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20220614 2022年度第 1 回評議委員会開催報告 

 

１．第 1 回理事会・評議委員会（集会・リモート併用）実施経緯 

2020 年 2 月中下旬から日本においても新型コロナウイルス（SARS2-COVID19）の感染拡大 

に対する抑止対策は 2021 年度にも実施が続いている。この間、SGEC の会合は抑止対策の当 

初は書面審議方式（全員の合意による決議）で実施したが、2020 年度後半からは集会・リモー 

ト併用方式（多数決による決議）に変更して実施した。 

 

2. 評議委員会実施概要 

SGEC は 2022 年 6月 14日に、千代田区永田町ビル４階の日本治山治水協会大会議室にて、 

2022 年度第 1 回評議委員会（会場・リモート集会併用：理事会と同日開催）を開催した。座

長は、永田 信 大日本山林会会長）で、議題１2021 年度事業報告及び 決算・財務諸表（案）

について 議題２ 修正収支予算（案）について 議案３ 役員の選任について審議した。ま

た、役員の職務執行状況報告がなされた。評議委員会は事務局の説明に対し、若干の質疑のの

ち、原案を了承し、理事会・会長に報告した。 

 

2.1 実施内容会議次第・理事名簿等 

(1) 会議次第・理事名簿は以下の配布説明資料に添付。 

(2) 出席者 評議委員８名（評議委員定員 2１名）（座長：永田 信 大日本山林会会長） 

事務局員５名 

 

2.２ 配布説明資料 

 2022 年度定時社員総会資料 

（注：総会資料を流用。別添：2021 年度 SGEC 理事監事顧問名簿、評議委員名簿； 

評議委員会会配布資料も同じ） 
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2022年度定時社員総会資料

日時 2022年6月28日(火)14:00～16:OO

場所 千代田区永田町2－4－3永田町ピル4階大会議室

（会場リモート(Zoom参加)併用開催）

一般社団法人緑の循環認証会議(SGEC/PEFCジャパン）
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報告事項1

2021年度事業報告について

2021年度事業報告
(事業期間2021年4月1日から2022年3月31日）

1 ．総括

2019年度末から､新型コロナウイルス(SARS2-COVIDl9)の感染が拡大し､2022年l～3

月の第6波(オミクロン株)まで､政府による断続的な緊急事態宣言蔓延防止措置(外出の

自粛､3密回避の徹底を要請)が講じられてきたが､なお､終息していない｡また､世界的な

新型コロナの蔓延とともに､2022年3月にはロシアのウクライナ侵攻が始まり､認証材を含む

木材貿易など経済活動に大きな影響が出てきている。

一方､世界の社会経済は､引き続き｢環境｣と｢持続可能性(サステナビリティー)｣をキーワ

ードとする枠組みへの移行を指向しており､持続可能な開発目標(SDGs)の達成が､世界全

体で取り組むべき最大の課題となっている。

このような中で、一般社団法人緑の循環認証会議(略称:SGEC/PEFCジャパン)は、

2020年度第2回理事会で決議された2021年度事業計画に基づき、

1.SGEC/PEFC認証拡大に向けての取り組み

(SDGsに貢献するSGEC/PEFC認証活動:SGEC/PEFC認証材ビジネスの活性化､認

証材､認証製品の拡大に向けた自治体等との連携）

2. SGEC/PEFC認証規格の改正と厳格な運用

(SGEC改正規格の円滑な施行とPEFCとの相互承認､信頼される認証のための体制の

整備）

3.SGEC/PEFC認証業務の執行体制の充実

（「日本マーケティングプロジェクト｣との連携､大阪万博対応プロモーション等の業務実

施）

4会員の拡大の推進

5.広報の充実等を中心に事業を実施した。

これら事業の実施に当たっては､定款等に基づくとともに､透明性を確保した運営に努め

た。
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2会議（社員総会、理事会、評議委員会）

定款に基づき､社員総会を1回､理事会を2回､評議委員会を2回開催した｡新型コロナ

ウィルスの感染拡大抑止対策に対応し､会議の方法を書面審議方式､集会方式､集会及び

リモート(Zoom)参加の併用方式を適宜選択して実施した。

(1) 2021年度定時社員総会

2021年6月29日に東京都千代田区の｢永田町ピル4階大会議室日本治山治水協会

会議室｣において､2021年度定時社員総会(議長:佐々木SGEC会長)を会場､リモート

(Zoom)参加併用方式にて開催し､下記の事務局提出議案を原案どおり承認した。

議案

議案第1号 2020年度決算･財務諸表について

議案第2号役員の選任について

報告事項

l.2020年度事業報告について

2.2021年度事業計画及び収支予算

3.2021年度修正収支予算について

4．評議委員の選任について

5．役員の職務執行状況

参考資料

l. 役員の職務執行状況

2. SGEC改正規格文書

(SGEC/PEFCホームページ規格文書の2020年度第二回評議委員会･理事会(3月30日）

資料参照）

(2) 2021年度理事会

①第一回理事会

2021年(令和3年)6月2日に千代田区永田町ビル4階の日本治山治水協会大会議

室において､2021年度第一回理事会(会場･リモート集会併用:評議委員会と同日開

催)を開催した。

座長は､前田直登副会長((一社)日本林業協会会長)で､議案:2020年度事業報

告､2020年度決算報告､2021年度修正収支予算(案)、評議委員の選任､理事の選

任等の議案及び報告事項:役員の職務執行状況に関し審議し､理事会は､評議委

員会の議論も踏まえ､事務局提案を全会一致で了承した。

出席者

日時

場所

理事16名(定員20名）監事2名（議長:前田副会長)事務局員5名

2021年6月2日(水曜日)午前10:00～12:00(評議委員会と同日開催）
永田町ビル4F大会議室((一社)日本治山治水協会大会議室）
〒100-0014東京都千代田区永田町2-4-3永田町ピル4F

（会場､リモート参加併用）

【 2021年度第一回理事会議事次第】

1.開会

2.会長挨拶
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3.議事

議案第1号2020年度事業報告について
議案第2号2020年度決算報告について

議案第3号2020年度監査報告について
議案第4号評議委員の選任について
議案第5号理事の選任について
議案第6号その他

[報告事項］

1. 2021年度役員の職務執行状況
2. 2021年度事業計画について

3. 2021年度収支予算について

4.閉会

②第二回理事会

2022年3月29日に､2020年度第2回理事会(議長:前田副会長;日本林業協会会

長)を千代田区永田町ビル4階日本治山治水協会大会議室にて､会場･リモート(Zoom

方式)併用(評議委員会と同日開催)方式にて実施した｡事前の閲覧検討のため議事資

料(事務局提案説明用)はE-Mail送信した。

2021年度事業計画及び予算案､SGEC規格(規準･ガイド文書)の一部改正等におい

て審議し､原案どおり承認された。

出席者

日時

場所

理事16名(定員20名）監事2名（議長:前田理事:g'1会長)事務局員5名

2022年3月29日(火曜日)午後14:00-16:00(評議委員会と同日開催）

永田町ピル4F大会議室((一社)日本治山治水協会大会議室）
T100-0014東京都千代田区永田町2-4-3永田町ビル4F

[2021年度第二回理事会次第］

l.開会

2.会長挨拶

3.議事

く評議委員会･理事会共通議案〉

議案第1号2021年度事業報告及び2022年度収支予算(案)について
議案第2号SGEC改正規格のPEFC相互承認について(対応案）

<理事会專議議案〉

議案第3号2022年度通常総会の日程及び議案について

(3) 2021年度評議委員会

①第一回評議委員会

2021年(令和3年)6月2日に千代田区永田町ピル4階の日本治山治水協会大会議室

において､2021年度第一回評議委員会(会場･リモート集会併用:評議委員会と同日開

催)を開催した｡座長は､永田評議委員(大日本山林会会長)で､議案:2020年度事業報

告､2020年度決算報告､2021年度修正収支予算(案)、評議委員の選任､理事の選任、

その他､及び､報告事項:役員の職務執行状況に関し審議した。
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なお､両会議の同時並行進行時は､共通議題(議案1号､2号)については､評議委員

会先議で実施した｡評議委員会は､事務局説明を了承したうえで､若干の質疑･意見を

含め､理事会に回付した。

評議委員7名(定員20名） （座長:藤原評議委員)事務局員5名出席者

日時

場所

2021年6月2日(水曜日)10:00～12:00

永田町ビル4F大会議室((一社)日本治山治水協会大会議室）
〒100-0014東京都千代田区永田町2-4-3永田町ビル4F

（会場､リモート(Zoom)参加併用)(理事会と同日開催）

【2021年度第一回評議委員会議事次第】

l.開会

2.会長挨拶

3.議事

議案第1号2020年度事業報告について

議案第2号2020年度決算報告について
議案第3号2020年度監査報告について

議案第4号評議委員の選任について

議案第5号理事の選任について

議案第6号その他

[報告事項］

l.役員の職務執行状況

2. 2021年度事業計画について

3. 2021年度収支予算について

4.閉会

資料集（第一回評議委員会・理事会）

資料3-1 2020年度事業報告(案）

資料3-22020年度決算報告(案）

資料3-32020年度監査報告

資料3-4評議委員一覧(現況)(評議委員の選任(案)を当日会場配布）

資料3-5理事一覧(現況)(理事の選任(案)を当日会場配布）

資料3-6役員の職務執行状況

資料3-7報告事項2021年度事業計画(2020年度第二回評議委員会

資料3-8報告事項2021年度収支予算(2020年度第二回評議委員会

資料3-9その他

2021年度事業計画(2020年度第二回評議委員会･理事会承認済）

2021年度収支予算(2020年度第二回評議委員会･理事会承認済）

②第二回評議委員会

2022年3月30日に､2020年度第二回評議委員会(座長;永田信大日本山林

会会長)を千代田区永田町ビル4階日本治山治水協会大会議室において､会場・

リモート(Zoom方式)併用(評議委員会と同日開催)方式にて実施した｡事前の閲覧

検討のため議事資料(事務局提案説明用)はE-Mail送信した。

2021年度事業計画及び予算案､PEFCの相互承認において求められた次期レビ

ュー次期の明示を踏まえたSGEC規格(規準･カｲド文書)の一部改正等について事

務局提案を審議承認し､理事会に回付した。
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出席者

日時

場所

評議委員13名(座長:永田信評議委員)事務局員5名

2022年3月30日(火曜日)午後14:00～16:00(理事会と同日開催）

永田町ビル4F大会議室((一社)日本治山治水協会大会議室）
T100-0014東京都千代田区永田町2-4-3永田町ビル4F

（会場･リモート集会併用方式）

【2021年度第二回評議委員会議事次第】
l.開会

2.会長挨拶

3.議事

（評議委員会･理事会共通議案）

議案第1号 2021年度事業報告及び2022年度収支予算(案)について

議案第2号 SGEC改正規格のPEFC相互承認について(対応案）

(理事会專議議案）

議案第3号 2022年度通常総会の日程及び議案について

3.SGEC規格の運営・管理

2020年度第二回理事会(2021年3月30日）においてSGEC規格の改正の決定が行わ

れたが､2022年4月6日、PEFCに対し､この改正規格についての相互承認の更新申請を行

い､2022年1月31日付で相互承認継続の確認を得た。

一方､SGEC改正規格の内容及び移行期限等について認定機関､認証機関､認証取得

者に対し説明会等を開催し周知徹底を行った。

また､FMグループ認証の促進方策とSGECの活動関連した方策に関連した委託調査を

実施した。

(1) SGEC改正規格に対するPEFCの相互承認評価への対応

SGEC改正規格についての相互承認申請からその適合性審査､相互承認維持の通知

までの経緯は以下の通り。
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2021年度SGEC改正規格のPEFC適合性審査日程概要

注: 2015年以降､PEFCの規格も逐次見直しが行われてきたことから､SGEC事務局作業グループは2018

年度から規格の改正に向けた検討を開始していた。

2020年度にはPEFCの規格制定に係る手順にそって､2020年6月総会での改正の組織決定､規

格管理委員会の創設とパブコメ案の決定､パブコメ(公開競技)実施､意見聴取と改正素案への反映、

第2回規格管理委員会での改正原案の決定､評議委員会審議､2021年3月30日のSGEC理事会の

規格改正決定過程を経て､PEFCに適合性評価を請求した。
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日程 発信 受信 内容

2021年3月 SGEC －今 SGEC SGEC理事会が規格改正決定

逐次実施 SGEC 一→ SGEC SGEC改正規格の英訳

2021年4月 SGEC －う PEFC
SGEC規格のPEFC相互承認規格適合性評価申請、

Dvelopmentreport,RevisedSGECStandards提出

2021年5月 SGEC －う PEFC PEFC事務局長､担当官との打ち合わせ

2021年6月 SGEC 一う PEFC ウェビナー説明会

2021年6~7月 PEFC 関係機関･者 公開協議

2021年7月 SGEC －う PEFC 適合性評価料支払い

2021年7月 PEFC → PEFC 適合性評価コンサルの選定

2021年7月 PEFC → SGEC 適合性評価コンサルの決定通知

2021年7月
PEFC評価
ﾝサル

．
→ SGEC

SGEC規格の適合性評価資料
(適合性ﾁｪｯｸﾘｽﾄ)追加請求

2021年7月 SGEC －う
PEFC審査
ｺンサル

適合性評価資料送付

(適合性ﾁｪｯｸﾘｽﾄ）

2021年9月
PEFC審査
ｺンサル

－う 中間報告 PEFC､SGEC意見聴取

2021年10月
PEFC審査
ｺンサル

→ SGEC 追加資料請求

2021年10月 SGEC －う
PEFC審査
ｺンサル

追加資料送付

2021年11月
PEFC審査
ｺンサル

－う 最終報告書作成

2021年12月
PEFC審査
ｺンサル

→ PEFC 最終報告書提出



(2) 評価の概要

①PEFC事務局長及び担当官への説明及び仮認証の必要性についての打ち合わせ。

仮認証については､仮承認が無くても日程的に間に合うということで､仮承認の手続き

は不要となった。

②国別認証管理団体(NGB)等関係者に対する公開協議

ウエピナーによりNGB等関係者に対し改正の内容を説明するとともに2週間の期間

で質問意見を求めた。

③評価コンサルタント

評価コンサルタントについては、入札によりARTICLETHREE(前名称ITSGIobal);

所在地;メルボルン,オーストラリアが選定され､評価は新型コロナの感染が続いていた

こともあり、リモート方式で実施された。

具体的には

ア自主評価書(チェックリスト)の提出

イメールによる質問に対する回答

ウ中間報告

エ主な規格管理委員に対する質問

オ最終報告書のPEFC本部への提出

④PEFCによる承認の維持に関する通知

PEFCから2022年1月31日付けでコンサルタントによるSGEC規格についての適合

性評価報告を受理し､以下の2条件の下､相互承認を更新する旨の通知があった。

PEFCの2項目の改善勧告(=2条件）

条件1;パブコメ(公開協議)の質疑内容を公開すること

条件2;次回の規格見直し時期を個別文書ごとに記載すること

2022年3月30日の理事会は､SGEC事務局の上記2条件にかかる以下の対処

方針につき了承し､4月13日にPEFCに回答した。

(3)対処方針(2022年3月理事会了承）

①条件1 (SGEC/PEFCジャパンは､すべての規定文書に将来のレビュー日を明

示こと）

［対応] SGEC規準文書の付則に以下を追加記載

「次回のレビュー開始は､2026年3月29日以前とする。」

②条件2 (SGEC/PEFCジャパンは､公開協議の結果の概要を公開すること）

［対応］ 公開協議の結果の概要については､2021年2月23日にSGEC/PEF
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cジャパンのホームページにおいて｢規格改正パブコメ主要意見への回

答｣にて公開済み

なお､PEFCに対する再承認申請､規格開発報告書(英文)、コンサルタント最終報告書は、

以下のとおりSGEC/PEFCジャパンweb-siteに掲載する。

2021規格改正プロセスのSGECweb-site公開資料一覧表 (SGEC規

格一覧表の関係部分(審査期間中維持）抽出版）
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規格改正関係資料 (リンク用）

2020年9月28日会議(講演資料）
国際森権忍証制度とアイヌ民族

(PPT講演:北大アイヌ･先住民研落合准教授）

2020年9月28日会議(説明資料）
2020年度SGEC規格改正の背景とポイント

(PPT説明：梶谷事務局長）

パブｺﾒ用(照会用)原稿と質問･修正意見様式1，2

パブコメ期間10月20日-12月19日

2020年10月20日(SGEC規格改正パブコメ(照会） パブコメ用(照会用)原稿(PDF版）

2020年10月20日(SGEC規格改正パブコメ(照会） パブｺﾒ用(照会用)原稿(WORD版）

2020年10月20日(SGEC規格改正パブコメ(様式） 質問･修正意見提出様式1 (PDF)

2020年10月20日(SGEC規格改正パブコメ(様式） 質問･修正意見提出様式l (EXL版）

2020年10月20日(SGEC規格改正パブコメ(様式） 質問･修正意見提出様式2 (PDF版）

2020年10月20日(SGEC規格改正パブコメ(様式） 質問･修正意見提出様式2 (WORD版）

第2回規格委員会(3月2日)資料(事務局説明用）

2021年2月23日規格改正パブコメ主要意見への回答 規格改正パブコメ主要意見への回答(WordM)

2021年2月17日規格改正パブｺﾒ主要意見への回答 規格改正パブコメ主要意見への回答(PPTIF)

2021年2月22日規格改正新旧対照表(パブコメ赤訂） 規格改正新旧対照表(パブコメ主要意見反映赤訂)(PDF)

2021年2月22日規格改正新旧対照表(パブコメ赤訂） 規格改正新旧対照表(パブｺﾒ主要意見反映赤訂)(Word版）

注:質問､意見提出様式は､上欄のペブコメ用(照会用)原稿と質問･修正意見様式1,2を流用。

2020年度第2回評議委員会･理事会(3月30日)資料(事務局説明用)）

2021年3月30日SGEC規格改正案 SGEC規格改正案202X(Word版）

2021年3月30日SGEC規格改正案 SGEC規格改正案202X(pdf版）

2021年3月30日SGEC規格改正案(新旧対照表)) SGEC規格改正案202X(新旧対照表)(Word版）

2021年3月30日SGEC規格改正案(新旧対照表） SGEC規格改正案202X(新旧対照表)(pdf版）

2020年度第2回評議委員会･理事会(3月30日決定）

規格改正文書集:SGEC規準･ガイド;2021文書集 SGEC規準･ガイド;2021文書集(Word版）

規格改正文書集:SGEC規準･ガイド;2021文書集 SGEC規準･ガイド;2021文書集(pdf版）

規格改正新旧対照表:｢SGEC規準･ガイド;2021｣と現行文書との対照表 ｢SGEC規準･ガイド;2021｣と現行文書との対照表(Word版）

規格改正新旧対照表:｢SGEC規準･ガイド;2021｣と現行文書との対照表 ｢SGEC規準･ガイド;2021｣と現行文書との対照表(pdflf)

規格文書の修正(2021年6月22日） ’
注記;PEFCGDlOO52020の施行により､関連する上記文書集中の規準文書6-1,6-2(商標使用ライセンスの発行)に編集上の修正をした｡修正版は、

決定内容は維持し､一部修正したため修正版の発効日を6月22日として､同名の下記文書(修正版)に置換し､以下に公示する。

SGEC規準文書6-1 (修正版） SGEC/PEFCジャパンによるSGEC商標使用ライセンスの発行

SGEC規準文書6-2 (修正版）
SGEC/PEFCジャパンによるPEFC商標使用ライセンスの発行につい

て

注:以下の規格文書全)、施行日･移行日一覧には､上記6-1,6-2及び移行日(移行期限)の8月14日まで延期の修正を反映している、

SGEC規格文書2021(全） SGFC婦柊(銅準･ガイド)女書隼(§7011年3日30日敵下版）

SGEC規格文書2021の施行日･移行日
規格文書(単位文書別)施行日･移行期限一覧表(2021年3月30日改正

版）
一



(4)相互承認における注目点

PEFCは森林管理(FM)規格2017改正版で､各NGB(各国認証管理団体が準拠す

べき｢PEFCFM規格(事業体:組織向け)の依拠すべきISO規準｣をISO17065(製品認

証(製品，プロセス及びサービスを含む))及びISO17021-1(システム認証)から

ISO17021-1(システム認証)のみに変更されたが､ ISO17065準拠を併記したSGEC改正

森林認証規格を承認。

この関連で､商標使用に関するPEFCST2001:2020では、 「6.3.2.2SGEC森林管理

認証書を保有するグループBの主体が､SGEC-COC規格に基づく認証を受けてい

ない場合は製品外使用のみが許される｡」とされているが､SGEC規準文書6において

は､これに加え、 「但し､一般的に､素材生産は持続可能な森林管理に係る森林施業

の範嶬内の作業として認められることから､森林管理(FM)認証取得者によって認証

森林の森林管理に係る森林施業の一環として産出された素材については、

SGEClCOC規格に基づく認証を受けていない場合にあっても、本規格に基づき

SGEC商標を使用することができる。」としたが､承認された。

4.SGEC及びPEFCの改正規格への移行事務

(1)改正規格による審査の実施

認証機関が改正規格(SGEC2021年改正規格､PEFCCOC2020年規格)による認証事

務を行うためには、 （公財)日本適合性認定協会(JAB:JapanAccreditationBoard)の適合

性審査を受け認定されることが必要である。

JABは､従来同様ISOl7065をベースにした新たなSGEC/PEFC規格に対応した審査

基準(PD364)を作成し､年に1度実施するSGECFM及びCOC認証機関を対象にして、

2021年冬季からサーベイランス(SGECPEFC用語では｢定期審査｣)を実施中であり、

2022年8月14日以前には審査を完了する予定である。

注： 新たなSGEC/PEFC規格に対応した審査基準:｢認定の基準｣についての分野別指針一森林・

林業及び森林生産物-JABPD364:2021は､JABweb-siteで閲覧できる。

また､特にCOC認証に関しては新たなPEFC-COC規格(2020年規格)に関する研修

の受講修了及びPEFC本部による試験を受験し一定以上の点数獲得(これはSGEC-

COC審査員資格としても必要)が不可欠となった。

SGEC/PEFCジャパンは､PEFCの管理のもと新たな認証機関審査員(レビュワー､決

定者)PEFC-COC研修(日本語)を2020年度から開始した。
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関係認証機関の審査員の多くが､新たな研修を受講し､修了証を取得した．

(2) SGEC/PEFC改正規格への移行期限と周知

①SGEC/PEFC改正規格への移行期限

PEFCは新COC規格(ST2002:2020)への移行期限が新型コロナウイルスの世界的

な蔓延状況を踏まえ､2022年2月14日から2022年8月14日に6か月後延期され

たことを踏まえ､SGEC改正規格の移行期限についても､2022年8月14日までとした。

施行時期､移行期限一覧表は以下の通り。

注: PEFCの記載するCOCへの移行期限2022年8月14日は､それまでには認証機関が新規

格PEFCST2002:2020(PEFCCOC;事業体向け)による事業体審査ができる体制を整えるた

めの期限である。 （記入されていないが､その後1年以内に事業体(組織)の定期審査､更新

審査が行われ事業体も認証審査が完了することを前提にした記述｡）

これに対し､SGECは､事業体･組織別に書き分け、 「認証機関に対する要求事項の

移行期限｣は2022年8月14日、認証事業体(組織)に対する要求事項の移行期限は

2023年8月14日としている｡これは､認証機関がJABによる認証能力の審査(定期、

更新)確認後1年以内には認証機関の事業体(組織)審査(定期､更新)が行われる規

格になっているため､2023年8月14日を事業体(組織)の新規格への移行期限として

明記したものである。

②SGECPEFC新規格への移行の周知

SGEC/PEFCジャパンは､規格改正以降､SGECweb-site,認証機関(CB)会合､認

証取得企業説明会､各種セミナー･フォーラム､認証機関(CB)審査員研修等を通じて

関係者に対し､改正規格の内容､留意点､移行期限等について周知徹底に努めてき

た。
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移行期限一覧表

注：本表は、 2021年3月30日に理事会が決定したSGEC規準・ガイドから移行期限を抽出した。

③2021年度のSGECPEFC規格の修正

2020年3月30日理事会以降のPEFC規準に関する実務的通知(GD改定等)に対

応し､SGEC規格も修正(編集上の修正)しSGECWeb-site,CB会合等を通じて周知

した。
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SGEC規準･ガイド文書名（本表の｢文書X｣は｢文書X:2021｣と同義)) 移行期限注1

SGEC規準文書1 ｢SGEC認証制度の管理運営規則」 2021年6月1日

SGEC規準文書2 ｢SGEC規格の制定」 2021年6月1日

SGEC規準文書3 ｢SGEC持続可能な森林管理-要求事項」 2023年8月14日

SGECガイド文書3-1 ｢SGECアイヌ民族に対するFPICの実施手引」 2021年6月1日

SGEC規準文書3-1 ｢SGECグループ森林管理-要求事項」 2023年8月14日

SGEC規準文書4 ｢SGEC森林及び森林外樹木産品COC-要求事項」 2023年8月14日

SGECガイド文書4-1
｢COC使用ガイド｣(未改正)PEFC-COCガイドの改正に合わせ
改正予定｡それまでは現行SGEC附属文書4-2を参照｡ただし、
引用されている規格については､改正規格基準文書4を適用

SGECガイド文書4-2 ｢SGEC特定プロジェクトのCOCの実行について(ガイド)」 2023年8月14日

SGEC規準文書5-1
｢SGEC森林管理認証規格に基づく認証業務を行う認証機関に
関する要求事項」

2022年8月14日

SGEC規準文書5-2
｢SGEC/PEFC-COC規格に基づく認証業務を行う認証機関に
関する要求事項」

2022年8月14日

SGEC規準文書5-3 ｢SGEC/PEFC認証･認定の手順」 2022年8月14日

SGEC規準文書5-4 ｢SGEC/PEFC認証業務を行う認証機関の公示について 2022年8月14日

SGEC規準文書6 ｢SGEC商標使用規則-要求事項」 2023年8月14日

SGEC規準文書6-1 ｢SGEC/PEFCジャパンによるSGEC商標使用ライセンスの発行 2023年8月14日

SGEC規準文書6-2
｢SGEC/PEFCジャパンによるPEFC商標使用ライセンスの発行
について」

2023年8月14日

SGECガイド文書7 ｢SGEC情報及び登録システムーデータに関する要求事項 2021年6月1日

SGECガイド文書8 ｢SGEC苦情処理に関する規則」 2021年6月1日

参考文書

SGEC参考文書1
｢森林管理認証審査の検証規格及びCOC審査検証規格の現
地確認事項(参考)」

SGEC参考文書2
｢SGEC文書3｢SGEC森林管理認証基準･指標･ガイドライン」
の「3森林認証管理要求事項基準7で規定するモニタﾘン
グの実施方法について」

SGEC参考文書3 ｢SGECグループ森林管理認証(地域認証)について(参考）

SGEC参考文書4

｢平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原
子力発電所の事故により放出された放射性物質による影響を
受ける地域の森林管理作業における放射線防止対策と森林生
産物の生産･販売に係る安全対策について(解説)」

参考資料 森林計画制度の概要(林野庁資料より作成）



規格を編集(修正等)しWeb-siteに公示したSGECPEFC文書

(3)委託調査等規格改正関係参考報告書の公開

SGEC事務局内の規格検討作業グループは､2016年からFM規格に関連した委託

調査を実施し公表してきた｡2021年度の調査については､森林認証規格研究会(代表

志賀和人前筑波大学教授)に委託し調査報告書を理事会に提出した。

また､2016年以降の規格改正関係参考報告書SGECweb-siteに公開した。
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時期 事項
SGEC規格(規準、

ガイド）

PEFC原文の和訳

(仮訳）

PEFC原文

(英文）

SGEC

Web-siteNews

2021年

6月

新規格への移行

期限の延長

･SGEC規格（規

準､ガイド)集

･SGEC規準･ガイ

ドの決定･施行日．

移行日一覧

(和訳なし）

202104更新

20200325付

けPEFC

SystemNews

｢COVID-19

PEFCextends
● ■

transltlon

periodfbr2020

standards-

PEFC」

･2021年6月14

日

SGEC改正規格の

施行日と移行期間に

ついてのお知らせ

･2021年6月14

日

PEFC新規格移行

期間延長のお知ら

せ

2021年

6月

SGECCOCグル

－プごとの商標

使用契約様式を

修正(編集上の修

正）

PEFCGD1005

2020の様式(グ

ループと様式)に

整合させた。

(修正)規準文書

6-1:

2021SGEC/PEFC

ジャパンによる

SGEC商標使用ラ

イセンスの発行

(修正)規準文書

6－2：

2021SGEC/PEFC

ジャパンによる

PEFC商標使用ラ

イセンスの発行

(修正なし)PEFC

GD1005:2020J

PEFC評議会によ

るPEFC商標使用

ライセンスの発行

(修正なし）

PEFCGD

1005:2020

Issuanceof

PEFC

trademarks

usage licences

bythePEFC

Council

2021年6月22

日

SGEC改正規格(規

準6－1及び6-2）

の修正について

2022年

1月

COC製品カテゴ

リー表の改定

SGEC文書ガイド文

書7付属書2表B

製品カテゴリー表2

月1日公示版

(PEFC改定に準

拠）

PEFC製品カテゴ

リ ー (版日付

2022-01-24)

●
●

PEFC文

=:PEFCTD

Product

categorles

(2022-01-24)

SGECPEFC新製

品カテゴリー表の改

定･適用

2022年

3月

COC外部委託様

式の追加

SGEC規準文書4

の4．9外部委託の

注意書1の外部委

託契約のための様

式

PEFC

ST2002:2020 の

4.9外部委託の注

意書1の外部委託

契約のための様式

PEFCTD

Outsourcing

Agreement(ref

ST2002:2020

4.9

Notel)

お知らせなし



2021年規格改正関係参考資料
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SGEC手引書

2017年4月
2017年4月1日(手引書)国際化したSGEC森林認証制度活用の手引き

~PEFCとの相互承認の実現

2019年4月
2019年4月1日(手引書)持続可能な開発目標(SDGs)の実現に貢献する森林認証制度

~SGEC/PEFC森林認証制度の詳説

規格検討WG報告

2019年4月 2019年3月(報告書)2018年度森林認証及びグループ森林管理認証規格報告

-SDGs･PEFC規格改正に対応したSGEC規格の検討一

2020年1月 2020年1月(報告書)2019年度森林認証及びグループ森林管理認証規格報告

－｢SGEC持続可能な森林管理一要求事項｣の検討案一

2021年2月 2021年2月(報告書)2020年度森林認証及びグループ森林管理認証規格報告

－フインランド･スウェーデン･ドイツにおける森林管理認証の動向一

グループ認証と地域独自の認証プログラムの展開一

2022年3月 2022年3月(報告書)2021年度森林認証及びグループ森林管理認証規格報告

-SGEC･PEFCの歩みとグループ認証一

規格改正関係資料（規格改正関係公開資料の全体はSGEC-website参照）

2020年9月 2020年9月28日会議(規格管理委員会:講演資料）

国際森林認証制度とアイヌ民族(北大アイヌ･先住民研落合準教授）

2020年9月 2020年9月28日会議(規格管理委員会:説明資料）

2020年度SGEC規格改正の背景とポイント(SGEC梶谷事務局長）



4認証業務

（1）森林認証公示等業務

SGEC､PEFCの事業体に対する認証審査業務は､SGECの公示認定認証機関が実施

し､SGEC/PEFCジャパンはその報告を受けて､認証事業体(組織)の認証登録､認証公

示等を実施している。

公示認定認証機関(通称は､森林認証機関:CB;CertificationBody) :日本適合性認定

協会(JAB;JapanAccreditationBoardhttps://www.jab.or.jp/)及びSGECの認定を受け

た日本法人であり､森林認証(FM,COC)審査に必要な学識経験を有し､SGEC/PEFC-J

の研修を受けている審査員適格者を有する森林認証機関を認定公示。

なお、SGECの公用語･規格の公用語は日本語であり、また､認証機関の資格要件に

一つは日本法人であること､また､PEFCの公用語は英語であるが､SGECはPEFCの日

本における業務を代行し､公示認定認証機関である日本法人が認証審査等事務を日本

語で実施。

認証機関は､認証事業体(組織)に対して森林認証審査､改善勧告等の実施を通じて

持続可能な森林管理に貢献するとともに､認証審査報告書をSGECに提出し､また、

SGECに対し事業体(組織)が支払う公示料のSGECへの収集･納付事務も実施

①認証機関（公示認定認証機関）

SGECの公示認定認証機関は､2021年度は前年度から変化はなく、下表｢緑の循

環認証会議(SGEC/PEFCジャパン)公示認定認証機関一覧｣のとおりである。
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緑の循環認証会議(SGEC/PEFCジャパン）公示認定認証機関一覧

【認証機関の資格】

アSGEC森林認証(FM,COC)有資格(JABが認定し､SGEC/PEFCジャパンが公示し

た日本法人）

認証事業体(組織)がSGECのFM(森林管理)認証規準(原則的には日本国内の森林管理(所有・

管理者が直営で行う林産品の管理･認証材としての供給を含む))による森林管理能力があることを審

査･認証する能力がある認証機関

-17-

公示認定認証機関 連絡先

認証の種類:SGEC-FM,SGEC-CoC,PEFC-CoC認証

(一社)日本森林技術協会森林認証室

〒lO2-0085東京都千代田区六番町7番地

TEL:03-3261-5516FAX:03-6737-1237

E-mail:ninsho@jaHa.or.jp

URL:http://www・jaita.or・jp/

認証の種類:SGEC-FM,SGEC-CoC,PEFC-CoC認証

(一財)日本ガス機器検査協会JIA-QAセンター環境検証
部EPAグループ

〒107-0052東京都港区赤坂l-4-10JIAビル

TEL:03-3586-1686FAX:03-5570-9566

E-mail:EPAOl@jia-page.or.jp

URLhttp://
●● ●

www.jla-page.or・jp／

認証の種類:SGEC-FM,SGEC-CoC,PEFC-CoC認証

SGSジャパン株式会社認証･ビジネスソリューションサービ

ス森林認証部

〒240-0005神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134

TEL:045-330-5047FAX:045-330-5022

E-mail: jpfbrest@sgs.com

IRL:http://www.jp.sgs.com

認証の種類:SGEC-FM,SGEC-CoC,PEFC-CoC認証

合同会社もりの審査(英語略称:FAM)

〒565-0824大阪府吹田市山田西三丁目29番16号

TEL&FAXO6-7503-8577

E-mail:mori.shinsa@gmail.com

URL:https://mori-shinsa.com/

認証の種類:PEFC-CoC認証

ControIUnionWorldGroup(株式会社ControlUn

Japan)

lon

〒lO5-0003東京都港区西新橋3-19-14東京建硝ビル7階

TEL:03-6659-4750FAX:03-6368-6403

E-mail: infbjp@controlunion.com

URL:

https://www.petersoncontrolunion.com/ja

認証の種類:PEFC-CoC認証

ｿｲﾙ･アソシエーションサーテイフイケーション(ｱﾐﾀ株式

会社サステナビリティ認証チーム）

〒331-0823埼玉県さいたま市北区日進町2-1864-10JS日
進2階

TEL:048-663-5320

E-mail:ninsho@amita-net. co.jp

URL: https://www.anta-net.co.jp/solution-
●

operation/ce'tilication/



/fPEFCCOC認証有資格(JABが認定し､SGEC/PEFCジャパンが公示した日本法

人）

認認証事業体(組織)がSGECのCOC(林産品の加工流通の連鎖に関する)認証規準｣(国内の認

証森林に由来する認証材及び非認証林から生産されたものもDDSを実施した(する)管理材､及び、

リサイクル材(DDSは不要)の認証林産物及び／又は管理材としての加工･流通の管理能力があること

を審査･認証する能力がある認証機関

ウPEFCCOC認証事務代行能力のある日本法人

(PEFC､ ISO機関が認定した本社の日本法人をSGEC/PEFCジャパンが公示認

定）

外国にある認証機関の本社が関係ISO/IEA基準による林産品の流通加工に関する審査能力があ

ることを認定されている｡SGEC規格によりSGEC業務は日本法人が日本語で実施することしており、

日本国内ではSGECがPEFC業務を代行している。

このため、この区分の認証機関は､外国本社の行う日本国内の認証業務の委託先､または､支社

（いずれも日本法人)ISO/IEA基準による認定はなくても､本社の補助的位置づけで認証業務を実施

することができる。

この区分のPEFCへの認証事業体(組織)の登録業務は､SGECが実施しており､外国産PEFC認

証木材に関する第三者の風評(懸念)の流布に対する対応もEU主体のPEFCとSGECとの間には対

応の温度差があり、日本国内への風評(懸念)の流布に対してはSGECが対応している。

(2) SGEC/PEFCジャパンの認証業務(FM認証、COC認証）

SGEC/PEFCジャパンは､通常の認証業務に併せて､PEFCの日本国内業務を代行

するため、日本語によるPEFCCOC研修､ロゴラベルの使用ライセンスの発行､PEFC

認証の普及啓発等の業務を実施しているが､その概要は以下の通り。

①SGEC/PEFCジャパンの認証業務の内容

ア認証公示等業務：

・公示認証認定機関(JAB)との連絡調整､認証機関の公示

・認証機関からの認証事業体(組織)の認証審査報告書等文書の管理

・認証審査報告に基づく認証情報のSGEC,PEFC情報登録データベースの

入出力管理

･SGEC認証事業体(組織)一覧表のweb-siteへの公示

･SGEC及びPEFCの商標(ロゴ)ライセンスの契約事務、

・ラベルジェネレーター(SGEC/PEFCロゴ生成システム)の運用

イ認証機関の認証審査能力の維持向上：

・公示認定機関との連絡調整

・認証機関との連絡調整(認証機関会合､個別指導業務､認証審査員等研修プログラ

ムの運営）
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ウその他

・個別事業体(組織)等に対する認証に関する質問等への対応

・苦情処理

･PEFC本部､他NGB､地域との連携

②認証実績及びロゴラペル使用ライセンス番号取得状況

認証機関は､2021年度も新型コロナウイルスの感染拡大に伴う移動制限等業務環境

が厳しい状況の中､PEFCに準じて､リモート審査方式を含めた特例措置も講じつつ、

認証業務を実施した｡対前年比のFM認証面積､FM,COC認証事業体数は微減であ

った。

なお､ロゴラベルライセンスの取得の状況については､SGEC､PEFCCOC取得者の

うち約75％の取得者がライセンスを取得している状況にある｡

③認証登録情報の改善とSGECラベルジェネレーターの開発

なお､新たなPEFCの認証データ登録システム(データベース)の運用に対応し登録

情報の改善を行うとともにPEFC新規格に対応したPEFCラベルジェネレーターの運用

を踏まえ､2022年度早々からの運用に向けSGECラベルジェネレーターの開発を行っ

た。

④SGEC認証実績の概要(2022年3月31日現在）

2016年のPEFCとの相互承認以降､認証林面積､COC企業数とも増加基調を維持

してきたが､2020年度においては､認証林面積は微増､事業体数は､ほぼ横ばいとな

り､2021年度には､森林認証面積､事業体数(FM,COC)ともに微減に転じている。

アSGEC認証森林面積: 2,152,119.55ha (2020年末2,166,469.82ha)

/fSGEC/PEFC認証CoC企業数:494 (2020年末535事業体）

注: 2019年度末(2020年3月末)のCOC事業体数544社:892企業(SGEC701社,PEFC191社）の

企業数には､マルチサイト認証企業数の内数を分別集計しているため､PEFCの認証値と異なる｡こ

のため2020年からは､PEFCの集計方法による認証事業体登録数に統一することとし､従来の

SGEC方式の組織企業数表示は取りやめる方向で検討中であるが､統計の長期連続性が確保でき

ないため､2021年度もCOC企業数を褐上した。

なお､近年COC認証においては､プロジェクト認証が増加しており､2021年度にお

いても､以下の認証1件増え､計17件となった。

【音更道の駅プロジェクト 】

『食と体験を基に人々が賑わい交流を行う拠点施設』として､2022年4月15日にグランドオープン。

構造材にSGEC認証材を活用し､構造材部分プロジェクト認証を取得｡木材使用総材積106.657m3，

SGEC認証材81.703m3．

-19-



GEC森林認証面積及びCOC事業体数の推移

2018年度までの数値は「2018年度事業報告4.22010～2019年度末現在の認証森林面積、

COC企業数の推移」による。なお、 2016,2017, 2018, 2019年度のCoC企業数には、 PEFC

との相互承認にともない、それ以前にPEFCがNPO法人PEFCアジアプロモーションズに業務

委託し、 COC認証していた企業数（毎年約200)を合算した。 2019.2020,2021年の面積、数

値は、備考欄の年月日時点（年末または年度末時点）で認証機関からSGECが受理した認証

審査報告内容によっている。認証機関の審査中・部内検討中の内容は、報告には含まれな

いので、次回以降の報告をもとに統計を修正している。

注1

注2 ： 登録事業体数は、 PEFCへのSGECの認証登録事業体数とSGECの公示認証登録事業体数を

一致させていくために新設した。なお、 2020年以降はプロジエクト認証を含む。

注3 : COC企業数は、 SGEC認証制度への参加事業体を区分集計し、企業規模の大小は問わず、

COC認証（参加）企業数として計上したものである。

この区分集計値（認証登録事業体の構成企業数）＝（独立した認証企業の数）＋（統合事

業体を構成する独立した企業（統合事業体のうち本店、支店関係にある場合の支店は独立企

業とは数えない）の数）であるが、誤差を含む。

参考FSC (日本）の森林認証面積FM認証事業体数CoC認証事業体数

Country/Area Japan :国・地域日本

ForestAreaTotal (ha) FMcertificates CoCcertificatesJAPAN

森林認証面積 FM認証事業体数 CoC認証事業体数

419,340(ha) 34 1,908

注：出所https://fsc.org/en/facts-figure§ 原文：英文和文はSGEC仮訳

－20－

年度

FM認証

登録事

業体数

FM認証

森林面積(ha)

C○C

登録事

業体数

C○C

企業数
備考

2010 864，351．26 408

2011 887，932．59 379

2012 968，168．28 381

2013 1，248，231．16 376

2014 1，254，642．03 343

2015 1，470，501．08 364

2016 1，611，326．04 612

2017 1，665，763．85 808

2018 1，919，826．43 864

2019 139 2，153，573．39 544 892 2020年3月31日現在

2020 131 2，166，469．82 535 879 2021年3月31日現在

2021 125 2，152，119．55 494 825 2022年3月31日現在



SGECPEFCプロジェクト認証(2022年1月31日までの報告を記載）

都道

府県
認証取得者 対象施設名称年度No 所在地 認証番号

株式会社ハ

ガ木材
2015 認証個人住宅1 SA-PEFC/PRO一004915

静岡県富士山世界遺産センター

展示棟木格子プロジェクト(プロジ

ェクトCoC認証）

富士地区林

業振興対策

協議会

宮士
一
巾

吉
田

2 2017 静岡 ⅡA-POO]

日光市本庁舎･栗山庁舎(木質化

プロジェクトプロジェクト認証）
日光市３ 2018 栃木 日光市 JAFTA-PO01

静岡市2018 木製治山堰堤設置プロジェクト 静岡 静岡市4 IAFTAPOO2

有明テニスの森公園クラブハウス・

インドアコート屋根ﾄﾗｽ梁部(構造

用集成材）

東京都5 2019 東京
9'一一瞥一一
1-'_束.陸 JIA-POO2

山一興業株

式会社

株式会社ケンボク本社(床材認証

プロジェクト）
2019 徳島 徳島市6 SGSJPW145

十勝大雪森

林組合

十勝大雪森林組合新庁舎(構造材

認証プロジェクト）
|上海道 音更町７ 2019 SGSJP-W148

西十勝森林

組合

西十勝森林組合新築事務所(構造

材）
2019 |上海道8 新得田 SGSJP-W152

合同会社森

林認証のもり

個人住宅(森林認証のもりまさこ

の家）
吹田市2019 大阪9 IIA-POO3

銘建工業株

式会社

銘建工業株式会社新社屋(構造材

プロジェクト）
真庭市201910 岡山 SGSJP-PCOC-2030

飯能商工会議所会館(西ﾉ| |材と

CLTを融合した構造部分プロジェ

クト）

飯能商工会

議所
飯能市11 2019 埼F JIA-POO4

飯能市(飯能市森林認証材を使用

した野外ステージ構造部分プロジ

ェクト）

飯能市 飯能市201912 埼玉 JIA-POO5

野村不動産

株式会社

野村不動産株式会社(H'O平河

町プロジェク）

千代田

区
13 2020 東京 JAFTA-POO4

株式会社シ

ェルター

高惣木工ビル(日本初の純木造7

階建てビル）
仙台市宮城県202014 SGSJP-W158

北海道美深町仁宇布小中学校建

設(SGECプロジェクトCOC全体認

証）

美深町役場 |上海道15 2020 美深町 SGSJP-W160

個人住宅(栃木県産材を使用した

プロジェクト）

宇都宮

市
2020 栃木 FAM-PEFC(P)-00116 r.K

道の駅おとふけ(建屋構造材部分

認証プロジェクト）
北海道音更町 音更町202117 SGSJP-W161

(3)認証機関との協力

①全体会合の開催

2021年度には新型コロナウイルスの感染拡大に伴う移動制限等業務環境が悪化した

ため､認証機関の全体会合は､リモート会合併用方式で2回実施した。

ワ1一
合上



2021年度認証機関会合（全体会合）

②情報交換

認証審査業務に伴い発生する規格の運用に関する不明点などに関しては､電子メ

ール､リモート会合､電話などで情報交換を行った。

③認証審査員等研修(PEFCCOC初回コースを含む）

2021年度のSGECPEFC森林認証審査員研修を2021年(令和3年)12月13,14,15

日に新型コロナ緊急事態宣言発出に対応し､すべてリモート方式で実施した｡参加者

は15名(うち､PEFCCOC初回コースは受講6名(うち受験5名))｡PEFCの新研修制度

では審査員､レビュアー､決定者(Decisionmaker)は2年に1度は研修を受講し､修了

証の取得が義務付けられた｡PEFCCOC受講修了証は研修後の試験の得点80%以

上の者に発行される｡今回の初回コース受験生の全員が､PEFCの終了証を得た｡概

要は､以下のとおり。

<2021年度SGECPEFC森林認証審査員研修実施概要〉

ア． 目的

SGEC認証審査員の技量の維持向上

PEFCCOC2020規格への移行のための審査員の技量の確保

イ.実施時期

2021年(令和3年)12月13,14,15日:PEFCCOC(初回)、SGECFM/COC研修

ウ.受講生･受験生

SGEC森林認調幾関の審査員15名(PEFCCOC初回受講生6名

うち､PEFCCOCの受講後テスト受験者数5名得点80%以上5名(4月現在）

エ.研修計画

PEFC-COC研修プログラムは､PEFC新研修ルールに従い､規格管理委員の指導の下にPEFC

プールエキスパート(高原､堀尾)が作成､PEFC評議会の承認手続きを経て実施。

また､SGEC(FMCOC他)研修はSGEC/PEFCジャパンの権限で作成実施｡両者を併合した計画は、

以下の「2021年度SGEC認証審査員研修日程｣のとおり。

なお､SGEC-COC研彦については､PEFC-COC研彦に組み込み実施

オ.研修教材

PEFCCOC研修部分は､PEFC新研修ルールに従い､PEFCの作成･指定教材(英語版)を和訳，

PEFC承認の上使用｡SGEC(FMCOC他)研修はSGEC作成資料を使用
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年月日 会合名 備考

2021年5月13日
2021年度(令和3年度）

第1回認証機関会合

実会場(治山治水協会4F会議室）

リモート会場併用

SGEC/PEFC規格改正について､その他

2022年1月26日
2021年度(令和3年度）

第2回認証機関会合

SGEC:全国木材検査研究協会OLIRA)

6F会議室

CBs:リモート会場



力.研修講師

PEFCCOC研修部分はPEFC指定講師:プールオブエキスパート(SGEC高原繁､堀尾牧子が

対応)。

SGEC(FMCOC他)研修はSGEC選任講師を配置

キ.研修時間割

PEFCCOC研修部分は､PEFC新研修ルールに従い､初回コース16時間を確保するとともに

SGEC(FMCOC他)研修を8時間組み込んだ。 （研修計画表日別科目別時間割(計画:12月

13,14,15日)を以下に示す。

ｸ.実施方式

リモート方式(新型コロナ緊急事態宣言発出に対応し､すべてリモート方式に変更）

リモート講義室:千代区永田町ビル治山治水協会大会議室

リモート会場：受講者所在地(メールアドレスで管理）

ケ． 受講案内･研修生確定

SGEC認証機関窓口を通じて､募集､確定､研修教材､リモート講義じRLを前送

PEFCは､本研修についてPEFCweb-siteで紹介。 （外国から1名の受講申し込みあり､講義･試験

ともに日本語で実施と回答､結果不参加｡）

別紙3

2021年度SGEC/PEFCCB審査員研修計画(1日目) 2021年 12月 13日 1/3日目

科目名、講師、講義時間等は、変更することがあります。 ZoomOpen:09;45

1日目講師への注：講義時間には、質疑時間を含みます。
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SN 講義科目 講師（資料）
時間

(分）
開始 終了

担当講師(計

画vlO)

100開講 開講式
緑の循環認証会議

(SGEC/PEFC-J)
5 lOlO 1015

事務局長

梶谷辰哉

111

行政動向

FM関連

森林計画制度の概要 林野庁計画課 30 1015 1045

森林計画指導

班森林調査技

術専門官沓掛

徳宗

休憩 5 1045 1050

112

行政動向

COC関連

木材関連産業行政の

動向
林野庁木材産業課

30 1050 1120
流通班

高木班長

休憩 10 1120 1130

120国際

ISO//IEA

JAB動向

科目：

森林認証関連国際規格の動向

(公財）日本適合性認定協会

(JAB)
30 1130 1200

JAB技術部

塩森淳

昼食 60 1200 1300

130産業動向

COC関連
森林認証関連木材利用の動向 全木連 60 1300 1400

全木連常務

森田一行

休憩 10 1400 1410

141

規格改正

科目

森林管理認証制度の管理運営一

改正SGEC森林認証規格2021-

SGEC/PEFC-J 60 1410 1510
事務局長

梶谷辰哉

休み 10 1510 1520

142

規格運用

森林認証管理制度の運用上の個

別課題質疑
SGEC/PEFC-J 30 1520 1550 事務局



SGEC/PEFCCB審査員研修計画(COC初回コースの1日目) 2021年 12月 14日 2/3日目

科目名､講師､講義時間等は､変更することがあります。 ZoomOpen:09;15

2日目講師への注:講義時間には､休憩､事例研究､質疑､次の講師の交代時間を含みます。

実時間小計1 480min
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COC

科目番号

(2日目：

初回コースの1日
目）

LectureTitle

SGEC/PEFCCOCIntialCourse

講義科目

SGEC/PEFCCOC初回

(#8hr)

コース

Trainingmaterial

SGEC/PEFCCOCIntial
● ●

tralnlng

講義資料

SGEC/PEFCCOC初回ｺース

資料

Lecture

Min.

時間

分

St.i

開始

End

終了

Lecturer

(planed)

講師

(計画vlO)

21

ForestCertilicattionsvstemand

valueofcerti6cate

森林認証ｼｽﾃﾑと森林認証の意
義

30 930 1000 Horio

堀尾

22

SGEC/PEFCCoCOlScope&

ManagementSyStem

COC認証の目的､範囲と管理組織

PEFCCoCOlScope

ManagementSystem.pptx

COC認証の目的､範囲と管理
組織

110 1000 1150 Takahara

高原

LunchTime

昼食

60 1150 1250

23

SGEC/PEFCCoCO21denti6cation

oflnputs&Declarationofoutputs

投入原材料と生産原材料/製品

PEFCCoCO21nputs&

Outputs.pptm
110 1250 1440 Horio

堀尾

24
SGEC/PEFCCoCO3DDSSystem

DDSシステム

PEFCCoCO3DDSInitial

trainingvl・pptm

DDSシステム

110 1440 1630 Takahara

高原

25

SGEC/PEFCCoCO4Chainof

Cusutody Methods

COC方法

PEFCCoCO4CoC

Methods.pptx

COCの方法

120 1630 1830 Takahara

高原



SGEC/PEFCCB審査員研修計画(COC初回コースの2日目) 2021年 12月 15B 3/3日目

科目名、講師､講義時間等は､変更することがあります。 ZoomOpen:09;15

3日目講師への注:講義時間には､休憩､事例研究､質疑､次の講師の交代時間を含みます‘

実時間小計2

>PEFC要求16時間

540min・

lO20min(<16hrX60min=960min)PEFCCOC(初回）講義実時間計(1+2)

5普及・広報業務

普及広報業務として､以下の活動を実施した。

l.顕彰･表彰事業

2.森林認証制度の普及促進のための冊子､パンフレット､PPT資料など普及メディアの作
成配布･利用

3．関係分野の展示会への出展、

4．国際森林認証フォーラム､森林認証セミナーなどの開催

5. SNSなどインターネットメディアを通じた普及広報、

6．森林認証普及促進組織である｢森林認証促進協議会｣と連携したキャンペーン活動

(1)顕彰・表彰

2021年度には､SGEC規準文書1の付属書5の規定により､COCプロジェクト認証を受け

た団体等を佐々木会長名で顕彰･表彰した。

なお､PEFC写真コンテストについては新型コロナの感染拡大を踏まえ参加は見合わせ

た。
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COC

科目番号

(3日目 ●
●

初回コースの

2日目）

LectureTitle

SGEC/PEFCCOCIntial

Course

講義科目

SGEC/PEFCCOC 初回コース

(#8hr)

Trainingmater ial

SGEC/PEFCCOCIntial

training

講義資料

SGEC/PEFCCOC初回コー

ス資料

Lecture

Min.

時間

分

St.fr

開始

End

終了

Lecturer

(planed )

講師

(計画vlO)

31

SGEC/PEFCCoCO5Multisite

CertifIcation

マルチサイト認証

PEFCCoCO5MultiSite

Certification.pptx

マルチサイト認証

140 930 1150 Takahara

高原

LunchTime

昼食

60 1150 1250

32

SGEC/PEFCCoCO6

TrademarksRules-Requirement

商標規則-要求事項

PEFCCoCO6Trademarks

Rules.pptx

商標規則

140 1250 1510 M・Horio

堀尾

33

SGEC/PEFCCoCO7

RequirementsfbrCertification

Bodies

認証機関に対する要求事項

PEFCCoCO7CB

Requirements.pptx

認証機関に対する要求事項

130 1510 1640 Takahara

高原

34
Casestudyand/orQ&A

事例研究及び質疑

70 1640 1750
Takahara&

Horio

高原掘尾



①プロジェクト認証取得者の表彰

表彰は､改正SGECガイド文書4-2(改正前｢SGEC附属文書4-2-2SGEC特定プロジ

ェクトのCOC認証に関するガイド｣)に基づき､森林認証制度の促進に資する特定のプロ

ジェクトの総合的な管理統制を行う組織(管理主体)及びPEFCロゴの積極使用認証企業

を表彰対象とし､認証機関等から推薦のあった者に対し､感謝状を贈呈している。

2021年度には北海道の｢道の駅おとふけプロジェクト｣(発注者:音更町､SGEC認証機関；

SGSジャパン)の認証書授与の機会に贈呈を行った。

(2)普及メディアの作成。配布

2021年度は､2020年度に引き続き新型コロナウイルス蔓延防止対策として､外部組織の

実施する展示会等は軒並み中止･延期｡またはリモート展示会となった。

このため､製作年次の古い既存のパンフレット､冊子の大部分は更新せず､必要な場合、

PPT資料をコピーし､または､パンフレットの手持ち在庫を活用した。

また､配布数の多い｢地球を守り､森林を守る国際ルール｣については､改題改良し増刷

するとともに､2019年度に作成したタペストリー(掛け軸式壁紙)3種については､適宜貸し

出しを行った。

なお､2020年度に森林認証促進協議会と連携して作成した｢国際森林認証SGEC/PEFC

取得者一覧ガイド｣を引きつづき関係者に配布した。

2021年度普及啓発用資材リスト
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品名
支
番 内容 在庫数量 利用 備考

認訶作業案内 1

SDGsに大きく貢献する

国際森林認証SGEC/PEFC
取得者一覧ガイド

2500部
10000部作成､関係方面に配
布中

説明資料

1

2

SGEC/PEFC森林認証フォーラム
資料(2020年)PPT説明資料

YouTube(PEFC作成;SDGsと森林
(テロップ英＞和訳版）

PPT説明資料は2021年度改良
版を放映､コピーは説明用に配
布した

需要に応じて利用 HPリンク

展示用品

1

2

3

4

5

バナー･立て看板

木製展示棚

SGECロゴ入りコースター

PEFCロゴ入り商品見本

タペストリー

l式

1式

l式

3種

リモート(Zoom)会議で使用

SGEC事務所､展示会で使用

需要に応じて無償配布

需要に応じて貸出

貸出し2件

パンフレット5種

1

2

3

｢世界が環境に注目」
(SGECPEFC-J国際森林認証制
度2017年10月）

｢資源循環型社会の実現」
(SGECPEFC-J国際森林認証制
度2017年10月版）

｢責任ある選択のために」
SGECPEFC-J国際森林認証制
度のアウトライン(2017年11月）

0部

0部

0部

残部廃棄済み

HPに掲

載

HPに掲

載

HPに掲

載



’
唖
吝

題
版
叩

友
一
艮
扣

4

か

(3)展示会への出展、参加

2021年度には､東京オリンピック･パラリンピックは新型コロナウイルス対策を講じながら実

施され､その後も新型コロナウィルスの蔓延は第6波まで続き､関係展示会も主催者判断で

リアル展示継続､バーチャル展示に変更、中止に変更などと対応が分かれた。

SGEC/PEFCジャパンが従来から出展してきた建築再生展(6月）はバーチャル出展､ジ

ャパン建材展(8月は延期､3月はバーチャル展示に変更)には不参加､エコプロ展(12月）

にはリアル出展を行った。

また、新たにエコプロ実施期間中に幕張メッセで実施されたサスマ展(Sustainable

Material展)において､レッテンマイアージャパン社(PEFCドイツCOC認証)ブースの一隅

にSGEC/PEFCリアル展示を行った。

なお､2022年l～2月予定の東海3県1市のGCC展は中止となった。
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5 What'sPEFCPEFCって何 0部 残部廃棄
HPに掲
載



参加予定展示会の参加・バーチャル・中止等一覧表（2021年度）

(4)森林認証ロゴ集めコンテストの実施

森林認証促進協議会の協力、後援に消費者庁､さらには東京オリンピック･パラリンピック競

技大会組織委員会の参画プログラムの公認を受け｢森林認証ロゴ集めコンテスト｣を開催。

コンテストには983人の応募があり､また､ツイッターのコンテスト関連記事の閲覧者は400万

人を超えるという期待以上の成果が得られるとともに､こんなマークがあることを初めて知ったとい

う反応や子供の夏休みの自由研究でロゴマークを使いたいといった問い合わせなど多くのリアク

ションもあり､持続可能な社会づくりに貢献する森林認証の重要性に対する認知度の向上に大

いに役立ったものと考える。

今後､この成果として多くの方々が認証製品の選択的購入につながることが期待される。

(NewsLettervol51(5.SGEC/PEFCロゴ集めコンテストでマーク普及を促進) )

(5)森林認証フオーラム・セミナーと少花粉ヒノキ植樹祭の実施

SGEC/PEFC認証の意義､重要性等についての理解を促進し､制度の一層の普及をは

かるため､以下の事業等を実施した。

①ブランド未来企業の魅力UPセミナー

2021年5月20日にオンラインにより､特定NPO法人共存の森理事長の澁澤寿一氏、
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実施期間

2021年度参加予定展示

会の実施状況

展示会名 主催者 場所 SGEC対応

備考

当初の参

加予定

1 2021年春

中止

森と花の祭典

(みどりの感謝祭）

林野庁･東京都．

国士緑化推進機

構など

日比谷公園

(南東部に

れの木広場）

参加中止 継続

2

2021年6月

バーチャル展示

建築再生展
建築再生展組織

委員会

バーチャル

展示

バーチャノレ

展示に参加

継続

3

2021年度夏

バーチャノレ展示

ジャパン建材フェアー

(JK展）

ジャパン建材(JK)

ホールディングス

バーチャル

展示
参加中止 継続

4 2021年秋 森林認証促進パネル展
北海道森林管理

計画課

北海道庁1階

広報コー

ナー

パネル貸出
継続

5

2021年冬

リアル展示

エコプロ2021

(一社）産業環

境管理協会

･日本経済新聞社

東京ビッグサ

イト
参加

継続

6 2021年冬

リアル展示

サスステナブルマテリア

ル展2021
(株)RXジャパン 幕張メッセ

レッテンマイ

アー日本支社

ブースの一隅に

リアノレ出展

(新規）

6
2022年1-2月

中止

東海3県一市グリーン購

入キャンベL－ン

東海3県1市

(主催事務局は回

り持ち）

名古屋市内 参加中止 継続

7
2022年春

バーチャル展示
ジャパン建材展

JKホールディング
ス

バーチャル

展示
不参加 継続



PEFC本部からマーケティング担当のシンクレア氏を迎え､SDGsの時代をむかえた中、

企業が取り組むべき方向を考える｢企業の魅力UPセミナー｣を開催した｡約150名の参

加を得た。

ブランドみらい企業の魅力UPセミナー

~SDGxESGx???~

2022年5月20日（木) 15:30～17:15 Zoomウエビナー

基調講演｢これからの企業に求められることは」 渋沢寿一氏

｢持続可能で責任ある消費」 PEFC本部シンクレア氏

事例報告｢江崎グリコ(株)の環境対応について

江崎グリコ株式会社森田裕之氏

事例報告｢食品業界でのSDGsへの取り組み」

株式会社ニップン仁見貞子氏

パネルディスカッション

15:35～15:50

15:50～16:20

16:20～16:35

16:35～16:50

16:50～17:10

②SGEC/PEFC森林認証フオーラム2021 (東京）

2021年11月9日に永田町ビル大会議室にて森林認証国際フオーラム｢SDGsに貢

献する森林認証～森林認証の役害'l｣を開催した｡新型コロナ第5波-6波の合間ではあ

ったが､オンラインによる参加と併用し､70名が参加した｡SDGsと森林認証にかかる基

調講演及び認証材を禾l1用したイタリアファション､建築物のプロジェクト認証､文具の

COC認証事例報告があった。

森林認証国際フオーラム「SDGsに貢献する森林認証～森林認証の役害ll

日時

場所

2021年11月9日（金) 13:30～17:00

永田町ビル大会議室(オンラインによる参加と併用）

《プログラム》

13:30 1=" SGEC/PEFC13:30 SGEC/PEFCジャパン

13:35～14:20 基調講演宮林茂幸東京農業大学親受「森を守り活かすために」

14:20～14:50 基調報告林野庁計画課長関口高士｢SDGsと林野行政」

14:50～15:20 <質疑＞

＜休憩15分＞

15:20～15:50 特別報告PEFCイタリア「ファッションと森林認証」ブルﾉﾘ氏

15:50～16: 10 事例報告野村不動産都市開発事業本部建築部部長

斉藤康洋｢都市における認証材の利用実例-H,O平河町一」

16: 10～16:30事例報告株式会社PENON代表取締役長岡美千子

「認証材の可能性･身につけるエシカル文具」
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③第3回令和記念「WeloveForestの森」少花粉ヒノキ植樹祭の実施

2021年10月16日に､2019,2020年度に引き続き､あきる野市秋川渓谷のあきる野

市内のSGEC認証林にてSDGsに貢献する森林認証の拡大と｢森と人間との共生｣が可

能となる花粉の少ない森林づくりを目指して､少花粉ﾋﾉｷによる｢WeLoveForestの

森｣植樹祭を実施した｡秋晴れの下で約20名が参加し､植樹及びコンサートを実施し

た。

2021年10月16日(J=:) 9:30~

東京都あきる野市SGEC認証林

時
所

日
場

《プログラム》

開会の挨拶 SGEC/PEFCジャパン事務局長梶谷辰哉

来賓挨拶 林野庁森林利用課課長補佐神谷慎吾

東京都多摩森林事務所森林業務課長鐙美和子

植林地に関する説明 東京都農林水産振興事業団花粉の少ない森づくり運動担当課長

広瀬光一郎

苗木及び植栽方法の説明東京都森林組合竹内希美重

少花粉ヒノキの植樹 東京都森林組合の指導で実施

森に寝転ぶソーシヤルデイスタンスコンサート

「森のシンガーソングライター」

「2020年みどりの女神」

山田証(あかし）

井戸川百花

各種媒体を通じた情報発信

①ウェブサイトを利用した情報提供等

SGEC/PEFCジャパンのウェブサイト(ホームページ:HP)は､SGEC/PEFCの公式の

公示･広報メディアであり､認証林･企業の認証状況の公示､認証規格改正案などの公

表と意見提出の場､制定･改正した規格の解説の場､会議やフォーラム･セミナー､展

示会など各種イベントの開催案内や結果報告などを公表する場となっている。

SGEC/PEFCジャパンのウェブサイトは2019年度にリニューアルしたが、旧サイトの

重要情報は新ウエブサイトに引き継ぎ､新着ニュースページはイベント､お知らせ事項

の掲示板として積極的に活用した。

(6)

②バイリンガルニュースレターの作成、発行

NPO法人PEFCアジアプロモーションズ(2018年3月末に解散)が発行してきたバイ

リンガルニュースレターの､No30-No43(和英版)をSGEC/PEFCジャパンのウェブサイ

トに移行し､No44以降はSGEC/PEFCジヤパンバイリンガルニュースレター(和英版）

として継続発行した｡同ニュースレターは､SGEC/PEFCの認証企業･森林所有者はも

とより、官公庁･関連ステークホルダー･NGOやメディアなど、国内外約4,500人に配

信し､同時に､PEFC加盟国50か国以上が登録しているイントラネット上にも投稿してい

る。

2021年度はNo50～No52を発行した。
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③SNSプラットホームを利用した普及広報

これまでのフェースブック､インスタグラムに加え､2021年3月下旬からは､ツイッタ

ーにもアカウントを作成し､2～3日に一度のペースを目標に情報発信を開始した(最高

で1日3万のアクセスを記録)。

従来のFacebook｢SGEC･PEFCジャパン｣ページにおいても、随時､イベントの告知

やSGEC/PEFCジャパンからの情報の掲載を行った‘

④バーチャル展示会（建築再生展）への参加

従来はリアル参加してきた建築再生展の主催者は､2020年度は新型コロナの蔓延

防止対策として中止、2021年度は引き続く新型コロナの蔓延及び展示会場(東京

Big-sight)の東京オリンピック関連施設利用の制約状況に対応し､バーチャル展示(1

年間)に切り替えて実施したことから､SGEC/PEFCジャパンもバーチャルブースを設け

てこれに参加した。

なお､主催者としては、 2022年度はリアル展示とバーチャル展示(3か月限定)方式

の共存を計画している。

6認証取得促進のためのプロモーション活動の推進

(1)認証促進協議会との連携

森林認証に対する認知度を高め､森林認証および認証製品のプロモーションを進める

ため、関係団体や企業がメンバーとなり､2019年3月に設立された｢森林認証促進協議

会｣(会長:宮林茂幸氏(東京農業大学地球環境科学部教授)、顧問:澁澤壽一氏(NPO

法人共存の森ネットワーク理事長､事務局:SGEC/PEFCジャパン)と連携し、 「森林認

証ロゴマーク集めコンテスト､国際森林認証SGEC/PEFC取得者一覧ガイドの配布等の

事業を実施した。

(2)認証製品の製造・販売拡大に向けたプロモーション

コロナウィルス感染拡大の中、直接面談の機会は減少したが､オンラインの手法等を活

用し､2020年度に引き続き多くのブランドオーナー等の企業に対し､SGEC/PEFC認証原

材料･製品の製造･販売の拡大に向けた要請活動を行った。この結果、新たに

SGEC/PEFC原材料を使用したペーパーバックや､猫用トイレ用チップなど新たなロゴラ

ベル入り製品の製造･販売の動きにつながった。

(3) SGEC/PEFC日本マーケティングプロジェクトとの連携

2021年2月からPEFC本部､オーストラリアRespOnsibleWood､SGEC/PEFCジャパン

の3者の合意の下に開始した｢日本マーケティングプロジェクト｣の下でサプライチェーン

上の多数の企業やブランドオーナー等に対し､SGEC､PEFC制度の紹介と認証製品の

取扱の拡大に向けた働きかけを行った。

特に､紙市場では､PEFC認証紙のシェアが著しく小さくその更なる普及という現状打

開に向けた活動が求められている。
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【日本マーケティングプロジェクト】

3年間､2021年2月開始

･ SGEC/PEFC認証材料の日本市場における受け入れの増加

･ SGEC/PEFC認証材料･製品の利用拡大

･ SGEC/PEFC認証の重要性についての認知度の向上

期間

目的

(4) 2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）に向けた対応

大阪･関西万博における認証材､認証紙の利用に向け博覧会協会のほか関連企業団

体との意見交換等を実施した｡この結果万博の調達方針においては､認証材､認証紙

が位置づけられる見通しである。

7． 日本におけるPEFC認証管理団体としての活動

(1) PEFC認証管理事務の実施

相互承認に伴うPEFC-COC認証事業体の認証審査の管理､ロゴライセンス発行に係

る事務等を行った他､PEFC認証制度の普及広報活動を実施した。

(2) PEFCの会議への参加

①PEFC総会(2021年11月）等への参加

PEFC本部(ジュネーブ)の活動も新型コロナの蔓延対策として､リモートワークが中心

となっているが､PEFC本部が主催する2021PEFCWeek(年次総会も含む）は､ ll月4

~12日までWebinar形式で開催され､梶谷事務局長､堀尾マーケティング＆プロモー

ション部長が出席した。

総会では､PEFCを巡る最新情勢の報告のほか2021年度の決算､2022年予算が議

論され､了承された｡予算案では､現在検討中のメンバー国等の会費算出方式の提案

が遅れているため､暫定的に2年間限定で加盟各国･スーテークホルダー会員団体の

納入金を5％引き上げる案(CHFベース)が了承された｡なお､新たな算定方式は2022

年度総会に提案予定との説明があった。

②PEFC/PEFC加盟国との連携

本部マーケティング関係会合､認証ゴム推進に関する会合等も2ヶ月に一度の割合で

オンラインにより開催されたが､SGEC/PEFCジャパンからは､堀尾マーケティング＆プロ

モーション部長､チェン国際部長等が参加した｡なお､SGEC/PEFCジャパンが主催した5

月の｢ブランドみらい･企業の魅力UPセミナー｣にはPEFC本部からマーケティング担当

のシンクレア氏の､またll月の国際森林認証フォーラムには､イタリアのPEFC管理団体

からアントニオ･ブルﾉﾘ事務局長の参加(オンライン;英語で報告､堀尾部長が通訳)を得

て､PEFCの取り組み､イタリアにおけるファッション分野における認証の進展状況につい

てそれぞれ報告を得た。
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案第1
二＝

同我
巨
万

2021年度決算・財務諸表について

>ﾌ圭逢2小ん。決算･財務諸表(案）

自
至

2021年4月1日

2022年3月31日
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貸借対照表
2022年3月31日現在

(単位:円）
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科 目 当年度 前年度 増減

I 資産の部

1 ．流動資産

2．

現金・預金

立 替 金
企〃

HIj 払費用

流動資産合計

固定資産

(1)特定資産

基金積立金

特定資産合計

(2)その他固定資産

什器備品

長期前払費用

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

Ⅱ負債の部

1 ．流動負債

預 り 金

流動負債合計

負債合計

Ⅲ正味財産の部

1 ．指定正味財産

指定財産期末残高

■■■■■■■■ 般正味財産期末残高

正味財産合計

負債及び正味財産合計

5,529,226

63.902

6,400

5,599,528

42,000,000

42,000,000

182,469

17，067

199,536

42, 199,536

47,799,064

157， 118

157， 118

157， 118

1，621，339

46,020,607

47,641,946

47,799,064

6,304,631

1, 194,820

29，867

7,529,318

35,000,000

35,000,000

304, 114

0

304, 114

35,304, 114

42,833,432

201.011

201,011

201,011

0

42,632,421

42,632,421

42.833.432

△ 775,405

△1， 130，918

△ 23，467

△1，929，790

7,000,000

7,000,000

△ 121．645

17,067

△ 104，578

6,895,422

4,965,632

△ 43．893

△ 43．893

△ 43．893

1，621，339

3,388, 186

5,009,525

4.965.632



正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円）

斗些 I卜 I

①全

②

・しOしユミアF

③助成金収j

･ 日杓鳫f全II℃

④

川又

コリヌ

|ワ

①手 3, 163,985 41，093，522 9,070,463

0 99，500 △ 99,500

7,591,0001 14,315,0001 3,276,00C

2,560,748 2,098,259 462,489

313,0201 183,0001 130,02C

226,710 483,279 △ 256,569

6,097,221 2,970,630 3， 126，591

3，518，427 3,288,422 230,005

1 ,045,075 9,892,002 1， 153，073

51，219 71，817 △ 20,598

2,305,920 4，628， 192 △2,322,272

9700001 01 97000C
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・会議室使用料

・公租公課

・事業雑費

②管 理 費

・報酬給与費

・福利厚生費

・旅費交通費

・通信運搬費

・備品・消耗品費

・借 室 料

･交 際 費

・会費分担金

・減価償却費

・雑 費

経常費用計

評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計

当期経常増減額

2経常外増減の部

（1）経常外収益

経常外収益計

（2）経常外費用

経常外費用計

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

Ⅲ正味財産期末残高

167，640

5,002,750

314,255

15,090,810

7,539,000

907， 161

996,940

428,266

1，255，468

3,364,080

0

175，000

121，645

303,250

197，910

2,536,891

328,620

13,575,664

6， 135，000

906,972

888,390

213，207

1，613， 154

3,364,080

9，240

175，000

46，786

223,835

△ 30，270

2,465,859

△ 14，365

1，515， 146

1，404，000

189

108，550

215，059

△ 357,686

0

△ 9，240

0

74，859

79，415

65,254,795 54,669, 186 10,585,609

5,009,525 13,766,614 △8,757,089

0 0 0

5,009,525 13,766,614 △8,757,089

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5,009,525 13,766,614 △8,757,089

41，011，082 28,865,807 12， 145，275

46,020,607 42,632,421 3,388, 186

0 0 0

1，621，339 0 1，621，339

1，621，339 0 1，621，339

47,641,946 42,632,421 5,009,525
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収支計算書
2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円）

聿茱》古副収文0

事業活動収入

4bO,00C

950,00C

500,00C

500,00C

000,00C

500,00C

000,00C

000,00C

302,000

2,00C

300,00C

30000C

厚一目＝

登収

全11雨

Mx

．1ヌ

|▽

ソhｿ0(】（

0, 163,9851 4,436,01b

970,0001 30,00C

7,591,0001 409,00C

2,560,748 439,252

313,0201 286,98C

226,7101 773,29C

6,097,221 1，902，779

3，518，427 481,573

1,045,075 △1,045,075

51，219 148,781

2,305,920 1 2,694,08C

167,6401 132,36C

5,002,750I A2,002,75C

314155 1 185745

4,600,000

1,000,000

8,000,000

3,000,000

600,000

1 ,000,000

8,000,000

4,000,000

0,000,000

200,000

5,000,000

300,000

3,000,000

500000

立啓罰

芸高義毒
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(2)管 理 費

・報酬給与費

・福利厚生費

・旅費交通費

・通信運搬費

・備品・消耗品費

・借 室 料

・交 際 費

・会費分担金

・雑 費

(3)その他の事業活動支出

事業活動支出計

事業活動収支差額

Ⅱ投資活動収支の部

1 ．投資活動収入

特定資産取崩収入

貸付金回収収入

投資活動収入計

2投資活動支出

特定資産取得支出

固定資産取得支出

貸付金支出

投資活動支出計

投資活動収支差額

Ⅲ財務活動収支の部

1 ．財務活動収入

財務活動収計

2財務活動支出

財務活動支出計

財務活動収支差額

Ⅳ予備費支出

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

14，962，765

7,539,000

907， 161

996,940

428,266

1，249，068

3,364,080

0

175，000

303,250

△1， 130，918

657,235

461，000

192，839

3，060

71，734

△ 249,068

135，920

20，000

25，000

△ 3，250

1， 130，918

15,620,000

8,000,000

1， 100，000

1，000，000

500,000

1，000，000

3,500,000

20，000

200,000

300,000

0

70,220,000 63,995,832 6,224, 168

△623648832,000 6,268,488

０
０

4,000,000

1,000,000

A4,000,000

△1,000,000

5000000 △50000000

5,000,000

350,000

0

11,000,000

0

1，000，000

△6,000,000

350,000

A1,000,000

12000000 △66500005,350,000

△5350000 △7000000 1 650000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

785,620 785,620
■■■■■_｡■■■■■1■■■■■』■■■■■－1■■■■■

△6， 103，620 △ 731，512 △5，372， 108

6, 103,620 6, 103,620 0

0 5,372, 108 △5，372， 108
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財産目録

2022年3月31日現在

(単位:円）

－39－

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金 額

(流動資産）

現金

預金

｡立替金

･前払費用

手元保管

･普通預金

運転資金として 84,039

5,445, 187

63

6

902

400

流動資産合計 5.599.528

(固定資産）

特定資産

その他固定資産

･基金積立金

･什器備品

｡長期前払費用

42,000,000

182,469

17，067

固定資産合計 42, 199,536

資産合計 47,799,064

(流動負債）

預り金 157， 118

流動負債合計 157， 118

負債合計 157， 118

正味財産 47,641,946



告書監査報

2022年5月2．日

一般社団法人緑の循環認証会議

代表理事休々木忠彦殿

緑の循環認証会琴

藪盾鬼
､

毛雰ぽち

一般社団法人

監事

監事

鰭
増

一般社岡法人緑の循環認証会議の2021年4足1日から2022年3月31 日まで

の事業年度における理事の職務執行及び決算関係資料に関して、本監査報告書を作成し、

以下の通り報告いたします．

1 ．監査の方法及びその内容

私ども監事は、理事及び事務局員等と意思疎通を区り、情報の収集及び監査の環境

の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に箇席し、理事及び事務局等から

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求鞠、重要な決裁書類

等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査の上、 当該事業年度に係る事業報告善につい

て検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書

類（貸借対照表、箙味財産報告書及び収支計算書）及びその付属明紐書並びに財産目

録について会計担当職員等の決算報告を蹄主え検討いたしました｡

2．監査意見

（1） 事業報告等の隙査結果

①事業報告書は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示L,ているものと認め

ます”

②理事の職務の獣行に弱する不正行為又は法令若しくは定款に違腫する重大な事

実は認められません。

(2) 計篁書類及びその信属明細書等の監査結果

計算耆類及びそ”付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をす

べて的重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上
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議案2号

役員の選任について

【理事の選任について】

(敬称略）

議案第2号－1

奥田辰幸→原田隆行（日本製紙連合会）

議案第2号－2

坂本修→関岡哲也（(公財)森林文化協会）

議案第2号-3

篠原明→中村恭士(全日本森林林業木材関連産業労働組合連合会）

議案第2号－4

森田一行→安永正治（(一社)全国木材組合連合会）

任期については前任者の残期間とし、 2023年度総会終了時までとする。
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2022年度理事・監事名簿（案) (敬称略） >っ蟄降。

－42－

役職 氏 名 備 考

代表理事会長 佐々木惠彦
▲

うじ (公財）国際緑化推進センター

副会長 前田直登
一

兀 (一社）日本林業協会

長今
云１両田 宮林茂幸 東京農業大学

専務理事 梶谷辰哉 SGEC事務局長、学識経験者

理 事 青山佳世 フリーアナウンサー

理 事 上田浩史 日本合板工業組合連合会

理 事 大木美智子 (一財）消費科学センター

理 事 沖修司 (公社）国土緑化推進機構

理 事 原田隆行 日本製紙連合会 （新任）

理 事 酒井秀夫 東京大学名誉教授

理 事 関岡哲也 (公財）森林文化協会 （新任）

理 事 志賀和人 筑波大学大学院前教授

理 事 中村恭士 全日本森林林業木材関連産業労働組合連合会（新任）

理 事 関本暁 (一社)日本木造住宅産業協会

理 事 田中潔 学識経験者

理 事 津元頼光 (一社）日本治山治水協会、 日本林道協会

理 事 飛山龍
今

全国森林組合連合会

理 事 廣瀬道男 (公財）オイスカ

理 事 粗信
▲

▲ 政策研究院大学

理 事 安永正治 (一社）全国木材組合連合会 （新任）

監 事 萩原宏 学識経験者

監 事 吉野示右 (一財）日本木材総合情報センター

名誉会員・顧問 中川清郎 学識経験者

名誉会員・顧問 山田壽夫 学識経験者



報告事項2

2022年度事業計画及び収支予算について

2022年度事業計画

(事業期間:2022年4月1日から2023年3月31日）

令和の元号となり4年目を迎えたが､いまだ新型コロナウィルスの感染が収まってお

らず､困難を抱える状況が続いている。

このような中、世界の社会経済は引き続き｢環境｣と｢持続可能性(サステナビリティ

ー)｣をキーワードとする枠組みを指向しており、持続可能な開発目標(SDGs)の達成

が､世界全体で取り組むべき最大の課題となっている。

SDGsの達成にとって森林の持続可能な経営の実現は不可欠であり､持続可能な

森林経営を第三者として証明する手段である森林認証の仕組みは､SDGsの達成に

大きく貢献するものである｡また､投資家や消費者の間では､環境や持続性に配盧し

た企業活動や製品を選択するとのESG投資やエシカル消費の動きも広がってきてお

り､こうした状況も踏まえ､SGEC/PEFC認証のさらなる普及､拡大に向け取り組む必要

がある。

このような中､最近のSGEC認証森林面積､COC事業体数については､その増加

が頭打ちの状況となり､その全体の森林に占めるシェアについても未だ10%程度と、

その普及率は低位の状況にとどまっている｡このため､森林認証制度の社会的認知度

を高め､森林認証材ビジネスの活性化や新たな認証製品のサプライチェーンの構築

を進めることが急務となっている。

以上の状況に対応し､2022年度においては､本年1月にPEFCの相互承認された

改正SGEC規格の普及､定着を図るとともに､SGEC/PEFC認証制度の更なる発展に

向け､昨年度に引き続き､次の事業を実施することとする。

1. SGEC/PEFC認証拡大に向けての取り組み

(1) SDGsに貢献するSGEC/PEFC活動の展開

森林認証及び認証事業体の事業活動はSDGs実現に貢献し､ESG投資先の対

象となり得る点などについての理解を促進するためのフォーラム､セミナー等を開

催するとともに､ロゴマーク使用の拡大等を通じSGEC/PEFC森林認証に対する
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一般消費者の認知度の向上に努める｡この関連で､できるだけ多くの一般消費者

にSGEC/PEFC認証とそのロゴマークを知ってもらうため、昨年度に引き続き｢森

林認証ロゴマーク集めコンテスト｣(別紙1参照)を実施する。

また､大阪万博の準備､運営を行う｢2025年日本国際博覧会協会｣に対し､施

設建設や物品調達において､認証材や認証製品を利用するよう働きかけを行うと

ともに､地域の森林認証協議会とも連携し､認証材利用や認証取得の促進に努め

る。

(2) SGEC/PEFC認証材ビジネスの活性化に向けた活動の展開

森林認証促進協議会(2018年3月設立､事務局:SGEC/PEFCジャパン)、昨

年2月にPEFC評議会等との合意により開始した｢日本マーケティングプロジェク

ト｣の活動との密接な連携のもと、国内の関係企業･団体､関係国の認証管理団

体等とも協働し､SGEC/PEFC認証品の普及､公共施設建設における認証材使

用の促進､紙･家具･住宅等の分野における､認証材利用の拡大に向けた取り組

みを強化する。

消費者と密接な関係を持つブランドオーナー等への情報提供と認証製品の拡

大に向けた国際フォーラム､地方セミナー等を開催するとともに新たな認証品の

サプライチェーンの構築を目指す。

(3) 認証材、認証製品の拡大に向けた自治体等との連携

2020年に引き続きエシカル消費の推進に向けた取り組みの一環として､消費

者庁との連携を進めるとともに､森林認証の取得促進のための森林環境譲与税の

活用について、関係自治体に対し働きかけを行う。また､近年､公共物や都市部

の建築の木造化の動きが活発化していることを踏まえて､これら建

築物への森林認証材の利用促進について､働きかけを行う｡この関連でみな

とモデルと連携を構築する。

2. SGEC/PEFC規格の普及と厳格な運営

(1) SGEC改正規格の普及、定着

SGEC改正規格については､昨年3月の理事会の了承を得て､6月1日に施

行し､本年1月にPEFC評議会の相互承認を受けたところである｡今後の改正規

格に基づく審査､認証の円滑な推進に向け、日本適合性認定協会､認証機関と

も連携し､説明会等を通じ認証取得者に適宜周知する機会を設け､その普及、

定着に努める。
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(2) 信頼される認証のための体制の整備

SGEC/PEFC認証制度は､認証管理団体(SGEC/PEFCジャパン)、認定機関

(JAB)、認証機関がそれぞれ厳正に独立し､ ISO国際規格に基づきそれぞれの

役割を果たすことが､信頼される制度として存立するための重要な要件となって

いる｡このことを十分踏まえ､認定機関､認証機関と緊密な連携のもとに､認証規

格の厳正な運用を図ることとし､特に認証機関とは､常に情報交換を行うとともに

審査員に対する定期的な研修会を通じ､的確な認証が行われるよう対応する。

3. SGEC/PEFC認証業務の執行体制の充実

PEFC本部及びPEFC加盟国の認証管理団体等と緊密に連携し､PEFCの相互

承認制度のもと、日本国内におけるPEFC認証制度を管理する団体として､プロ

モーション活動の強化等のため業務執行体制を充実するとともに業務の実施に当

たっては、 「日本マーケティングプロジェクト｣の活動との連携を図る。

4． 会員の拡大

多くのステークホルダーの参画のもとにSGEC/PEFC認証制度が運営できるよう

正会員の拡大に努めるとともにSGEC/PEFC認証制度の趣旨に賛同し､財政的に

支援をいただく賛助会員の拡大も併せて推進する。

広報の充実

SGEC/PEFC認証に閨する情報をホームページ､SNS等を通じ適時適切に発信

するとともに､関連団体が開催する各種の会議やフェア等に積極的に出席･参画し、

SGEC/PEFC認証制度の普及･啓発に努める。

5
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[別紙1］

森林認証ロゴマーク集めコンテスト

SGEC/PEFCジャパン･森林認証促進協議会

目的

世界と日本の森林を守り､持続可能な社会の実現に大きく貢献する森林認証の

重要性を多くの人々に知ってもらい､認証製品の消費拡大を通じた消費行動の変

革を目指す

方法

環境月間の取り組みの一つと位置づけ6月1日から1ヶ月間を募集期間とし､ツ

イッターを活用し､PEFCとSGECのロゴマーク(ロゴライセンス番号入り)の付いた

様々な商品の画像を実際に撮って投稿してもらい､一定の点数付けの下で､獲得

点数によりl～10位の表彰(金メダル､銀メダル､銅メダルの授与及び畠'l賞)を行う
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[別紙2］

SGEC/PEFC日本マーケティングプロジェクト

本プロジェクトは､COC認証の拡大､森林認証に対する認識の向上を図り、日本市

場のサプライチェーンにおけるSGEC/PEFC認証材料･製品のシェアの拡大を目指し、

PEFC評議会及びオーストラリア･ResponsibleWoodとの合意に基づき実施

期間： 3年間､2021年2月開始

目的：

l.SGEC/PEFC認証材料の日本市場における受け入れの増加

2.SGEC/PEFC認証材料･製品の利用拡大

3.SGEC/PEFC認証の重要性についての認識の向上
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2022年度収支予算(2022年3月時点）

(2022年4月1日から2023年3月31日）

(単位:円）

蚕業活動収支の部

事業活動収

雪収人

会費I収

而X

しOしエペ牙

功成金収

助成金I収

碓 収

利息収

J M P収

雑 収

未1口到

豐活動麦

、車 華
8,300,000

1,000,00C

8,000,000

3,000,000

600,000

1,000,000

0,000,000

4,000,000

2,000,000

200,000

3,000,000

1,000,000

4,000,000

500.000

4,600,000 1 3,700,006

1,000,000I C

8,000,000 1 0

3,000,000 1 0

600,000 1 0

1,000,000 1 0

8,000,000 1 2,000,000

4,000,0001 0

0,000,000 1 2,000,000

200,000 1 0

5,000,0001 A2,000,000

300,000 1 700,000

3,000,000 1 1,000,000

500.000 1 0

本部分担金

本部開発費

妻業推進費

坐藤悉評善

霊室便姓

L， ′UIL 一

君坐獅
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(2)管 理 費

・報酬給与費

・福利厚生費

・旅費交通費

・通信運搬費

・備品・消耗品費

・借 室 料

・交 際 費

・会費分担金

・雑 費

事業活動支出計

事業活動収支差額

Ⅱ投資活動収支の部

1．投資活動収入

投資活動収入計

2．投資活動支出

特定資産取得支出

投資活動支出計

投資活動収支差額

Ⅲ財務活動収支の部

1．財務活動収入

財務活動収入計

2．財務活動支出

財務活動支出計

財務活動収支差額

Ⅳ予備費支出

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

15,620,000

8,000,000

1,100,000

1,000,000

500,000

1,000,000

3,500,000

20,000

200,000

300,000

16,470,000

8,000,000

1,000,000

l,000,000

500,000

2,000,000

3,500,000

20,000

150,000

300,000

850,000

0

A 100,000

0

0

1,000,000

0

0

△ 50，000

0

74,770,000 70,220,000 4,550,000

A4,818,000 32,000 A4,850,000

０
０

0 0 0

0

A3,000,0002,000,000 5,000,000

350,000 △ 350,0000

5,350,000 △3,350,0002,000,000

０
０

0 00

0

0 00

0 00

785,620 300,6551,086,275

△6,103,620 A1,800,655△7,904,275

6,103,620 l,800,6557,904,275

000
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2022年度短期借入金について

2022年度の短期借入金の限度額は500万円とする。

2022年度会費納入についてについて

2022年度の会費は､2022年末までに1／2を､また､残額を2023年3月までに納入することとする。

但し､特別な事情がある場合には､本会議と打合せの上､時期を定めて納入することが出来る。
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報告事項3

2022年度修正収支予算（案）について

修正収支予算（案） >驫過‘叫呪、

(2022年4月1日から2023年3月31B)

(単位:円）

事業活動収支の部

事業活動収

功成金収

助成金I収

唯 収

利息収

J M P収

雑 収

業活動収

活動支吐

妻 業

臨時雇用繕

報酬給与

4,600,000

1,000,000

8,000,000

3,000,000

600,000

1,000,000

8,000,000

4,000,000

0,000,000

200,000

5.000.000

)0,006

6

8,300,000

1,000,000

8,000,000

3,000,000

600,000

1,000,000

0,000,000

4.000.00C

0

0

0

)00,000

0

支啓調

本部分担金

本部開発費

薯業椎准菩

)(}O‐ （}()（)()0． ()0（

0

A2.000.00(

200,006

)00.000
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・会議室使用料

・公租公課

・事業雑費

(2)管 理 費

・報酬給与費

・福利厚生費

・旅費交通費

・通信運搬費

・備品・消耗品費

・借 室 料

・交 際 費

・会費分担金

・雑 費

事業活動支出計

事業活動収支差額

Ⅱ投資活動収支の部

1．投資活動収入

投資活動収入計

2．投資活動支出

特定資産取得支出

投資活動支出計

投資活動収支差額

Ⅲ財務活動収支の部

1．財務活動収入

財務活動収入計

2．財務活動支出

財務活動支出計

財務活動収支差額

Ⅳ予備費支出

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

300,000

3,000,000

500,000

15,620,000

8,000,000

1, 100,000

1,000,000

500,000

1,000,000

3,500,000

20,000

200,000

300,000

700,000

1,000,000

0

850,000

0

A 100,000

0

0

1,000,000

0

0

A 50,000

0

1,000,000

4,000,000

500,000

16,470,000

8,000,000

1,000,000

1,000,000

500,000

2,000,000

3,500,000

20,000

150,000

300,000

70,220,000 4,550,00074,770,000

A4,818,000 32,000 △4,850,000

０
０

0 0 0

0

A5,000,0000 5,000,000

0 350,000 △ 350,000

5,350,000 A5,350,0000

０
０

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

785,620554,108 A231,512

A5,372,108 A6,103,620 731,512

5,372,108 6, 103,620 A731,512

0 0 0
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2022年度短期借入金について

2022年度の短期借入金の限度額は500万円とする。

2022年度会費納入についてについて

2022年度の会費は､2022年末までに1／2を､また､残額を2023年3月までに納入することとする。

但し､特別な事情がある場合には､本会議と打合せの上､時期を定めて納入することが出来る。
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報告事項4

SGEC規格の改正とPEFC相互承認について

SGEC規格改正と相互承認までの経緯1

評議委員会､理事会SGEC改正規格案最終案了承2021年3月28日

PEFCに再承認申請

PEFCCEO､担当官への説明

PEFCウェビナー説明会

PEFC公開協議2か月

評価コンサルタント契約

2021年4月6日

5月10日

5月31日

6月～7月

7月28日

2021年6月1日 改正規格施行

(主要規格は2023年8月14日まで移行期間）

2021年6月29日 総会に報告

PEFC相互承認の維持に関する通知(2条件のクリアーを前提）

理事会下記3のPEFC承認条件に対する対応了承(予定）

承認条件に対する対応についてPEFCに報告

PEFC本部より条件がクリアーされた旨返答

2022年1月31日

2022年3月29日

2022年4月13日

2022年4月27日

PEFC通知文書2

2022年1月31日

SGEC森林認証システムの承認の維持について

2021年4月6日付けでSGEC/PEFCジャパンからに提出された申請に関し､SGECの

森林認証システムの評価のプロセスが完了したことをお知らせします｡この評価プロセスの

成果物である最終報告書を添付します。
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SGECのプロセスが､承認を維持するための前提条件である承認マイルストーンを満たし

ていることを認めます

私はここに､下記の条件の下､SGECの森林認証システムの承認の維持を確認します。

SGEC/PEFCジャパンは､すべての規準文書に将来のレビュー日を明示すること

SGEC/PEFCジャパンは､公開協議の結果の概要を公開すること

関係する最新の規準文書を含み､実施された是正措置に関する証拠書類を2022年

7月28日までにPEFCインターナショナルに提出すること

●
●
●

１
２
３

上記の条件が満たされない場合､システムは2022年7月28日に停止されます。

上記についてご不明な点がありましたら､PEFC事務局の技術ユニットにお問い合わせく

ださい。

敬具

マイケルバーガー

PEFC評議会事務局長代行

3．承認条件に対する対応

本理事会で了承いただければ､以下についてPEFCに報告

(1)条件1(SGEC/PEFCジャパンは､すべての規定文書に将来のレビュー日を明示こと）

［対応] SGEC規準文書の付貝l1に以下を追加記載

「次回のレビュー開始は2026年3月29日以前とする｡」

(2)条件2(SGEC/PEFCジャパンは､公開協議の結果の概要を公開すること）

[対応］公開協議の結果の概要については､2021年2月23日にSGEC/PEFC

ジャパンのホームページにおいて｢規格改正パブコメ主要意見への回答」

にて公開済み
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報告事項5

役員の職務執行状況について

（2022年3月30日－6月l3日）

佐々木会長

緑の循環認証会議の活動全般を統括

梶谷専務理事･事務局長

会長を補佐し､以下の緑の循環認証会議の活動を実施

1．規格改正関連 改正規格についてのPEFC相互承認申請を受けた連絡

セミナー開催(4月25日於札幌市)、プロジェクト認証

SGEC改正規格についてのPEFC村

調整､セミナー開催(4月25日於

耆授与式出席(4月7日於音更町）

2.PEFCメンバーズ会議への出席(アイルランド)5月8～13日

3． 日本マーケティングプロジェクト関連プログレスレポートの作成

運営会議出席(5月12日、於アイルランド）

3月－4月分協力金振り込み申請

4.ブランドみらいミニセミナーの実施(5月25日、6月15日予定）

SGEC/PEFC森林認証ロゴ集めコンテストの準備(6月1日～）

5.万博協会､関係企業等関係者との打ち合わせ､意見交換等
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報告事項6

ロシアとベラルーシを起源とする木材の取扱に関するPEFCの声明

3月4日にPEFC理事会議長より以下の声明

・ 2022年3月2日の国連決議に基づき､ロシア及びベラルーシを起源とする

・木材はPEFC規定上の｢紛争木材｣と解釈し､PEFC認証製品に使用不可

． この解釈は当面､上記国連決議の採択日(3月2日)から6ヶ月間適用

PEFCST2002:2020 3.6紛争木材

「紛争木材は､COCのいずれかの段階で､武装集団(反乱軍であるか通常兵士である

かを問わない)、あるいは､武力紛争に関与する文民政権又はその代表者によって取引さ

れた木材であり､その目的が紛争の永続化又は個人的な利益のために紛争状態を禾ll用す

ることにある場合｡但し､紛争木材は、 「合法｣の場合もあり､必ずしも｢違法｣であるとは限

らない｡」と定義する｡なお､木材の伐採自体が紛争の直接の原因になっていることがある◎

注意書国際連合環境計画(UNEP)の定義による。

[PEFC理事会声明］

メンバーへの声明

親愛なるメンバー、

PEFCコミュニティは､ベラルーシの支援を受けてロシア政府が主導する戦争の発生とウク

ライナへの侵略について深く懸念しています。このことは､PEFCの本質的な価値と矛盾し、

女性や子供たちを含む罪のない人々への言葉にできない､そして容認できない痛みと死を

もたらしています。

PEFC規格のルールの検討､PEFCの禾ll害関係者との関わり､最近の国連決議を踏まえ、

PEFC理事会は､本日、ロシアとベラルーシを起源とするすべての木材を｢紛争木材｣と解釈

し､PEFC認証製品に使用できないとする声明を発出することとしました｡ロシアとベラルーシ
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からの材木を｢紛争木材｣との解釈の理由は､国連の第ll回緊急会合における国連総会決

"A/ES-11/L､lに基づいています｡決議は｢ウクライナに対するロシアによる侵略[…][そ

して]ベラルーシの関与｣を最強の言葉で非難しています(2022年3月2日)。この解釈は、

上記国連総会決議の日から導入することとします。

この声明は､このような解釈を導入すべきとのメンバー､利害関係者､および市場関係者

からの理事会に対する要求に応えるものです。 PEFCとしては、同様の状況における将来

の国連決議に対しても同じように解釈を提供することとします。

この解釈は､取りあえず6か月間有効とします｡状況が早急に解決することを強く望んで

いますが､そのような場合､理事会はレビューを行います。

この声明は､PEFCロシアとPEFCベラルーシのメンバーシップとそれぞれの国の規格の

相互承認に影響を与えるものではありません。

事務局は､PEFCウクライナのMariya氏と継続的に連絡を取り合っており､うれしいことに、

彼女と彼女の同僚は今のところ安全だとの報告を得ています｡私たちはこの前例のない状

況に対し支援と助力をオファーしてきていますが、多くの皆さんも､必要に応じ支援したいと

の気持ちを持っていることを承知しています。

この決定は､あくまでもプーチン大統領がベラルーシの支援を受けて主権国家を侵攻す

るとの決定に対して行われたものである点を強調したいと思います。

PEFCコミュニティは、ロシアとベラルーシのメンバー､特にそのスタッフの過去の努力を

尊重するとともに､この決定が彼らにもたらすであろう課題を十分に認識しています。

この声明を関係者にお伝えください。

来週、さらなるガイダンスを提供します。

EduardoRojasBriales

PEFC理事会議長
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報告事項7

評議員の選任について

評議委員名簿(2021.6～2023.6) (敬称略）

－59－

氏名 所属先等 備考

永田信 大日本山林会 座長

森谷克彦 国立研究法人森林総合研究所 (新任)座長代行

赤尾信敏 地球環境戦略研究機関

天野彰 (株)アトリエ･フォア･エイ

池田直也 日本林業経営者協会

岩永青史 名古屋大学准教授

大石美奈子 日本消費生活アドバイザー･コンサルタント･相談員協会

岡田清隆 日本木材輸入協会

小野なぎさ 森と未来

叶芳和 日本経済大学大学院教授

上河潔 森林･自然環境技術教育研究センター

坂本有希 地球･人間環境フォーラム

澁澤寿
一

NPO法人共存の森ネットワーク

恒次祐子 東京大学准教授

出島誠
一

日本自然保護協会

鳴川康也 全日本森林林業木材関連産業労働組合連合会 (新任）

滑志田隆 ジャーナリスト

葉山政治 日本野鳥の会

日比保史 コンサベーション･インターナショナル･ジャパン

藤原敬 ウッドマイルズフォーラム

堀江隆 元日本適合性認定協会

渡辺綱男 日本自然環境研究センター

森田
一

行 特用林産振興会 (新任）



，琴逗1ｺ吸言黍好

2021年度SGEC理事・監事・顧問名簿（敬称略）

2021年6月29日総会・臨時理事会選任

役職 氏 名 備 考

代表理事会長 佐々木惠彦 学識経験者（国際緑化推進センター前会長）

副会長 前田直登 (－社） 日本林業協会

副会長 宮林茂幸 東京農業大学

専務理事 梶谷辰哉 SGEC事務局長、学識経験者

理 事 吉山佳世 フリーアナウンサー

理 事 上田浩史 日本合板工業組合連合会 （新任）

理 事 大木美智子 (－財）消費科学センター

理 事 沖修司 (公社）国土緑化推進機構

理 事 奥田辰幸 日本製紙連合会

理 事 酒井秀夫 東京大学名誉教授

理 事 坂本修 (公財）森林文化協会

理 事 志賀和人 筑波大学大学院前教授

理 事 篠原明 全日本森林林業木材関連産業労働組合連合会

理 事 関本暁 (－社)日本木造住宅産業協会 （新任）

理 事 田中 潔 学識経験者

理 事 津
一

ﾌｰ厄 頼光 (－社） 日本治山治水協会、 日本林道協会

理 事 飛山龍 全国森林組合連合会



’ ’(公財）オイスカ

理 事 粗信
ー

－ 政策研究院大学 （新任）

理 事 森田 －行 (－社）全国木材組合連合会

監 事 萩原 宏 学識経験者

監 事 吉野示右 (－財） 日本木材総合情報センター （新任）

名誉会員・顧問 中川清郎 学識経験者

名誉会員・顧問 山田壽夫 学識経験者



2021年度評議委員(2021 .6.2理事会選任）

役職 氏名 所届先等 備考

評議委員 永田信

矢野彰宏

赤尾信敏

天野彰

池田直弥

岩永青史

大石美奈子

岡田清隆

小野なぎさ

叶芳和

上河潔

坂本有希

澁澤寿一

I恒次祐子

出島誠一

中村恭士

滑志田隆

葉山政治

日比保史

藤原敬

堀江隆

渡辺綱男

大日本山林会

国立研究法人森林総合研究所

(公財）地球環境戦略研究機関

(株）アトリエ・フォア・エイ

(－社） 日本林業経営者協会

名古屋大学准教授

(公社） 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント ・相談員協会

日本本木材輸入協会

(－財）森と未来

日本経済大学大学院教授

(公社）森林･自然環境技術教育研究センター

(一財）地球_人間環境フオーラム

NPO法人共存の森ネットワーク

東京大学准教授

(公財） 日本自然保護協会

全日本森林林業木材関連産業労働組合連合会

ジャーナリスト

(公財） 日本野鳥の会

(-社） コンサベーシヨン。インターナショナル・ジャパン

(－社）ウッドマイルズフォーラム

元日本適合性認定協会

日本自然環境研究センター

新

新

新

新

新



第2S回|師藤リフォーム＆リニューアル 出展社

10:00～1フ:00(最終日は1E:soまで）

主催建築再生展組織委員会組 員長野口實文雪
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第26回R&Rリフォーム＆リニューアル

建築再生展EO巳巳
リフォーム･リニューアルによる新しい価値
～省エネ・創工ネ改修×マンション大規模修繕×DX改修～

事前登録はWEBから(4月下旬スタート予定）

http:"Www･rrshowqjp/2022ノ

<ご芳名〉 <年齢〉

~号］ <勤務先名〉以下の該当業種にし印をおつけ下さい。

口官公庁･地方自治体･公的団体職員

ロマンション管理組合･その他

業種分類

<ご所属部課名〉

口設計デザイン

ロゼネコン

ロ不動産･ディベロッパー

ロビル経営

ロメーカー･ディーラー

ロ専門工事業

ロビルメンテナンス

<勤務先住所〉

〒

<勤務先TEL･FAX,e-mail>

展示会開運のご案内を希望し芯い場合は□にしを入れて下さい。口案内を希望しない

口学術関係者･学校･研究機関･学生 ※必要事項を書き込み受付すると筈錫入場(無料)となります｡本展は入場登録制です。

趣築再生展組織委員会顎務局〒165-0026束京都中野区新井1-34.14㈱テツアドー出版内TEL.03(322B)3401 FAX、03(3228)3410



湧翻W

－のみどころの展示・セミ● ナ

マンション改修村Part､11 口会期

PnPP年(令和4年)β月15日伽16日㈱17日箇

口開堀時間

10:00～17:00(最終日は16;30まで）

口会場

東京ビッグサイト東1ホール

ロ後援

国土交通省・他113団体(予定）

ロ展示規模

293小間

ロ入場料

1,000円(ただし､登録の場合無料となります｡）

ロ来場対象

建築士設計･デザインビル経営者

マンション管理組合専門工事業者王務店
建築コンサルタント調査･診断改修アドバイザー

コーディネーター建材商社ビルメンテナンス

不動産デベロッパー一般ユーザー官公庁職員
学術関係者研究者学生その他業界関係者

掴裟鋤
三室堕壹謹誕』

一

一一一一一

別

諺匝ﾏﾝｼｮﾝ大規模修繕ｾﾐﾅｰ
36本の技術セミナーが聴ける1面ﾖﾖ百回…

鼈亘中銀カブセルタワー解体 出展項目

建築再生のための要素技術､リフォーム&リニューアル
に関する､技術･工法･製品･工具･システム･提案など

黒川紀章設計の中銀カプセルタワーの写真展開催！

諺区専門工事職人の技能実技デモ ｑ
中
銀
カ
プ
セ
ル
タ
ワ
ー

●アスファルト防水熱･冷工法●シーリング防水

●防滑ビニル床シート作業 ●躯体補修作業

●ウレタン塗膜防水

○塗装作業など

出展社一覧[○は共同出展2022年4月1日現在］

東京都市大学

東京都塗膜防水技能検定協議会

東京ボートエ業㈱

東京理科大学

長岡造形大学建築･環境デザイう環境デザイン

ものつくり大学

(公社)ロングライフビル推進協会(BELCA)

○アトリエ4A

L森林認証緑の循環認証会言

(SGEC/PEFCジャパン）

アルミニウム合金材料工場塗

SFAJapan"

大阪ガｽﾘﾉﾃｯｸ㈱

川口とし子デザイン展

㈱ケツト科学研究所

議

●REPCOマンション大規模修繕ゾーン

エスケー化研㈱

㈱シミズ･ビルライフケア

新日本リフォーム㈱新日本管財㈱

YKKAP"

(一社)マンションリフォーム推進協議会

(公財)住宅リフォーム紛争処理支援センター

装工業会(ABA)

学科

(NPO)日本管更生工業会

日本建築仕上学会

L女性ネットワークの会

日本大学生産工学部

｢防水と雨仕舞いの歴史館」

○日本の防水と雨仕舞の歴史館

卜中銀カプセルタワー写真展

卜日本防水の歴史研究会&ﾙｰﾌﾈｯﾄ(JWHA)

卜日本茅葺き文化協会

卜世田谷区民家園ボランティア茅葺研究会

卜日本金属屋根協会

卜京都府板金工業組合

卜日本建築学会防水アーカイブWG

筒丘江神宮燃水祭世話人会近江神宮

卜日本熊森協会

LNPO法人匠リニユーアル技術支援協会

○㈱長谷工コーポレーション

L㈱長谷工リフォーム

㈱八マキャスト

㈱ピアレックス･テクノロジ一ズ

㈱P･C･Gテクニカ

(一財)ベターリビング

○(一社)輻射冷暖房普及促進協会

L㈱アィラム

(公財)マンション管理センター

(－社)建築防水安全品質協議会(CWA)

ケーアンドイー㈱

工学院大学

コスミック丁業会

○㈱シミズ･ビルライフケア

L日産自動車

㈱サンコウ電子研究所

(一社)住宅ﾘﾌｫｰﾑ推進協議会

㈱タイセイ

(一社)大規模修繕工事･優良職人支援機構

○㈱ダイフレックス

トダイフレックス防水工事業協同組合
Lスプレーウレタン･ウレアエ業会(SUK)

田島ルーフイング㈱

○(－社)建物調査診断受託センター

ト太平洋コンサルタント

L日本ソフト

DMカードジャパン㈱

㈱|T.D.S

㈱テツアドー出版

○㈱東京建物リサーチ･センター

L㈱神奈川建物リサーチ･センター

●マンション改修村Palt｡11

卜建物診断設計事業協同組合

卜関西ペイント販売㈱

卜(－社)機能性外壁改修工業会

卜(－社)機能性外壁改修工業会東部支部

卜㈱グッド

トコニシベステムエ業会

トコニシ㈱

卜㈱スターテック

ト㈱スヮニーコーポレーション

ト全国ビルリフオームエ事業協同組合

卜㈱ダイフレックス

トタキロンマテックス㈱

卜㈱東京トルネード

ト日本設備工業㈱

卜日本ビソー㈱

トユニチカトレーディング㈱

Lリノ･八ビア㈱



建築再生展特別セミナースケジュール ●聴講は無料●セミナー受講のための事前登録は不要

6月15日㈱ ﾃｰﾏ: 『省エネ･創工ネ改修×リブ寸一ム･リニユーア川
開会式；オープニングセレモニー
建築再生展組織委員会

カーボンニュートラルに関する政策と動向
講師：今村敬氏(国土交通省住宅局参事官建築企耐日当）

カーボンニュートラル

講師：田辺新一氏(早稲田大学創造理工学部建築学科教授､日本建築学会会長）

省エネ・創工ネ､改修事例
講師：伊藤功氏(千葉大学客員准教授､㈱窓建コンサルタント代表取締役社長）

テーマ：『軍艦島(長崎県端島)建築群の現状と余命」

軍艦島(長崎県端島)建築群の現状と余命
講師：野口貴文氏(東京大学巍受）

（仮)軍艦島(長崎県端島)の建築から考える補修工法
講師：今本啓一氏(…科大学教授）

11：00～

11 ： 15レ12：15

【基調講演】

Ｉ
ｆ 13：00レ13：45

13:55p14540

I
可

一一

15:00D15:45

15:551>16:40

P

6月1S日㈱ﾃｰﾏ: 『マンション大規模修繕×リフォーム･ﾘﾆｭｰｱﾙ」
Ⅱ ■

(仮)マンションの管理の適正化と円滑な再生に向けた東京都の取組
講師：富永信忠氏(東京都住宅政策本部民間住宅部ﾏﾝｼｮﾝ施策担当者）

マンション改修の長寿命化・調査診断の新しいスキーム
講師：立岡陽氏(㈱インﾄﾛﾝ代表取締役）

11 :00レ12:00

【基調講演】

13 : 00D13 :45

マンションのEV(電気自動車)充電設備改修と災害時活用
講師：原章博氏(㈱ｼﾐスピﾙﾗｲﾌｹｱ）

マンション大規模修繕､修繕積立金と耐震改修資金
講師:今井章晴氏(㈱八ﾙ建築設計）

長谷工のリノベーション施工事例
講師；鈴木辰弥氏(㈱長谷工リフォーム営業部門法人営業部課長）

13：551>14：40

14：50115：35
少

、

15:45pl6:30

6月1フ日鬮ﾃｰﾏ: 『ﾛx改修×リフォーム･ﾘﾆﾕｰｱ川
且

物理空間と情報空間をつなぐデバイスとしての建築
講師：豊田啓介氏(東京大学特任教授.建築家､noiZ)

歴史的建造物の再生におけるDXの取組み(堀ビル）
講師；杉本照彦氏(㈱竹中工務店技術本部技術戦略部／技術プロデュース部COT&Lab新橋）

建物調査に関わるドローン技術基盤の開発と動向
講師：宮内博之氏(国立研究開発法人建築研究所材料研究グループ上席研究員）

BIMによる改修(施工)管理
講師；谷内秀敬氏(新菱冷熱工業㈱BIM推進室副室長)、増田康之氏(同主任）

FMシステム｢Archibus｣を活用したDX改修
講師？澤本勇樹氏(㈱ｱｲｽｸｳｴアド専務取締役BLM事業部長）

11：00,12：00

【基調講演1

12:30D13: 15

13:25D14: 10

14:20D15:05

15: 15bl6:00

※酬演内容･訓演者･時間は都合により変更する場合がありま爽臺新情報はホームページ(rrshow.jp/2022/)でご確認の上ご来場下さい。



組織委員

【名誉会檮l

村上周三((一財)建築環境･省エネルギー犠構理事長）

【組織委員長l
野口貴文(東京大学教授）

【組織副委員長】
坊垣和明(東京都市大学名誉教授）

清家 剛(東京大学教授）

【MI間】

本橋健司(芝浦工業大学名誉調受､(一社)建築研究振興協会会長）

【委員】(50音順）

青木 茂(大連理工大学客員教授､青木茂建築工房代表）
赤司泰蕊(東京大学教授）

安達和男(AdachiAIchiAssociate代表）

安孫子霧彦峨ﾛジｴｽ顧問）

井手添貢((－社)マンションリフォーム推進協議会）
今本啓一(東京理科大学教授）

大塚雅之(関東学院大学教浸）

川瀬貫晴(千葉大学名誉教授）

加藤耕一(東京大学教授）

兼松 学(更宗理科大学教授）

橘高義典(東京都立大学敦浸）

河野 守(東京理科大学敦浸）

小北真也((公財)マンション言瑳センター企画部兼業務部部長）
小山明男(明治大学教授）

：出島

照夫(ものつくり大学名誉教授）

克昌((－社)日本建材･住宅設備産業協会専務理事）

淳((公社)ロングライフビル推進協会専務理事〉

新一(早稲田大学調受）

雅紀(工学院大学教授）

康昭(㈱東京建物リサーチ･センター代表取繍役〕

高士(㈱長谷工コーポレーション専務執行役員）

英治((一財)建築保全センター窒事､保全技術研究所長）

香識(日本大学調受〕

卓((－財)ベターリビング常務理事）

文男(㈱日建設計総合研究所理事長）

義久((一社)マンション寶遅業協会専務室事）

一議(ラ禰丁業大学教授）
徹(㈱テツアドー出版代表）
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後援(申請中含む）

園十交通省
独立行政法人都市再生機情
独立行政法人住宅金譲支援機構

(－社)日本建築学会

板硝子協会

(公社)インテリア産業協会

ウレタンフォームエ業会

(一社)ALC協会

押出発泡ポリスチレンエ業会

(一社)外壁複合改修工法協議会

硝子繊維協会

キッチンバスエ業会

機能ガラス普及推進協議会

(公財)共用品推進磯僅

(－財)経済謁宣会

(一財)蓮材試譲センター

(一財)建設物価調査会

(一社)建築闘口部這会
(－財)建築環填･省エネルギー捷情
(一社)建築研究摂興協会

(－社)建築･住宅国際艤構
(－社)建築設備掻術寶浸会

(一社)建築設偏綜合温会
(－財)建築保全センター

(一社)公共建築協会

(－財)高齢者住宅財団
(一財)住字牛晨振興財団

(一社)日本家員産業振興会

〔一社)日本ガス協会
特定非営利活動法人日本管更生工菫会

日本金属笠木工韮会

日本金属サイデイングエ業会

(一社)日本空調システムクリーニング協会
〔－社)日本建材'住宅設鮪産業協会

(一社)日本建設業連合会
(公社)日本建築家協会

(一社)日本建築擶造技術者協会

(一社)日本建築材料協会
日本建築仕上学会

日本建築仕上材工業会

(－社)日本建築士事務詩協会連合会

(公社)日本建築積算協会

(一社)日本這築設備診断儂嗣
(－財)日本建簑センター

(－社)日本建築大工技能士会

(一社)日率壹築臺術工芸悟会

〈一財)日卒薑築防災稿会

(－社)日本左宮婁組合連合会

(一社)日本サッシ篭会

日本GRC工業会

(一社)日本色彩学会

(一社)日本シャッター･ドア協会
日本集成材工業謡同組合

(一社)日本住宅協会
日本住宅パネルエ業協同組合

(－社)日本住宅ﾘﾌｫｰﾑ産業協会
日本IM脂施工協同組合

(一社)日本照明工業会
日本水道蛎管協会

特定非営利活動法人日本外断熱協会

日本暇屑槻器工業会

(－社)日本ツーパイフオー建築協会
(－社)日本DIYホームセンター協会

(－社)日本電気床阻房工禦会
〔一社)日本塗張工業会

(－社)日本塗料工業会
NPO法人日本剥離洗浄技術協会

(公社)日本ファシリティマネジメント協会
(－社)日本福祉用具供給協会

(－社)日本壁蓋協会

(－社)日本窯業外装材協会
発泡スチロール協会

(－社)不動産流通経営協会
フリーアクセスフロア工業会

(一社)プレハブ建築協会
(－財)ベターリビング

(一社)マンション蜜理薬麓会
(公財)マンション管理センター

(－社)マンション計画修鍾施工鶴会
マンションリフォーム協同組合

(－社)マンションﾘﾌｫｰﾑ推進協議会

(一社)リビングｱﾒﾆﾃｲ協会
(公社)ロングライフピル推進協会

(－社)住字牛澪団体迎合会

(公財)住宅リフォーム紛争処理叉媛センター

(一社)住宅リフォーム推巡協読会
(－財)省エネルギーセンター

(－社〕新都市ハウジング協会
(一社)石膏ボード工紫会

せんい就化セメント仮1M会

(一社)全圃管洗浄|胤会

(一財)全国挫設研惨センター
(－社)全国遡般室内工語錐協会
(一社)全国タイル紫協会
全国タイルエ紫組合

全国ピルリフ訓･一ムエ碩紫協同組合

(一社)全国防水工事梨協会
全国マスチック語蕊協同組合葎合会

(一社)ソーラーシステム振興協会
NPO法人耐震総合安全機柵

(－社)団地再生支援協会

(公財)テクノエイド協会

(－社)東京ガラス外装クリーニング鶴会
東京都左寅麺合樋含今

(－社)日本医原福祉段IWi醗会

(公社)日本インテリアデザイナー協会

(－社)日本インテリアプランナー協会
日本ウレタン建材工蕊会

(一社)日本エクステリアエ撰会
(－社)日本オーニング協会
日本屋外収納ユニットエ顔会

交通アクセス

●東京ビッグサイトヘのアクセス〈園:周辺の宿泊施服）
■
●りんかい線

大崎駅(JR山手線･JR湘南新宿ライン･JR埼京線） 争
議
７
分
守
護
ａ
”

…
…
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↓
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東
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新木場駅(JR京葉編･東京メトロ有楽町線）

●ゆりかもめ

電
車

新槁訳
(JR山手濠･JR京浜票北繰･菓京メトロ銀座線･都営洩草線）

豐洲訳(東京メトロ有蘂町線）

■戸

l･鴛孟園.…篝童濾"琴” 一
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一
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４
４
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職
胸
均

分
分
分

東京穀八重洲ロ(豊洲訳経由)貢16系驍

門訂仲町訳(豊洲訳謹白)縄19系統

●京急バス

バ

ス
樺員駅東口 約55分一

●水上バス

日の出桟權〔JR浜松町駅から徒歩7分） 胸30分一

ご釆堀のI撒はできるだけ公共愛適職間をご利用下さ恥回撫各所要時間は交通松況により認化いたし甑す



SGEC/PEFCマークキャンペーン
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主催:SGEC/PEFCジャパン・森林認証促進協議会

【問合先】SGEC/PEFCジャパンキャンペーン事務局担当:チエン sgecpefci.cp@gmairrom
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S6EC/PEFCジャパンブランドみらい☆ミニセミナーシリーズ2022
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概要: SDGsのコンセプトが広まる中、プラスチックごみが生態系にも影響するという問題か

ら、世界的にプラスチックごみ問題に対する関心、取り組みが急速に広まりつつあります。本年

4月に施行された「プラスチック資源循環促進法」について、及び海洋プラスチッ

クご､み問題へのお取り組み現状などについてのご報告を頂くと共に、他国での事例

も踏まえ自社製品・包材のあり方について検討されている企業の皆様に、ひとつのヒントに

もなって頂くためのミニセミナーを開催致します。

日時； 2022年6月15日（水） 15：00～16： 20

参加対象：エンドユーザー（ブランドオーナー、コンビニ、量販店など）のSDGs ・サ

ステナビリティ担当、包材成型メーカーの環境対応担当、企業の調達や営業の方、

国際森林認証制度SGEC/PEFCに関心のある方

形式: ZOOMウェビナー

参加費： 無料

プログラム(予定） ：

1 ． 【基調報告】 「企業に求められるプラ対策～プラ新法の概要～」

環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室室長補佐村井辰太朗様

2． 「海洋プラスチックごみ問題に対する企業アライアンスの取り組み」

クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス(CLOMA)技術統括柳田康一様

3． 「欧州での使い捨てプラスチック流通禁止の事例」

SGEC/PEFCジャパンマーケティング＆プロモーション堀尾牧子

4. Q&A

お申込み：

蕊https//usO2webzoom.us/webinar/register/WN_CJ-CmBQ7QR6HuscAPY15jQ

※すぐにzoomリンクが届かない場合にはメールアドレスをご確認下さい。 篝
主催・お問合せ:SGEC/PEFCジャパン（一般社団法人緑の循環認証会議）

担当堀尾makikohorio@sgeC-pefCj・jp

蔀…窪…鋸撫塞捲嘩職侭蛾霊
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