過去の優秀提言、優秀に準じる提言一覧
2001年度（平成13年度）
優秀提言
グランドワークおおたかの森トラスト
日本湿地ネットワーク
優良家庭犬普及協会

(財)公害地域再生センター
APECモニターNGOネットワーク
(特非)環境文明21
宜野湾の美ら海を考える会

自然再生型公共事業によるくぬぎ山を中心とした武蔵野の雑
木林(おおたかの森)の再生プラン
湿地、特に干潟・浅海域の保全と復元
動管法改正をうけ、人材育成等のソフトの充実を通じ、動物愛
護の意識の高揚、普及、ペットと人間のより良い共生のあり方
を構築する。
阪神地域における貨物自動車・環境TDMに向けた社会実験
貿易協定、投資協定に関する環境影響評価実施
飲料自動販売機の適正設置等のための条例モデルの提案
自然サンゴ礁園の設置(フォーラムでの発表は辞退)

2002年度（平成14年度）
優秀提言
特定非営利活動法人エコエネルギー 環境及び高齢化問題に対応する低速交通体系の確立
による地域交通システム推進協会
財団法人 地球・人間環境フォーラム リユースカップの利用による循環型社会づくり
特定非営利活動法人 足元から地球 地域における省エネ意識醸成と自然エネルギー推進
温暖化を考える市民ネットえどがわ
エムイーシー エンジニアリングサービ 地域環境循環型社会の実現に向けて(中山間農業の活性化と
ス株式会社
環境負荷の低減)
社団法人 日本環境教育フォーラム アジア太平洋地域環境教育ネットワークの構築
ヨハネスブルグ・サミット提言フォーラ 地球環境基金の拡充
ム
特定非営利法人教育支援協会
優秀に準じる提言 中越通運株式会社
特定非営利活動法人環境会議所東
北

「市民主導による地域からの環境教育」ー学校完全週5日制時
代における地域住民の環境教育活動への参加の促進と普及
有効なアイドリング防止技術の研究調査と公知活動について
一般廃棄物・産業廃棄物の区分の見直しに向けた自治体との
モデル事業

九州水環境ネットワーク

環境保全と地域振興に関する総合的な施策の展開にともなう
流域単位のNPO法人の育成とネットワークの構築及び九州環
境ネットワークサポートセンターの整備
特定非営利活動法人地域環境再生 「伝統文化の保護・再生」の公共事業化〜山村の「伝統文化の
ネットワーク
保護・再生」が支える自然保護〜
有限会社アグリム

有機農業等対象とした環境デカップリング(直接支払)制度の創
設

東京都環境学習リーダー第8期 多摩 多摩川の河川環境改善に関する提言ー多摩川源流部・上流
川の水環境保全創出グループ
部・中流部・下流部・河口部での対策ー
特定非営利活動法人 ヘリテイジ・トラ 遊休国有地を市民の憩いの場に転化するー市民の受託運営
スト
による物納国有地等の活性化策
NPO法人 環境文明21

持続可能な交通の実現に向けた提言(1)効果的な経済的手法
の導入(自動車グリーン税制の強化)

KSO
地域に根ざした独自の環境規格づくり
(財)水と緑の惑星保全機構里地ネッ 中間支援機能を持つ団体に対する「中間支援活動実施助成
トワーク
制度」による環境保全活動活性化政策について
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特定非営利活動法人中部リサイクル 家庭から排出される生ごみを原料としたエネルギー回収と堆
運動市民の会
肥化の、排出者とNPO、行政、事業者の市民共同型システム
の開発
日本環境学会 企画部会
地球環境問題警鐘エコツーリズム・ネットワークの創設
特定非営利活動法人 NPO birth
環境パートナーシップ形成と総合環境保全促進のための環境
情報拠点オペレーション・システム(OS)の構築
2003年度（平成15年度）
優秀提言
オーガニックテーブル株式会社
JV(有)風大地プロダクツ

優秀に準
ずる提言

既存校舎のエコリノベーション＆環境教育(民生部門での温暖
化防止活動全国展開のためのパイロット事業)

国際環境NGO FoE Japan

世界の森林環境保全のため国内各層での“フェアウッド”利用
推進

(特活)宮崎文化本舗

照葉樹林の回廊(コリドール)構想に関する調査・研究基本計
画の策定

(特活)環境カウンセリング協会長崎
びわ湖自然環境ネットワーク

新しい経済主体としての持続可能な地域社会の構築
行き過ぎたレジャー活動から全国の水辺を救う法規制の整備
と環境回復

(特活)足元から地球温暖化を考える コミュニティー節電所の設立
市民ネットえどがわ
(株)ヤマゲン

幅広い環境負荷低減活動の活性化と具体的成果を上げる為
の新たな仕組み作り

子どもの参画べんきょうかい
東京環境カウンセラー団体連合会

干潟の保全・再生による循環型地域社会の構築
一般市民及び中小企業に対する環境保全のための意欲増進
と環境活動の推進

エコ
シビルエンジニヤリング研究会 山小屋における環境対策の把握と対策案の実証試験
エコ・シビルエンジニヤリング研究会
「市民環境村塾」
(財)地球・人間環境フォーラム
国際環境NGO FoE Japan

ローカル社会システムの導入による脱温暖化地域づくり
ファストフード業界における脱・使い捨て

2004年度（平成16年度）
優秀提言
財団法人 地球・人間環境フォーラム 発展途上国における原材料調達のグリーン化支援
薪く炭くKYOTO JV NPO法人 森づく 日本の森林を育てる薪炭利用キャンペーン
りフォーラム
優秀に準
じる提言

グループエコライフ

未利用資源完全循環のしくみづくり −生ゴミで地域興し 人育
て 文化造り-

特定非営利活動法人フェアトレード・ 途上国の生産者の生活と自然・生活環境を守るフェアトレード
ラベル・ジャパン
製品の普及促進
NPO法人 地域循環研究所
オーガニックテーブル株式会社
国際環境NGO FoE Japan
(財)地球・人間環境フォーラム

省エネ授業・子ども地域監査の普及、気候ポイントの実証
エコ森グリーン住宅金融(金融を利用した持続可能な森林木材
流通と高品質長寿命住宅供給)
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2005年度（平成17年度）
優秀提言
(特活)古材文化の会
全国地方新聞社連合会
優秀に準ずる提言 (特活)いわて銀河系環境ネットワーク
有限責任中間法人 イクレイ日本
2006年度（平成18年度）
優秀提言
(財)地球環境戦略研究機関
滋賀県電器商業組合
株式会社 びわこ銀行
優秀に準じる提言 特定非営利活動法人 環境文明21
特定非営利活動法人 地球の未来

全国の市町村に木造建築リデュース・リユースセンターを設置
新聞を活用した環境教育プログラムの開発と普及・促進
分水嶺から沿岸までの循環型流域経済圏の構築
自治体(市民・企業)によるカーボンオフセットの実施

多主体連携による家庭版ESCOスキームを用いた家庭部門の
省エネルギーの推進
地域の持続性指標の作成とそれを活用した地域持続性オンブ
ズマン制度の創設
チーム50-50結成とレシート等へのCO2排出量表示運動に関
する提言

財団法人 地球・人間環境フォーラム 日本、中国、韓国の3カ国におけるCO2ダイエット宣言の実施と
プログラム型CDMを活用した国際協力の推進
(財)世界自然保護基金ジャパン
(特非)市民がつくる政策調査会
有限責任中間法人 イクレイ日本

環境影響評価制度における市民参加モデル
地方自治体による京都メカニズムへの参加

2007年度（平成19年度）
優秀提言
特定非営利活動法人 国際環境NGO 生物多様性保全のための企業とNGOのパートナーシップ形成
FoE Japan
支援政策

優秀に準
ずる提言

財団法人省エネルギーセンター
株式会社環境エネルギ 総合研究
株式会社環境エネルギー総合研究
所

全国エネルギー予報と家庭向け省エネサポート

社団法人 環境創造研究センター(愛
知県地球温暖化防止活動推進セン
ター)
特定非営利活動法人 アクション・シ
ニア・タンク

新グリーン電力基金を活用した自治体による家庭の二酸化炭
素排出量削減

特定非営利活動法人西興部村猟区
管理協会

ワイルドライフマネジメントを志向した狩猟研究教育センターの
創設と狩猟マイスター制度の導入

市民の手で「ご近所マーケット」を広げよう！ 〜地産地消を推
進するための朝市ネットワークと流通システムの構築〜

2008年度（平成20年度）
優秀提言
財団法人 地球・人間環境フォーラム 生物多様性・地域社会共存型の海外森林保全事業モデルの
確立と、カーボン・オフセット事業および炭素クレジットへのビ
ルトイン手法の検討
優秀に準
特定非営利活動法人 環境とくしま
地域環境再生プロジェクト・限界集落からの脱却
じる提言
ネットワーク
特定非営利活動法人HANDS

アマゾン熱帯雨林におけるアグロフォレストリー普及とアグロ
フォレストリー認証制度の制定

株式会社Green TV Japan
株式会社NHKエンタープライズ
一般社団法人イクレイ日本

映像による環境教育の実証及び教育プログラム作成
都市部での生物多様性保全活動促進のための国際連携
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2009年度（平成21年度）
優秀提言
社団法人 日本建築家協会

優秀に準
じる提言

「住まいのエコ化事業」および「専門家派遣・フォローアップ事
業」(環境省エコハウスモデル事業の手法をベースとして)

財団法人 地球環境戦略研究機関
(IGES)/株式会社 日本総合研究所

「緑の贈与」による家庭部門での低炭素機器普及

特定非営利活動法人 ユーアイ自立
支援の会

奄美群島びんリュース障害者参画活動

株式会社 エコエナジーラボ

CO2-25%を実現する横串政策 セクター別アプローチに変わる
新たな政策地域別アプローチ『森林吸収源配分と自治体間
CDM制度』
NPO法人 環境カウンセラー全国連合 エコアクション21システムの活用によるCO2削減量取引制度の
会
導入
財団法人 地球・人間環境フォーラム 身近なモノのライフサイクルアセスメントを通じた「暮らしと生物
多様性のつながり見える化」ツールの開発と普及
NPO法人 当別エコロジカルコミュニ
ティ

地域の自然とつきあうネイチャーセンターを活かしたまちづくり
-多様な生きものと暮らす持続可能なコミュニティー文化を育む
-

2010年度（平成22年度）
優秀提言
一般社団法人イクレイ日本
地域のMRV(測定・報告・検証)制度確立に向けて
優秀に準
中外テクノス株式会社/NPO法人 循 企業/従業員/行政の三位一体での温暖化対策
ずる提言
環型社会研究会
NPO法人 環境エネルギー政策研究
所(ISEP)/備前グリーンエネルギー株
式会社
株式会社 あらたサステナビリティ/コ
ンサベーション・インターナショナル・
ジャパン/NPO法人 白神山地を守る
会

地域に根ざした自然エネルギー事業の実施〜レベニュー債と
Public Private Partnershipの活用〜
自然・生物資源管理(Natural
自然 生物資源管理(Natural Resource Management)の構築
国内のKBA(生物多様性重要地域)を対象とした地域主導によ
る持続可能な自然・生物資源の活用と管理のモデル化

2011年度（平成23年度）
優秀提言
財団法人地球・人間環境フォーラム

優秀に準
ずる提言

途上国の森林保全に寄与する社会セーフガードに関するガイ
ドラインの作成・試行・普及
ＮＰＯ法人八丈島産業育成会
日本の自然エネルギー活用と危機管理政策における離島の
役割
株式会社 TREE
映像共有プラットフォームを活用した環境教育とメディアリテラ
シ-教育の推進-ICTの進化に適応したアウトプット型環境教育
手法の確立日本古紙リサイクル研究会
国家プロジェクトとしての紙の品種別リサイクルシステムの構
築について（上質系紙のリサイクルシステムの構築による紙の
品種別リサイクルシステムの構築）
NPO法人ちば環境情報センター・アト 製鉄所の粉塵問題にパートナーシップで取り組む
リエ マザリー
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