
第１号議案

１、総会・理事会等

月日 内容 場所

4月9日 団体設立発起人会 富山大学

6月6日 PECとやま設立 登記完了

6月29日 第1回理事会 富山県立大学

7月6日 記者会見 県政記者クラブ

7月28日 第1回社員総会（設立総会） 富山県民会館

8月17日 第2回理事会 富山県立大学

9月18日 第3回理事会 富山県立大学

12月10日 第4回理事会 PECとやま事務所

3月35日 第5回理事会 富山県立大学

２、地球環境基金助成事業

　（１）SDGsの普及啓発　　◆アースデイ富山でのパネル展示とアンケート調査　◆SDGsフォーラム開催　◆ホームページ開設

　（２）地域発のSDGs達成に向けた実践方法の明確化・共有化　　◆セミナー開催（４回）　◆SDGs小冊子作成

　（３）パートナーシップの構築　　◆カフェ開催（3回）
月日 内容 場所 参加人数 摘要

5月20日 アースデイとやま２０１８ 富山市ファミリーパーク シールアンケート106名 ブース展示

7月27日 ホームページ開設

7月28日
設立記念セミナー（総会後開催）
（基金セミナー①）

富山県民会館 115名 セミナー

7月28日 総会後懇親会（基金カフェ①） D＆Department 25名 カフェ

9月2日
カードゲームセミナー
（基金セミナー②）

Cic富山国際学園サテライトオフィス 35名 セミナー

10月11日 小冊子編集会議 サンシップとやま 12名

10月23日
おしゃべりカフェ
（基金カフェ②）

Y'sさくらカフェ 20名 カフェ

11月9日
イノベーションセミナー
（基金セミナー③-1）

富山サンフォルテ 34名 セミナー

11月24日
シネマカフェ（氷見）
（基金カフェ③）

氷見市漁業文化交流センター 20名 カフェ

12月7日
イノベーションセミナー
（基金セミナー③-2）

富山サンフォルテ 38名 セミナー

3月9日 富山ではじめるSDGsフォーラム サンシップとやま 78名 フォーラム

2018年度　事業報告

【SNS発信実績】
（2019.3.31現在）

種類 開始日 投稿数
フォロワー数
（いいね数）

フェイスブック 2018.7.7 84
240

（230)

ツイッター 2018.10.8 20 30

インスタグラム 2018.11.20 6 60



３、EPO中部受託事業

10月10日 地域におけるSDGs実践セミナー① 富山サンフォルテ 12団体29名 セミナー

11月15日 地域におけるSDGs実践セミナー② 富山サンフォルテ 11団体25名 セミナー

４、その他の事業等

月日 内容 場所 参加人数 摘要

6月20日 地中熱利用研究会総会 富山第一ホテル 25名 講演

10月15日 水素DAY グランドプラザ 250名
パネルディスカッション
幼稚園生クイズ
ブース展示

10月21日 富山県高文連　学生交流会 ウイングウイング高岡 40名 研修

11月3日 シネマカフェ（八尾） 大長谷ふるさとセンター 15名 カフェ

11月11日 シネマカフェ（魚津） 魚津市大町観光案内所 6名 カフェ

11月25日 シネマカフェ（高岡） 二上まなび交流館 21名 カフェ

12月4日 県立高校家庭科研修会 富山サンフォルテ 20名 研修

12月15日 CONE指導者キャンプ 立山青少年自然の家 ２講座・35名 研修

1月19日 富山市SDGs推進フォーラム 富山国際会議場 ブース訪問・約30名 事例紹介、ブース展示

2月4日 企業・市民セミナー「高知×SDGs」 高知県 50名 事例紹介

2月22日 エコノワとやま交流会 クリーンピア射水 60名 ファシリテーション

2月26日
3月12日

企業研修：大高建設株式会社 大高建設株式会社 20名 研修

3月18日 講演：富山市大手町ロータリークラブ ANAクラウンプラザホテル 50名 講演

3月20日 企業研修：昭和電工セラミックス株式会社 昭和電工セラミックス　富山工場 50名 研修

５、会員.・寄付

【寄付】　北酸株式会社様から100,000円他、役員等から計8件　622,000円

【企業・団体会員一覧】
（2019.3.31現在/五十音順）

企業名 団体名

大高建設株式会社 一般社団法人　立山黒部ジオパーク協会

株式会社　堀江商会 公益財団法人　富山YMCA

北酸株式会社 富山県生活協同組合

ウッドスタジオ株式会社 富山県生活協同組合連合

【会員数】

会員数
（口数）

計

個  人
\5,000

24
（27）

企  業
¥30,000

4

団　体
¥10,000

4
（6）

個  人
¥3,000

10

学  生
¥1,000

5

計 47
(52)

(2019.3.31現在）

区　　分

正会員

一般会員

32
（37）

15



当　年　度 摘　　　要

Ⅰ資産の部

１.流動資産

5,961

145,580

998,000 地球環境基金\968,000、会費\30,000

△ 5,988 未収金×0.6％

流動資産合計 1,143,553

２.固定資産

(1)基本財産

基本財産合計 0

(2)その他固定資産

その他固定資産合計 0

固定資産合計 0

資産合計 1,143,553

Ⅱ負債の部

１.流動負債

677,774

未払給料手当 38,000 アルバイト費（3月分）

未払業務委託費 522,000 EPO中部業務分

未払家賃・地代 100,000 事務所賃料

未払租税公課 17,774 3月講師謝金源泉徴収

100,000 役員による経費立替

81,000 市民税\60,000、県民税\21,000

流動負債合計 858,774

２.固定負債

固定負債合計 0

負債合計 858,774

Ⅲ正味財産の部

１.指定正味財産 0

(うち基本財産への充当額) 0

２.一般正味財産 284,779

(うち基本財産への充当額) 0

284,779

負債および正味財産合計 1,143,553

未払法人税等

勘　　定　　科　　目

現金

普通預金

未収金

正味財産合計

貸 借 対 照 表
2019年3月31日現在

出版物棚卸品

貸倒引当金

普通預金

未払金

立替金

（単位：円）



当　年　度 摘　　　要

Ⅰ一般正味財産増減の部

経常増減の部

１.経常収益

受取会費 361,000 \5000×28口(25名)、\3000×12、
\1000×5、\30000×4、\10000×6(４)

 受取寄附金 622,000 個人8件、企業1件

 受取助成金 2,698,000 地球環境基金

 受取委託料等収益 932,000 ＥＰＯ中部より

事業収益 279,400 セミナー・カフェ等参加費、冊子売上等

雑収益 0

出版物棚卸品増加額 0

期首棚卸高 0

期末棚卸高 0

経常収益計 4,892,400

２.経常費用

(1)事業費 3,921,818

給与手当(事) 1,033,500 地球環境基金事業充当分

業務委託費(事) 930,600 ＥＰＯ中部業務/ＷＥＢ制作委託費等

仕入(事) 114,160 冊子購入分

支払報酬料(事) 413,339 セミナー等講師・小冊子執筆謝金

セミナー・会議費(事) 160,972 カフェ飲食費等

旅費交通費(事) 212,443 講師、スタッフ旅費、駐車場代

燃料費(事) 7,599 講師、スタッフガソリン代

通信運搬費(事) 25,034 切手、送料等

印刷製本費(事) 644,860 小冊子・フォーラムポスター制作費等

消耗品費(事) 64,747 プリンターインク、コピー用紙等

地代・家賃(事) 50,000 事務所賃料（５０％）

借損料(事) 193,250 セミナー等会場使用料

広告宣伝費(事) 3,525 フェイスブックイベント宣伝費

諸費(事) 10,403 金工大カードゲーム（クラウドファンディング）

租税公課(事) 39,925 講師謝金源泉徴収分

支払手数料(事) 11,473 振込手数料

貸倒引当金繰入額（事） 5,988 未収金×0.6％

勘　　定　　科　　目

正 味 財 産 増 減 計 算 書
2018年６月6日から2019年３月３１日まで

（単位：円）



当　年　度 摘　　　要勘　　定　　科　　目

正 味 財 産 増 減 計 算 書
2018年６月6日から2019年３月３１日まで

（単位：円）

(2)管理費 685,803

業務委託費（管） 21,600 市民活動サポート-センター　会計サポート費

会議費(管) 2,406 お茶菓子等

通信運搬費(管) 4,752 切手、送料

消耗品費(管) 107,734 会計ソフト、名刺印刷費等

新聞図書費(管) 13,071 ＳＤＧｓ関係書籍

広告宣伝費(管) 247,860 ロゴ、リーフレット制作費

光熱水料費(管) 1,782 灯油代(事務所）

地代・家賃(管) 50,000 事務所賃料（５０％）

創業・開業費(管) 132,390 法人登記費用等

諸会費(管) 20,000 SDGs市民社会ネットワーク会費

租税公課(管) 82,200 法人税、印紙代

支払手数料(管) 2,008 振込手数料

経常費用計 4,607,621
評価損益等調整前当期経常増減額 284,779

評価損益等計 0

当期経常増減額 284,779

経常外増減の部

１.経常外収益

経常外収益計 0

２.経常外費用

経常外費用計 0

当期経常外増減額 0

当期一般正味財産増減額 284,779

一般正味財産期首残高 0

一般正味財産期末残高 284,779

Ⅱ指定正味財産増減の部

一般正味財産への振替額 0

当期指定正味財産増減額 0

指定正味財産期首残高 0

指定正味財産期末残高 0

Ⅲ正味財産期末残高 284,779



１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

固定資産の保有はない。

（２）引当金の計上基準

付属明細書に記載の通り.

（３）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理方法は税込方式によっている。

２．基本財産の増減額及びその残高

当社団では基本財産の設定はない。

３．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

１．基本財産の明細

当社団では、基本財産の設定はない。

２．引当金の明細 （単位：円）

目的使用 その他

貸 倒 引 当 金 0 5,988 0 0 5,988

貸倒引当金は租税法で認められた基準による引当率等に則って計上。

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

附 属 明 細 書

当期減少額
科　目 期首残高 当期増加額 期末残高

4



第 3号議案 

2019年度事業計画(案) 
 

1. 総会・理事会 

 総会 ： ６月２９日（土） 16：00〜16：40 富山県民会館 704号室 

 理事会： 年４回を予定  6/24  9/30  12/16  3/23(又は 30) 

 

2. 地球環境基金助成事業（前年度より継続） 
【事業内容】 

持続可能な社会形成を目指し、世界共通目標 SDGs に沿った実践体制を富山県内に構築するた
め、以下の活動を行う。（3年計画：2018年度～2020年度） 

（１） SDGsの普及啓発：アースデイでの SDGsパネル展示と認知状況調査（アンケート）、フ
ォーラム開催、情報メディア活動（SDGs 関連のホームページ設置、SNS の活用、広報
紙発行、メディアへの情報提供） 

（２） 地域発の SDGs 達成に向けた実践方法の明確化・共有化：県内外の専門家等と学び創る
SDGsセミナー開催、「富山から目指す SDGs（仮称）」小冊子制作、自治体・企業・学校・
各種団体への SDGs実践に向けた働きかけ 

（３） パートナーシップ（実践体制）の構築：SDGs交流会（カフェ）開催、パートナーシップ
（協働プロジェクト）構築への支援 

 

(1) SDGsの普及啓発 

◆イベント出展 

   5月 5・6日 アピタ・エコ博  アピタ富山東店 

   5月 12日  ONE FES 2019  新湊きっときと市場横 

   5月 19日  アースデイとやま 2019   富山市ファミリーパーク 

◆ 小冊子を活用したとやま SDGsフォーラム開催 

   10月 5・6日「とやま環境フェア」にて（富山県及びとやま環境 

      財団と協議中） 

◆ メディア活動の充実 

   ホームページの改変・運営（SDGs活動団体の登録・活動紹介） 

   広報紙 年１回発行（秋頃） 

(2) 地域発の SDGs達成に向けた実践方法の明確化・共有化 

◆ SDGs研修セミナー開催（３回） 

 SDGsコーデイネーター養成を目的とする 

 開催時期：8月、9月、11月を予定 

◆ 自治体・企業・学校等への訪問・実践の働きかけ 

 小冊子「富山ではじめる SDGs Book」を活用し、随時訪問 

(3) パートナーシップの構築 

◆ SDGs交流カフェ開催（５回） 

 第１回：6月 29日 総会開催後 

     ゲストスピーカー：新田英理子（SDGs市民社会ネットワーク） 

              川口明美（フードバンクとやま） 

 第２回：7月下旬〜８月上旬 

 第３回：8月 26日 南砺市 地域循環共生圏セミナー開催後 

 第４回：9月下旬 

 第 5回：11月中旬 

◆ カフェ、セミナーを通して、協働プロジェクトづくり（目標３件） 

 

  



3. EPO中部受託事業 
【2019年度 仕様書】 <環境基本計画に沿った環境教育支援業務> 

第五次環境基本計画の地域循環共生圏の考え方を踏まえて、中部地域の自治体、企業、NPO等
と連携し、当該地域における SDGsに対する理解の促進を図るとともに、当該地域において様々
な主体による自主的な SDGsの普及啓発、学習活動等が行われることを目的として、以下の業務
を行う。本業務は、支援対象とする地域（富山県・地域を中心とする北陸・信州地域を想定）の
中間支援団体との協働により実施すること。 

(ア) 多様な主体との連携 

  前年度に実施した SDGｓの理解等に関する現状把握の結果に基づき取組みを進める。また、
前年度協働団体（SDGｓの理解促進に関心高い自治体・企業等の職員等）のみならず、幅広く
自治体、企業、NPO、一般市民に参画を呼び掛ける。 

(イ) ワークショップの実施 

  上記アを参考に、地域において、ワークショップを 2回以上実施する（3時間以上、30名程
度とし、富山県内を想定）。テーマ設定では、SDGsや地域循環共生圏の考え方を意識する。ま
た、実施に当たっては、各回、講師 1名以上（大学教授級を想定）の参加を得ることとする。 

ワークショップの実施後、数ヵ月後に各地域でコアとなる団体に対して自身の職務（活動）
にどのような影響を受けたか、主体的な学びの発信につながったかについて、事後調査（電話
等でヒアリング）を行い取りまとめる。 

(ウ) 報告書の作成 

     上記(ア)～(イ)の結果を報告書として取りまとめる。 

 

◆ 地域における SDGs実践セミナー in 南砺 

テーマ：「SDGsと地域循環共生圏」 

日時：8月 26日(月) 13:30〜16:30 

場所：南砺市クリエイタープラザ 多目的ホール／カフェトリアン 

共催：南砺市 ／ 協力：北酸株式会社 

講師：渡部 厚志 氏（IGES地球環境戦略研究所） 

◆ 地域における SDGs実践セミナー in 黒部 

テーマ：「同時解決事業から考える SDGs」 

日時：未定 

場所：未定 

講師：長井 一浩 氏（グリーンダウンプロジェクト理事）（調整中） 

 

4. 自主事業 

◆ 企業研修受託： 

 大高建設株式会社 様 

 北酸株式会社 様、 

 昭和電工セラミックス株式会社 様 他 

◆ 講師受託： 

 日本青年会議所北陸信越地区富山ブロック協議会 SDGs推進委員会 様 

 富山県生活協同組合 様 他 

◆ カードゲーム研修受託 

◆ 各地フォーラム等での活動報告： 

 G20関連：長野・大阪での NGOフォーラム 等 

◆ 各団体との協働による SDGs普及啓発活動 

 OWS TOYAMA Bay（水泳大会) 等 

◆ 物販：冊子、グッズ販売 

◆ ラジオパーソナリティ：SDGsカフェ「七色十色」（とやまシティ FM） 

◆ 環境省地域 ESD活動拠点への登録（検討中） 

他 

5. 会員増強 



収入

2018決算 2019予算 摘　　要

会費・寄付 983,000 950,000

正会員（個人） 140,000 200,000 5,000円×40名

正会員（団体） 60,000 100,000 10,000円×10団体

正会員（企業） 120,000 450,000 30,000円×15社

一般会員 36,000 90,000 3,000円×30名

学生会員 5,000 10,000 1000円×10名

寄付 622,000 100,000

地球環境基金事業 2,899,500 3,600,000

助成金 2,698,000 3,300,000 地球環境基金（立替払い助成金）

事業収入 201,500 300,000 セミナー、カフェ参加費等

EPO中部事業 932,000 752,400

受託金 932,000 752,400 環境創造研究センター（EPO中部）より

自主事業 77,900 900,000

研修受託 0 500,000 企業研修、カードゲーム研修等　10本

講師受託 12,000 300,000 15件

物販 65,900 100,000 冊子・グッズ販売等

繰越金 0 284,779 2018年度残金

4,892,400 6,487,179合計

2019年度　収支予算（案）
第4号議案 

（単位：円） 



支出

2018決算 2019予算 備考

事業費 3,917,127 5,162,400

地球環境基金事業 2,956,623 3,600,000

給与手当 1,033,500 960,000 \80,000×12ヶ月

業務委託費 408,600 720,000 ホームページ改修・メンテナンス費

支払報酬料 262,675 482,000 講師謝金・WEB執筆謝金

セミナー・会議費 149,144 50,000 飲食、お茶菓子代

旅費交通費 197,658 493,000 講師・スタッフ旅費、レンタカー代等

燃料費 7,060 25,000

通信運搬費 9,918 132,000

印刷製本費 644,560 400,000 セミナーチラシ等印刷

消耗品費 44,693 62,000

借損料 163,580 170,000 施設利用料

広告宣伝費 2,225 20,000

租税公課 23,589 50,000 講師謝金源泉徴収税

支払手数料 9,421 36,000

EPO中部事業 779,344 752,400

給与手当 0 330,000 人件費

業務委託費 522,000 50,000

支払報酬料 134,685 80,000 講師謝金

セミナー・会議費 11,828 10,400 お茶菓子等

旅費交通費 14,785 120,000 講師・スタッフ旅費

燃料費 539 10,000

通信運搬費 15,116 10,000

印刷製本費 300 40,000 セミナーチラシ等印刷

消耗品費 20,054 20,000

借損料 29,670 70,000 施設利用料

広告宣伝費 13,000

租税公課 15,315 10,000 講師謝金源泉徴収税

支払手数料 2,052 2,000

自主事業 181,160 810,000

給与手当 0 360,000 \30,000×12ヶ月

支払報酬料 15,979 90,000 カードゲーム等講師謝金

業務委託費 60,000

仕入 114,160 50,000

セミナー・会議費 20,000

旅費交通費 100,000

燃料費 10,000

通信運搬費 10,000

印刷製本費 10,000

消耗品費 20,000

地代・家賃 50,000 60,000 事務所賃料（５０％）

租税公課 1,021 10,000

支払手数料 10,000

管理費 690,494 1,324,779

給与手当 0 300,000 \25,000×12ヶ月

業務委託費 21,600 200,000 会計・税理等業務委託

会議費 2,406 10,000

旅費交通費 4,691 20,000

通信運搬費 4,752 10,000

消耗品 107,734 150,000 プリンター、パソコン等

新聞図書費 13,071 15,000

広報宣伝費 247,860 100,000 リーフレット等

光熱水料費 1,782 5,000

地代・家賃 50,000 60,000 事務所賃料（５０％）

創業・開業費 132,390 0

諸会費 20,000 40,000 SDGs市民社会ネットワーク他

租税公課 82,200 100,000 法人税等

支払手数料 2,008 5,000

予備費 284,779 309,779

4,892,400 6,487,179合計



役職名 氏名 所属団体・勤務先

代表理事
理事長

島田　茂 日本YMCA同盟 前総主事

代表理事 上坂　博亨 富山国際大学 現代社会学部 教授

代表理事 東澤　善樹 とうざわ印刷工芸株式会社 代表取締役社長

専務理事
事務局長

本田　恭子 環境教育ネットワーク とやまエコひろば 代表

常務理事
副事務局長

堺 勇人 富山県立大学 地域協働支援室 COCコーディネーター

理　　事 田開　寛太郎 松本大学 総合経営学部 観光ホスピタリティ学科 専任講師

理　　事 中川　透 ウッドスタジオ株式会社　代表取締役

理　　事 藤井　晃 北酸株式会社　企画開発室

理　　事 森田　由樹子 株式会社エコロの森 代表取締役 

理　　事 横畑　泰志 富山大学 理学部 教授

監　　事 浅井　修平 一般財団法人　北陸経済研究所　地域開発調査部　主任研究員

監　　事 池田　通則 池田建築設計事務所

アドバイザー 鈴木　克徳 ESD活動支援センター　副センター長

アドバイザー 星野　智子 一般社団法人環境パートナーシップ会議　副代表理事

退　任
（理事）

松本　謙一

環境市民プラットフォームとやま　役員等名簿（2019年度）


