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日本生態系協会とは 

自然と共生したしいまちと、子どもたちの笑顔が輝く暮らし。日本をそのよ

うな持続可能な国にすることが、私たち公益財団法人日本生態系協会の目標で

す。 

たくさんの物にあふれた、豊かに見える現代社会。しかし、その一方で私た

ちはたくさんの問題に直面しています。気候変動、資源の枯渇、食料不足など、

私たちの生活や生命をも脅かす地球規模の問題が、深刻化の一途をたどってい

ます。これらは、人間の行き過ぎた生産・消費活動が、自然のめぐみを過剰に

消費してしまったために起きた問題です。気候変動も、人間の生産活動によっ

て CO2などのゴミが大量に大気中に排出されてしまった結果です。 

 これまで私たちが無尽蔵であると思い消費してきた資源は、実は限りあるも

のでした。地球は小さかったのです。現代の豊かさは、この小さな地球の限り

ある自然のめぐみを、将来世代の分まで食いつぶすことで成り立っているので

す。   

 世界の国々は、このままでは今の社会が崩壊することに気づきました。そし

て、私たち現代世代の利益だけを追求するのではなく、子どもたちや、さらに

そのまた先の世代のために、将来にわたって持続することのできる社会づくり

へと舵を切り、そのための取り組みを積極的に進め始めています。 

持続可能な私たちの暮らしを支えるもの、それは健全な生態系です。きれい

な水、食べもの、医薬品、エネルギー。これらはすべて健全な生態系によって

もたらされています。自然生態系こそが私たちの生存基盤であり、健全な生態

系という土台があってはじめて、持続可能なまちづくりが可能となるのです。 
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生態系は、土、水、大気、太陽の光、そしてそこにくらす多くの野生の生き

もの、これらの要素が複雑に関わり合って成り立っています。野生の生きもの

たちは他の要素すべてが健全でなければ生きていけません。さらに、捕食をは

じめとする生きもの同士の複雑な関係が、生態系全体のバランスを保っていま

す。  

 

  

 

日本の将来を考える上で、持続可能なまちづくりの実現に向けて、健全な生

態系を積極的に守り再生する必要があることは明らかです。市民、企業、自治

体、国などの様々なセクターがこのことを認識し、積極的な行動をとることが、

今求められています。 

こうした社会の要請の中、当協会は自然環境の専門団体として、公正な立場

で様々な人々に働きかけ、またそれらをつなぐ中心的な役割を担っています。

国内や海外における先進的な事例の研究成果をもとに、持続可能なまちづくり

に関する提案活動、調査・研究、普及啓発などを行うことによって、自然と歴

史が調和した美しいまちを将来世代に手渡すことができる社会づくりを進めて

います。  
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１．組織概要 

 

・名  称  公益財団法人 日本生態系協会 

（英名：ECOSYSTEM CONSERVATION SOCIETY-JAPAN） 

 

・設  立  1992年 2月 3日(発足) 

 

・主務官庁  内閣府 

 

・代 表 者    理事（会長） 池谷 奉文 

 

・資 本 金    正味財産 1億円 

 

・所  在  本社 

  〒171-0021 東京都豊島区西池袋 2-30-20 音羽ビル 

  生態系研究センター 

  〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町 1-103-１ YK ビル 6F 

 

 

 

 

環境管理責任者担当者 総務部長：加藤 寛章 

環境管理担当者 総務部：仲内 ゆかり 

連絡先 TEL:03-5951-0244 FAX:03-5951-2974 

                     y_nakauchi@ecosys.or.jp 
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・事業活動の内容 

自然と共存する美しく持続するくにづくり・地域づくりを目的とした 政策

提言、調査研究、普及啓発、資格認証、出版、自然保全再生墓地運営、トラス

ト活動 など 

・事業規模 

Ｒ３年度（見込） 経常収益４０６，１０２千円 

Ｒ２年度 経常収益３６６，８８５千円 

Ｈ３１／Ｒ１年度 経常収益４５８，０６２千円 

            

２．対象範囲 

登録組織名 公益財団法人 日本生態系協会 

対象事業所 本社 

東京都豊島区西池袋 2-30-20 音羽ビル 

生態系研究センター 

埼玉県さいたま市大宮区宮町 1-103-１ ＹＫビル６Ｆ 

 

当協会は全組織・全活動を対象としています。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

従業員数 ４８名(池袋:３３名･大宮：１５名、2022年 4月現在) 

延床面積 本社 生態系研究ｾﾝﾀｰ（大宮） 

 ４６７．７３㎡ ２９２．８㎡ 
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3．環境方針 

環境方針 

理念 

 

公益財団法人日本生態系協会は、『自然と伝統が共存した美しく持続するくにづ

くり・地域づくりを目的とした政策提言、調査研究、普及啓発、出版、トラス

ト活動』を推進して参ります。 

 

方針 

１．環境経営に積極的に取組むために、環境経営システムに取り組み、環境関

連の法令、条例等を遵守すると共に、地域・業界・顧客の環境関連要求事

項に配慮し、継続的な環境活動の改善を図ります。 

２．環境への取組として、環境目標及び行動計画に下記の重点事項を定め、環

境方針に整合した活動を行います。 

１）電力及び燃料使用の省エネルギーに取り組み、二酸化炭素排出量の削減

を推進 

２）廃棄物の分別に取り組み、廃棄物排出量の削減を推進 

３）節水に取り組み、水使用量の削減を推進 

４）環境に配慮した活動の推進 

５）事務所においてグリーン購入を推進 

６）再生資源の利用を推進 

 

３．この環境方針を全従業員に周知し、環境保全への意識向上に努めます。 

 

令和 4 年 4 月 15 日 

公益財団法人 日本生態系協会 

会長 池谷 奉文
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４．実施体制 
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５．環境目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

二酸化炭素排出係数 東京電力調整後係数 0.462kg-CO2/kWhを使用  
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６．運用結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察】 

① 二酸化炭素の削減 

電気量は基準年（平成 31／令和元年）より 1％の削減を目標値にしました。 

また、電力使用量の削減は達成したものの、燃料使用量が池袋事務所で目標未

達成となってしまったため、原因の究明を行い、次回は目標達成を目指します。 

② 廃棄物排出量の削減 

廃棄物排出量は基準年（平成 31／令和元年）より 1％の削減を目標値にしまし

た。一昨年から引き続き、新型コロナウイルスの影響で在宅勤務をする職員が
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いることや、職員の意識の向上により、廃棄物量が減ったことが考えられます。

今後も廃棄物の削減を呼びかけを続け、次回も目標達成をできるよう、努力し

ます。 

③ 水使用量の削減 

水使用量は基準年（平成 31／令和元年）より 1％の削減を目標値にしました。

両事務所共に目標を達成することができました。 

④ 環境に配慮した活動の推進について 

今年度は、当協会が隔年で開催し 12回目（24年目）となる「全国学校・園庭ビ

オトープコンクール 2021」を 1月 23日に開催しました。また、各省庁・委員会

への要望書提出や意見発表を行い、企業における生物多様性の保全への評価制

度「JHEP」の新規開拓や既存認証の更新など、多くの環境保護活動を普及する

ことができました。 

⑤  グリーンマークの購入について 

『グリーン購入』への意識は職員に十分に周知されていますが、全体の購入件

数の減少がグリーン商品の割合に影響を及ぼしています。職員への周知を徹底

し、グリーン商品を代替品として検討するようにします。 

⑥ コピー用紙の削減について 

コピー用紙は基準年（平成 31／令和元年）より 1％の削減を目標値にしました。

協会内外での情報共有・発信方法に関しても、ペーパーレス化を図り、今後は

更なる使用量の削減が見込めることと思います。 
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７．環境活動計画・取組結果と評価、次年

度の取組内容 

環境活動計画 取組結果と評価 次年度の取組内容 

二酸化炭素排出量削減 

① 不要照明の消灯 

② 運転停止時の電源ｵﾌ 

③ ｴｱｺﾝ温度調節の徹底 

①～③の取組は徹底されて

いると感じるが、ガスの使用

量が池袋事務所で多いのが

今後の課題。 

継続して実施する。 

廃棄物排出量削減 

① 廃棄物の分別の徹底 

② 排出量の把握 

豊島区、テナントビルのルー

ルに従った分別の徹底を周

知。 

継続して実施する。 

水使用料の削減 

① 散水時の節水の徹底 

② 手洗い時の節水の徹底 

貼り紙や口頭での呼びかけ

により、目標達成。 

継続して実施する。 

ｺﾋﾟｰ用紙の削減 

① 注文時の確認の徹底 

② 内部資料、裏紙使用の斡

旋 

具体的なペーパーレス化の

取り組みを行い、目標達成。 

継続して実施する。 

ｸﾞﾘｰﾝ購入の推進 

① 注文時の確認の徹底 

物品購入数の減少がｸﾞﾘｰﾝ商

品の割合に影響。 

職員への周知を徹底する。 

環境に配慮した製品の提供 

① ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ管理士試験 

② こども環境管理士試験 

③ 機関紙発行 

④ 環境活動支援ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 

当協会の取組自体が環境に

配慮した製品の提供と言え

る。イベントを開催する際

は、規模を縮小したり、オン

ラインでの普及拡大に努め

た。 

継続して実施する。 
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８．環境関連法規等の遵守状況の確認・

運用の結果並びに違反、訴訟等の有無 

法律・条例・その他 名称 当社の対応状況 評価結果 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 委託基準、保管基準の遵守   

廃棄物取扱状況         

マニフェスト保管         

マニフェスト交付等状況の報告 

法令遵守確認済 

家電リサイクル法 発生時に対応 法令遵守確認済 

豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適

正処理に関する条例 

事業系有料ごみ処理券購入（大宮

事務所は管理会社で処分） 

法令遵守確認済 

フロン排出抑制法 ビル管理会社と契約しているた

め、異常があれば連絡する。 

法令遵守確認済 

違反・訴訟等 

環境関連法への違反はありません。なお、関係当局からの違反の指摘はありま

せん。 
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