
 

日本UNEP協会 2021年度事業報告詳細 
 
 
【理事会および社員総会】 
・2021年5月18日 理事会（書面決議） 
   2020年度事業報告の件／承認 
 
・2021年6月22日 定時社員総会（Zoomによるオンライン決議） 
   2020年度決算報告の件／承認 
   理事、監事、顧問の選任の件／承認 
  
・2021年6月22日 理事会（Zoomによるオンライン決議） 
   代表理事の選任の件／承認 
 
・2021年7月28日 理事会（書面決議） 
   臨時社員総会招集の件（議案：新理事の選任）／承認 
 
・2021年8月10日 臨時社員総会（書面決議） 
   理事選任の件／承認 
 
・2021年10月7日 理事会（書面決議） 
   会費規程の改定の件（ユース会員新設）／承認 
   臨時社員総会招集の件（議案：会費規程の改定）／承認 
 
・2021年10月26日 臨時社員総会（書面決議） 
   会費規程の改定の件／承認 
 
【運営理事会】 
・2021年4月15日、5月11日、6月10日、7月6日、8月17日、9月14日、10月19
日、11月18日、12月17日、2022年1月26日、2月15日 

 
 
 



 

【会員サロン開催】 
https://j-unep.jp/events/ 
当協会の会員（正会員、賛助会員、個人会員）およびオブザーバー（1回のみ
限定）向けに、国際的な環境面での課題などを取り上げ、質疑応答や議論な
どを通じてわかりやすく展開するセミナー。 

 
テーマ「水と気候変動と持続可能な開発」 
講師：沖 大幹理事 
 
・第1回 2021年6月10日（木）18:00～19:30 
・第2回 2021年7月8日（木）18:00～19:30 
・第3回 2021年8月5日（木）18:00～19:30 
 
（連続3回のサロン終了後、第2弾として引き続き水をテーマに沖理事が講演） 
テーマ「なぜ水資源が足りなくなるのか」 
・第4回 2021年10月5日（火）17：00～18：00 
テーマ「バーチャルウォーターとウォーターフットプリント」 
・第5回 2021年12月7日（火）17：00～18：00 
テーマ「水と食料の未来」 
・第6回 2022年2月1日（火）17：00～18：00 

 
 
 
 
 



 

【UNEP地球環境情報展】 
https://www.aoe.or.jp/infounep.html 

UNEPのインフォメーションコーナーとして、公益財団法人地球友の会と協力して実
施している写真パネル巡回展。現在下記の常設展示場で、年 3～4 回パネル交換。  

(展示会場) 
1. 埼玉県環境科学国際センター（4/27、7/28、11/12、1/19交換） 
2. ひょうご環境体験館 (5/1、8/6、11/30、1/21交換) 
3. エコパルなごや：名古屋市環境学習センター 

（5/11、8/18、12/9、2/2交換） 
4. エコハウス138(愛知県一宮市) （5/11、8/18、12/9、2/2交換） 
5.  UNEP国際環境技術センター(大阪市)・・・テレワークのため休止中 
 
（単発開催）https://www.aoe.or.jp/eng/html/exhibition_engtop.html 
イオンレイクタウン越谷（埼玉県）・・・（10/2～3） 
道後温泉（愛媛県）・・・（12/18～2022.3/13） 
愛媛県庁（愛媛県）・・・（2022年1/17～2022.2/25） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.aoe.or.jp/infounep.html
https://www.aoe.or.jp/eng/html/exhibition_engtop.html


 

【その他のイベント】 
 
・2021 年 11 月 20 日（土）14:00～16:00 
当協会と東京新聞社の共催で、フォーラム 
「これからのサステイナブルな社会に向けて～
UNEP 統合報告書『自然との仲直り』を基に～」をオ
ンライン開催。 
 
当協会からは鈴木代表理事、森下 哲理事が登壇。 
また、Z 世代 3 名・高校生 4 組の若い世代が自身の考
える環境問題についてプレゼンテーション。 
11 月 20 日の先行視聴後、12 月 10 日～2022 年 1 月
31 日までオンラインにて一般公開。 
 
 
・2022 年 1 月 20 日（木） SDGs 研究所主催  
第 7 回 SDGs ユニバーシティ講演会に鈴木代表理事が登壇 
 
経済産業省と渋谷区が後援するイベントに、「長期的・広域的な視点でサステナ
ビリティを」と題し、鈴木代表理事が登壇。SDGs 研究所所長・SDGs ユニバー
シティ校長の笹谷氏と鈴木代表理事のトークセッションも。 
 

 
 
・2022 年 2 月 24（木）～25 日（金） 
「第 6 回サステナブル・ブランド国際会議 2022 横浜」へ出展 
 会場：パシフィコ横浜 ノース 



 

【その他の活動】 
 
・2021 年 5 月 クラウドファンディング開始 
UNEP 統合報告書「Making Peace with Nature」の日本語翻訳版（全 168 ペー
ジ）を刊行する資金の一部を支援していただくプロジェクトをスタート。 
 
・2021 年 6 月 「UNEP FORUM」第 3 号発行 
最新の UNEP の情報、日本 UNEP 協会の活動、会員
企業の取り組みなどをまとめた環境情報誌の第３号
（全 24 ページ）。 
UNEP の 活 動  | UNEP 日 本 語 情 報 サ イ ト 
(ourplanet.jp) 

 
 
 
・2021 年 9 月 
UNEP 統合報告書「Making Peace with Nature」の 
日本語翻訳版「自然との仲直り」を発刊 
（副題：気候変動、生物多様性、汚染の危機に立ち向
かうための科学に基づいた構想） 
https://j-unep.jp/publications/#24 
 
 
 
 
 
 
・2021 年 10 月 サイト「Vane Online」に対談記事
掲載 
エコ・ファースト推進協議会事務局長・樋口正一郎氏
と鈴木代表理事の対談記事が、環境・CSR 情報誌
「Vane」の公式サイトに掲載される。 
 

https://ourplanet.jp/category/unep%e3%81%ae%e6%b4%bb%e5%8b%95
https://ourplanet.jp/category/unep%e3%81%ae%e6%b4%bb%e5%8b%95
https://j-unep.jp/publications/#24
https://www.vane.online/


 

・2021 年 12 月 1 日（水） NOWPAP と会談 
UNEP-NOWPAP(北西太平洋地域海行動計画)の Yegor Volovik調整官が当協会
を訪問。今後の協働などについて会談。 

 
 
・2021 年 12 月 17 日（金） 愛媛県副知事と会談 
愛媛県副知事の八谷 拓氏と鈴木代表理事が、
愛媛県庁にて環境問題について会談。愛媛県
庁と三つの地方局で 1 か月以上に及ぶ巡回展
としてパネル展示される運びとなった。 
 
 
・2021 年 12 月 「ユース会員」を新設 
申し込み時において 30 歳未満の方をユース会員とし、環境問題の解決について
前向きに捉えている若者世代の積極的な参加を募る。 
https://j-unep.jp/news/#20211207 
 
 
・2022 年 1 月下旬より 
2022 年２月 28 日から開催の UNEA-5.2 にオンライン参加。また、希望者には
参加手続きをサポート。 

 

https://www.unep.org/nowpap/ja
https://j-unep.jp/news/#20211207


 

【いただいた寄付】 
 
・7 月 「Nagi Green Action」より 
Nagi（運営：株式会社 BLAST）より、「Nagi Green Action」として、環境月間
である 6 月に売り上げのあったグリーンカラーのショーツ１枚につき 100 円を
寄付いただく仕組みにより、寄付金を頂戴した。 
※Nagi の取り組み https://nagi-jp.com/ 
 

 
 
 
・10 月 シダックスグループより 
シダックスグループより、全国のグループ店舗・施設を利用するお客様に販売し
た有料レジ袋の収益金の一部を寄付金として頂戴した。10 月 18 日にその贈呈
式が行われた。 
※シダックス社の取り組み  
https://www.shidax.co.jp/corporate/press-release/2021/14344/ 
 

 
 
 
・2022 年 1 月 インフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社より 
インフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社 社員有志の皆様より寄付
金を頂戴した。社内における環境意識の啓蒙、および環境活動団体を支援する目

https://nagi-jp.com/
https://www.shidax.co.jp/corporate/press-release/2021/14344/


 

的で、社内で募金活動を実施され、寄付先として当協会を選定していただいた。
今回の募金活動では、「UNEP 地球環境情報展」のパネルの展示や、UNEP 統
合報告書「Making Peace with Nature」日本語版ほか当協会の冊子を並べ、多く
の社員の皆様に手に取っていただいた。 
※インフィニオン社の環境への取り組み 
https://www.infineon.com/cms/jp/about-infineon/sustainability/ 
 

 
 
 
・2022 年 1 月 あいおいニッセイ同和損保株式会社より 
昨年度（https://j-unep.jp/news/#20210319）に引き続き、ペーパーレス保険証
券およびWeb約款への切り替えによる利益を寄付する同社の取り組みによって、
寄付をいただいた。「UNEP 地球環境情報展」の地方自治体での開催と、地球
環境を考える若者主導のフォーラムに役立ててほしいとの希望。 

https://www.infineon.com/cms/jp/about-infineon/sustainability/
https://j-unep.jp/news/#20210319

