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会員動向・財務状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 29 年度収入︓10,528,091 円       平成 29 年度支出︓10,268,572 円 
会員数は 103（平成 29 年 12 月 31 日現在）。18 名の役員、24 名の評議員および 9 名の運営
委員と専従職員は 1 名。平成 29 年度の入退会状況は、企業会員は 2 社入、2 社退（±0） 
 
事業概要 ○:会員拡大含め一般向けにも開催 △:会員向けに開催 ※:新規取組み 

対象者 ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨに資する情報開示を促進し持続可能な社会を構築するためのプログラム 
調査･研究 講座･座談会 レポート･発行物 

CSR 部門担当者／サステナ
ビリティ・CSR 志向の企業
人／CSR の裾野を広げる取
組みに関心を持つ人 

－ ○シリーズ勉強会 
○役員向け CSR 講座 
△CSR 基礎講座 
○シンポジウム 
△役員懇談会 

 ○GRI スタンダード※ 
 ○地球白書翻訳協力※ 
 △シリーズ勉強会レポート 
 △ウェブサイト・会員専用ページ運営  
 ○メールマガジン 

サステナブルな社会構築・
地域創生に関心を持つ人 

－ － － 
 

事業部門 
（1）企業の CSR活動を啓発・促進する事業    

･･･平成 29 年度新規取組み  
シリーズ勉強会 全 3 回 

CSR 基礎講座 

 
 

開催 タイトル 講師 参加者数 
（非会員） 

9/19,10/6,11/20 GRI スタンダ
ードを読む会 
全 3 回 

日本労働組合総連合会 新谷信幸、アムネスティインター
ナショナル 土井陽子、経済産業省 後藤慎平、IntegreX 秋
山をね 

延べ 47 名 
（18） 

開催 タイトル 講師 参加者数 
（非会員） 

3/14,5/16,6/2, 
7/18,9/5,11/21 

CSR 担当者のための CSR 基礎講座 全 6 回 エコロジーパス  
金澤厚 

35 名 
（18） 

9/20,10/18,11/15 役員・部長（室長）のための CSR 基礎講座 全
1 回 

Sus-FJ 後藤敏彦 6 名（1） 

事業収益 

企業会員 

支払報酬 

給与賃金 

業務委託費 
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研究会 

ダイバーシティ―セミナー 

シナリオプランニングワークショップ 

＜運営協力＞ 
オリンピック/パラリンピックに向けた持続可能な調達に対する関わり 

低炭素セミナー 

（2）サステナビリティ社会構築に向けた調査･研究･支援事業 
特になし。有志にて熊本地震の被害から復興を目指す山都町を訪問（3/12～14） 
（3）ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ･ﾚﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞの国際標準をめざす GRIガイドラインの普及・啓発事業 
GRI スタンダード翻訳プロジェクト 

シンポジウム 

（4）ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ･ﾚﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞに関する研究を推進し、国内外へ提言・提案を行なう事業 
・地球白書翻訳協力 ・ラギー･フレームワークを頒布 
・業務委託ー環境マネジメントシステムに関わる翻訳 
 

開催 タイトル  参加者数 
（非会員） 

4/13,5/15,
6/5 

2030 年のワーク＆
ライフスタイル研究
会 全 3 回 

AI（人工知能）ができることと社会課題を照らし合わせ、働
き方の変革は社会の持続性を高めるという仮説に立ち、
SDGs が達成された 2030 年のワーク＆ライフスタイルにつ
いて議論 

13 名（-） 

12/14 座談会「無意識の偏
見を打破するには」 

元 UNEP 大崎麻子、アパショナータ パク・スックチャ 9 名（4） 

開催 タイトル 講師 参加者数 
（非会員） 

5/25,6/3 進化するダイバーシティ  
全 2 回 

トロワ・クルール 増原裕子、インテル 野依
靖司、アパショナータ パクスックチャ、 ブ
ルームバーグ 佐藤円裕 

延べ 30 名（12） 

開催 タイトル 講師 参加者数 
（非会員） 

7/27 シナリオプランニングワークショップ ビジネスコンサルタント 川本芳裕 19 名（10） 

開催 タイトル  
2/23 企業のためのシンポジウム SDGs「持続可能な

生産消費」の具体化～五輪の調達を好機に︕～ 
小池百合子東京都知事の発案によりサステナブル・ビ
ジネス・ウィメンが主催。Sus-FJ は協力団体として関
与 

開催 タイトル  
3/9 平成 28 年度パリ協定を踏まえた企業行動促進セミナー 環境省主催。Sus-FJ 運営協力 

実施 ピアレビューワー スポンサー（順不同） 
2016 年 
 10/19 
 ～ 
2017 年 
 3/31 

LRQA 冨田秀実、
CSO ネットワーク
黒田かをり、Sus-
FJ 後藤敏彦 

クレアン、PwC あらた有限責任監査法人、KPMG あずさサステナビリティ、
パナソニック、日本たばこ産業、日本政策投資銀行、新日本有限責任監査法
人、東京海上ホールディングス、YUIDEA、CSR 環境デザイン投資顧問、有
限責任監査法人トーマツ 、日本品質保証機構、サントリーホールディング
ス、SOMPO ホールディングス、アクセンチュア、三井物産、ANA ホールデ
ィングス、伊藤園 

開催 タイトル 講師 参加者数 
（非会員） 

4/19 ʻサステナビリテ
ィと情報開示の可
能性ʼのその先へ 

GPIF 小森博司、GRIBastianBack、LRQA 冨田秀実 パネルディ
スカッション︓CSO ネットワーク 黒田かをり、 Sus-FJ 後藤敏
彦、東京海上ホールディングス 長村政明、LRQA 冨田秀実 

参加者 264 名 
（131） 



 

Sus-FJ 平成 29 年度事業報告 

管理部門 
・ウェブサイト（フェイスブックページ含）･会員専用ページの運営 
・メールマガジンの配信︓24 回（うち会員メールマガジンが 8 回） 
・役員懇談会（2 回実施） 

その時々の重要なテーマについてゲストを呼び、各界の CSR 分野でご活躍の理事・評議員が情報交換、 
意見交換をする場を提供。 
・総会、理事･評議員会 

・認定 NPO 法人に向けた取組み 

小規模事業者の特例で年間平均 50 名の寄付者（役員、社員除く）から 3,000 円/1 口を募り、104 名の
方より寄付をいただいた。2016～2017 年の 2 年間の実績判定期間での内容で 2018 年 3 月に申請書を
東京都に提出する。       
・インターン受入れ 
 

    以上                  

開催日 ゲストスピーチ（敬称略） 参加者数 
1/6 GRI スタンダードプロジェクトの進捗 冨田秀実 31 名 
8/3 企業、社会、構想力そして競争力  藤井敏彦 34 名 

開催日 総会、理事・評議員会 定足数 参加者数 
2/21 第 1 号議案  総会決議事項 平成 28 年度事業報告お

よび決算 
第 2 号議案 理事会決議事項 平成 29 年度事業計画
（案）および予算 
第 3 号議案  評議員会決議事項 理事の選任 
第 4 号議案  理事会決議事項 評議員の選任 
第 5 号議案  理事会決議事項 運営委員の選任 

総会 30 名（1/3 以上） 
理事会 7 名（1/2 以上） 
評議員会 13 名（1/2 以
上） 
参加者 42 名 

理事 8 名 （うち委任
状出席 2 名）、評議
員 17 名 （うち委任
状出席 9 名）、会員
56 名（うち委任状
出席 21 名） 

開催 タイトル  参加者数 
11/30 チャリティーパーティー

～はじまって・つなが
り・かなえていく～ 

参加団体: キッズドア、山都プロジェクト（山都町棚田復
興プロジェクト）、チャリティーサンタ 

31 名（24） 


