２０１８年度事業報告書
（２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日まで）
公益社団法人 企業市民協議会

１．事業活動の概況
(1) 国際貢献事業に関する参加協力（定款第４条第１項第１号関係）
① プロジェクト選考委員会の開催
（2018 年５月 29 日）
理事会より諮問のあった国際貢献事業候補案件を審査し、新たに「日中交
流促進実行委員会・実施事業」、「英国における桜植樹プロジェクト」の２件
を CBCC 国際貢献事業として選定した。
② 認定プロジェクトの推進状況
上記プロジェクトおよび 1989～2018 年度に認定した国際貢献事業計 150 件
のうち、以下 10 件に対する企業からの寄附金を送金した。
・コロンビア大学ビジネススクール日本経済経営研究所「世界的視野から
見る日本の経済と金融システム」
・パリ日本文化会館における国際文化交流および日本語普及事業支援プロジ
ェクト
・中国大学生の訪日視察事業
・パリ・アメリカン・ホスピタル（AHP）「2020 年に向けた戦略プラン」
実現のための募金
・さくら女子中学校プロジェクト
・カンボジアにおける教育支援
・日本インドネシア国交樹立 60 周年記念事業
・2018 年第２回 ABAC 会議日本開催
・日中交流促進実行委員会・実施事業
・英国における桜植樹プロジェクト
(2) 海外事業活動に関する諸問題や企業市民活動に関する情報の収集提供
（定款第４条第１項第２号関係）
海外事業活動関連問題の周知および企業市民活動に関する情報の収集提供を
図るため、機関誌「Stakeholders（ステークホルダーズ）／CBCC ニュース」第 88
号（2019 年３月発行、特集：訪欧 CSR 対話ミッションを派遣）を会員および内
外の関係者に配付した。
また、1998 年度より開設している CBCC ウェブサイト（日英両文）上にて
CBCC の活動を紹介している。

(3) 海外事業活動に関する諸問題や企業市民活動に関するシンポジウム、
セミナー、懇談会等の開催（定款第４条第１項第３号関係）
① シンポジウム、セミナー、懇談会の開催
開催日

４月 13 日

会

合 名

欧州の ESG 動向をめぐる懇談会

気候変動関連財務情報開示タスクフ
６月 12 日

ォース（TCFD）最終報告書に関する
懇談会

６月 22 日

デラウェア大学ダニエル・キンダー
マン准教授との懇談会

サステナブル・ファイナンス（持続可
７月 10 日

能な金融）をめぐる動向等に関する
懇談会

上段：講師・来賓、下段：テーマ
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ディレクター
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動向、同社の ESG 投資への取り組み
長村政明
東京海上ホールディングス
事業戦略部参与
TCFD 最終報告書の概要や意義、今後
の情報開示をめぐる動きに与える影
響等
ダニエル・キンダーマン
デラウェア大学准教授
非財務情報開示指令の法制化やビジ
ネスと人権に関する欧州各国の政策
ネイサン・ファビアン
責任投資原則（PRI）
政策・リサーチディレクター
スタン・ドゥプレ
2℃投資イニシアティブ CEO
TCFD 最終報告書を受けての両者の
取り組み状況
TBCSD の代表団
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10 月 22 日

持続可能な開発のための世界経済人
TBCSD およびタイ企業の CSR や
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SDGs への取り組み、サプライチェー
談会
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アーロン・クレマー
アーロン・クレマーBSR プレジデン
BSR プレジデント兼 CEO
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12 月 11 日
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ピーター・ネスター
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共同ワークショップ
ビジネスと人権をめぐる国際的な
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訪独 CSR 対話ミッション等報告会

ミッション、国連ビジネスと人権フ
ォーラムの模様、成果・所感

ステファニー・ヴェヌーティ
OECD 金融・企業局 RBC 担当
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めぐる最新動向

② 会員交流会の開催
４月 13 日、６月 22 日の各日に開催した懇談会（上記①参照）に続いて、
出席者有志による会員交流会を開催し、各社の取り組み事例や悩み、課題な
どを共有するとともに、率直な意見交換を行った。
③ CBCC 企画部会の開催
ⅰ） 2019 年２月 26 日
2018 年度の活動状況のレビュー、2019 年度の活動計画および設立 30
周年記念事業につき検討

(4) 海外事業活動に関する諸問題や企業市民活動に関する調査研究
（定款第４条第１項第４号関係）
訪欧 CSR 対話ミッションの派遣
（11 月 19 日～23 日、於 ジュネーブ、ブリュッセル）
ILO や OHCHR（国際人権高等弁務官事務所）、国際機関、欧州委員会の関係
部局、欧州企業・団体、NGO、ESG 評価機関など様々な主体との対話を通じて、
欧州の CSR 関連政策の動向や欧州企業の SDGs への取り組み状況等について把
握するとともに、日本企業の CSR および SDGs の達成に向けた取り組み状況に
ついて理解を得た。また、経団連が実現を目指す「Society 5.0 for SDGs」への取
り組みについても積極的に発信した。
＜主な訪問・懇談先＞
・ジュネーブ： WBCSD（持続可能な開発のための世界経済人会議）、RobecoSAM、
国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）、Procter & Gamble（P&G）、国際自然保
護連合（IUCN）、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部
・ブリュッセル： 国際労働機関（ILO）、国際使用者連盟（IOE）、ビジネスヨー
ロッパ、DG FISMA、OECD

また、ミッション派遣に先立ち結団式（11 月２日）を開催し、駐日欧州連合
代表部のガブリエレ・ロ・モナコ通商・経済部一等書記官より、欧州における CSR
関連政策の動向について説明を聞いた。
(5) 海外事業活動に関する諸問題や企業市民活動に関する内外関係機関等との
交流（定款第４条第１項第６号関係）
① BSR との協力
米国の企業会員組織 Business for Social Responsibility（BSR）とアグリー
メントを締結し、セミナーの開催等に関し協力を得ているほか、ニュース
レター（BSR Insight）等を通じて CSR に関する情報提供を受けている。
② WTO 経済導刊との協力
2008 年より毎年、サステナビリティ経済導刊（旧 WTO 経済導刊）が主
催する「Golden Bee 国際 CSR フォーラム」を後援するとともに、スピーカ
ーを派遣している。また、同団体が発行する月刊誌に記事を掲載するなど
した。
※サステナビリティ経済導刊（旧 WTO 経済導刊）
2002 年に創設された中国商務部が主幹する月刊経済紙。2001 年の WTO 加盟後、
中国国内で WTO の規制やルールに対する関心が高まったことを受けて、世界経
済が中国経済へ与える影響や世界経済の動向などを国内で広めることを目的とし
ている。

③ CSR ヨーロッパとの協力
ブリュッセルに本部を置く CSR ヨーロッパが主催する会合にスピー
カーを派遣したほか、日欧 CSR ビジネスダイアログを共催するなどした。
④ CSR Asia との協力
香港に本部を置く CSR Asia との間で、相互に情報提供等を行っている。
２．総会・理事会
(1) 総

会

第 11 回総会（2018 年度定時総会）（2018 年 6 月 18 日）
二宮会長が議長となり、会員 71 名の出席（委任状出席を含む）を得て開
催され、以下議案について、いずれも満場一致で可決・承認された。
第１号議案： 2017 年度事業報告案および財務諸表案の承認を求める件
第２号議案： 役員改選の件
(2) 理事会
① 第 26 回理事会（2018 年５月 21 日）
二宮会長が議長となり、６名の理事出席を得て開催され、以下議案につ
いて、いずれも満場一致で可決・承認された。
第１号議案： 2017 年度事業報告案の承認を求める件
第２号議案： 2017 年度財務諸表案の承認を求める件
第３号議案： 2018 年度定時総会招集の件
② 第 27 回理事会（2018 年６月 18 日）
二宮会長が議長となり、９名の理事出席を得て開催され、以下議案につ
いて、いずれも満場一致で可決・承認された。
第１号議案：会長・副会長・専務理事・常務理事選任の件
③ 第 28 回理事会（2019 年３月５日）
二宮会長が議長となり、７名の理事出席を得て開催され、以下議案につ
いて、いずれも満場一致で可決・承認された。
第１号議案： 2019 年度事業計画案の承認を求める件
第２号議案： 2019 年度収支予算案の承認を求める件
第３号議案： CBCC 国際貢献事業候補案件のプロジェクト選考委員会
への諮問の件
第４号議案： 新規入会申し込みの件
第５号議案： 各種届出書類に関する件
以

上

