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団体名  特定非営利活動法人 A SEED JAPAN 

（英文名 Action for Solidarity, Equality, Environment, and Development） 

設立  1991 年 9 月 （※法人格取得日 2014 年 4 月 1 日） 

代表  土谷和之・永井亮（2015 年度より） 

事務局長 西島香織 

 

 2014 年度 役員 

理事 

氏名 所属 担当 備考 

浅田麻衣 首都大学東京大学院 2014 年度共同代表/人材育成担当 － 

梅本一成 会社員 2014 年度共同代表/エコ貯金プロジェクト － 

小野塚彩 会社員 組織基盤強化・人材育成担当 2014 年 11 月 9 日より 

加治知恵 団体職員 エシカルメタルプロジェクト 2014 年 6 月 13 日より 

鈴木亮 SuzuMedia 主宰 未来生活 now プロジェクト － 

永井亮 横浜市立大学 ワカモノネットワーク担当 2015 年 2 月 8 日より  

永田諭史 東京大学 ケータイゴリラチーム － 

西島香織 A SEED JAPAN 事務局次長 2014年12月より事務局長 

浜田恒太朗 会社員 エネルギーとまちづくりプロジェクト － 

宮腰義仁 A SEED JAPAN 事務局長/アースデイ東京事業部長 事務局長は 2014 年 11 月まで 

谷戸蘭 会社員 未来生活 now プロジェクト 2015 年 1 月 24 日より 

監事 

田辺有輝 NPO 法人「環境・持続社会」研究センター 

 

会員     ご寄付 

    

 

 

 

 

 

沿革 

◆A SEED 国際キャンペーンの日本窓口として発足（1990 年） 

1990 年 10 月 世界約 50 ヵ国以上の青年環境団体が参加して「A 

SEED 国際キャンペーン」が欧米の 26 ヶ国でスタート。  

1992 年 6 月 リオデジャネイロで開かれた 150 ヶ国以上の首脳が

参加した地球サミット（国連環境開発会議）および NGO グロー

バルフォーラム」（ブラジル）に代表を派遣。 

◆任意団体 A SEED JAPAN として活動（1992 年 7 月～） 

1995 年 4 月 Youth Action for APEC キャンペーン発足。 

1997年 12月 気候変動枠組条約第 3回締約国会議（COP３）にて、

メディアアピール活動を展開。 

1998 年 1 月 A SEED Europe と連携して「ウクライナ原発反対の

DICE キャンペーン」を展開。 

1998 年 7 月 FUJI ROCK FESTIBAL でごみゼロナビゲーションが

環境対策事業を開始。 

2002 年 8 月 国連持続可能な開発会議（南アフリカ・ヨハネスブ

ルク）へ 7 名を派遣。 

2007 年 3 月 世界水フォーラム（大阪・京都・滋賀）にてアクシ

ョンを実施。 

2007 年 5 月 アジア開発銀行（ADB）年次総会において、化石燃

料から自然エネルギーへの転換を求めるパフォーマンスを実施。 

2008 年 3 月 Japan Youth G8 Project と共催で「持続可能な社会の

ための日本青年サミット/Japan Youth Forum Toward G8 

Summit ～for Sustainable Society～」を開催。 

2008 年 7 月 北海道・洞爺湖で開催された洞爺湖 G8 サミット直前

に、他のユース団体と世界青年フォーラムを開催し、政府担当

者とのダイアログを実施。 

2010 年 10 月 生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）へメ

ンバー60 名を派遣し、アクション、提言活動を実施「COP10

重要論点ﾌｫｰﾗﾑ〜これだけは譲れない！ユースの視点」を開催。 

2012 年 6 月 国連持続可能な開発会議（リオ＋20）へ活動メンバ

ー３名を派遣。 

2013 年 6 月 アフリカ会議開発会議 TICAD5（横浜）に有志メンバ

ーを派遣。 

2014 年 2 月 ごみゼロナビゲーション事業 分離・独立

 

 会員種類 総数（名） 

正会員（学生） 11 

準会員（学生） 6 

正会員（社会人） 137 

準会員（社会人） 10 

合計 164 

 会員種類 総数（名） 

企業       1 

個人 128 

合計 129 

組織概要 
 



資産の部 負債の部
科目 金額 科目 金額

合計 合計
【流動資産】 【流動負債】
　現金・預金 14,188,488 　未払金 161,407
　未収入金 9,271,886 　預り金 826,262
　商品　 51,560 負債の部合計 987,669
　前払費用 100,520 正味財産の部

【指定正味財産】
【固定資産】 　当期指定正味財産増減額 1,500,000
(1)有形固定資産 【一般正味財産】
　工具器具備品 1 　当期一般正味財産増減額 21,124,786

正味財産合計 22,624,786
資産の部合計 23,612,455 負債及び正味財産合計 23,612,455

科目 金額 科目 金額
受取会費 861,000 【事業費】
受取寄附金 人件費 5,944,000
　任意団体A SEED JAPANからの繰越金 20,796,273 その他事業費 5,747,024
　その他受取寄附金（個人・企業） 1,707,263 事業費計 11,691,024
受取助成金 【管理費】
　地球環境基金 4,795,000 人件費 416,937
  Panasonic NPOサポートファンド 1,500,000 その他経費 3,614,940

　SiDA(Fair Finance Guide） 1,180,193 管理費計 4,031,877

　受取助成金振替額 500,000 経常費用計 15,722,901

事業収入 4,975,379 次期繰越一般正味財産増減額 21,124,786

その他収益 532,579
受取助成金 2,000,000
一般正味財産への振替額 -500,000
当期指定正味財産増減額 1,500,000
前期繰越指定正味財産額 0

次期繰越指定正味財産額 1,500,000

経常収益計 36,847,687 次期繰越正味財産額 22,624,786

貸借対照表

活動計算書
経常費用経常収益

指定正味財産増減の部

受取会費
5%

受取寄附

金（個人・

企業）
11%

受取助成

金

50%

事業収

入
31%

その他収

益

3%

収入構造
全体収支としては、328,513円の黒字となりました。次期繰越金は、

任意団体時代のA SEED JAPANからの繰越金を含め、2,200万円と

なります2014年度は常勤有給スタッフ2名体制でした。

地球環境基金助成では若手プロジェクトリーダーに、現事務局長

の西島を起用し応募しました。

事業収入は今年度のみの単発事業としてアースデイ東京2015事

務局を受託しました。今後は会費・寄付の増加を目指します。
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編集責任者：西島香織 

編 集：西島香織、富田一 

 

〒110-0005 東京都台東区上野 5-3-4 クリエイティブ one 秋葉原ビル 7 階 

E-mail ：info@aseed.org 

TEL ：03-5826-8737 

FAX ：03-3834-1025 

URL ：http://www.aseed.org/ 

A SEED JAPAN にご参加下さい！ 
 

A SEED JAPANは持続可能な社会をつくるために、経済の流れを作る法人の皆様との対話を重視し

ており、志ある法人の皆様とのパートナーシップを目指しています。 

ご支援の方法 

【お振込先】中央労働金庫新宿支店  普通口座 1436580 

口座名：特定非営利活動法人 A SEED JAPAN 代表 土谷和之 

フリガナ：トクヒ）ア シード ジャパン ダイヒョウ ツチヤカズユキ 

会場等物品の貸与等も受付させて頂いております。まずは事務局までお問い合わせください。 

１．活動に参加する 

 プロジェクトのメンバーとして、月 1~2 回のミーティングに参加し、企画・広報・イベント運営・ロ

ビーイングなどを行います！大学サークルや単発のボランティアでは得られないスキルが身に付きます。

自ら企画を提案することももちろん OK。 

事務局業務をお手伝いいただける方も募集中。将来 NPO で働きたい方向けです。 

２．イベントに参加する 

 ASJ では、様々な環境問題・人権問題を扱ったセミナーを開催したり、野外出展をしています。会員の

方は会員価格でご参加いただけます（最大無料） 

 継続的には参加できないけれどこの 1 か月だけは／この１日だけはかかわりたい！という方は運営ボ

ランティアとしてご参加いただくことも可能です！ 

３．情報をシェアする 

 会員用メーリングリストでは、ASJ からのイベント知らせや他の NGO のイベント情報も配信していま

す。さらに、ご自身が関わるイベントの告知も、会員にシェアすることができます。 

A SEED JAPAN の活動をご支援ください 


