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サステナビリティ日本フォーラム 2018 年度事業報告 

（2018 年 1 月 1 日～2018 年 12 月 31 日） 

   

会員動向・財務状況                  2019.2 

 
 
 

 

 

 

2018 年度収入︓6,007,149 円             2018 年度支出︓6,036,559 円 

会員数は 105（2018 年 12 月 31 日現在）。17 名の役員、24 名の評議員および 12 名の運営 

委員と専従職員は 1 名。2018 年度の入退会状況は、企業会員は 2 社入、3 社退（-1） 

 
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／ｻｽﾃﾅﾋﾞ

ﾘﾃｨ志向の企業人／CSR

の裾野を広げる取組みに

関心を持つ人 

－ △研究会 △役員懇談会 

△役員向け CSR 講座 

○CSR 基礎講座 

○シンポジウム 

○GRI スタンダード 

○ラギー･フレームワーク 

△HP・会員専用ページ運営 

○メールマガジン 

ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙな社会構築・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    

･･･2018 年度新規取組み  

シンポジウム 1「ESG 投資の台頭、企業に求められるシナリオプランニング/シナリオ分析」 

開催 講師（敬称略） 内容 参加者数 
（非会員） 

2/1 水口剛、角和昌

浩、吉高まり、

後藤敏彦 

FSB が気候変動について TCFD で提起したことの影響の大きさ、

ESG 投資の呼び込みにシナリオプラニング/分析が大切になってく

ることをお伝えした 

101（56） 

シンポジウム 2「気候関連財務ディスクロージャー・タスクフォース（TCFD）最終報告書に関するシンポジウム」 

開催 講師（敬称略） 内容 参加者数 
（非会員） 

10/16 金融庁池田賢志、三菱商事藤村武宏、GPIF 小森博司、

DBJ 竹ケ原啓介、日立製作所荒木由季子、ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ・ｻｯ

ｸｽ・ｱｾｯﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ小野塚恵美、角和昌浩、後藤敏彦 

TCFD について理解を深

め、日本語訳冊子を頒布し

た 

NSC 会員含

194（66） 

 

CSR 基礎講座 

 
 
 

開催 タイトル 講師 参加者数 
（非会員） 

3/22,4/24,5/30,6/12, 

7/10,9/11,12,11/13 

CSR 担当者のための CSR 基礎講座 全 8 回 金澤厚 39（20） 

9/19、10/17、11/21 役員・部長（室長）のための CSR 基礎講座 全 1 回 後藤敏彦 5（1） 

企業会員 

事業収益 

給与賃金 

業務委託費 



 

Sus-FJ 2018 年度事業報告 

研究会 

＜協力等＞ 

サステナビリティ・コミュニケーション・ネットワーク（NSC）の勉強会に対する広報協力 

（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 

有志にて 10 月 28 日（日）～29 日（月）南相馬にてエコツアーを実施 

（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 スタンダードの普及・啓発事業 

開催 タイトル 内容 

10 月 GRI スタンダード

翻訳プロジェクト 

GRI スタンダードの中で最も早い刷新となった 303 ︓水と排水、403 ︓労働安全衛

生について翻訳 レビューアー︓冨田秀実、後藤敏彦、魚住隆太、熊谷謙一 

（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 

引き続きラギー･フレームワークの頒布を行っていき、TCFD の翻訳を行い、スポンサーを募

って（17 社/団体）印刷した。 

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 ・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、

意見交換をする場の創出 

・総会、理事･評議員会 

・認定 NPO 法人に向けた取組み 

認定 NPO 取得のための申請書を東京都に提出。9 月 6 日の東京都による現地調査を受けたが、認定は

認められず、認定の取り下げを要請されたため承諾した 

（5）その他 

・代表理事の後藤が日中韓の環境協力に係る功労者として第 20 回日中韓三カ国環境大臣会合 

(6/23～24）にて表彰を受けた                          以上                    

開催 タイトル  参加者数 

（非会員） 

3/6 座談会「無意識の偏見を打破するには」（昨年度の結

果をもとに開催） 

元 UNEP 大崎麻子、

パク・スックチャ 

11（3） 

3/23 NHK スペシャル「激変する世界ビジネス “脱炭素革

命”の衝撃」について語る会 

堅達京子 23（5） 

7/2 TCFD を読む会 ドラフト版を共有し

TCFD について議論 

15（0） 

8/21 国連ハイレベル政治フォーラム報告会 IGES 藤野純一、慶応

義塾大学和田恵 

51（44） 

9/26 TCFD ステップを考える会 木原正樹 12（1） 

開催日 ゲストスピーチ（敬称略） 参加者数 

1/12 社外取締役としての役割と所感 森永製菓 宮井真千子 20 名 

8/7 TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）の最終報告書に関して 後藤敏彦 25 名 

開催日 審議事項 出席者数 

（委任状出席） 

2/21 

定例総会、理事・

評議員会 

 

第 1 号議案  総会決議事項 平成 29 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 30 年度事業計画（案）および予算 

第 3 号議案   総会決議事項 定款の変更 

第 4 号議案  評議員会決議事項 理事の選任 

第 5 号議案  理事会決議事項 評議員の選任 

第 6 号議案  理事会決議事項 運営委員の選任 

会員 
48（27） 

理事 
16（11） 
評議員 

17（2） 

8/7 臨時理事会 第 1 号議案 理事会決議事項 副会長の選任 11（6） 

12/10 臨時理事会 第 1 号議案 理事会決議事項 会務の執行に関わる事項 11（6） 


