これまでの活動
1.

定例会
毎月１回、日曜日の午前中に定例会を開いています。設立当初は、環境監査に関する文献を読み、環境監査
とは何か、どのような将来展望が考えられるか等について理解を深める文献講読会の形をとっていましたが、
日本における環境監査の発展とともに、環境監査実施企業の方にお話を伺ったり、EARG としての研究プロジェ
クトを検討したり、という機会も生まれ、現在は、講演会形式で開催しています。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ １９９１年 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第 1 回（4/13）

The Elmwood Institute "Eco-auditing and Ecologically Conscious
Management"
1990 年 （97 ページ）
米国の非営利研究団体エルムウッド研究所のレポートで、環境監査に対する新しい概念と
してのエコ監査を提案。

第２回（5/26）

UNEP（国連環境計画）
"Technical Report Series No.2 : Environmental Auditing"
1990 年 （125 ページ）
パリで開かれた会合の要約。環境監査を実施する企業の事例紹介、各国の財界団体・政府
機関の発表など。
ICC（国際商業会議所） "Environmental Auditing" 1989 年
（26 ページ）
経営管理の用具としての環境監査の意義を説明し、その具体的な運営方法を概説している。

第 3 回（7/7）

R.H.Gray
"The Greening of Accountancy: The Profession After Pearce"
1990 年 （71 ページ）
英国の環境経済学の権威ピアース教授のレポートを受け、環境会計に関する過去の成果を
まとめ、将来展望を示している。

第 4 回（7/28）

Jhon Elkington
"The Environmental Audit: A green filter for company policies,
plants, processes and products" 1990 年 （71 ページ）
ｸﾞﾘｰﾝ･ｺﾝｼｭｰﾏｰ･ｶﾞｲﾄﾞを出版した英国のｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ社のｴﾙｷﾝﾄﾝ氏が環境監査を解説。関連団
体のプロフィールも添付。

第 5 回（8/25）

下記の雑誌に掲載された環境監査に関する記事
英国の雑誌
Certified accountant 1990 年 4 月号
1991 年 4 月号
豪州の雑誌
Charter
1990 年 12 月号
カナダの雑誌 CA Magazine
1991 年 3 月号（環境特集号）

第 6 回（9/29）

CA Magazine 1991 年 3 月号
カナダの会計士協会の雑誌の環境特集号。環境監査、環境面のﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰなど９つの記事
を検討。
「社会監査の歴史的発展」

横浜国立大学教授・生態会計論 河野正男氏

第 7 回（10/27）

ICC（国際商業会議所） ”Effective Environmental Auditing" 1991 年
1989 年に発表された "Environmental Auditing" を更に発展させ、監査の考え方、プロ
グラムの構築方法、運用、報告、アフターケアまでを詳細に解説。

第 8 回（11/17）

前回のテキストを使用して、つづきを勉強。

第 9 回（12/15）

「環境監査と環境測定業務」
「アースウォッチの活動と理念」

（株）環境管理センター 亀元宏宣氏
（株）アーバス 酒井嘉昭氏

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ １９９２年 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第 10～12 回 出版企画検討会
第 13 回（4/19）
環境監査研究会

ダイヤモント社刊「エコロジカルマネジメント」
－2－

’2002 年 8 月

（第 1 回テキストの日本語訳）をテキストに勉強会
第 14 回（5/21）

「EC のエコ監査制度について」

ﾛｰﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾙｶﾞｰ･ﾌｧｳﾍﾞﾙ 海野みづえ氏

第 15 回（6/28）

「ザ・ボディショップの環境監査」

第 16 回（7/26）

「環境に優しい企業行動調査 結果概要」
「米国環境監査情報」
「Environmental Auditing Roundtable （EAR）
」
「英国規格（BSi）について」

＊＊＊ （8/30）

１周年記念シンポジウム

第 17 回（9/27）

「ICC 環境委員会による「地球サミット」の成果と評価」
「From Ideas To Action」
EARG
後藤敏彦氏
「アーサ・D・リトルの環境監査マニュアル」
AIU
植松伸嘉氏

ｻﾞ･ﾎﾞﾃﾞｨｼｮｯﾌﾟ

梶浜裕子氏

横浜国立大学
ﾏｸﾐﾗﾝﾘｻｰﾁ

河野正男氏
吉田博之氏

第 18 回（10/18） 「環境報告書の動向とニーズ」 ﾄｰﾏﾂ・ﾄｳｼｭﾛｽ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
「土壌・地下水汚染に関するﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ」
第 19 回（11/29） 「事務機器をめぐるリサイクルの対応の動き」
第 20 回（12/13） 「企業の環境貢献度分析とﾗﾝｷﾝｸﾞ」

道広英治氏
AIU
植松伸嘉氏

キャノン

日本科学技術研究所

上原春夫氏
木村 誠氏

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ １９９３年 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第 21 回（1/24）

「環境監査の定義について」

EARG 有志による発表

第 22 回（2/28）

「環境監査欧州視察緊急レポート」

EARG

倉阪智子氏

第 23 回（3/28）

「企業の環境報告書を読む」

EARG

倉阪智子氏

第 24 回（4/25）

「EC エコ・オーディットの動向」
「HASTAM 社 環境監査ﾁｪｯｸﾘｽﾄ」

第 25 回（5/23）

「キリンビールの環境対応活動」

第 26 回（6/24）

「エコマネジメントとは」

第 27 回（7/4）

「ISO トロント会議報告会」

第 28 回（7/18）

「コープ滋賀の外部環境監査導入」

名城大学教授

平井孝治氏

第 29 回（8/29）

「環境会計について」

奈良産業大学

富増和彦氏

第 30 回（9/19）

「チェックリスト研究成果報告」

EARG
後藤敏彦氏
ﾛｰﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾙｶﾞｰ･ﾌｧｳﾍﾞﾙ
海野みづえ氏
キリンビール
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ･ﾈｯﾄﾜｰｸ

新美安信氏
鶴田栄作氏
ＥＡＲＧ有志

EARG

第 31 回（10/24） 「環境基本法について」
第 32 回（11/28） 「ISO9000 認証の手続きについて」
第 33 回（12/19） 「TC207 最新動向―10 月会議から－」

後藤敏彦氏 海野みづえ氏

環境庁企画調整局

角倉一郎氏

東京海上

下島和彦氏

環境庁企画調整局

倉阪秀史氏

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ １９９４年 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第 34 回（1/23）

「ISO9000－申請する時の傾向と対策」 リコー品質管理本部

吉川健介氏

第 35 回（2/20）

「奏野市地下水汚染防止及び
浄化に関する条例について」

永山孝一氏

秦野市環境保全課

第 36 回（3/27）

「国内におけるﾗｲﾌｽﾀｲﾙ・ｱｸｾｽﾒﾝﾄの動向」

第 37 回（4/24）

「IBM の環境監査」

第 38 回（5/29）

「ISO/TC207 5 月会議の動向について」

第 39 回（7/3）

「産業環境ビジョンについて」

環境監査研究会

キャノン

上原春夫氏

日本 IBM 坂本茂實氏

－3－

環境庁
通産省

江口博之氏

伊藤 仁氏

’2002 年 8 月

第 40 回（7/31）

「環境管理システムを導入するための手順と課題」
（株）フジタ 廣田 修氏

＊＊＊ （8/27）

３周年記念会合

第 41 回（9/25）

「ISO/TC207 ｴｺﾗﾍﾞﾙ パリ会議動向」

第 42 回（10/23） 「欧州の環境管理・監査動向」

キャノン

上原春夫氏

日本品質保証機構

第 43 回（11/20） 「ﾗｲﾌｻｲｸﾙ･ｱｾｽﾒﾝﾄの最新動向」

中山義雄氏

エコマネジメント研究所

第 44 回（12/18） 「東芝グループの環境監査」

森下 研氏

（株）テルム

岸川浩一郎氏

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ １９９５年 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第 45 回（1/22）

「ローカル・アジェンダ国内動向」

環境庁

海野耕太郎氏

第 46 回（2/19）

「環境基本計画について」

環境庁

戸田英作氏

第 47 回（3/12）

「環境管理ｼｽﾃﾑに関する国際標準化の動向
及びトライアル事業の実施について」

通産省

太田雄彦氏

第 48 回（4/23）

「ｴｺ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞとエコラベル」

第 49 回（5/28）

「キャノンにおける環境監査
と BS7750 の取得」

ｸﾞﾘｰﾝ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ研究所 沖 啓介氏
キャノン（株）環境技術ｾﾝﾀｰ所長 山本英明氏

第 50 回（6/25）

「エスジーエスの認証活動」

（株）ｴｽｼﾞｰｴｽ開発事業部長

第 51 回（7/23）

「ISO/TS207 オスロ会議の報告」

＊＊＊ （8/26）

4 周年記念会合

第 52 回（9/24）

「オストランド社の環境監査を行って」

第 53 回（10/22） 「製品ﾗｲﾌｻｲｸﾙ・ｱｾｽﾒﾝﾄ‐‐紙製品飲料
容器ﾘｻｲｸﾙに関する研究を中心に」
第 54 回（11/19） 「自己責任社会・循環型社会と
メルセデスベンツの実績」
第 55 回（12/10） 「ISO/TS207/SC3（ｴｺﾗﾍﾞﾙ）ソウル会議報告」

西 健氏

環境庁

戸田英作氏

広島大学教授

早瀬光司氏

東京水産大学助教授

石川雅紀氏

富士総合研究所

金谷年展氏

キャノン

上原春夫氏

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ １９９６年 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第 56 回（1/21）

「コニカ欧州子会社の
EMAS 認証取得について」

コニカ（株）環境安全推進室 津田泰夫氏

第 57 回（2/18）

「環境活動評価ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑについて」

環境庁企画調整局

第 58 回（3/24）

「環境報告書を読むﾌﾟﾛｼﾞｭｸﾄ
(ERP）活動報告」

第 59 回（4/21）

「ISO/TS207/SC4（EPE）最新動向紹介」

戸田英作氏

EARG 後藤敏彦氏
岸川浩一郎氏
資源環境研究所

角田季美枝氏
茂木資子氏
水野建郎氏

＊ ＊＊ （5/16‐17）環境管理・監査セミナー（工学研究社主催）
第 60 回（6/16）

「ISO/TC207/SC5（LCA）及び
日本の LCA の動向について」

産業環境管理協会

第 61 回（7/21）

「ISO ﾘｵ総会報告－環境ラベルを中心に」

＊＊＊ （8/23）

5 周年記念会合

第 62 回（9/8）

「環境審査登録第三者認証制度について」

第 63 回（10/20） 「消費者からみた環境管理・監査」
第 64 回（11/17） 「PRTR について」

環境監査研究会

キャノン

上原春夫氏

JAB

今井 充氏

消費科学連合会

原 早苗氏

環境科学情報センター

－4－

須田茂氏

村上 治氏
’2002 年 8 月

第 65 回（12/15） 「中堅企業の EMS 構築について」

東洋スクリーン

坪内信行氏

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ １９９７年 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第 66 回（1/19）

「環境活動プログラムの実施状況について」

環境庁

第 67 回（2/16）

「建設業を中心とした ISO14000 欧州調査報告」

第 68 回（3/16）

「グリーン購入ネットワーク
（GNP）の活動について」

森下 哲氏

CSD 研究会 加島義則氏
GNP 緑川芳樹氏

第 69 回（4/13）

「ｲｷﾞﾘｽとｵﾗﾝﾀﾞの地方自治体の環境監査」

東京都

第 70 回（5/18）

「ISO/TC207 京都総会報告」

第 71 回（6/22）

「マテリアルフロー資源勘定について」

第 72 回（7/13）

「地球温暖化に関する動向について」WWF ジャパン自然保護室

＊＊＊ （8/23）

６周年記念会合

第 73 回（9/28）

「ドイツ循環環境法について」

大野まさ代氏

日本規格協会

寺田 博氏

国立環境研究所

森口祐一氏

在日ドイツ商工会議所

渡辺耕一氏

林 哲裕氏

第 74 回（10/26） 「審査登録制度の現状と第三者認証の信頼性について（仮）
」
（財）日本品質保証機構 ISO 審査本部副本部長
第 2 審査センター所長 市川昌彦氏
第 75 回（11/9）

「監査論と環境監査」

第 76 回（12/7）

「環境報告書について」

中央大学商学部教授
神戸大学助教授

矢部浩祥氏
國部 克彦氏

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ １９９８年 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第 77 回（1/18）

「TC207/SC3 エコラベルの審議状況」

産業環境管理協会

上原春夫氏

第 78 回（2/15）

「LCA の現状と課題：日本 LCA ファーラムの活動を中心として」
環境管理ｾﾝﾀｰ

須田 茂氏

第 79 回（3/15）

「COP3 のその後：産業界の取り組みを中心として」
（社）経済団体連合会産業本部地球環境グループ 秋元 直氏

第 80 回（4/19）

「化学物質のﾘｽｸ･ｱｾｽﾒﾝﾄとﾏﾈ-ｼﾞﾒﾝﾄ」化学品安全管理研究所所長

第 81 回（5/24）

「自治体 ISO14001 審査登録について－上越市の例を中心にして－」
（株）日本環境認証機構 主任審査員 中牟田 氏

第 82 回（6/21）

「ソーシャル・インベストメントとは何か」
環境監査研究会幹事 公認会計士・高崎経済大学講師 水口 剛氏

第 83 回（7/26）

「ISO/TC207 サンフランシスコ会議の結果報告」
環境庁企画調整局 環境保全活動推進室 室長補佐 大熊 一寛氏

＊＊＊ (8/29)

7 周年記念会合

大島 輝夫氏

第 84 回（9/20） 「グリーン購入についてーグリーン購入ネットワークの現状と課題」
グリーン購入ネットワーク
佐藤 博之氏
第 85 回（10/18） 「OECD の PRTR 国際会議報告」
環境監査研究会代表幹事
後藤 敏彦氏
第 86 回（11/15） 「プロジェクトマネジメントの動向」
（株）プロシード 取締役
西 健氏
第 87 回（12/13） 「IATCA（国際審査員及び研修コース審査登録協会）の動向」
（社）産業環境管理協会
環境マネジメントシステム審査員評価登録センター参事
須田 茂氏
環境監査研究会

－5－

’2002 年 8 月

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ １９９９年 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第 88 回（1/24） 「ISO/TC207/SC4（環境パフォーマンス評価）最新動向
―クアラルンプール会議報告」
（社）産業環境管理協会調査企画部
松本 清文氏
第 89 回（2/21） 「サイトアセスメント」
千代田デームス・アンド・ムーア 環境部
牧 明彦氏
第 90 回（3/28） 「環境ラベル（ISO14020s）の最新動向」
環境監査研究会幹事 （社）産業環境管理協会
上原 春夫氏
第 91 回（4/18） 「大学での ISO140001 認証取得」
武蔵工業大学 環境情報学部教授
中原 秀樹氏
第 92 回（5/23） 「GRI ガイドラインについて」
環境監査研究会代表幹事
後藤 敏彦氏
第 93 回（6/20） 「TC207 報告」
環境庁企画調整局 環境保全活動推進室 課長補佐
大熊 一寛氏
第 94 回（7/25） 「HACCP の現状と動向」
エス・ジー・エス・ファーイーストリミテッド 製品認証部 マネージャー
川元 将氏
＊＊＊ (8/21)
8 周年記念会合
第 95 回（9/19） 「LCA－解釈とは？」
通産省工業技術院 機会技術研究所 工学博士 研究調査官
赤井 誠氏
第 96 回（10/24） 「ISO 認証取得の事例報告一流通業」
（株）西友 環境対策室室長
小林 珠江氏
第 97 回（11/14） 「エコラベル～主としてタイプ 1 についてスタートから現在まで」
（財）日本環境協会・SC3 エキスパート
橋爪 繁幸氏
第 98 回（12/12） 「環境会計－日本公認会計士協会の取り組みほか」
日本公認会計士協会 環境監査専門部会 環境会計ｸﾞﾙｰﾌﾟ主査 環境監査研究会幹事 水口 剛氏
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ２０００年 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第 99 回（1/23） 「タイプ 3 の今後の方向性」
（社）産業環境管理協会
上原 春夫氏
第 100 回（2/20） 「商社における ISO14001」
伊藤忠商事（株） 地球環境室長
清水 寿郎氏
第 101 回（3/26） 「OHSAS18001（労働安全衛生マネジメントシステム）と ISO 化の動向について」
BSI ジャパン（株）副社長
吉村 正道氏
ｱｼｽﾄ&ﾍﾞｽﾄｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ事務所長 労働安全・衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
雫 文男氏
第 102 回（4/16） 「東京都水道局における環境会計への取組み」
東京都水道局総務部主計課 課長
小山 隆氏
第 103 回（5/21） 「環境庁の環境会計ガイドライン」
環境庁企画調整局企画調整課 調査企画室長
小木津 敏也氏
第 104 回（6/18） 「ISO 取得事例研究：建設業」
大成建設（株） 安全・環境本部 環境マネジメント部 地球環境室室長
大竹 公一氏
第 105 回（7/23） 「ISO／TC ストックホルム会議報告」
環境庁企画調整局 環境保全活動推進室 係長
熊倉 基之氏
第 106 回（9/17） 「富士ゼロックスにおける土壌･地下水の浄化対策と情報公開」
富士ゼロックス㈱ 人総ｾﾝﾀｰ岩槻総務部
新信 達朗氏
第 107 回（10/15） 「横須賀市の環境会計」
神奈川県横須賀市環境部環境管理課政策担当
松尾 和浩氏
第 108 回（11/19） 「ISO14001 取得事例～廃棄物処理業」
太平興産㈱
代表取締役 山上 毅氏
第 109 回（12/10） 「HACCP の現状」
㈱フーズデザイン 代表取締役
加藤 光夫氏
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ２００１年 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第 110 回（1/21） 「COP３報告～地球温暖化問題 COP６報告」 気候フォーラム
平田 仁子氏
環境監査研究会
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第 111 回（2/18） 「環境庁の環境パフォーマンス指標・環境報告書ガイドライン」
環境庁
熊倉 基之氏
第 112 回（3/25） 「ＩＳＯ１４０１５について」
財団法人日本品質保証機構 システム技術室
渡邉 格氏
第 113 回（4/15） 「ISO 取得事例研究～法律事務所」
関東法律事務所
中園 繁克弁護士
第 114 回（5/20） 「改定廃掃法と課題」
弁護士 佐藤 泉氏
第 115 回（6/18） 「食品リサイクル法について」
農林水産省総合食料局 食品作業企画課 食品環境対策室 食品ﾘｻｲｸﾙ班担当補佐
加藤氏
第 116 回（7/22） 「ISO/TC207 クアラルンプール総会報告」
環境省 環境経済課 川浪 誠氏/環境監査研究会
後藤 敏彦氏
第 117 回（9/30） 「建設リサイクル法について」
㈱竹中工務店東京本店安全環境部 大平 将之氏
第 118 回（10/14） 「燃料電池について」
燃料電池開発情報センター事務局長 増永 信彦氏
第 119 回（11/18） ＩＳＯ１９０１１の動向
(財)日本品質保証機構 特別参与 市川 昌彦氏
第120回（12/16）
「企業の環境格付け」
株式会社 ニッセイ基礎研究所
主任研究員 川村 雅彦氏
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ２００２年 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第 121 回（1/20） 「環境コミュニケーション規格の動向」
環境監査研究会 後藤 敏彦氏
第 122 回（2/17） 「家電リサイクル法 現場からの報告 政令指定都市における家電リサイクル法への取組」
横浜市環境事業局 松野 一郎氏
第 123 回（3/10） 「フロン回収法、自動車リサイクル法」
元ストップ・フロン全国連絡会事務局長 桃井 貴子氏
第 124 回（4/14） 「COP7 の概要、京都議定書批准および今後の課題」
気候ネット事務局 平田 仁子 氏
第 125 回（5/19） 「東京都の土壌汚染条例」
東京都環境局環境改善部 土壌地下水汚染対策担当 副参事 宮川 正孝氏
第 126 回（6/23） 「環境会計 経産省ガイドライン、環境省改訂ガイドライン」
水口 剛 氏（両検討会委員、高崎経済大学助教授、環境監査研究会監事
第 127 回（7/14） 「ISO/TC207 ヨハネスブルグ総会報告」
経済産業省 管理システム標準化推進室室長 吉村宇一郎氏

2.
講演会
平日の夜を中心に、環境監査を実施している企業の方、専門家の方々のお話を伺い、文献ではわからない環
境監査の実務面の情報や最新の情報を得ることを目的とした会として開かれました。日曜日の定例会が講演会
形式に移行するに従い、サロンに移行しました。
第 1 回（'91 8/1）
第 2 回（'92 1/20）
第 3 回（'92 2/6）
第 4 回（'92 11/21）
第 5 回（'92 11/21）
第 6 回（'93 6/4）

環境監査研究会

「環境監査の先進事例」 － NEC の実践 －
講師 日本電気 環境管理部長代理
山口耕二氏
「ホールキンブレル社の環境監査業務」
講師 エピスタット東アジアディレクター
コールド・スミス氏
「ダウ・ケミカルの環境管理政策と環境監査」
講師 ダウ・ケミカル日本 環境管理部長
高木登夫氏
「米国での環境保護団体及び企業との関係」
講師 Conservation International
福岡史子氏
「アメリカでのリサイクル運動について」
講師 Global Exchange キャロル・ワグナー氏
「欧州の環境監査最新動向について」
講師 UK CEED
デビット・コープ氏
－7－
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3. サロン
月 1 回の定例会と別に、平日の夜の会合として開かれました。
第 1 回（'94/10/19）
「BCSD ジュネーブ会議」
笹川財団
長谷川雅代氏
第 2 回（'94/1/6）
「イギリスの環境管理動向」
UK CEED デビット・コープ氏
第 3 回（'94/5/16）
「アムステルダム大学交流会」
第 4 回（'94/6/30）
「ISO ゴールドコースト会議」
旭化成
大島義貞氏
第 5 回（'95/1/6）
「英国自治体の環境監査」
UK CEED デビット・コープ氏
第 6 回（'95/4/17）
「IBM の環境監査実務」
IBM USA
ジュン氏
第 7 回（'95/5/26）
「EAR の活動と EARG」
EAR
R. ランド氏
第 8 回（'96/9/13）
Asia Environmental Trading Review
D. タナー氏
第 9 回（'96/11/13）
「イギリスの環境行政雑感」
環境庁
江口博行氏
第 10 回（'97/7/13）
WWF（世界自然保護基金）
クリス・エリオット氏
第 11 回（'97/10/3）
米国 EPA Holly Elwood さんを囲む会
H.Elwood 女史
第 12 回（'97/10/15）
アジア環境レビュー誌
Dylan Tanner 氏を囲む会
D. タナー氏
第 13 回（'98/1/7）
英国留学中の西澤真理子さんを囲む会
第 14 回（'98/1/23）
アジア環境レビュー誌 Dylan Tanner 氏を囲む会－2 回目
D. タナー氏
第 15 回（'98/7/13）
「環境会計」
日本 IBM
岡本享二氏
第 16 回（’98/10/21） 「コー円卓会議（Global Caux Round Table）
」 イトーヨーカ堂
稲岡稔氏
第 17 回（’99/7/13）
イギリス公認会計士勅許協会 Roger Adams 氏を囲む会
R. アダムス氏
第 18 回（’99/10/27） 「POPS について」
山岡 真佐美氏
第 19 回（’2000/4/7） 「政令都市での廃棄物行政について」 環境監査研究会幹事
高橋 俊和氏
第 20 回（2001/4/25） 「環境省の機構と機能」環境省総合環境政策局環境経済課 課長補佐 熊倉基之氏
第 21 回（2001/6/7） 「環境会計」
、国連環境会計専門家フォーラムに参加のため来日した、テラス・インス
ティテュート、デボラ・サベッジ氏、英国ＡＣＣＡ、レンチェル・ジャクソン氏を
迎え開催。

４.

設立記念会合・シンポジウム
・設立 1 周年記念シンポジウム（'92/8/30）
講演―環境管理システムの実例
「ザ・ボディショップの実例」
「NEC の実例」
パネルディスカッション－環境監査の現状と展望－
＜パネラー（五十音順）＞
上田晃輔氏 （社）全国産業廃棄物連合
河野正男氏 横浜国立大学教授
矢部浩祥氏 中央大学教授
＜コーディネーター＞
大磯幸雄氏 公認会計士
・設立 3 周年記念会合（'94/8/27）
講演 「財政金融と環境」

ザ・ボディショップ
小野麻弥氏
日本電気
山口耕二氏

海野みづえ氏 ﾛｰﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾙｶﾞｰﾌｧｳﾍﾞﾙ
水口剛氏
バルディーズ研究会

大蔵省

加藤秀樹氏

・設立 4 周年記念会合（'95/8/26）
講演－アメリカ報告
「住んでみて発見したアメリカの環境事情」
EARG 倉阪智子氏
「ﾗｲﾌｻｲｸﾙ全体のデータで自動車の寿命変化の
影響をみる－米国留学報告」
東洋経済新報社
森 哲郎氏

環境監査研究会
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・設立 5 周年記念会合（'96/8/24）
講演
「EMS で SD は実現するのか」
京都大学教授
内藤正明氏
＜パネラー（五十音順）＞
上原春夫氏 海野みづえ氏 河野正男氏 内藤正明氏 村上智美氏
・設立 6 周年記念会合（'97/8/23）
講演―情報公開について考える
「情報公開と民主主義の原理～「恥の文化」
「罪の文化」の視点から」 関 曠野氏
パネルディスカション－企業の情報公開－
＜パネラー（五十音順）＞
角田 季美枝氏
環境監査研究会幹事
東間 一夫氏
日本国土開発（株）環境部長
楢木 茂實氏
環境監査研究会幹事
間瀬 美鶴子氏
監査法人トーマツ公認会計士
・設立 7 周年記念会合（’98/8/29）
講演―「環境会計」 横浜国立大学経営学部教授・環境監査研究会顧問
河野正男氏
「米国環境保護庁の環境会計」
米国環境保護庁
H. エルウッド氏
パネルディスカッションー外部環境会計・内部環境会計―
＜パネラー（五十音順＞
河口 真理子氏
大和総合研究所証券アナリスト
國部 克彦氏
神戸大学助教授
多田 博之氏
（株）ソニー社会環境部
伏見 小百合氏
日経産業消費研究所・ジャーナリスト
丸山 陽司氏
日本公認会計士協会環境監査研究部会長・KPMG
・GRI 環境報告書セミナー（’99/4/14）
挨拶（環境報告書をめぐる動向について等）
中央大学商学部教授・環境監査研究会顧問 矢部浩祥氏
（社）産業環境管理協会環境管理センター調査企画部部長 須田茂氏
（社）全国環境保全推進連合会副理事長・環境報告書ﾈｯﾄﾜｰｸ代表幹事 山口耕二氏
GRI について
環境監査研究会代表幹事 倉阪智子氏
ガイドライン解説 環境監査研究会代表幹事 後藤敏彦氏
環境報告書の方向性と GRI の意義 神戸大学助教授 國部克彦氏
（ｸﾞﾘｰﾝ･ﾘﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞ･ﾌｫｰﾗﾑ共同ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）
・設立 8 周年記念会合（’99/8/21）
挨拶 横浜国立大学経営学部教授・環境監査研究会顧問
河野正男氏
講演―「リスク・コミュニケーションと環境マネジメント」
横浜国立大学経営学部教授
浦野 紘平氏
パネルディスカッション
＜パネラー（五十音順＞
池田 こみち氏
(株)環境総合研究所副所長
佐々木 修氏
(株)東芝 研究開発ｾﾝﾀｰ施設・環境保全部環境保全担当ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
塩沢 文朗氏
通商産業省化学品安全課長
筑紫 みずえ氏
(株)グッドバンカー代表取締役
小山 富士雄氏
三菱化学（株）環境安全部部長
・ GRI シンポジウム（’99/12/16）
挨拶（持続可能性報告についての世界共通フレーム等）
中央大学商学部教授・環境監査研究会顧問 矢部浩祥氏
環境監査研究会
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GRI について
環境監査研究会代表幹事
倉阪 智子氏
基調講演Ⅰ
Dr. Allen White
基調講演Ⅱ
日本電気(株)環境管理部長、環境報告書ネットワーク代表幹事
山口 耕二氏
パネルディスカッション
テーマ「企業は何故、持続可能性についてのパフォーマンスを報告するのか」
コーディネーター
Dr. Allen White
後藤 敏彦氏（環境監査研究会代表幹事 GRI 運営委員）
＜パネラー（五十音順＞
河口 真理子氏
(株)大和総研産業コンサルティング部次長 証券アナリスト
多田 博之氏
ソニー(株)社会環境部企画室長
山口 昭氏
(株)木の城たいせつ 創業オーナー、(株)冬総合研究所 創設者
吉田 達雄氏
キリンビール(株) 取締役社会環境部長
和田 政信氏
日産自動車(株) 環境・安全技術部部長
・設立 9 周年記念会合（20008/26）
「GRI ガイドラインと今後の方向性」
挨拶―中央大学教授・環境監査研究会顧問
矢部浩祥氏
解説―「GRI2000 年 6 月ガイドラインについて」
環境監査研究会代表幹事・GRI 運営委員
後藤敏彦
基調講演―「環境報告書の方向性」 河野正男氏
パネルディスカッション
コーディネーター 後藤敏彦
＜パネラー（五十音順＞
大和田 順子氏
ザ・ボディショップ CR 部長
河野 正男氏
横浜国立大学教授 環境監査研究会顧問
高
巖 氏
麗澤大学国際経済学部助教授
西澤 真理子氏
ﾄﾞｲﾂ･ﾊﾞｰﾃﾞﾝﾋﾞｭﾙﾃﾝﾌﾞﾙｸ州技術ｱｾｽﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ客員研究員
・
「GRI ガイドラインと SRI（社会的責任投資）
」
（2001/3/15）
基調講演Ⅰ
「社会責任報告・GRI ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ・SRI」
横浜国立大学教授 環境監査研究会顧問河野 正男氏
基調講演Ⅱ
「SRI（社会的責任投資）について」
高崎経済大学助教授 環境監査研究会幹事 水口剛氏
パネルディスカッション
コーディネーター
後藤 敏彦氏（環境監査研究会代表幹事 GRI 運営委員）
＜パネラー（五十音順＞
河口 真理子氏
証券アナリスト
斎藤 槙 氏
(株)Earth Sector(New York)共同設立者
西口 徹氏
朝日生命保険相互会社社会貢献室長
菱山 隆二氏
経営倫理実践研究センター
水口 剛氏
(前出)
・GRI シンポジウム「信頼性の確保について」
（2001/7/9）
挨拶と趣旨説明 後藤敏彦（環境監査研究会代表幹事 GRI 運営委員）
基調講演Ⅰ
「GRI～Now &Future（GRI の今後）
」
GRI 事務局 ﾃｵﾄﾞﾘｰﾅ・ﾚｼﾄﾞﾚﾝｽｶ博士
基調講演Ⅱ
「信頼性の確保について」
GRI 運営委員・VWG 座長 ｶﾅﾀﾞ公認会計士協会 アラン・ウィルス氏
パネルディスカッション
コーディネーター
水口 剛氏（高崎経済大学助教授 環境監査研究会幹事）
＜パネラー（五十音順＞
アラン・ウィルス氏
前出
環境監査研究会
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荒田 鉄二 氏
飯田 冨美子氏
古室 正充氏

環境文明２１研究所 NEC 環境報告書関与
環境管理センター常勤監査役 日本監査役協会常任理事
㈱ﾄｰﾏﾂ環境品質研究所代表取締役社長 公認会計士

・設立 10 周年記念会合（2001/8/26）
「次の１０年の課題」
挨拶―横浜国立大学教授・環境監査研究会顧問
河野正男氏
基調講演―環境文明 21 代表 加藤三郎氏
中央大学駿河台記念館
・GRI シンポジウム「ＧＲＩガイドラインと企業評価」
2002年３月7日（木） 青学会館
（このシンポジウムは平成 13 年度地球環境事業団地球環境基金の助成を受けて開催されまし
た）
基調講演 Ⅰ星野 進保氏 向社会性研究所代表（元ＮＩＲＡ理事長）
基調講演 Ⅱ倉阪 秀史氏 千葉大学法経学部助教授
パネルデイスカツション
パネリスト （50 音順）
倉阪 秀史氏 （基調講演者）
小榑 雅章氏 向社会性研究所
斎藤 栄子氏 ㈱三和総合研究所 環境・エネルギー室 室長
三田 和美氏 環境経営学会会長代理
山村 宜之キリンビール 社会環境部部長代理
コーディネーター
後藤敏彦（環境監査研究会代表幹事、ＧＲＩ運営委員）

５.

入門セミナー

・環境管理・監査システム入門講座（’95/2/25）
・環境管理・監査セミナー（’96/5/16-17）

環境監査研究会 特別企画
工学研究社主催

6. 特別プロジェクト
'92
＞
'93/6'94/10-'96/3

環境報告書を読む

＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：倉阪 智子氏

環境監査チェックリストの比較研究
＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：海野みづえ氏＞
環境報告書を読む（ERP）
（ﾊﾞﾙﾃﾞｨｰｽ研究会との合同ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）
＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：角田季美枝氏＞
'96/4-'98/4
地方自治体の EMS（LEMS）
＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：村上 智美氏＞
'98/1-6
環境報告書表彰プロジェクト 分科会 （ERA）
＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：後藤 敏彦氏＞
'98/3-6
TC207 サンフランシスコ総会プロジェクト（SFP）＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：上原 春夫氏＞
'98/7-'99/7
環境報告書ベンチマークプロジェクト（BER） ＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：後藤 敏彦氏＞
'98/10-'99/6* 環境監査人ﾈｯﾄﾜｰｸ設立準備会（EANet）
＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：岸川 浩一郎氏＞
*日本環境監査人協会（JEAA）設立（’99 年 6 月 12 日）を以って解散。
’99/7-'2000/8* 環境報告チーム
＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：後藤 敏彦氏＞
’2000/92000 年度環境報告チーム
＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：後藤 敏彦氏＞
・‘2000/11/29
ワークショップ 社会的指標について
話題提供１ Dr.Robert Kinloch Massie,GRI Chair
話題提供２ 稲岡 稔氏（イトーヨーカ堂取締役）
第三者検証
話題提供 Dr.Robert Kinloch Massie,GRI Chair
（全体討論司会 後藤敏彦
環境監査研究会
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・2001/7/10
GRI ベリフィケーションワーキンググループ
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ： アラン・ウィリス氏（CICA）
テオドリーナ・レシドレンスカ氏（GRI）
後藤 敏彦氏
企業、監査法人、NGO、海外，等 35 名
7. その他
・1998 年度より 2001 年まで環境レポート大賞の公式協力団体。
（1997 年度については非公式協力）
・平成 11 年度、12 年度、13 年度において、当会の活動のうち「環境報告書グローバルガイド策定普及プロジ
ェクト」が環境事業団の助成金対象事業に認定されています。

環境監査研究会
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