
一般社団法人SDGs市民社会ネットワーク  

 

2018年度事業報告※総会議決資料 

2018年度は、一般社団法人SDGs市民社会ネットワーク（以下、SDGsジャパン）の法人としての設立から2年

目でした。SDGsは、政府、地方自治体、民間企業の一部では認知度が相当高まっている一方、一般社会や社会セ

クターにおける認知度は低いままにとどまっているなど、その啓発・普及はバランスを欠いた状態となっています。また、SD

Gsの採択から2年が経とうとする中、科学技術イノベーション・「ソサエティ5.0」の実現とSDGsの達成を結び付ける動き

が日本政府や経済界から強く提起されたり、国際的にも世界の地政学的変動がSDGsの方向性に大きな影響を与え

るようになるなど、SDGsそれ自体にも大きな変化が生じてきています。 

  

SDGsジャパンは、「誰一人取り残すことなく、貧困のない、持続可能な日本と世界を実現する」というSDGsの本来の

在り方にしっかりと立脚しながら、SDGsの達成に向けて、「市民社会のSDGsネットワーク」というにふさわしい連携・協

力を、市民社会、各種社会セクター、民間セクター、政府、国際機関等と構築することを2018年度当初より標榜し、

活動を推進してまいりました。特に、NGO/NPOセクター、公益法人、労働組合、協同組合、宗教団体、様々な問題

に直面する当事者が作る団体やグループ、ネットワークなどと連携し、SDGsの正しい理解と支持の向上、さらにSDGs

の実現に向けた協働に取り組みました。 

 

政策提言の分野では、2019年に予定されているSDGs実施指針の改定に向けて、市民社会の取り組みや主張が反

映されるように、SDGs推進円卓会議の機会を最大限活用し、提言活動を実施しました。また、国際的には、2019

年6月に予定されているG20大阪サミットに、日本および世界の市民社会の声が反映されるよう、国際協力NGOセン

ターと共同事務局を担い、準備を重ねました。そのほか、2019年7月および9月に予定されている「持続可能な開発に

関するハイレベル政治フォーラム」（HLPF）とその首脳会議に、日本及び世界の市民社会の声が反映されるよう準備

を行いました。 

 

上記を事業方針の全体的提起とし、国内・国際の各分野において、以下の取り組みを行いました。 

  

また、ネットワークのガバナンスについても、SDGs「ゴール16」に立脚する形で、その透明性・公開性・参画性・民主性・

包摂性の向上を目指しました。しかしながら、ネットワークの事務局運営において、事業運営を重視しすぎるあまり、専

従職員を雇い入れ安定したネットワークの事務局運営にはいまだ至っておらず、活動と運営のバランスの悪さについては

課題を残す結果となりました。 

 

 



■活動報告■ 

Ⅰ．国内活動・政策提言 

 

計画 

⚫ 2017年12月に政府が採択した「SDGsアクションプラン2018」の路線に従い、SDGsに関わる諸政策が策

定・整備され、また、これらの政策の策定や実施に関して各種諮問機関や審議会などが設置されている状

況を踏まえ、2019年に予定されている「SDGs実施指針」改訂や「SDGsアクションプラン」策定、国家財政

政策の基本となるいわゆる「骨太の方針」、ならびに関連する各種分野別政策の進展状況のモニタリング・レ

ビューを強化する。 

⚫ 「SDGs推進円卓会議」の市民社会選出委員と協力するとともに、その他のSDGs関連の公共・民間の枠

組み、調査研究などに積極的に参加し、市民の立場から恒常的に政策提言を実施する。 

⚫ SDGs推進本部の取り組みに注目するとともに、同本部が設置するSDGs推進円卓会議に引き続き出席

し、その議論や活動に積極的に参加する。また、外務省をはじめとする政府・各省庁との意見交換を定期

的に開催し、2019年の「実施指針」見直しや各種施策に市民社会の声を反映する政策提言を行う 

⚫ 国会議員に対するアドボカシーを強化し、超党派の議員連盟設立を視野に、各政党によるSDGs議員連

盟・委員会などとの連携を図る 

⚫ 社会セクターやその他の非営利セクター、民間セクター、アカデミア等へのアウトリーチを積極的に行い、広範

な非国家アクターの協働・連携を基にした効果的な政策提言を行う 

 

 

実施した活動と成果 

1． 政府が2017年12月に決定した「SDGsアクションプラン2018」が日本のSDGsの取り組み領域の3本柱とし

て 

（１）科学技術（ソサエティ5.0実現によるSDGs達成） 

（２）地方創生 

（３）女性と次世代のエンパワーメント 

を提示したことから、SDGsジャパンとして、それぞれのステークホルダーにアプローチして関係づくりをするととも

に、それぞれに対応する市民社会としての考え方の整理や、市民社会としての連携・協力の枠組みの形成を

強化した。 

（１）については、科学技術振興機構（JST）やその付属機関である「社会技術開発研究センター」（R

ISTEX）との連携を強化、RISTEXについては稲場が「多世代共創」領域のアドバイザーに就任、「持続可

能な多世代共創社会」とSDGSの相互連関性の強化に協力している。また、SDGsジャパンメンバーが委員

としてかかわっている「みんなのSDGs」において、適正技術に関する普及や研究を行っている「適正技術フォー

ラム」と連携して、シンポジウムも開催した。 

（２）については、地方創生SDGs官民連携プラットフォームにSDGsジャパンとして登録。 

（３）については、SDGsジャパンのジェンダー・ユニット、ユース・ユニットが政策研究、ネットワーキング、アド



ボカシーに取り組んでいる。 

2．「日本の人間の安全保障指標化プロジェクト」（主査：高須幸雄・国連事務総長特別顧問）と連携。ユ

ースとLGBTに関するSDGsと人間の安全保障に関する論考をまとめるなどし、SDGsに関わるネットワーキン

グを強化。これにより、日本における貧困・格差・周縁化等に関する評価、指標の形成に寄与。 

3． 「日本のSDGs達成のための政策提言書」として、SDGsジャパンに参加する100以上のNPO・NGOと連携

して、「SDGsボトムアップ・アクションプラン」を策定、第1版を4月に政府に提出、意見交換会を開催するとと

もに、SDGS推進円卓会議にも資料として提出。これが功を奏し、6月に発表された「拡大版アクションプラン

2018」では、「市民社会との連携」についてのパートが新たに導入された。これはアドボカシーの成果である。こ

れを踏まえ、12月の「SDGsアクションプラン2019」に向けて「ボトムアップ・アクションプラン2018年秋版」を作

成、政府に提出。11月の円卓会議にも提出して意見交換会も実施。結果、12月のSDGs推進本部で採

択された「SDGsアクションプラン2019」には、持続可能な社会、貧困格差のない社会に向けた政策の主流

化のために「ボトムアップ・アクションプラン」で提案した政策が一部盛り込まれるなどの成果があった。 

4． 自民党は「自民党SDGs外交議連」の活動を秋以降活発化。公明党は議席を持つ地方議会において、S

DGsに関する地方自治体の政策についての質問を実施（SDGsジャパンも議会でのSDGsへの議論活発

化に協力）された。動きが遅かった野党についても、立憲民主党がSDGSプロジェクトチームを設置し、2019

年1月の参議院の代表質問でSDGsを取り上げたり、参議院議員選挙の公約にSDGsを入れ込むなど、各

政党のSDGsに関する認識が広がった。 

 

Ⅱ．国内活動・広報キャンペーン活動 

計画 

⚫ ニュースレターを定期的に発行し、会員および関係者に情報共有のツールとして作成、運用する。 

⚫ ウェブサイト、SNS（FB、インスタグラム、ツイッターなど）の活用。HPは2017年度にリニューアルし、情報の

整理と発信に取り組む。 

⚫ メディア勉強会を定期的に開催する。また、各ユニットの活動を紹介する勉強会を開催することで、ユニット

同士の情報共有および外部向けの情報発信を行う。 

⚫ グローバルフェスタや、よこはま国際フェスタなど国際協力関連のイベントに出展し、SDGsに関する広報・啓

発活動を行う。 

⚫ インターン・ボランティア・チームを運営し、SDGsに関するイベントやセミナーに参加する。加盟団体のイベント

等に積極的に参加し連携を図る。 

⚫ SDGsジャパンとしてのSDGs啓発グッズの制作を積極的に行う。 

 

実施した活動と成果 

・ニュースレターの発行（14号4月1日、15号5月1日、16号7月1日、17号9月1日） 

・メディア勉強会実施：テーマ「国際サンゴ礁年とSDGs」50名参加 

（6月8日）共催：環境パートナーシップ会議＠国連大学 

 



テーマ「2020年オリパラ、そして2030年：2020年を起点に考える未来」 

100名参加 

（6月29日）共催：CePIC/地方創生ネットワーク＠3X3Lab 

 

・記事掲載（ハフィントンポスト） 

              国際ユニットについて 

              SDGs推進円卓会議、NPONGO委員に聞く 

 

 

SDGs市民社会ネットワークが主催して実施したイベント 

・（7月27日）総会前イベント： 

SDGs2018年ハイレベル政治フォーラム報告 

およびNPO・NGOがさらに向き合う社会課題についての新しい視座について 

考える＠ハロー貸会議室浜松町北口駅前3階 

           90名参加 

・（9月25日）SDGs採択3周年記念イベント： 

サスティナブル・ストーリー・プロジェクト第４弾 

「災害から何を学ぶのか：日本・フィリピンの経験から見えてくる 

SDGs時代の防災」 

共催：国際開発学会社会連携委員会、防災・減災日本CSOネットワーク（JCC-DRR） 

協力：聖心女子大学グローバル共生研究所 

60名参加 

 

（地域での取り組み） 

１．関東地方（茨城県常総市：茨城NPOセンターコモンズとの連携） 

12月、1月の準備会合等に加え、2月にイベント実施予定 外国人定住者の多い地域として、地域住

民と共に勉強会を企画 

２．関西地方（大阪市：社会福祉法人大阪ボランティア協会、認定NPO法人大阪自然史センターとの

連携） 

第1回目の勉強会を11月18日大阪自然史フェスティバルの分科会として実施。大阪市も共催した。60

名参加 

第2回目の勉強会を2月5日に開催。ギャンブル依存症等の問題を取り扱った。 

３．四国地方（四国生物多様性ネットワークとの連携） 

第1回目の勉強会を11月30日実施。 地域づくりと地域企業とSDGsをテーマとして、地域の中小企業

と行政メンバーを中心に40名が参加 

第2回目の勉強会を2月4日実施。 高知×SDGsについて、また四国におけるSDGsネットワーク 

創設に向けた会議を行った。 



NGOや一般市民に加えて行政など６０名程度が参加。 

４. 2月27日に各地域で実施した勉強会メンバーと東京でイベントを実施。 

100人を超える参加者。 

※地球環境基金の助成金を活用して実施した 

その他、各地域に講師として派遣され、SDGsについて市民社会の普及啓発に努めた。 

（青森、宮城、福島、長野、神奈川、東京、京都、大阪、和歌山、奈良、岡山、広島、高知、大分、

長崎、佐賀、など） 

５．SDGsバッジの作成 

正会員団体サロンしんせいさんと、企業会員山口産業さんとのコラボレーションによる、SDGsバッジを作

成し、正会員の皆様に配布、希望者が多数あり、2019年度は追加製造し、販売することとなった。 

６．『基本解説。そうだったのかSDGs』の増刷 

NGO―労組国際協同フォーラムのからの助成金で2017年度に作成した冊子が、好評だったため、自主

財源で増刷し、広報啓発ツールとして販売した。（3000冊） 

 

 

Ⅲ．国際活動 

計画 

⚫ 2019年G20大阪サミットに向けて、国際協力NGOセンター（JANIC）と共同で「2019年G20サミット市

民社会プラットフォーム」の運営及び事業を担う。特に、2018年度のG20開催国であるアルゼンチンの市民

社会と連携し、2018年度のC20サミットの開催やG20サミットでの市民社会の取り組みに協力するととも

に、2019年4月をめどに日本でC20サミットを開催し、日本及び世界の市民社会の声をG20に反映できる

よう、国内外において積極的に取り組む。 

⚫ また、TICAD VII（第7回アフリカ開発会議）やハイレベル政治フォーラム（HLPF）首脳会議など、201

9年に予定されているそれ以外の国際的な機会に向けて、市民社会がSDGs領域に関して効果のある政策

提言を行えるよう準備を進める。 

◎ SDGに直接かかわる活動 

・ 開発ユニットを中心に、途上国の開発協力・人道支援等の分野全般および、人権や民主主義の確

立のための取り組みの強化、市民社会の活動空間の確保・拡大について、国外のNGOと連携して

政策提言や政策実現のための取り組みを強化する。 

・ 事業ユニット全体で、先進国におけるSDGs実施について、先進国のNGOとの連携を模索する。ま

た、途上国・新興国においてSDGs推進を図る市民社会との連携も強化する。 

・ SDGsに関するグローバル指標に関する議論を把握し、日本の実施指針の指標策定への提言を行

う。 

◎ 国際協力にかかわる活動 



・日本政府の国際協力政策が、社会開発を重視し、「だれも取り残さない」アプローチを最大限取り入

れ、市民社会との連携を主流化したものになるように、積極的に提言活動を行う。 

・途上国におけるSDGs達成のために必要な公的資金の拡大、特にODA0.7%目標の達成期限とロ

ードマップの導入、国際連帯税を中心とした国際的な公的資金の導入を求める。また、不法資金流

出の防止、公正な税制の導入なども視野に入れた提言を行う。 

 

実施した活動と成果 

 

「G20サミット市民社会プラットフォーム」共同事務局として活動 

・2018年初からアルゼンチンの市民社会との連携を強化。加盟団体の国際協力NGOセンター（JANIC）と共同事

務局として「G20サミット市民社会プラットフォーム」を設立、4月にブエノスアイレスの「サン・マルティン宮殿」（外務省迎

賓館）で開催された「C20準備会議」および8月6～7日に同宮殿で開催された「C20サミット」に参加。また、分野別

には稲場がC20国際保健ワーキング・グループの国際議長に就任、国際保健分野の政策提言策定を主導。11月3

0日～12月1日にはG20サミットに参加。12月3日にアルゼンチンから日本の市民社会にC20/G20の主導権をハンド

オーバー。これに向けて、8つの分野別ワーキング・グループに関する日本国内の参加団体および国内コーディネイターを

選出。日本でC20/G20を行いうる体制を確立した。日本政府がG20においてSDGsとの関連で「科学技術イノベーシ

ョン」や「データガバナンス」を重視する、という主張をしているところ、市民社会側も、「デジタル経済タスクグループ」「貿

易・投資ワーキング・グループ」「労働・ビジネスと人権ワーキング・グループ」を新たに設置し、11のワーキング・グループ体

制で提言を実施した。2月には「C20準備対面会合」を実施し、8つのテーマについて政府の対応部局との対話を行っ

た。対話には6省庁40人以上の政府担当者が参加し、積極的に対話を繰り広げた。この対話を踏まえて、上記11分

野の提言をまとめて「C20ポリシー・パック2019」を作成。 

 

TICAD7に向けた活動 

TICAD7に向けては、UNDPやアフリカ連合委員会などとも協力して、8月21-23日にカメルーン共和国の首都ヤウン

デにて「TICAD7に向けた日本・アフリカ市民社会戦略会議」を開催、「TICADに求める7つの大志：The TICAD 

We Want」政策文書をアフリカ市民社会と連携して策定。10月5-7日に東京プリンスホテルで開催されたTICAD閣

僚会合に向けてアフリカ市民社会7名を招へいし、上記政策文書のローンチングおよび全体・課題別の政策提言を実

施、2019年のTICAD7に向けてSDGs達成を目指す市民社会としての総合的なメッセージを発信。 

 

7月のHLPF閣僚会議に向けては、SDGゴール16の主要課題である「子どもに対する暴力」廃絶のためのサイドイベン

トを主要加盟団体のワールドビジョンジャパン、セーブザチルドレンジャパンと連携して開催。また、SDGs3主要課題であ

る結核の終息に向けて、国境なき医師団日本、Treatment Action Group (TAG) 、ストップ結核パートナーシップ

（本部）と共催でサイドイベントを行い、9月の国連結核ハイレベル会合の共同議長を務めた別所浩郎・国連大使を

招へいして市民社会との対話を実現した。ジェンダーユニット（一部）やユースユニット（一部）の国際会議への参加

サポートも行った。 



9月の国連総会においては、来年のG20に関わる主要課題の一つである国際保健に関して、結核に関わる市民社会

や、非感染性疾患（NCDs）に関わる市民社会と連携して政策提言を行った。 

 

アジアの市民社会とのSDGsに向けての連携に関しては、2019年のHLPF首脳会議に向けたアジアの準地域（北東

アジア）のマルチステークホルダー・フォーラム（国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP）北東アジア地域

事務所が主催）がモンゴルで開催され、これについて、5名の日本の市民社会関係者を率いて参加、韓国やモンゴ

ル、中国などの市民社会と連携して、市民社会のアクションをけん引。共同声明を発表した。また、韓国の市民社会と

も連携し、SDGゴール16（平和、透明性、ガバナンス）に関するアジア太平洋のアドボカシーの強化を行った。 

 

 

 

Ⅳ．運営・ネットワーク形成強化 

 

計画 

ガバナンス構築 

・    SDGsジャパンの運営および事業に関して、ネットワークの会員、関係団体、一般社会における透明性、公開性

の向上を図る。 

・    SDGsジャパンの運営及び事業に関して、より多くの会員や関心層が計画立案、運営、評価に関わることができ

るよう、参加性、包摂性の向上を図る。 

・    SDGsの達成に向けたSDGsジャパンの将来ビジョンおよび中期計画を会員の積極的な参加とともに策定できる

よう、総会、理事会、事業統括会議、事業ユニット、事務局それぞれの強化と連携を図る。 

・    SDGsジャパンの日本社会および国際社会における知名度の向上を図る。 

 

実施した活動と成果 

■ガバナンス 

会員 

 

 2017年度 2018年度 

一般正会員 51団体 66団体 

ネットワーク正会員 ３団体 3団体 

情報会員 19団体 34団体 

団体会員 3団体 4団体 

企業会員 0団体 3団体 

合計 76団体 110団体 

 

◎総会 

2018年7月27日 第2回定時社員総会実施 18:30－20:30 （於：浜松町貸し会議室） 

 



◎理事会 

2018年6月21日  第1回 理事会 ＠日本NPOセンター会議室 

2018年10月16日 第2回 理事会 ＠ウィメンズプラザ 

2019年３月29日  第3回 理事会 ＠日本NPOセンター会議室 

 

◎事業統括会議（進行役：ADRAJAPAN前川さん、JACSESS遠藤さん、日本NPOセンター上田さん、JYP

S大久保さん→唐木さん、事務局兼任として稲場理事） 

 

2018年4月19日（木）10:00～12:30 ＠日本NPOセンター 

2018年5月9日（木）13:00～15:30 ＠日本NPOセンター会議室 

2018年6月1日（金）10:00～12:30 ＠日本NPOセンター会議室 

2018年7月2日（月）13:00～15:30 ＠日本NPOセンター会議室 

2018年８月14日（火）13:00～15:30 ＠日本NPOセンター会議室 

2018年9月19日（水）13:00～15:30 ＠日本NPOセンター会議室 

＊10月以降、後半の90分はG20プラットフォームの「ワーキンググループ合同会議」も併設 

2018年10月16日（火）13:00～14:30＠日本NPOセンター会議室 

2018年11月16日（金）10:00～11:30＠日本NPOセンター会議室 

2018年12月26日（木）13:00～14:30 ＠難民を助ける会 6階会議室 

2019年1月31日（木）10:00～11:30＠日本NPOセンター会議室 

2019年3月13日（水）13:00～14:30＠日本NPOセンター会議室 

 

◎事務局・業務執行理事会議 

4月11日（水）＠日本NPOセンター会議室 

4月25日（水）＠日本NPOセンター会議室 

5月2日（水）＠日本NPOセンター会議室 

8月15日（水）＠ウェスレー財団会議室 

10月10日（水）＠AGF会議室 

12月27日（木）＠日本NPOセンター会議室（中長期戦略会議） 

1月24日（木）＠ルノアール会議室 新橋 

3月1日（月）＠日本NPOセンター会議室 

3月14日（木）＠オンライン会議 

 

 

ネットワーク形成強化 

計画 

・ 市民社会のSDGsネットワークという定義にふさわしいレベルの連携を、国内のNPO/NGOに加え、協同組合、労働

組合、社会福祉協議会や、様々な課題に直面する当事者の団体・グループ・ネットワークなど、公益・共益団体と

の連携協力の強化を行う（2017年度からの継続方針） 

・   現在ある「事業ユニット」を強化するとともに、SDGsの達成に必要な新たな事業ユニットの構築を行う 



（2017年度からの継続方針） 

 

実施した活動と成果 

■委員会やイベント等へのネットワークとしての参加 

・みんなのSDGs 

7/23 みんなのSDGsシンポジウム「科学技術イノベーションとSDGs」 

・日本における人間の安全保障指標化プロジェクト 

（事務局：特定非営利活動法人人間の安全保障フォーラム（高須元国連大使）） 

   12月15日にフォーラム実施 

・NGO労組協働フォーラム 企画運営委員 

（事務局：国際協力NGOセンター） 

7月31日シンポジウム実施協力、出店 

・SDGsクリエイティブアワード（札幌にて審査会を実施） 

・東京都台東区NPOフェスティバル（2019年2月15日） 

・よこはま国際フェスティバル（2019年2月3日） 

◎その他、渉外活動 

労働者協同組合総会に来賓として参加（代表理事、専務理事） 

 

財政基盤の確立 

 

計画 

・     市民社会としてSDGsの推進を主導するネットワークとしてふさわしい規模の財源を確保できるようにする。これを

達成するにおいて、他団体からの助成金や委託事業等への依存度を低め、できる限り、自主財源の割合を高

める。 

・     そのために、会員の拡大につとめ、会費収入の増大を目指すとともに、出版・講演活動などの自主事業による収

入を拡大する。また、海外の民間財団や国内財団の資金による事業を確実に実施するとともに、財源の多角化に

務める。 

 

実施した活動と成果 

■自主財源を高めるために 

りそな銀行SDGs私募債の寄付先として選定をうける 

→2017年度より相談に乗っていた 

 

講師派遣・委員会委員等の活動として 

5/27 会員団体LIFE～地球の共と歩む会～総会でのスピーチ（稲場） 

5/28 横浜市資源リサイクル事業協働組合（新田） 

6/02 国際開発学会（東京） SDGsに関するセッション（登壇）（稲場） 

6/02 ちば市民事業・市民サポートクラブ総会にてSDGsの講演（新田） 

6/03 SDGs四国88（香川）にて SDGsの講演（新田） 

6/05 弓削さん（元UNDP)講演会＠法政大学（稲場） 



6/06 NGOの未来シンポジウム（JCIE等主催、河野大臣出席）（稲場） 

6/12 創価学会青年部講演会（神奈川）（稲場） 

6/14 ダルク・APARI SDGsに関する勉強会 （稲場） 

6/14 横浜の中小企業のSDGsコンサル（新田） 

6/18 お茶の水女子大講演会（稲場） 

7/10 国際協同組合デー（東京）（黒田） 

7/13 関西の高校生向けレクチャー（唐木） 

7/17 国際協同組合デーin長野（新田） 

7/24 八千代エンジニヤリングCSRレポート向け取材（長島） 

8/23 埼玉新聞ビジネスセミナー 講演（新田） 

8/29 連合「拡大企画委員会」（稲場） 

9/01 適正技術フォーラム シンポジウム（稲場） 

9/07 武見委員会 G20国際保健戦略会議（稲場） 

9/21 2018連合関東ブロック 政策フォーラム（稲場） 

10/11 横浜市リサイクル協同組合古紙委員会での講演（新田） 

10/14 江戸川学園取手高校講演（長島） 

10/18 ちば起業家交流会in八街（星野） 

10/31 宮城県生活協同組合 組合員大会での講演（新田） 

11/10 仏教とSDGs（長島） 

11/10 連合東京 議員懇談会において SDGsの講演（新田） 

11/19 わかやま協同組合 基調講演（黒田） 

11/19 連合福岡（稲場） 

11/25 連合大阪 (稲場) 

12/02 DPI日本政策勉強会（黒田） 

12/05 公益財団法人公害地域再生センター（今田） 

12/12 医療生協 専務研修 ＠大阪（稲場） 

12/25 郡山NPOセンター（新田） 

1/27 佐賀・地球市民の会講演（黒田） 

2/16 秋田県秋田市 市民向けセミナー（新田） 

2/16 （特活）Rebit講演（稲場） 

2/20 我孫子市男女共同参画勉強会(長島) 

3/6-7 サステナブルブランド国際会議2019（黒田） 

3/08 労福協全国セミナー（星野） 

3/09 SDGsクリエイティブアワード受賞式（長島） 

3/16 東京城西ロータリークラブ講演（稲場） 

3/19 エン・ジャパン「シェアウィズ」出演（長島） 

3/23 東京都板橋区 市民向けセミナー（新田） 

3/30 神奈川県戸塚区SDGsセミナー 区民向け（新田） 

3/31 東京都墨田区SDGsセミナー 市民向け（新田） 

 

※他に、機関紙への執筆や書籍への寄稿もできる限り行った。 

以上 


