち

環境庁地球環境部　[環境保全対策課長] MAKE the RULEキャンペーン実行委員会

環境庁企画調整局環境保健部　[環境安全化学物質対策係長] フレンドリーデーインターナショナル

アースデイこどもの国実行委員 メイド・イン・アース

生活協同組合東京マイコープ ハッピートラック@ＣＡＩ（Campus AIDS Interface)

『アースデイ記録集1995～1996』、『アースデイ東京2009報告書』を元に、筆者作成。

｢｢｢｢アースデイアースデイアースデイアースデイ東京東京東京東京2009200920092009」」」」実行委員実行委員実行委員実行委員のののの所属団体所属団体所属団体所属団体



表表表表11111111....a a a a 第第第第ⅠⅠⅠⅠ期期期期におけるにおけるにおけるにおける後援後援後援後援・・・・協賛団体協賛団体協賛団体協賛団体のののの内訳内訳内訳内訳

（○企業、△生協関係、□労組関係）

1990199019901990 「「「「アースデイコンサートアースデイコンサートアースデイコンサートアースデイコンサート1990199019901990」　」　」　」　 協賛 企業 7 ○

生協関係 2 △

財団法人 2

その他市民団体 1

協力 市民運動全国センター 1

1991199119911991 「「「「アースデイアースデイアースデイアースデイ・・・・フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル1991199119911991　　　　in in in in 日比谷日比谷日比谷日比谷シティシティシティシティ」」」」 協賛 企業 13 ○

協力 NGO活動推進センター 1

1992199219921992 「「「「アースデイアースデイアースデイアースデイ・・・・アジアアジアアジアアジア・・・・フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル」」」」 後援 社団法人 1

県市町村 2

協賛 企業 7 ○

（事務局団体：生活協同組合Eコープ、生活クラブ生活協同組合、市民運動全国センター）

1994199419941994 「「「「地球地球地球地球にににに誓誓誓誓おうおうおうおう！　！　！　！　市民国会市民国会市民国会市民国会」」」」 協賛 企業 6 ○

労働組合関係 4 □

生協関係 5 △

財団法人 3

社団法人 2

その他協同組合 2

1995199519951995 「「「「アースデイフェスティバルアースデイフェスティバルアースデイフェスティバルアースデイフェスティバル''''95959595」」」」 後援 県市町村 2

社団法人 1

ＮＧＯ 1

協賛 企業 14 ○

労働組合関係 3 □

生協関係 3 △

社団法人 1

宗教法人 1

その他市民団体 2

カンパ、物品提供、
広報協力他

企業 13 ○

財団法人 1

個人 1

運営アシスト他 生協関係 1 △

任意団体 2

その他市民団体 5

公益法人 1

個人 1

1996199619961996 「「「「アースデイアースデイアースデイアースデイ1996199619961996市民国会市民国会市民国会市民国会」」」」 共催 GLOBE Japan(地球環境国際議員連盟)

協賛 企業 4 ○

労働組合関係 4 □

生協関係 1 △

財団法人 1

経団連自然保護基金

宗教法人 1

1997199719971997 「「「「アースデイフェスティバルアースデイフェスティバルアースデイフェスティバルアースデイフェスティバル''''97979797　　　　in in in in 東京東京東京東京」」」」 後援 省庁 1

県市町村 2

生協関係 2 △

財団法人 1

その他 1

特別協賛 企業 2 ○

労働組合関係 1 □

生協関係 1 △

宗教法人 1

協賛 企業 11 ○



労働組合関係 3 □

生協関係 3 △

経団連自然保護基金

宗教法人 1

協力 企業 1 ○

公共施設 1

財団法人 2

その他市民団体 3

1998199819981998 「「「「アースデイアースデイアースデイアースデイ''''98989898""""温暖化防止温暖化防止温暖化防止温暖化防止""""市民国会市民国会市民国会市民国会」」」」 特別協賛 労働金庫 1

生協関係 1 △

協賛 企業 8 ○

労組関係 2 □

生協関係 3 △

財団法人 1

社団法人 1

宗教法人 1

協力 GLOBE Japan(地球環境国際議員連盟)

その他市民団体 1

1999199919991999 「「「「アースデイアースデイアースデイアースデイ2000200020002000へへへへキックオフキックオフキックオフキックオフ!!!!集集集集まれまれまれまれ!!!!地球地球地球地球ののののサポーターサポーターサポーターサポーター」」」」 特別協賛 労働金庫 1

生協関係 1 △

協賛 企業 1 ○

生協関係 2 △

社団法人 1

任意団体 1

2000200020002000 「「「「アースデイアースデイアースデイアースデイ2000200020002000ＴＯＫＹＯ」ＴＯＫＹＯ」ＴＯＫＹＯ」ＴＯＫＹＯ」 後援 省庁 1（予定）

県市町村 1

生協関係 1 △

労組関係 1 □

財団法人 1

協賛 企業 15 ○

労組関係 2 □

生協関係 6 △

労働金庫 1

その他協同組合 1

宗教法人 2

社団法人 1

財団法人 1

協力 企業 1 ○

ＮＧＯ 1

「「「「アースデイアースデイアースデイアースデイ2000200020002000＠＠＠＠原宿原宿原宿原宿」」」」 制作協力 企業 1 ○

その他市民団体 2

協賛 企業 3 ○

その他市民団体 1

協力 企業 13 ○

その他市民団体 8

NPO 2

中間法人 1

学校法人 1

アーティストグループ 1

不明 1

第Ⅰ期の記録集をもとに、筆者作成



表表表表11111111....b b b b 第第第第ⅡⅡⅡⅡ期期期期におけるにおけるにおけるにおける後援後援後援後援・・・・協賛団体協賛団体協賛団体協賛団体のののの内訳内訳内訳内訳

（○企業、△生協関係、□労組関係、◎マスコミ関係）

2001200120012001 「「「「アースデイアースデイアースデイアースデイ2001200120012001東京東京東京東京」」」」 後援 省庁 3

市区町村 3

労組関係 1 □

生協関係 1 △

東京商工会議所

明治神宮

特別協賛　 企業 3 ○

その他市民団体

協賛 企業 11 ○

労組関係 4 □

生協関係 3 △

宗教法人 2

NPO 1

その他市民団体 3

特別協力 企業 7 ○

協力 企業 14 ○

財団法人 2

社団法人 2

NPO 7

その他団体 2

詳細不明 3

2002200220022002 「「「「アースデイアースデイアースデイアースデイ2002200220022002東京東京東京東京」」」」 後援 省庁 3

市町村 2

明治神宮

労組関係 1 □

生協関係 2 △

東京商工会議所

社団法人 1

任意団体 1

マスコミ関係 6 ◎

特別協賛 企業 1 ○

宗教法人 1

協賛 企業 5 ○

労組関係 4 □

生協関係 1 △

宗教法人 2

NPO 1

社団法人 1

特別協力 企業 2 ○

協力 NPO 3

個人 2

企業 15 ○

2003200320032003 「「「「アースデイアースデイアースデイアースデイ東京東京東京東京2003200320032003」」」」 後援 省庁 3

市町村 2

明治神宮

生協関係 2 △

労組関係 1 □

東京商工会議所

任意団体 1

社団法人 1

マスコミ関係 4 ◎

特別協賛 企業 1 ○



社団法人 1

宗教法人 1

協賛 企業 13 ○

労組関係 4 □

生協関係 3 △

特別協力 企業 1 ○

交通関係企業 5

詳細不明 1

協力 企業 21 ○

個人 1

その他市民団体 3

その他協同組合 1

社団法人 1

NPO 2

詳細不明 7

2004200420042004 「「「「アースデイアースデイアースデイアースデイ東京東京東京東京2004200420042004」」」」 後援 省庁 3

市町村 2

労組関係 1 □

生協関係 2 △

東京商工会議所

任意団体 1

社団法人 1

マスコミ関係 6 ◎

特別協賛 企業 1 ○

財団法人 1

協賛 企業 11 ○

労組関係 4 □

生協関係 3 △

宗教法人 1

その他市民団体 1

協力 企業 15 ○

NPO 7

その他協同組合 1

その他市民団体 2

財団法人 1

社団法人 1

2005200520052005 「「「「アースデイアースデイアースデイアースデイ東京東京東京東京2005200520052005」」」」 後援 省庁 3

市町村 2

企業 1 ○

労組関係 1 □

生協関係 2 △

社団法人 1

東京商工会議所

任意団体 1

マスコミ関係 8 ◎

特別協賛 企業 2 ○

協賛 企業 12 ○

労組関係 4 □

生協関係 2 △

特別協力 交通関係 5

協力 企業 9 ○

NPO 1

2006200620062006 「「「「アースデイアースデイアースデイアースデイ東京東京東京東京2006200620062006」」」」 後援 省庁 2

市町村 2

企業 1 ○

労組関係 1 □



生協関係 2 △

各国アースデイ団体 2

NPO 1

社団法人 1

東京商工会議所

任意団体 1

マスコミ関係 12 ◎

特別協賛 企業 1 ○

協賛 企業 29 ○

労組関係 4 □

生協関係 1 △

その他市民団体 1

協力 企業 17 ○

NPO 1

個人 1

2007200720072007 「「「「アースデイアースデイアースデイアースデイ東京東京東京東京2007200720072007」」」」 後援 省庁 3

市町村 2

労組関係 1 □

生協関係 2 △

東京商工会議所

任意団体 1

マスコミ関係 12 ◎

企業 1 ○

特別協賛 企業 4 ○

協賛 企業 35 ○

労組関係 4 □

生協関係 1 △

労働金庫 1

協力 企業 26 ○

NPO 3

研究機関

その他市民団体 3

学校 2

個人 1

2008200820082008 「「「「アースデイアースデイアースデイアースデイ東京東京東京東京2008200820082008」」」」 後援 省庁 2

市町村 2

労組関係 1 □

生協関係 2 △

東京商工会議所

任意団体 1

社団法人 1

マスコミ関係 14 ◎

特別協賛 企業 4 ○

協賛 企業 44 ○

労組関係 5 □

生協関係 1 △

労働金庫 1

MOTTAINAIプロジェクト

その他市民団体 1

詳細不明 1

特別協力 研究機関 1

協力 NPO 5

企業 35 ○

中間法人 1

その他市民団体 2



個人 1

詳細不明 1

2009200920092009 「「「「アースデイアースデイアースデイアースデイ東京東京東京東京2009200920092009」」」」 後援 省庁 3

市町村 2

労組関係 1 □

生協関係 2 △

社団法人 1

任意団体 1

東京商工会議所

マスコミ関係 14 ◎

特別協賛 企業 6 ○

協賛 企業 48 ○

その他市民団体 1

労組関係 5 □

生協関係 1 △

労働金庫 1

MOTTAINAIプロジェクト

協力 NPO 8

企業 35 ○

農事組合法人 1

その他市民団体 1

中間法人 1

日本リユース業協会

個人 1

アースデイ東京の報告書をもとに、筆者作成



資料1　インタビューリスト

A氏 アースデイ◎1990⇔2000◎日本東京連絡所　元スタッフ

任意団体「東アジア環境情報発伝所」　代表

B氏 アースデイ◎1990⇔2000◎日本東京連絡所　元スタッフ

任意団体｢環境自治体会議」事務局員

C氏 任意団体「アースデイ東京実行委員会事務局」元事務局長

任意団体「アースデイ東京」理事

D氏 任意団体「アースデイ東京」事務局長 2010年12月13日

E氏 藝術活動家 2010年10月28日

2010年9月13日,2010年12月7日

2010年10月7日,2010年12月1日

2010年10月28日


