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6 月 11 日（火）16 時～ 18 時 45 分、東京
都南部労政会館（東京都品川区）において、

2019年度 通常理事会および総会を開催した。
通常理事会（16 時～ 16 時 30 分）には、

理事 11 名のうち 9 名が参加、欠席の 2 名か
らも書面により表決があり、総会議題案が承

認された。

総会（16 時 45 分～ 18 時 45 分）には、理事・
正会員 72 名中、出席者が 20 名、書面 11 名、
議長等への表決委任者が 27 名であり、定款
に基づき総会は成立した。

●総会出席者（敬称略、50音順）

(代表)藤村コノヱ、(顧問)加藤三郎、(理事)

上田勝朗、埋田基一、工藤泰子、許斐喜

久子、田崎智宏、内藤弘、原剛、松尾友

矩、(監事)山口耕二、(正会員)池田正基、

石川レイ、木村峰男、小林料、紺野道

昭、庄司元、寺井栄治、堀内道夫、宮本光

晴、横山裕道

１．事業報告および活動計算に関する事項

［2018年度 事業報告］

１）環境問題に関する政策提言

①持続可能な脱炭素社会に向けた政策提言

②�日本国憲法に環境原則（持続性理念）を導

入することについての政策提言

③グリーン連合活動

２）環境問題に関する調査研究

①中小企業の脱炭素化を支援する活動

②�市民版環境白書 2018（グリーン・ウォッ
チ）の発行支援と次年度白書の編集・執筆

③「脱炭素」部会

④「憲法」部会

３）環境問題に関する普及啓発

①会報の発行（年12回発行）
②「経営者「環境力」大賞」の顕彰・発表会

③�グリーン連合「市民版環境白書2018（グ
リーン・ウォッチ）発行記念シンポジウ

ム」支援

４）環境問題に関する交流

①全国交流大会

②25周年記念誌の発行
③経営者「環境力」クラブ

④東近江エコツアーの開催

⑤�支部活動（関西グループ及びその他の支

部）

５）その他

①運営委員会の開催

②企業との協働

③ホームページの更新

④�会報等のインターネット配信システムの整

備

⑤インターネットを介した広報活動など

［2018年度 活動計算書］

（収入の部）　　　　　　　　　(単位：円)

会費収入　���　　　　　　　　 6,412,600
助成金収入    　　　　　　　　1,950,000
寄付金収入   　　　　　　　　 3,610,836
その他収入（受取利息他）　　       5,880
当期収入合計 　　�　　　　　11,979,316

（支出の部）

事業費                　　　　　��     9,507,725
管理費      　　　　　　　��       1,150,144
法人税等（受取利息の税金） 　　���      2
当期支出合計       　　　　���   10,657,871
当期収支差額 　　　　　���       1,321,445
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２．事業計画および活動予算に関する事項

［2019年度 事業計画］

１）環境問題に関する政策提言

①持続可能な脱炭素社会に向けた政策提言

②�日本国憲法に環境原則（持続性理念）を導

入することについての政策提言

③グリーン連合活動

２）環境問題に関する調査研究

①中小企業の脱炭素化を支援する活動

②�市民版環境白書 2019（グリーン・ウォッ
チ）の発行支援と次年度白書の編集・執筆

③倫理部会

④憲法部会

⑤脱炭素部会

３）環境問題に関する普及啓発

①会報の発行（年12回発行）
②�「経営者「環境力」大賞」の顕彰・発表会

③環境文明塾の開催

④�グリーン連合「市民版環境白書2019（グ
リーン・ウォッチ）発行記念シンポジウ

ム」支援

⑤ECO動画甲子園事業支援
４）環境問題に関する交流

①全国交流大会

②経営者「環境力」クラブの活動

③エコツアーの開催

④�支部活動（関西グループ及びその他の支

部）

５）その他

①インターンの受け入れ

②企業との協働

③ホームページの更新

④�会報等のインターネット配信システムの整

備

⑤インターネットを介した広報活動など

［2019年度 活動予算書］

（収入の部）　　　　　　　　　(単位：円)

会費収入 　　　　　　　　　��4,200,000
助成金収入  　　　　　　　���  2,200,000
寄付金収入 　　　　　　　　  2,300,000
当期収入合計  　　　　　　　�8,700,000

（支出の部）

事業費                                          8,262,920
管理費                                             870,000
当期支出合計                              9,132,920
当期収支差額    　　　　　�     ▲432,920

※�収支がマイナスとなっているのは、2019年度賛助会

費のうち、2018年度に支払をいただいた分が数十万円

あり、2019年度単独ではその分が減収のため。2018年

度、2019年度を併せて考えると収支はプラス。

３．その他、今後の活動方針等

主な意見は下記の通り。

〇�中小企業の脱炭素化支援について

・�中小企業向けCSR報告書フォーマット作成
や中小企業向けの企業内資格取得プログラ

ムなど、環文らしさを打ち出した具体的な

事業を検討する。

〇活動の広がり、会員数減少について

・�気候変動の危機的状況に対し世界で若者が

立ち上がっていることを受け、中高年の参

加を促すキャンペーンを実施する。

・�進化するITツールを活用して若い世代に働
きかける方法を工夫するとともに、環境意

識の高さが企業の採用基準に組み込まれる

ように働きかけていく。

・�プラスチックごみ対策については、プラス

チックを単にごみとして考えるのではなく、

文明論的な切り口でアプローチしていく。

・�環文の活動を一般に広く伝えるために、過

去の会報についても、著作権を考慮した上

で、できる範囲で少しずつウェブに掲載し

ていく。
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「環境文明 21」会費等の使途について

いつも「環境文明 21」をご支援いただき、
誠にありがとうございます｡ 皆様から頂いてお

ります年会費及び寄付金は、下記の通り 2018
年度の主な事業に充当させて頂きました。

1）全国交流大会（東京都千代田区）

日時：2018年 12月 8日
テーマ：「環境文明 21のこれまでとこれから」
内 容：設立 25周年の節目に、これまでの活動
を振り返り、今後の方向性について意見を交

わした。

話 題提供者：中川雅治氏（参議院議員）、篠原
孝氏（衆議院議員）、福山哲郎氏（参議院議員）

2）「2018 年度 経営者「環境力」大賞」の顕彰・

発表会（東京都渋谷区）

日時：2019年 2月 22日
内 容：先進的に取り組む経営者を評価し、広く
意見交換する場として「経営者『環境力』大賞」 
の顕彰・発表会（今回で 11回目）を開催し
環境力大賞に 6名の経営者を表彰した。

3）グリーン連合の活動支援

内 容：長期脱炭素社会ビジョンに対する政策提
言、NPO活動促進のための政策提言などに
ついて、他の NPOとも協働して、議員や官
庁に働きかけるとともに、環境省との定期的

な意見交換等も連携して行った。

4）グリーン連合「市民版環境白書 2018（グリー

ン・ウォッチ）発行記念シンポジウム」支援（東

京都千代田区）

日時：2018年 6月 5日
内 容：市民版環境白書の内容を紹介するととも
に、環境 NPOの現状と課題、政府や助成財団、
市民に期待すること、環境 NPOとして努力
すべきことについて、意見交換を行った。

話 題提供者：大久保規子氏（大阪大学大学院
法学研究科教授）

テ ーマ：「欧州における環境 NGOに対する公
的資金助成」

5) 脱炭素部会

内 容：「パリ協定」の実現に向け、「脱炭素社
会」についての市民や企業の理解を得るには

どうしたらいいか、政策としてどのような提

言が可能かなどの検討結果を取り纏め、ブッ

クレット『脱炭素社会のための Q&A―気候
変動を乗り越えて』を環境新聞社より出版し

た。

6) 憲法部会

内 容：2010年に纏めた「日本国憲法に環境原
則を追加する提案（第四次案）」を基に政党

や一般市民などに働きかけ、内容の再点検や

活動の進め方等について議論し、憲法議論の

活性化に貢献した。

7）経営者「環境力」クラブ

内 容：勉強会および見学会等を開催し、「経営
者『環境力』大賞」の受賞者同士のコミュニ

ケーションの強化拡大を図るとともに、企業

の環境力の普及に繋げる活動を行った。

①     2018年 7月 3日、総会、勉強会 
　講師：藤野純一氏 （国立環境研究所）「気候　　
　変動の危機に対する中小企業の役割 ―2030　
　アジェンダとパリ協定 ―」
②  2018年 11月 12日
　見学会―株式会社 大川印刷（神奈川県横浜市）
　勉 強会 ―講師：増井利彦氏（国立環境研究所）
　　　「企業の環境保全行動を高めるには」

上記事業に係る会場費、備品借料、謝金・賃金、

旅費、印刷費などに、皆様からの会費・寄付金

を使わせていただきました。今後ともご支援の

ほど、よろしくお願いいたします。

事務局


