
2013 年度事業報告 
［2013 年 8 月 1 日から 2014 年 7 月 31 日まで］ 

 
任意団体 ジャパン・フォー・サステナビリティ （JFS） 

 
1. 事業実施の概要 
 

昨年度 8 月の設立 10 周年を機に新たに定めた使命、「日本と世界をつなぐことで、本当に幸せで持続可

能な未来への動きを加速する」の実現に向け、さらに役に立つ活動を展開していくために、ウェブサイトのリニ

ューアルを実施した。JFS が大切に思う８つのテーマを導入し、各テーマの関連記事一覧から日本の社会の

動きを感じられるように工夫するなど、より分かりやすく、より親しみやすいウェブサイトを構築した。 
情報発信事業では、設立時から絶やすことなく毎日続けている、国内発の環境・サステナビリティ情報の発

信を着実に実施。未来クル事業は、昨年度より引き続き日本興亜損害保険株式会社と共同で、世界中の子

どもたち（主に小学生高学年～中学生）を対象に、社会のことを自分たちで考え、お互いに学び合い、人に伝

え、行動するきっかけにするためのオンライン上のコミュニティサイトを運営した。 
日立環境財団の助成を得て、昨年度 4 月からの 1 年間を実施期間と定めて立ち上げた、地域の経済と

幸せプロジェクトを継続して進めた。持続可能性の要である地域レベルに焦点をあて、内外の自治体の新しい

指標づくりのプロジェクトを取り上げ、地域の持続可能性にとって不可欠である経済の視点がどのように盛り込

まれているかを調査した。また、プロジェクトの集大成として、シンポジウム「地域から幸せを考える」を開催し、

地域から幸せを考えていくために、また、日本の自治体や地域の幸福度や豊かさの指標づくりに役立てるよう、

「地域の経済と幸せ」をキーワードに、参加者と共に考えを深めた。 
イベント事業としては、企業からの CSR 報告に焦点を当てたセミナーや勉強会を開催した。日本企業の

CSR 報告書に関するオンライン調査を実施した結果、海外では認知度が低いという現状が浮き彫りになった

ことを受け、CSR 活動をどうすれば海外での企業価値につなげることができるか、報告書作成、情報発信の

観点から学びを共有した。 
 
 
2. 事業の実施に関する事項 
 
情報発信事業 
 

事業内容 ウェブ・ニュースレターによる持続可能性情報発信の継続・拡充 
実施日 通年（30 本／月の記事、３本／月のニュースレター、他随時） 
実施場所 インターネット 
従事者数 250 人 
受益対象者の範囲 
および予数 

ニュース配信：184 カ国、約 7,800 人 
ウェブサイト利用者：延べ約 10 万人 

支出額 4,115 千円 
 

事業内容 ウェブサイトリニューアル 
実施日 11 月 14 日 
実施場所 インターネット 
従事者数 7 人 
受益対象者の範囲 
および予数 ウェブサイト利用者：延べ約 10 万人 

支出額 2,110 千円 
 



未来クル・MIRACLE プロジェクト 
 

事業内容 世界の子どもたちをつなぐコミュニティサイト「未来クル・MIRACLE―こども未来

創造プロジェクト」の運営 
実施日 通年 
実施場所 インターネット 
従事者数 8 人 
受益対象者の範囲 
および予数 ウェブサイト利用者 

支出額 5,569 千円 
 
地域の経済と幸せプロジェクト 
 

事業内容 
自治体の幸福度指標・豊かさ指標づくりを真に有意義なものにするための枠組

みづくり 
－国内外の自治体の指標研究、ウェブ発信、シンポジウム開催 

実施日 ～3 月 31 日 
実施場所 都内 
従事者数 5 人 
受益対象者の範囲 
および予数 

シンポジウム（2 月 6 日開催）参加者 54 人 
ウェブサイト利用者 

支出額 927 千円 
 
イベント事業 
 

事業内容 海外 CSR コミュニケーションセミナー 
（KPMG あずさサステナビリティ株式会社との共催） 

実施日 1 月 16 日 
実施場所 都内 
従事者数 5 人 
受益対象者の範囲 
および予数 セミナー参加者 43 人 

支出額 40 千円 
 

事業内容 海外報告書を読む会（3 回シリーズ） 
実施日 4 月 22 日、5 月 29 日、6 月 25 日 
実施場所 都内 
従事者数 5 人 
受益対象者の範囲 
および予数 勉強会参加者 延べ 29 人 

支出額 60 千円 
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経常収支

（単位：千円）

18,539* 15,564

16,343

*2014年度執行予定分の
助成金収入を差し引くと

実質収支： +779千円
（経常収支： +2,975千円）

種別 当年度 前年比 収入比率

正会員 40 0% 0.2%

法人会員 4,300 -2% 23.2%

個人サポーター 770 -3% 4.2%

会費収入合計 5,110 -2% 27.6%

事業収入 3,093 -34% 16.7%

助成金収入 2,245 4390% 12.1%

東北復興支援寄付金 0 -100% 0.0%

一般寄付金収入 8,087 111% 43.6%

補助金収入合計 10,332 143% 55.7%

雑収入 3 0% 0.0%

収益内訳
（単位：千円）

会費収入はほぼ横這い、助成金収入増
事業収入は東北Pj終了による減少分あり

事業費内訳
（単位：千円）

種別 当年度 前年比 比率

発信事業費 6,225 30% 48.1%

イベント事業費 100 49% 0.8%

地域経済幸せ事業費 927 - 7.2%

未来クル・ミラクル事業費 5,568 -15% 43.0%

東北支援事業費 121 -99% 0.9%

事業費合計 12,941 -66% 100.0%

ウェブサイトリニューアルにより発信事業費増
全体では東北Pjの終了による減少が大きい


