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SDGs（持続可能な開発目標：Sustainable Development Goals ）が、メディアなどで取
り上げられることが多くなり、我が国でも広く知られるようになりました。それに伴い中
小企業の SDGs に対する認識も急速に高まっています。当機構が令和 3 年 5 月に行った
「 SDGs の認知度と取り組み状況等についてのアンケート調査」では、SDGs の取り組みに
前向きな回答が約 70% となっており、SDGs に積極的で意欲的な中小企業が多いことがわ
かります。
SDGs は、中小企業にとって、①持続可能性を増進するための事業規律となり、②先行
きのビジネスチャンス（環境・エネルギー、医療・ヘルスケア、デジタルなど）を見極め
る指針でもあり、③国内外の関連企業と「価値観」を共有することで予期せぬリスクを軽
減する効果があると言われています。また、SDGs は、ターゲット８「働きがいも経済成
長も」にあるように、中小企業を「生産活動や、雇用、イノベーションの重要な担い手」と
して重要なプレーヤーに位置付けています。
このため、当機構では、SDGs の考えを尊重し、中小企業の SDGs への理解促進と趣旨
に沿った事業活動への支援を通じて SDGs の達成に貢献するべく、
「中小企業 SDGs 応援宣
言」を令和 3 年 3 月に公表いたしました。応援宣言の内容に沿って、中小企業の SDG ｓ推
進のための取り組みを全力で支援してまいります。
令和 3 年 3 月、当機構近畿本部は、近畿経済産業局・事業構想大学院大学の協力のもと、
中小企業における SDGs 活用促進を目的とした「中小企業のための SDGs 活用ガイドブッ
ク」を公表いたしました。今般、全ての地域本部に活動を拡げ、本ガイドブックに全国各
地で SDGs に取り組んでいる中小企業の事例を複数加えて、増補改訂いたしました。
本ガイドブックをご覧いただき、一人でも多くの読者が SDGs 経営の必要性に気付き、
その取り組みを始められ、それが組織の活性化や生産性向上など会社の発展、ひいては経
済社会への貢献に結びつくことを心から願っております。本ガイドブックがその一助にな
れば幸いでございます。
今後も、中小企業の皆様がすぐ自社で活用できるような実践的な方法や取り組み事例の
紹介に努めてまいります。最後に、取材に快く応じていただきました中小企業の皆様に心
から感謝申し上げます。
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章

SDGsを意識しない経営では
生き延びていけない時代の到来

̏হɿ6'*V Νқࣟ͢͵͏ܨӨͲͺਫ਼͘Ԉ;ͱ͏͜͵͏࣎େ౺པ

6'*V Νஎͮͱ͏Ή͖ͤɽʰ ೧ΉͲͶࠅ࿊Յࠅͤ΄ͱ͗ୣͤ΄࣍͘କՆ͵
ඬʱ 6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW*RDOV γητΡψϔϩʀυΡϗϫρϕϟϱφʀβʖ
ϩθಆช࣊ΝͳͮͱnΦηʀυΡʖʀζʖθnͳ͏͏ɼ ඬͳͨΗΝୣͤΖͪΌ
 νʖΰρφ͖Δߑ͠Ηͱ͏Ήͤɽ
Ήͥɼ6'*V ͳซ͏ͱɼ͞ΗΉͲࣙऀୌͳ͢ͱϟʖζͲ͘ͱ͏ͪঘۂة๏ͺͨ
ΗΆʹଡ͚ͺ͵͏ͳࢧ͏Ήͤɽ6'*V खΕૌΊͺஏځԻஈԿɼޫـรಊɼਫ਼ଡ༹
ɼք༺ԜઝଲԢ͵ʹஏځસରͲڧୌΏɼࠅͶ͕͜Ζසࠖʀৱྋ
ୌ͵ʹֆద͵՟ୌଲԢɼ߫ݛ͞ͳͲ͍Εɼͨ͑͏ͮͪͲ͍ΗͻɼࠅΏ͗ۂة
ΏΗͻ͏͏͞ͳͲɼঘͱ͓͍͗ۂةखΕૌϟϨρφචགྷ͵͏ʗଡ͚ঘۂة
๏ͺͨ͑ߡ͓ΔΗͱ͏ͪͲͺ͵͏Ͳ͢Β͖͑ɽ
ͬΘΞɼঘۂةͲྭ͓ͻଢཇޭుࣆۂΓ͑͵࠸ਫ਼ՆΦϋϩάʖϑζϋη
Νऀ͏ͱ͢ͳۂΖ๏͵ʹͺʰࣙऀୌʱͳ͢ͱ 6'*V Νଌ͓ͱ͏Ζίʖη͗ଡ͏͖எ
ΗΉͦΞ͗ɼࣆۂΏۂແ಼༲͗ͨ͑͏ͮͪϑζϋηͳ͏͵͗ܐؖͺɼ6'*V ͺࣙऀ
ܨӨͶͺͣ״ͳ͏͵ܐؖΖ๏͗ΆͳΞʹͫͳࢧ͏Ήͤɽ
͖͢͢ɼভඇंΏखӀͺৱϫηΏϕϧηορέ͟ΊͶଲͤΖࣟ͗ॉͲ͵͏ͳۂة
खӀΝݑԂͤΖ๏Ͷ͖ͮͱ͏ͪΕɼΉͪɼ͞Η͖Δम৮ͤΖָਫ਼ͪͬͺٝແگү͖
Δ 6'*V ΝָΞͲ͕Εɼ6'*V ͶखΕૌۂةΝम৮ޫึͳ͢ͱ༑ͪ͢ΕͤΖ͖͢
ΗΉͦΞɽΉ͠ͶܨۂةӨͶ͕͏ͱɼ6'*V ͗ᨵ͑ʰ࣍କՆʱΝ୯͗͢ߡ͓ͥͶͺ
͏ΔΗ͵͏য়ڱͶ͏Ζͳ͏͓ΖͲͺ͵͏Ͳ͢Β͖͑ɽ
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章

中小企業にとってのSDGs とは？
〜 SDGs 活用のポイント〜

̐হɿঘۂةͶͳͮͱ 6'*V ͳͺʃʛ6'*V ༽ϛϱφʛ
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Ҳ͍ͲΖͳଌ͓ΔΗ͗ͬͲͤ͗ɼͨ͑Ͳͺ͵͚ɼ6'*V ͺܨӨͶ͘΄ͤ༽Ͳɼख
ΕૌΊͶΓͮͱɼܨӨکԿͶͯ͵͗ΖͲͤɽͲͺɼঘۂةͶͳͮͱ 6'*V ͶखΕૌ
қٝʀ༽ϛϱφͺʹΓ͑͵Ͳ͢Β͖͑ɽ
˕6'*V ͗ۂةͶٽΌͱ͏ΖͺʰࣆͨۂͶΓΖऀճ՟ୌմ݀ʱखΕૌΊ
ࣆۂಊͶΓΖखΕૌΊͲ͍Ζͳ͏͑͞ͳͺʰཤӻΝ͝ΔΗΖ࣍କՆ͵ࣆۂӣӨʤܨ
Өʥʱ͗ͳ͵ΕΉͤɽۂةͶͳͮͱٝແΏඇ༽ɼܨඇͲͺ͵͏Ͳͤɽ
˕6'*V ͺਐۛ͵ͲɼܨۂةӨͶ͘΄ͤ༽
6'*V ͺ֮͵ఈخ६͍͗ͮͪΕɼ୯͖Ͷৄ͠ΗͪΕͤΖͲ͍ΕΉͦΞɽྭ͓
ͻଡ͚͗ۂةखΕૌΞͲͪ͘ ,62 ֪وΓ͑͵৻͍ࠬ͗ΖΚ͜Ͳ͵͚ɼखΕૌΞ͖ͫ
Δͳ͏ͮͱͬͶࣰ֮Ͷཤӻ͗ਫ਼ͣΖΚ͜Ͳ͍ΕΉͦΞɽ
6'*V खΕૌΊͳͺͶ༹ʓ͍Ζऀճ՟ୌʗঙࢢ߶ྺԿɼβϝୌɼৱྋࣙڇ
ིɼंܩޛଏɼ͘ۯՊୌɼζΥϱξʖୌɼҡـেʞ͵ʹͶࣆۂಊΝ௪͢ͱմ݀
ΝਦΖ͞ͳͲ͍Εɼۂةଡ͚ͺͤͲͶՁ͖͢Δऀճ՟ୌմ݀߫ͤݛΖखΕૌΊΝߨ
ͮͱ͏Ήͤɽ
ಝͶೖຌঘۂةΏঘوໝࣆंۂܨӨंͨ͞ɼࢀ๏ྒྷ͢ਈͲ͕ऀͳ༹ٮճͳࣙऀ
ͳ͗ͨΗͩΗΓΕྒྷ͚͵Ζͳ͏͑ܨӨΝ͚کқࣟ͢ͱ͏Ζ͞ͳଡ͚ɼͬ͑͏͵͖ـͶ
6'*V ߫ݛΝࣆۂͲߨͮͱ͏ΖͲͤɽ
͞Γ͑Ͷ 6'*V ͺਐۛ͵Ͳ͍Εɼ͍ͳͺ͞ΗΝࣟ͢ɼۂةఴͪΌͮͳܨ
ӨͶ͵͘΄ͤ༽Ͳͤɽ
ͨΗͲͺɼ͵ͧۂةͺ 6*'V ͶखΕૌචགྷ͍͗ΖͲ͢Β͖͑ɽ
˕6'*V खΕૌΊͺʰܨӨͶϕϧηͶ͵Ζʱ
ᶅ 6'*V ଲেͲ͍Ζʰऀճ՟ୌմ݀ʱࢤوໝͺʰ ԃʱͳݶΚΗͱ͏Ζʄ
ᶆ 6'*V ͺֆͶ௪ͣΖʰڠ௪ޢݶʱ
ɽࣙऀܨӨʀࣆۂΝͶఽ͓Ώ͚ͤͤΖɽ
ᶇۂةΏۜ༧ؖؽɼ౦ࣁՊɼভඇं͖Δ৶༽ɼࢩ֭࣍ಚͶͯ͵͗Ζɽ
ᶈࡀ༽ಊ͵ʹਕࡒ֮ฯͶ༑ҒͶಉ͚ͳͳͶɼऀҽۂةѬɼۂແގΕΝ߶
ΌΖ͞ͳͶر༫ͤΖɽ
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6'*V खૌΊͺɼௗغదͶͺɼܨӨکԿΏࣆۂ࣍କͶͯ͵͗Εɼ݃Վͳ͢ͱʰճ
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㻌
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ਦන̏ʰ6'*V ͶͤؖΖࢤؽճʱ
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章

経営の面からSDGsを意識した方が良い
４つの視点

̑হɿܨӨ͖Δ 6'*V Νқࣟͪ͢๏͗ྒྷ͏  ͯࢻ఼

6'*V Νқࣟͪ͢๏͗͏͏͞ͳͶͯ͏ͱɼܨۂةӨΝͤΖͶ͍ͪͮͱ॑གྷ͵ϓΟένʖͲ
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Ήͤɽ

ᾉ

ভඇंʀٮޒ

6'*V எΏ߶͗ৼؖΉΖͶͯΗͱɼʰভඇंʀٮޒʱࢻ఼รΚͮͱཔͱ͏Ήͤɽ
ͨΞ͵͞ͳΝͱͮݶɼࣰݳͶͺɼʰΓΕ҈͏๏͗ྒྷ͏Ͷ݀Ήͮͱ͏ΖͲͺ͵͏͖ʱͳ͏
͑ൕ͍Ζ͖͢ΗΉͦΞɽ͖͢͢ɼรΚͮͱཔͱ͏Ζ͞ͳͺؔҩ͏͵͏ࣆࣰͲͤɽ
ࡤࠕʰ6'*V Ͷଊͪ͢ঐΏγʖϑηΝΞͲ࢘༽ͪ͢͏ʱͳ͏͑қͱ͏ͱ͓ଁ͗ݡɼ۫
ରదͶͺɼ࠹ঘౕݸΝ߬ͤΖʤϝωϜϩʥɼௗغదͶ࢘༽ͤΖʤϫϱήϧ
ϓʥɼ१ͤ༽࢘ͲܗΖʤγʖΫϣϧʖʥͳͪͮݶ๏߶͗ৼؖΉΕ͍ͯͯΕΉͤɽ
ԦธͲͺͤͲͶɼಋͶͺʰ6'*V ഓྂܗΏγʖϑη๏͗ΓΕജ
ྖ͗ଡ͚ɼཤӻౕ߫ݛ߶͏ʱͳ͏ͮͪয়͍͗ڱΕɼೖຌͶ͕͏ͱɼࠕ ޛ6'*V گүΝ
ण͜ͱͪ͘ࠕٝແگүେΝΌָͪਫ਼ʀऑं͗ৼভඇंେͶ͵ΖͶͯΗͱɼ͞
Γ͑͵รԿ͗ΓΕݨஸͶ͵ͮͱ͚Ζͳߡ͓ΔΗΉͤɽ

ᅗ⾲䠎

ਦන̐ʰΦεΩϩভඇ ː Ͷͯ͏ͱౕັڷʤ ೧ʀ ೧ർֳʥʱ
ʴ ೧ؔͲʰ͍͗ັڷΖʱ͗ ˍଁՅͲ ˍͳ͗ৼ͚ؖ͘߶Ήͮͱ͏Ζʵ
ड़ఱʁʰྛཀྵదভඇʤΦεΩϩভඇʥʱͶͤؖΖভඇंқࣟࠬๅࠄॽʤভඇंு
 ೧  ݆ʥ
KWWSVZZZFDDJRMSSROLFLHVSROLF\FRQVXPHUBHGXFDWLRQSXEOLFBDZDUHQHVV
HWKLFDOLQYHVWLJDWLRQDVVHWVFRQVXPHUBHGXFDWLRQBFPVBBSGI
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͞ͳΝʰΦ
ΦεΩϩভඇʱͳ;ݼΉͤɽ͓͏ݶΖͳɼ6'*V Νқࣟͪ͢ঐࡒʀγʖϑ
ηͳ͓ݶΉͤɽ

ᾊ

खӀ 

ΉͪʰखӀʱ͖Δࢻ఼ͺͳΕΚؔ͜ۂةखӀͶ͕͏ͱ॑གྷΝଁ͢ͱ͏ͱɼಝͶघ
ۂةͶ͕͜Ζ 6'*V ܨӨਬಊ͘ͺɼήϩʖϕۂةΏɼखӀۂةͶΉͲ;ٶͺͣΌͱ
͏ΉͤɽࠕɼघۂةͺखӀۂةͶଲ͢ɼ6'*V Ͷؖ࿊ͪ͢ڧΏஏҮ߫ݛखΕૌΊ͵
ʹΝ֮ͪ͢Εɼ͞ͳ͏͢ݭΘͲͺɼ&2 ࡡݰඬ਼ΝΠϱίʖφͳ͢ͱٽΌͪΕͤΖ
͍ΕΉͤɽ
घͳۂةखӀΝܩକͤΖͪΌͶචགྷͳ͏͑ݡ๏ͫ͜Ͳͺ͵͚ɼ͢Θɼघͳۂة
खӀΝ֨ͦ͠ΖͪΌ  ͖ͯͮ͘͜ʀ ͱ͢ͳح6'*V Νͤ༽Ζࢻ఼Ν࣍ͯ͞ͳ͗
॑གྷͲͤɽ

ਦන̑



   

ਦන̑ʰऀ಼Ͷ͕͜Ζ 6'*V எౕܨ೧รԿʱ
ʴસͱଲেͶ͕͏ͱɼ೧ʓஎ͗߶Ήͮͱ͏Ζʵ
ड़ఱʁʲʰ6'*V ೖຌۂةࠬϪϛʖφ  ೧ౕ൝ʱ(6* ࣎େͶ͕͜Ζ 6'*V ͳ
ϑζϋη ʛೖຌͶ͕͜ΖۂةʀରखૌΊݳ͖Δʛʳʤ,*(6ʤஏځ
ڧકྲྀؖؽڂݜʥ  ೧  ݆ʥ
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㻡

㻌

 ਦන̒
P

ӳᚘ

P

᧙ி

P

ɶᢿ

P



᧙ᙱ

































































5&)UƴƭƍƯμƘჷǒƳƍᲢʻׅƷᛦ௹ưИǊƯᛐᜤƠƨᲣ
5&)UƱƍƏᚕᓶǛᎥƍƨƜƱƕƋǔƕŴϋܾƸჷǒƳƍ
5&)UƷϋܾƴƭƍƯჷƬƯƍǔƕŴཎƴࣖݣƸ౨᚛ƠƯƍƳƍ
5&)UƴƭƍƯࣖݣȷǢǯǷȧȳǛ౨᚛ƠƯƍǔ
5&)UƴƭƍƯଏƴࣖݣȷǢǯǷȧȳǛᘍƬƯƍǔ
ׅሉ






ਦන̓
P
P

Εόˌɦ

ΕόឬΕόˌɦ

P

P

ӳᚘ

P





















































ΕόឬΕόˌɦ 









Εόឬ 







5&)UƴƭƍƯμƘჷǒƳƍᲢʻׅƷᛦ௹ưИǊƯᛐᜤƠƨᲣ
5&)UƱƍƏᚕᓶǛᎥƍƨƜƱƕƋǔƕŴϋܾƸჷǒƳƍ
5&)UƷϋܾƴƭƍƯჷƬƯƍǔƕŴཎƴࣖݣƸ౨᚛ƠƯƍƳƍ
5&)UƴƭƍƯࣖݣȷǢǯǷȧȳǛ౨᚛ƠƯƍǔ
5&)UƴƭƍƯଏƴࣖݣȷǢǯǷȧȳǛᘍƬƯƍǔ
ׅሉ



ਦන̒ʀ̓ʰࡑॶۂةஏɼوۂةໝพ 6'*V எౕʱ
ʴؖͶॶࡑͤΖࠬଲেۂة͑ͬ༁ൔ਼͗ 6'*V Ͷͯ͏ͱΠέεϥϱΝݗ౾ʀ
ࣰࢬ͢ͱ͏ΖɽوۂةໝพͲͺɼജ߶  Աԃۂة  ׄ ͗ک6'*V Ͷͯ͏
ͱΠέεϥϱΝݗ౾ʀࣰࢬ͢ͱ͏Ζʵ
ड़ఱʁʰؖଆڷ৾ۂͶͪ͜ 6'*V खૌͶͤؖΖࠬ෨ճ ࠬๅ
ࠄॽʱʤҲൢऀ๑ਕೖຌؽփۂ࿊ճɼҲൢࡔ๑ਕؽփ৾ڢڷճ
 ೧  ݆ʥ

㻌

㻢㻌
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㻌

㻌


P

Εόˌɦ

P

ΕόឬΕόˌɦ

ΕόឬΕόˌɦ

P













Εόឬ 





























ӳᚘ 

P

P

ਦන̔













5&)UǁƷӕኵƕӕࡽǛƢǔɥư࣏᪰வˑƱƠƯ੩ᅆƞǕǔƜƱƕƋǔ
5&)UǁƷӕኵƕӕࡽǛƢǔɥư࣏᪰ưƸƳƍǋƷƷ൭ǊǒǕǔƜƱƕƋǔ
ྵנƸ5&)UǁƷӕኵǛ൭ǊǒǕǔೞ˟ƸƳƍƕŴʻࢸƸفƑǔƱᎋƑǒǕǔ
ྵנƸ5&)UǁƷӕኵǛ൭ǊǒǕǔೞ˟ƸƳƘŴʻࢸǋƳƍƱᎋƑǒǕǔ
ׅሉ

㻌

ਦන̔ʰखӀͶ 6'*V खૌΝٽΌΔΗΖؽճʱ
ʴࠬଲেۂة͑ͬജ߶  ԱԃͲۂةͺɼͤͲͶ  ׄͲۂة
6'*V खૌΊΝড়݇ͳ͢ͱࣖ͠Ηͱ͏Ζʵ
ड़ఱʁʰؖଆڷ৾ۂͶͪ͜ 6'*V खૌͶͤؖΖࠬ෨ճ ࠬๅ
ࠄॽʱʤҲൢऀ๑ਕೖຌؽփۂ࿊ճɼҲൢࡔ๑ਕؽփ৾ڢڷճ
 ೧  ݆ʥ


ᾋ ࣁۜୣ
ஏҮۜ༧ΏঘۂةࣁۜୣͶ͕͏ͱɼ6'*V ॑གྷ͗߶Ήͮͱ͏Ήͤɽ۫ରྭͳ
͢ͱɼڧͲͺસࠅஏ๏۞ߨΏ৶༽ۜށͶଲ͢ͱɼஏҮ (6* ۜ༧ଇΝਦͮͱ͏
Ήͤɽࢤ۞ߨɼҲʀ್ஏ๏۞ߨΊ͵Δͥɼ৶༽ۜށɼ৶༽ૌ͵ʹଡ͚ۜ༧ؽ
 ͗ؖ6'*V ͶखΕૌۂةͶ༙ཤ͵ۜ༧ঐΝන͢ͱ͕ΕɼܑͨͺΉͤΉͤکΉͮ
ͱ͘ͱ͏Ήͤɽ
ྭ͓ͻɼ࣐ծͻ͓͏Ͳ಼ݟɼ࣐ծ۞ߨͺɼʰ͙͗͢Ξ 6'*V ઑݶʱΝߨ͏ɼۜ༧ঐͳ͢
ͱɼ༮ۜ  յ͍ͪΕ࣐ծ۞ߨ͗Ҳ෨Νෝ୴͢ɼͪΉͮͪࣁۜΝڧฯસಊͶ͍ͱΖʰΦ
αϕϧηఈغʱΏɼ6'*V ࢴู࠶ɼ/*%7 ࢩԋ͵ʹͶखΕૌΞͲ͏Ήͤɽ
Ήͪɼ࣐ծݟ৶༽ฯৄڢճɼ6'*V ͶखΕૌࣆ͗ंۂॵཱིͱͪ 6'*V Ͷ߫ͤݛΖࣆ
ۂඬΝୣ͢ͱ͏͚͞ͳͲฯৄྋིΝԾ͝Ζʰ6'*V ฯৄʱͳ͏͑ฯৄౕΝ͚ͯͮ
ͱɼ6'*V ͶखΕૌঘۂةΝΓΕࢩԋͤΖ๏Ͷಊ͏ͱ͏Ήͤɽ




㻣㻌
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㻌

ۜ༧໌ؖؽ

6'*V ܐؖखૌΊ

ࠦծ۞ߨ

͙͠Ξ  ࣏ࢊۂԿԢԋϓΟϱχ

ࣝࣉౣ۞ߨ

ͪ͵ࢊۂүͶ͜ͱड़ࣁ͢ɼंۂࣆوઅཱིࢩԋ

༺۞ߨ

՟ୌմ݀ࣆۂΝफӻΊ͵Δͥ 6'*V ࢻ఼͖ΔࣆۂՃ

໌ݻԲ۞ߨ

ۂࣆوʤϨγέϩࣆۂʥௗΝՃ

ਦන̕ʰஏҮۜ༧ؖؽͶΓΖ 6'*V ਬखΕૌΊࣆྭʱ
ʴஏҮۜ༧ؖؽͶ 6'*V खૌΊ͗Յଐ͢ͱ͏Ζʵ
ड़ఱʁʰࣆྭ͖Δָ (6* ஏҮۜ༧͍Ε๏ʱʤڧ  ೧  ݆ʥ
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼑㼚㼢㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼟㼑㼕㼟㼍㼗㼡㻛㼘㼕㼟㼠㻛㼗㼑㼕㼦㼍㼕㻛㼜㼐㼒㻛㻱㻿㻳㼋㼞㼑㼜㼛㼞㼠㻞㻜㻝㻥㻜㻟㻚㼜㼐㼒


ැ  ೧ՈͶͺλʖεϡϩϚϱχʤऀճ߫࠶ݛʥߨ֨Ͷͪ͜ࢨਓΝ͚ͯΖ
ಊ͘Ν͏ͱͦݡΖ͵ʹɼ6'*V ଇͶͤؖΖಊ͘ΝکΌͱ͏ΉͤɽஏҮࡃܨͶ͕͏ͱ
ɼஏҮ۞ߨΏ৶༽ۜʹ͵ށΝৼͶɼΉͤΉͤ (6* ౦ࣁʤʻۂةಊͶ͕͜Ζڧ
ʤ(QYLURQPHQWʥɼऀճୌʤ6RFLHW\ʥɼۂة౹࣑ʤ*RYHUQDQFHʥͳ͏͑ඉࡔແๅΝ
॑ࢻͤΖ౦ࣁघ๑ʥ؏఼Ν॑གྷࢻͤΖಊ͘ͺड़ͱ͚ΖͳࢧΚΗΉͤɽ͞Γ͑͵য়
͖ڱΔɼࠕޛɼ6'*V Νқࣟ͢͵͏ͳਫ਼͘Η͵͏࣎େ͗ͤͲͶ౺པ͢ͱ͏Ζͳ͏͓Ζ
Ͳ͢Β͑ɽ



ਦන̖ʰ(6* ஏҮۜ༧ͶखΕૌϟϨρφʱ
ʴஏҮۜ༧ؖؽͶͳͮͱ 6'*V ͶखΕૌ͞ͳͺϟϨρφ͍͗Ζʵ
ड़ఱʁʰ(6* ஏҮۜ༧ࣰભΪχʱʤڧ  ೧  ݆ʥ
KWWSZZZHQYJRMSSUHVVILOHVMSSGI


ᾌ ࡀ༽
࣏Ͷࡀ༽͖Δ 6'*V Ͷͯ͏ͱͱݡΊΉ͢Β͑ɽ
͞Η͖ΔऀճͶड़Ζऑ೧ͺɼ6'*V ΝਐۛͶͣ״ΖΓ͑Ͷ͵ͮͱ͏Ήͤɽ ೧ౕ͖Δ
ঘʀʀ߶ߏͲॳࣰ࣏ࢬ͠Ηͱ͏Ζָसࢨགྷ ː ͺɼชͳ૱ଉͶʰ࣍କՆ͵ऀ
ճΕघͳ͵Ζʱͳช͗ݶΕࠒΉΗΖ͵ʹɼ6'*V Ν͚کқ಼ࣟͪ͢༲Ͷ͵ͮͱ͏
ΉͤɽͤͲͶଡ͚ࢴָཱིߏࢾୌͲͺɼ6'*V ͶͤؖΖτʖϜड़ୌ͗͵͠Ηɼ࣍

㻤㻌

9

㻌

କՆ͵ऀճࣰݳͶ͜ͱৼؖΏࢧߡ͗ΚΗͱ͏ΉͤɽҲਕҲਕࣉಒਫ਼ై͗ɼ࣍
କՆ͵ऀճΕघͳ͵Ζ͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑ͶͤΖ͞ͳ͗ɼ͞Η͖ΔָߏͶͺٽΌΔ
Ηͱ͏ΖͲͤɽ ʤːʁָसࢨགྷʰਫ਼͘Ζྙʱʤช෨Ռָʥʥ

ਦන 

ਦන̗



       

ਦන̗ʰ6'*V எౕ 6'*V ͳ͏͑ݶཁΝஎͮͱ͏Ζɼซ͏ͪ͞ͳͺ͍Ζ ʱ
ʴऑ೧Άʹ 6'*V Νஎ͢ͱ͏Ζʵ
ਦන ʰ6'*V Νஎ͖ͮͪͮ͘͜ʱ
ʴָਫ਼  ׄओɼ߶ߏਫ਼  ׄओɼָਫ਼  ׄओ͗ 6'*V ΝָߏͲसͮͱ͏Ζʵ
ड़ఱʁʰָਫ਼ͪͬؔͲɼ6'*V ͗͞ΗΆʹΉͲͶஎ͠Ηͱ͏Ζͺϭί͍͗
Ζʱʤ)RUEHV-DSDQ  ೧  ݆ʥ
KWWSVIRUEHVMDSDQFRPDUWLFOHVGHWDLO

͠ΔͶɼָͺɼࡤࠕɼ6'*V ୣͶ͜ͱɼ࣏େϨʖξʖүΏڂݜɼ࠹
υʖνʀࡨੵ͗ٽ͚کΌΔΗΖΓ͑Ͷ͵ͮͱ͏ͱɼͤͲͶଡָ͚ߏदۂ
Ͳ 6'*V ͗खΕΗΔΗͱ͏ΉͤɽͨͪΌɼָਫ਼ 6'*V खΕૌΊͶৼؖΝ
࣍ͯΓ͑Ͷ͵ΕɼوۂةໝঘΏෳཤਫ਼͵ʹড়݇Ͳͺ͵͚ɼ6'*V ͶʹΗͫ͜ر
༫͢ͱ͏Ζ͖ɼͳ͏͑ࢻ఼ͲࣆΝમͳ͏͑म৮મఈخ६ͶΉΗΖΓ͑Ͷ͵ͮ
ͱ͘ͱ͏Ήͤɽ

10

㻥㻌

ਦන 

ਦන ʰम৮ಊͳ 6'*V ͳΕ͚ΊͶͯ͏ͱʱ
ʴऀճౕ߫ݛ߶͗͠म৮ࢦౕͶӪͳͪ͢ڻָ͓ͪਫ਼ͺ ʵ
ड़ఱʁʰमਫ਼ۂةમ;ͳ 6'*V ͶͤؖΖࠬʱʤυΡηα  ೧  ݆ʥ
KWWSVZZZGLVFFRMSZSZSFRQWHQWXSORDGVVGJVVKXBSGI

քಕָ

ʽৱਭౖࣁݱؽثͶேʾ
ָӅࠅࡏৱࣁָݱӅͲɼৱਭౖࣁݱؽثͶே࣏େϨʖξʖΝү

Ԯࢃָ

ʽߨಊࢨਓΏࣆྭॄΝࡨఈʾ
ʰ6'*V ϠϑʖϩʱͲɼ 6'*V ͳ  ඬܐؖਦΝࣖͪ͢

ཱིໍָؙ

ʽָਫ਼कରద͵ேકΝԢԋʾ
ָਫ਼ΏָԄਫ਼ై 6'*V ேકΝଡదͶࢩԋ

ਦන ʰͤ΄ͱָͶٽΌΔΗΖ 6'*V ͶଲԢ࣏ͪ͢େϨʖξʖүʱ
ʴָگүͶ 6'*V ͗ૌΊࠒΉΗͱ͏Ζʵ
ड़ఱʁ݆קʰگүʱ ೧  ݆ߺʤָߏ๑ਕگү  ߑؽ೧  ݆ʥ
KWWSVZZZVHQWDQN\RMSDUWLFOHVGIGFEGHGIEHGG

͞Γ͑Ͷɼָਫ਼ΝΌɼࠕޛঘʀʀ߶ߏदۂͲ 6'*V Νָ;ɼৼؖΝָ࣍ͯ
ਫ਼͗ඊ༄దͶଁ͓ͱ͏͘Ήͤɽͨ͑͵Ζͳɼۂةࡀ༽ಊͶ͕͏ͱͺɼ6'*V ͶखΕૌ
͞ͳ༙͗ཤͶಉ͘ɼٱͶɼқࣟΝͪ͢ܨӨΝ͢ͱ͏͵͏͞ͳͺཤͶಉ͚ͳ͏͑͞ͳͶ
͵ΕΉͤɽঘۂةͶͳͮͱͺɼ6'*V ΝखΕૌΞͫ͞ͳՎͶ݃͢Ώͤ͏Үͳ
͏͓Ζͳߡ͓ΔΗΉͤɽ

㻝㻜
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Ήͪɼ͑ͪ͢͞ࢢͬͪڛͺɼࡀ༽ͫ͜Ͳ͵͚ɼ ೧ޛɼ ೧ޛऀճͶ͕͏ͱɼভඇ
ंʀٮޒɼ౦ࣁՊɼखӀ͵ʹͶ͵ͮͱ͏͚͞ͳΝΗͱͺ͏͜ΉͦΞɽ

ਦන ʰ6'*V ୣ߫Ͳݛ͠ΗΖۂةՃʱ
ʴۂةౕ״ɼՃͳͳͶʰऀҽΏΖـʱ͗غଶ͠Ηͱ͏Ζʵ
ड़ఱʁʰ6'*V ͶͤؖΖۂةқࣟࠬʱʤఉࠅυʖνώϱέ  ೧  ݆ʥ
KWWSVZZZWGEFRMSUHSRUWZDWFKLQJSUHVVSGISSGI

ਦන 


ਦන ʰ6'*V ͶखΕૌ΄͘कରʱ
ʴָਫ਼գൔ਼ͺݺਕΏਫ਼ۅ͗ंదͶख
Εૌ΄͘कରͫͳࣟ͢ͱ͏Ζʵ
ड़ఱʁʰ6'*V ͶͤؖΖࠬʱʤέϫηʀ
ϜʖίτΡϱή  ೧  ݆ʥ
KWWSVZZZFURVVFRMSQHZVUHOHDVH


12

㻝㻝

㻌

ਦන 



ਦන ʰγητψϔϩঐཤ༽ʀ߬қཋʱ
ʴָਫ਼  ׄ͗کγητψϔϩঐ߬Νݗ౾ʀࣰࢬ͢ͱ͏Ζʵ
ड़ఱʁʰ6'*V ͶͤؖΖࠬʱʤέϫηʀϜʖίτΡϱή  ೧  ݆ʥ
KWWSVZZZFURVVPFRMSQHZVUHOHDVH






㻝㻞㻌

13

第

4

章

やってみよう！SDGs経営

̒হɿΏͮͱΊΓ͑ʄ6'*V ܨӨ
ʰͨΗͲͺɼʹΓ͑Ͷճऀͳ͢ͱ 6'*V ͶखΕૌΞͲ͏͜ͻ͏͏͖ʃʱ͞হͲͺɼ
ଡ͚ঘۂةΏঘوໝࣆंۂ๏ʓ͗ೲ͞ͳଡ͏ͳࢧΚΗΖɼʹΓ͑Ͷ 6'*V Ͷ
खΕૌΞͲ͏͜ͻ͏͏͖ɼͳ͏఼͑Ͷͯ͏ͱɼֆదͶ࠹ηνϱξʖχ͵घॳͲ͍Ζ
ʰ6'* αϱϏηʱͶԌ͏ͯͯɼ͞͞ͲͺɼͨΗΝਜ਼֮ͶմઈͤΖͳ͏͑ΓΕɼךΊࡇ͏
ͱɼͲ͘Ζͫ͜Κ͖ΕΏ͚ͤॽ͏ͱ͏͚͞ͳͳ͢Ήͤɽ
ητρϕ ʁ6'*V ΝཀྵմͤΖ
ΉͥͺɼΏͺΕ 6'*V Ͷॽ͖Ηͱ͏Ζʰմ݀ͤ΄͘՟ୌʀඬʱΝཀྵմͤΖ͞ͳ͗࠹ॵ
ητρϕͶ͵ΕΉͤɽ͏ࢂߡॽΓ͑͵ͲหͤکΖචགྷͺ͍ΕΉͦΞɽຌॽͲ
6'*V ຌ࣯ΝཀྵմͲͪ͘͵Δɼ6'*V Ͳઅఈ͠Ηͱ͏Ζ  βʖϩͳͺʹΞ͵͖ʃ
͠ΔͶ  βʖϩຘͲ۫ରద͵ඬͳ͢ͱॽ͖Ηͱ͏Ζ  νʖΰρφ಼༲ͺʹΞ
͵͖ʃͶͯ͏ͱɼδͮͳͲ͏͏ͲಣΞͲ͚ͫ͠͏ɽͮ͘ͳճऀࣆۂखૌ
ͲͤͲͶ߫͏ͱ͢ݛΖɼΉͪɼ͞Η͖ΔͲ͘Ζ͖͗ͯݡΕΉͤɽ
6'*V ͶͤؖΖેخຌʀॽͺଡ਼͍ΕΉͤ͢ɼ616 Ͳಣ͞ͳ͗Ͳ͘ΉͤɽϜϱΪ
ຌͲߑ͏ΉͦΞɽʤۂࢊࡃܨ͗ߨͪ͢ʰ6'*V ܨӨΪχʱໃྋͲޮ͠Ηͱ͏
ΉͤɽKWWSVZZZPHWLJRMSSUHVVSGIʥ
ϛϱφͳͤΗͻɼॉͶཀྵմΝ͢ͱ͖ΔखΕૌɼͳ͏͑ΓΕͺΉ͖͵෨Νཊ͓͵
͗Δɼଐɼητρϕ  Ґࣰ߳ࢬஊͶͮͱ͏͘ɼࣰભͤΖͲཀྵմΝΌͱ͏͚͞
ͳͲͤɽ
ητρϕ ʁࣙऀࣆۂͲ 6'*V ߫ݛͶ͍ͪΖखΕૌΊΝ୵ͤɼΉͪͺɼࣙऀͲ
खΕૌ 6'*V ͶͤܐؖΖ༑՟ୌΝ݀ఈͤΖ
࣏Ͷɼ6'*V   βʖϩɼ νʖΰρφΝಣΞͲ͏͚ͲɼࣙऀࣆͲۂखΕૌ
Ί͗ 6'*V ߫ݛͶ͵ͮͱ͏͵͏͖Ν୵͢ΉͤɽࣙऀͲͤڛΖΏγʖϑη͵ʹ͗
Ͷ 6'*V ߫ݛͶ͵ͮͱ͏ΗͻɼΚ͖ΕΏͤ͏ͳࢧ͏Ήͤ͗ɼ6'*V ߫ݛͺɼͨ
͑͏͑ંద͵͚߫͵Ͳͫ͜ݛɼຌۂΝਬͤΖͪΌͶखΕૌΞͫʰܨӨրવʱखΕૌ
ΊͶනΗͱ͏ΉͤɽͨΗΔ๏ࣰ͗ࡏɼঘۂةӨΊͲͺଡ͏Ͳͺ͵͏Ͳ͢Β
͖͑ɽͬ͞ΔܨӨ՟ୌͶଲͤΖրવͲਫ਼ͤΖ 6'*V ྭͺ̔হʰܨӨ՟ୌพ
6'*V ࣰભʱͶ͚͢͢ࡎىΉͤɽ
ΉͪɼຌۂҐͲखΕૌΞͲ͏Ζ͞ͳɼྭ͓ͻɼࣆແ༽ͺڧഓྂܗΝ߬ͤΖ
Γ͑Ͷ͢ͱ͏Ζͳ͖චͥஏҮਫ਼ࢊৱࡒΝ࢘༽͢ͱ͏ΖɼΉͪɼঃॊۂҽ͗ಉ͘Ώͤ͏
Γ͑͵ :(% Νگͪ͢༽үౕΝखΕΗͱ͏Ζ͵ʹ 6'*V ߫ݛͶ͵ΕΉͤɽͨ
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͑͏ͮͪࣆۂͲखΕૌΊ͖Δ୵ͫ͢͢ͱɼࣙऀͶͳͮͱΓΕ॑གྷ͵τʖϜɼؖ࿊͗
͏τʖϜΝϒρέΠρϕ͢ͱ͏͘Ήͤɽ͞Ηͺɼʰ͜ޛϜρϒϱήʱͳݶΚΗɼࣙ
ऀखΕૌΊ͗ 6'*V ʹߴͶؖ࿊ͤΖ͖ɼ֚ͤΖ͖ΝཀྵͤΖͲͤɽ
ࣙऀͶͳͮͱ॑གྷ͵τʖϜ͵ʹͺɼऀ੍Ώऀ܉ͶΓ͚͠ىΗͱ͏Ήͤɽͨ͑͏͑ͳ͞Θ͖
Δ 6'*V ʹβʖϩɼνʖΰρφͶ֚͢ɼ߫͏ͱ͢ݛΖ͖Ν୵͢ɼͨͲࣙऀ͗
॑ࢻ͢ɼखΕૌ͞ͳΝཀྵ͢ͱ͏͚͗͏͏͖ͳࢧ͏Ήͤɽ
֦ۂةࣆۂΏۂແΝ୪Թ͢͢ͱɼͨͲɼʹΓ͑͵ؖΚΕ͍͗Ζ͖ΝϒρέΠρϕ
͢ͱ͏͚ࡏͶɼϕϧη͞ͳͫ͜Ͳͺ͵͚ɼϜψη͞ͳϒρέΠρϕ͢ͱ͏͚
͞ͳ͗॑གྷͲͤɽ͞Η͗ɼητρϕ  Ґ߳ඬઅఈΏɼրવҌͶͳ͚͞͏ͱͮ͗ܪ
Ͷ͵Ζ͖ΔͲͤɽ
ϕϧηͺɼΓΕϕϧηΝ͚ͤ͘ΖΓ͑ͶͲ͘͵͏͖ɼϜψηͺɼϜψηΝ
ݰΔͤ͞ͳ͗Ͳ͘͵͏͖Νݗ౾ͤΖ͞ͳͶΓͮͱɼඬઅఈΏɼրવɼͪ͵Ճड़Ͷ
݃;ͯ͏ͱ͏͘Ήͤɽ

ητρϕ ʁඬΝ۫ରదͶઅఈͤΖ

ητρϕ  Ͳ݀ఈͪ͢ 6'*V ߫ͲݛखΕૌ༑՟ୌͶଲ͢ɼ۫ରద͵ՎඬΝ
અఈ͢Ήͤɽ
͞Ηͺճऀʰജඬʱ਼࣊͵ʹͳҲॻͲͤɽ͖͚ͦͮɼ༑՟ୌΝϒρέΠρϕ͢
͖ͪΔͶͺɼ۫ରదͶߨಊʀࣰߨͶҢͤͪΌ۫ରద͵ඬ͗චགྷͲɼఈྖʀఈͲඬ
Νઅఈ͢ͱ͏͚͞ͳͲɼͨΗͺͲ͘Ήͤɽ

ຘ೧ɼඬΝཱིͱͱ͏͚ࡏͶɼ͞ΗΉͲୣয়͖ʹ͵ڱΔɼ࣏೧ౕͺ͑ঙ͢ϕϧη
Ͷɼͳ͏ͮͪգڊυʖνΝͳͶඬΝ݀ఈͤΖ͞ͳ͗ҲൢదͲͤ͗ɼ6'*V खΕ
ૌΊͶΗͱͪ࣎͘Ͷͺɼۃద͵ࢻ఼͖ΔɼඬઅఈͤΖΓ͑ͶรԿͦ͠ͱ͏ͮͱ͚ͫ
͠͏ɽۃదͳͺɼʰֆదͶΊͱʱͳ͏͑ࢻ఼Ͳͤɽֆ͗ٽΌͱ͏Ζୣౕͳࣙऀ
ݳয়ୣౕͳർֳ͢ͱɼͲ͘Ζͫͨ͜άϡρϕΝດΌͱ͏͚ྙΝߨ͑͞ͳ͗͢͏
ʰٗढ़ʱʰʱʰγʖϑηʱʰՃʱ͵ʹΝड़ͤΖ͞ͳͶͯ͵͗ΕΉͤ͢ɼͨ͑͏͑
͚ͱ͓ଁ͗ۂةΗͻࢴͪͬΔͤֆڧ͢ͱ͚ΖͲͺ͵͏Ͳ͢Β͖͑ɽΉ
ͪɼͨ͑͏͑खΕૌΊΝߨ͑͗ۂةમͻΗͱͮͱ͏͚ླྀΗͲ͍Ζ͞ͳͺͤͲͶफ़΄ͪͳ
͕ΕͲͤɽ

ητρϕ ʁܨӨ౹ͤΖ

ʰܨӨ౹ͤΖʱͳͺʰࣰࡏͶࣆۂͶ͍ͱͺΌͱߨಊΝ࢟ͤΖʱͳ͏͑͞ͳͲͤɽߨ
ಊΝ࢟ͤΖʻࣆ͚͏ͱͮߨͱ͢ͳۂͶͺɼʰऀௗϨʖξʖερϕʱ͗॑གྷͲͤɽऀௗ
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͗ʰΏΖͩʄʱͳಊ͖͵͏ͳɼʰ&65 ਬ࣪ʱΏʰ߁ๅ෨ʱ͵ʹ୴෨ॼۂແͲ
͍Ζͳ͏͑ࣟͶ͵ͮͱ͢Ή͏͗ͬͲɼऀௗࣙΔ͏کқࢦනͳߨಊ͗චགྷͲͤɽ
ͶͺɼඬઅఈΊ͵ΔͥɼՃɼๅृౕͶΉͲૌΊࠒΞͲऀҽͶʰࣆंқࣟʱΝ
৪͓͜Ζͳ͞ΘΉͲబఊ͢ͱ͏Ζۂة͍ΕΉͤɽ
Ήͥͺɼऀ಼ݜरΏɼϙʖϞϘʖζ 6'*V खΕૌΊࡎܟΆ͖ɼ6'*V ϫβ
ώρζΝऀҽસҽͲͪ͜ΕɼͶ͓ݡΖςʖϩྪඍΝߨͮͪΕͤΖ͞ͳͲқࣟΝ
ͤΖ͞ͳ͗॑གྷͶ͵ΕΉͤɽ

ητρϕ ʁ6'*V ͶखΕૌΞͫࣆߴๅࠄͳͨΗͶͯ͏ͱαϝϣωίʖεϥϱΝߨ͑

࠹शητρϕͺๅࠄͳαϝϣωίʖεϥϱͲͤɽ͍ͲۂةΗͻɼͮͬ͘Εͪ͢౹ๅ
ࠄॽΏγητψϔϩϪϛʖφ͵ʹΝࡠ͢ɼ౦ࣁՊʀהकΝͺͣΌɼ༹ʓ͵ητʖέϙϩ
ξʖͶๅޮ͢ΉͤɽঘۂةͶ͕͏ͱͺɼۂةΓ͑͵ࣖٝແద͵ๅࠄͳαϝ
ϣωίʖεϥϱͲͺ͵͚ɼ༹ʓ͵ؽճ֭ಚͪΌ ۂة35 ͳ͢ͱๅࠄͳαϝϣωίʖε
ϥϱΝ͢༽Ή͢Β͑ɽ

Өۂ෨Ͳ͍ΗͻɼٮޒΏوӨۂͳαϝϣωίʖεϥϱͲ 6'*V खΕૌΊͶͯ͏
ͱୌͶͤΖ͞ͳͲɼ࿊͘ͲܠΖ͞ͳ͗͵͏͖ͳ͏͑ࢻ఼ͲΏΕͳΕ͗Ͳ͘ΖՆ͗ड़
ͱ͘ΉͤɽͨΗͺ૮घ 6'*V Ͷ߫͏ͱ͢ݛΖͳۂةखΕӀͤ͘Ζ͞ͳ͗ࠕऀࣙޛ
6'*V ߫ݛͶͯ͵͗ͮͱ͏͚ͳߡ͓ΔΗΖ͖ΔͲͤɽΉͪɼਕࣆʀࡀ༽୴Ͳ͍Η
ͻɼָਫ਼ৼؖΝऔͯ͘͜Ζ͞ͳͶષͯ͵͗ΕΉͤɽٱͶࠕɼঘۂةͶ 6'*V खΕ
ૌΊ͗Ήͫ߁͗ͮͱ͏͵͏ɼ͚Ͷ 6'*V खΕૌΊΝ࢟ΌΖ͞ͳͺָਫ਼͖ΔΊͪة
ͱ͢ͳۂࠫพԿͶͯ͵͗Ζ͞ͳͶ͵ΖͲ͢Β͑ɽ

͖͢͢ɼαϝϣωίʖεϥϱࡏͶͺɼգͶනͤݳΖ͞ͳΏɼΉ͢ͱΏड़པͱ͏͵͏͞
ͳΝड़པͱ͏ΖΓ͑Ͷ৶ͤΖ͞ͳͺષ߉͓͵͚ͱͺ͵ΕΉͦΞɽ6'*V ͺֆڠ௪
߶͵దβʖϩͲ͍Ζ͞ͳΝΗͱͺ͵ΕΉͦΞɽͨ͑͏͑ۂةͺٱͶϋρφͲώ
ρεϱήΝणͪ͜ΕͤΖ͞ͳ͞ͳͶͯ͵͗ΕΉͤɽϜψηଈΝϜψηͳ͢ͱ෮ͦ
ΖͲͺ͵͚ɼͨ͞ͶଲͤΖοϡϪϱζΝޮනͤΖ͞ͳͲϕϧηͶण͜खΔΗΖ͞ͳ͍
ΖͲͤɽ
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章

「ステップ」を着実に進めるために
［補足説明］

̓হɿʰητρϕʱΝࣰͶΌΖͪΌͶ >ึଏઈ@

͞͞ΉͲɼ6'*V खΕૌΊ๏Ν  ͯητρϕͲɼঘ͜ۂةགྷ఼ΝৼͶॽ͖
ͦͱ͏ͪͫ͘Ήͪ͢ɽ͞͞Ͳɼ͞  ητρϕΝ༙ްͶΌΖͪΌϛϱφΝ͑ঙ͢
ึଏదͶઈ͢Ήͤɽ
ʀητρϕ ʛ ΝΌΖͪΌͶ
ܨۂةӨΝͤΖͲɼܨӨं๏ͺʰૌ৭ԿʱͶͯ͏ͱͺͶ೨ಆͶ͍Ζͳࢧ͏Ή
ͤɽ
ಝͶɼऑ͏େΝऔͯ͘͜ΖͶͺɼඉͶ॑གྷ͵ࢻ఼ͳ͵ΕΉͤɽ
ऑ͏େɼऀྼછ͏ऀҽͺɼʹ͑͢ͱࣆۂસର͓͗ݡͶ͚͚ɼΉͪɼࣆऀͳۂճͳ
ؖΚΕ͏͓ݡͶ͚͏Ͳͤɽͨ͞Ͳ 6'*V Ν͢༽ɼࣙͪͬࣆʹ͗ۂΓ͑Ͷ
6'*V Ͷ߫͏ͱ͢ݛΖ͖ΝཀྵͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ηͻɼࠕऑ͏େͺ 6'*V ΝָΞͲ͘ͱ
͏ΖͪΌɼ༫͓ΔΗͪۂແͳऀճͳં఼͗ͱ͘ͱ͓ݡɼಉ͗͘͏ΏϠοϗʖεϥϱ
Ͷͯ͵͝ΔΗΉͤɽ
ͤͲͶ 6'*V Νࣰભ͢ͱ͏ΖͲۂةͺɼऀ಼ͲหکճΏϭʖέεϥρϕΝ௪͢ͱɼ
6'*V ཀྵմΝͺ͖Εͯͯɼࣙͪͬࣆʹ͗ۂΓ͑Ͷ߫͏ͱ͢ݛΖ͖Ͷͯ͏ͱཀྵΝ
ͤΖͳ͞Θ͖ΔखΕૌΊΝ࢟ΌΖίʖη͗ଡ͏Γ͑Ͳͤɽͨ݃ՎΝɼϙʖϞϘʖζΏ߁
ๅࢢͶΉͳΌɼഓාͤΖ͞ͳͲɼۂةखΕૌΊΏࢡΝऀ಼Ͷཀྵմ͢ͱΔ͏Ώͤ
͚͵ΕΉͤ͢ɼ35 Ͷ͵ΕΉͤɽ͠ΔͶɼཀྵմΝΌɼ ೧ඬ͵ʹௗغద͵ඬΝ
ࡨఈͲ͘Ηͻɼ΄͘๏Ν༙ͤڠΖ͞ͳͲ͘ΖΓ͑Ͷ͵ΕΉͤɽ
ͨͪΌͶɼφρϕϟριʖζΝΉͳΌΖ͞ͳͺ༙༽Ͳͤɽऀ಼ๅ͵ʹ߁ๅࢿͶࣆى
Νͪ͢ࡎܟΕɼ෨ϟυΡΠͶखࡒΝғབͪ͢ΕɼߪԍճͲౌஅͤΖͳ͏ͮͪ͞ͳࣰ
ભητρϕͳ͢ͱͺ༙ް͵घஊͳ͓ݶΉͤɽʰસҽࢂՅʱฉҕـΝਫ਼ͤΖ͖͢͵͏
͖ͺܨӨφρϕ࣏Ͳͤɽ
ʀͪ͵Ճड़
6'*V ༽ϛϱφཀྵմΝ௪͢ͱɼֆ͗͢ͱ͏Ζऀճ՟ୌͶଲ͢ͱɼࣙऀܨ
Өࣁ͖ݱΔʹΓ͑͵߫͘Ͳ͗ݛΖ͖Νߡ͓Ζ͞ͳͺɼऀճ՟ୌմ݀ܗͪ͵ࣆۂΏɼ
ঐɼγʖϑη͗ਫ਼ΉΗΖ͖ͮ͘͜Ͷ͵ΕΉͤɽ

㻝㻢
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͞ऀճ՟ୌմ݀Ͷɼ͢ΘखΕૌΊΏͤ͏ͺঘͳۂة͓ݶΉͤɽ͵ͧ͵Δঘة
ۂͺɼݳͶື͢ͱɼ͢ͱ͏ΖୌΝѴ͢ͱɼͨմ݀ͪΌͶʹΓ͑͵घஊ
͍͗Ζ͖ΝͶߡ͓ͱखΕૌ͞ͳ͗Ͳ͘ΖؽಊྙΝ࣍ͮͱ͏Ζ͖ΔͲͤɽ
͠ΔͶɼঘۂةͺɼࣙऀୱಢखΕૌΊͫ͜Ͳͺ͵͚ɼ࿊ܠʀϏʖφψʖερϕͶΓͮ
ͱɼ͘͵ऀճ՟ୌմ݀ͪΌͶͪ͵ՃΝ͘ͲڛΖૌΊʻࣆۂΝݗ౾ͤΖ͞
ͳͲ͘Ώͤ͏ͳ͏͓Ήͤɽघ͍ͲۂةΗͻࣙͲસͱἩͮͱ͢Ή͖͑͢ΗΉͦΞ
͗ɼঘۂةͺɼಚқҮҡ͵Ζ਼ॄ͗ۂةΉͮͱɼࣆۂΝఴͲ͘ΖՆ͗
͘͏Ͳͤɽ
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章

経営課題別SDGs実践

̔হɿܨӨ՟ୌพ 6'*V ࣰભ
͞͞Ͳͺɼ̒হʰΏͮͱΊΓ͑ʄ6'*V ܨӨʱͲफ़΄ͪͳ͕ΕɼࣆۂͲʰܨӨր
વʱͶ 6'*V ߫ݛखΕૌΊ͍͗Ζͳ͏͑͞ͳͲɼʹঘۂةͶڠ௪ߴͳ͢ͱؖ
ͤܐΖͲ͍Θ͑͏Κͻେනద͵ܨӨ՟ୌ̔ͯʰ̏ɿܨӨકྲྀʱʰ̐ɿਫ਼ࢊʀγʖϑη؇
ཀྵʱʰ̑ɿਕࣆʀ࿓ແʱʰ̒ɿٗढ़ʀʀγʖϑηʱʰ̓ɿࢤ୕ʱ
ʰ̔ɿࣆۂটܩʱͶͯ͏ͱɼʰͨΗͩΗܨӨ՟ୌ͗ʹΓ͑͵͖ʱʰͨܨӨ՟ୌ
Ͷଲ͢ͱ௪ɼʹΓ͑ͶրવΝਦͮͱ͏͚͖ʱʰͨܨӨ՟ୌͳ 6'*V ܐؖʱʰͨ
ܨӨ՟ୌͶଲͤΖրવखΕૌΊ͖ΔʹΓ͑͵ 6'*V ߫ݡ͗ݛΔΗΖ͖ʱɼ͠ΔͶ
ʰ6'*V ؏఼͖ΔրવΝқࣟͪ͢ɼ͑͞͏͑खΕૌΊͲ͘ΖʱΉͪͺʰ6'*V 
ࢻ఼ΝͤΖϛϱφͳͺʃʱͳ͏ͮͪߑͲනͶΉͳΌΉͪ͢ɽಣΞͲ͏ͪͫ͏ͱɼ
Ήͥͺɼ͵ΖΆʹ 6'*V ͺಝพ͵͞ͳͲͺ͵͚ɼ௪ܨӨրવͶ͍Ζਐۛ͵͵
Ξͫ͵ɼͳ͏͑͞ͳΝͣ״खͮͱ͏ͪͫ͜Ηͻ߀͏Ͳͤɽͨ͢ͱɼࣙऀͲ 6'*V ͶखΕૌ
༑՟ୌபड़ʀ݀ఈͶༀཱིͱͱΆ͢͏ͳࢧ͏Ήͤɽ
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ᶅφρϕξΤϱͶΓΖܨӨકྲྀͰ͚Ε
ༀҽϪϗϩͲͺಝͶɼ෨ڧΝಁΉ͓ͪڟ૬કྲྀΝқࣟ͢ͱɼۂֆ
Ͷ͕͏ͱ༙ཤ͵ࢤஏҒʤϛζεϥϱʥΝ֮ฯͤΖͪΌܨӨકྲྀͰ
͚ΕΝߨ͏ɼༀҽؔͲ༙ڠࣟΝਦΖɽྭ͓ͻɼࣙऀͺʰαηφʀ
ϨʖξʖερϕકྲྀʱʰࠫพԿકྲྀʱʰॄકྲྀʱʹΗΝમͤΖ
͖͵ʹɽ
ᶆϚφϞΠρϕͶΓΖܨӨકྲྀͰ͚Ε
؇ཀྵ৮ϪϗϩͲͺಝͶɼ಼෨ڧΝಁΉ͓ͪڟ૬કྲྀΝқࣟ͢ͱɼۂ
ֆͶ͕͏ͱ༙ཤ͵ঐʀγʖϑηڛΝࣰͤݳΖͪΌܨӨકྲྀͰ͚
ΕΝߨ͏ɼ؇ཀྵ৮ؔͲ༙ڠࣟΝਦΖɽ
ᶇܨغӨܯժΏ೧ౕܯժऀ಼༙ڠԿ
೧Ήͪͺ೧͟ͳͶࡨఈͪ͢ܨغӨܯժઈճΝऀ಼Ͳ࠷ͤ
ΖɽΉͪɼ೧ౕॵΌͶͺɼ೧ౕܨӨܯժɼΉͪࡤ೧ࣰౕͶؖ
ͤΖઈճΝ࠷ͤΖ͞ͳͲɼܨӨકྲྀΏܨӨܯժͶͤؖΖऀ಼Ͳ
༙ڠࣟΝਦΕɼસऀద͵қࣟΝࣰͤݳΖɽ

ʴ֚րવͶͪ͜Ҳൢద͵खૌʵ

ʀঘͲۂةͺগཔΝݡੀ͓ͪܨӨકྲྀΏܨӨܯժΝͬ͘Ξͳࡨఈ͢ͱ
͏Ζͳ͞Θͺঙ͵͏͗ݳয়ɽαϫψՔͲූ͖;͗ͮͪΓ͑Ͷɼ
ܨӨࣁݱ͢͏ঘۂةͺಝͶऀճڧรԿӪڻΝण͜Ώͤ͏
ͲɼࣙऀͶܙͶ͵Δ͵͏Ͳܙଚࡑ͢ͱ͏ΖܨӨકྲྀΏܨӨܯժΝ͘
ͬΞͳชԿ͢ͱɼࣙऀ಼Ͳ༙ڠԿΝਦΖ͞ͳͲ࣍କՆ͵ࣆܯۂժ
Νߑ͢ɼ͠Δ͵Ζࣆۂఴͳͯ͵͝ΔΗΖɽ
ʀͨ͑ͪ͢ܨӨકྲྀΏܨӨܯժࡨఈͶͪ͜Πϕϫʖοͳ͢ͱɼҐԾ
Γ͑͵րવಊ͍͗͝ΔΗΖɽ

ʴܨӨրવτʖϜʤܨӨકྲྀʥʵ

̏ɿܨӨકྲྀ ʹ 6'*V

事例

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

へGO！

ʀ͞ΗΉͲϑζϋηͲࡠΖܨӨકྲྀͶଲ͢ɼʰऀճ߫ݛʱͳ͏͑ΕΝՅ͓Ζ
͞ͳͲɼऀճ՟ୌմ݀ܗͪ͵ࣆۂΏࢤ୕ɼΉͪಋ࣎Ͷ߁ๅʀαϝϣωίʖ
εϥϱકྲྀಋ࣎Ͷݗ౾͢Ώ͚ͤ͵Ζɽ

ʴ6'*V؏఼͖Δ͠ΔͶ͑͞͏ͮͪखૌ͗Ͳ͘ΖʄʵRUʴ6'*Vࢻ఼ΝͤΖϛϱφʵ

ʀφρϕξΤϱͶΓΖܨӨકྲྀͰ͚Εγϛʖφ
6'*Vࢻ఼Ͷͳ͚Ͱخɼ೧ཀྵࢡ͖ΔܨӨકྲྀΝߑͤΖɼώρέΫϡητΡϱ
ήΝखΕΗΖ͞ͳͲௗغఴΝ࣍ͮͪકྲཱྀིҌ͗ՆͶ͵ΖɽΉͪɼʰ࣍କՆ͵ऀճʱ
͖Δʰ࣍କͤΖࣙऀૌ৭ʱΝߑͤΖ͞ͳͲɼรԿͤΖऀճͲࣙऀҒ͜Ώɼༀ
ׄΝཀྵͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ
ʀϚφϞΠρϕͶΓΖܨӨકྲྀͰ͚Εγϛʖφ
ʀऀ಼༙ڠԿγϛʖφ
ऑ೧Άʹɼࣙऀૌ৭Ώࣆ͗ऀճͶʹΓ͑ͶؖΚͮͱ͏Ζ͖ɼ߫͏ͱ͢ݛΖ͖Ͷৼؖ
͗߶͏ɽͨͲɼ6'*VୣͶ͜ͱɼࣙऀ͗ʹ༹Ͷ߫͏ͱ͢ݛΖ͖ɼ͞Η͖ΔΓΕ߫
͘ͲݛΖ͖Νݗ౾ͤΖ͞ͳͺɼϚφϞΠρϕͶΓΖܨӨકྲྀͰ͚ΕͶͯ͵͗Ζɽ͠ΔͶɼͨ
खΕૌΊΝ௪͢ͱɼࣙऀຳྙΝࣟͪ͢ΕɼΓΕຳྙద͵ૌ৭Ͱ͚ΕͶۅదͶؖΚͮ
ͪΕͤΖɽࣙΔ͗ؖ༫ͪ͢કྲྀࡨఈͶ͕͏ͱͺɼΓΕۅదͶखΕૌΞͫΕɼ߁ΌͪΕ͢Ώ
͚ͤ͵ΕɼΉͪɼࣙऀϫϢϨτΡͶͯ͵͗Ζɽ

ʴܨӨકྲྀͶͤؖΖҲൢద͵खૌ͖ΔΊ͓Ζ6'*V߫ݛʵ

ʀ6'*Vͺ೧ୣඬΝఈΌͱ͏ΖɽঘۂةͶͳͮͱͺɼௗغકྲྀΏϑζϥϱΝ
ชԿͤΖ͞ͳͺҲൢదͲͺ͵͏͖͢Η͵͏͗ɼࣙऀཀྵ೧ϑζϥϱΝࡨఈͤΖ͞
ͳͺɼܨӨકྲྀΝߡ͓ΖͲۅΌͱ॑གྷͳ͓ݶΖɽ
ʀΉͪɼ6'*VͶ͕͜Ζ࠹॑གྷ͵఼ͳ͢ͱʰร༲ʱ͗ࢨఢ͠Ηͱ͏ΖɽαϫψՔɼࣙऀ
ܨӨ͍Ε๏ͺΉ͠Ͷʰร༲ʱ͗චགྷͲ͍ΕɼऀճͳҒ͜Νߡྂ͢͵͗Δɼࣙऀ͗
͵ͧรΚΔͻ͵Δ͵͏͖ɼʹ͑รΚΖ͖Νߡ͓ɼखΕૌ͞ͳͺ6'*Vࣰભͨͳ
͓ݶΖɽ

ʴܨӨકྲྀͳ6'*Vܐؖʵ
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ᶅਫ਼ࢊʀജݳրવ
6ΝτʖϜͳͪ͢ঘॄಊΏ4&γʖέϩͶେන͠ΗΖΓ͑Ͷɼॊ
ۂҽࣙकద͵ݳրવಊ͗ଇ͠ΗΖૌ৭ڧߑΏࡠڧۂ
րવΝਦΖ͞ͳͲɼॊۂҽқࣟրַΏ҈સΝࣰͤݳΖɽ
ᶆਫ਼ࢊʀγʖϑηڛϕϫιηրવ
ਫ਼ࢊΏγʖϑηϕϫιηɼΏవะ಼ͲಊતɼΉͪྒྷΏέ
ϪʖϞݳয়ΝѴͪ͢ɼϪΠΤφΝΌͪϕϫιηրવΏඬ६
ԿΝਦΖɽΉͪɼوઅඍΏవะΨʖϕϱࡏͶɼͪ͵ϕ
ϫιηΝߑͤΖɽ͞ಊΝ௪ͣͱɼਫ਼ࢊΏ࣯Νࣰͤݳ
Ζɽ
ᶇਫ਼ࢊʀγʖϑηܯժߑ
ྖΏ਼ٮޒɼઅඍՖಉয়ڱɼغΏؔ࣎ڛΝಁΉ͓ͪްིద
͵ਫ਼ࢊʀγʖϑηಊ͗Ͳ͘ΖΓ͑ͶɼࣙऀͶΚͦͪਫ਼ࢊʀγʖϑ
ηܯժࡨఈϩʖϩඬ६ԿΝਦΖ͞ͳͲɼਫ਼ࢊΝࣰͤݳΖɽ
ࣰͤݳΖɽ

ʴ֚րવͶͪ͜Ҳൢద͵खૌʵ

ʀۂةͺࣆۂಊͶ͕͏ͱɼਫ਼ࢊΝͦ͠Ζ͞ͳͲफӻ֮ฯΝਦΕɼ
࣯Νͦ͠Ζ͞ͳͲ͖ٮޒΔ৶བΝಚɼͨ͢ͱݳ҈સΝ
֮ฯͤΖ͞ͳͲ࣍କՆ͵ରΝߑ͢ɼ͠Δ͵Ζࣆۂఴͳͯ͵
͝Ζ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ
ʀͨ͑ͪ͢ਫ਼ࢊɼ࣯ɼ҈સ֮ฯͶͪ͜Πϕϫʖ
οͳ͢ͱɼҐԾΓ͑͵րવಊ͍͗͝ΔΗΖɽ

ʴܨӨրવτʖϜʤਫ਼ࢊʀγʖϑη؇ཀྵʥʵ

̐ɿਫ਼ࢊʀγʖϑη؇ཀྵ ʹ 6'*V

事例

、

、

、

、

、

へGO！

ʀ6'*VΝ௪͢ͱɼਫ਼ࢊʀγʖϑη؇ཀྵΝݡͤࡏͶͺɼࣙऀΊ͵ΔͥɼγϕϧοΥʖ
ϱϜϋζϟϱφࢻ఼॑གྷͶ͵ΖɽखӀɼΗয়ڱΌͱɼΓΕްՎదͶͤ
Ζ͞ͳͺͲ͘͵͏͖ʃͳ͏ͮͪࢻ఼͖ΔɼΓΕྒྷ͏؇ཀྵघ๑Ͷͯ͏ͱ͖͚ͮ͘͜ـͶ
͵Ζ͢ɼͪ͵͘ـΏ͖ͮ͘͜Ͷ͵Ζɽ

ʴ6'*V؏఼͖Δ͠ΔͶ͑͞͏ͮͪखૌ͗Ͳ͘ΖʄʵRUʴ6'*Vࢻ఼ΝͤΖϛϱφʵ

ʀ6'*ʰ͚ͯΖʀ͖ͯ͑ʱͶ͕͏ͱͺɼళષࣁݱཤ༽ްིԿΏɼৱഉؼͶͯ͏
ͱ͠ٶݶΗͱ͏Ζɽ݃ͤΖۂझҐͶɼਫ਼ࢊαηφࡡݰΏۂແϓϫʖްིԿख
ૌΝ௪ͣͱɼਫ਼ࢊགྷો౦ΝΓΕްིదʀްՎదͶͤΖ͞ͳͺɼʰ͚ͯΖʀ͖ͯ͑
ʱͶ߫ͤݛΖͳߡ͓Ζ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ
ʀ6'*ʰϏʖφψʖερϕͲඬΝୣ͢Γ͑ʱΝͤ༽Ζ͞ͳͲ͘Ζɽوۂةໝঘ͠
͵ࣙऀૌ৭಼Ͷ͕͏ͱɼ෨ॼʀༀׄ͟ͳʰॐׄΕԿʱ͗ΞͲ͢Ή͑Ͳ͍Ζɽͨ
ߡ͓๏Νഋঈ͢ɼऀҽ͟ͳɼ෨͟ͳͲ࿊ܠΝͤΖ͞ͳͲɼΓΕްՎదʀްིద͵खΕૌΊ
͗Ͳ͘͵͏͖րવͶͯ͵͝Ζ͞ͳ͗ՆͶ͵Ζɽ
ʀ͠ΔͶɼ͞खΕૌΊͨ͗ɼ6'*Vਬͳ͓ݶΖ͞ͳ͖ΔɼಊΝ෨Ͷ৶ͤΖ͞
ͳͶΓΕۂةཀྵմΏۂةՃͶر༫ͤΖɽ

ʴਫ਼ࢊʀγʖϑη؇ཀྵͶͤؖΖҲൢద͵खૌ͖ΔΊ͓Ζ6'*V߫ݛʵ

ʀ6'*Vͺऀճదͳ͢ͱखΕૌΊͲͺ͵͚ɼܨӨΏࣆͨۂͲखΕૌΞͲ͏͚͞ͳ
͗غଶ͠Ηͱ͏ΖɽͲɼ6'*ʰಉ͗͘͏ࡃܨௗʱ6'*ʰࢊٗͳۂढ़ַخ൭
Ν͚ͯΘ͑ʱߴͺ͍ΔΑΖۂझʀۂସͲؖΚΖߴͳ͓ݶΖɽ
ʀ6'*Ͳͺɼಉ͗͘͏͍ΖࣆΏɼಋҲ࿓ಉಋҲۜ͵ʹ͗͝ܟΔΗͱ͕Εɼॊۂҽన
ਜ਼͵ಉ͘๏؏఼͖ΔۂແϓϫʖްིԿʀրવΝݗ౾ͤΖ͞ͳͶͯ͵͝ΔΗΖɽ
ʀ6'*ͲͺόϗʖεϥϱଇΏɼڧͶഓྂͪٗ͢ढ़؏఼͖ΔΠϕϫʖο͗
ՆͶ͵Ζɽ

ʴਫ਼ࢊʀγʖϑη؇ཀྵͳ6'*Vܐؖʵ
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ᶅͪ͵ಉ͘๏ߑͰ͚Ε
ऑघΏऀݐҽΝৼͳͪ͢ϟϱώʖͶΓΕɼࣙऀमڧۂΏٵՍ
ౕͶͯ͏ͱࣙ༟ͶυΡηΩρεϥϱ͢ɼमوۂଉΝඍ͢ͱ͏
͚ͪΌࢂߡๅͳͤΖͳͳͶɼௗغద͵ڧ༽ޑࣰݳΝࢨͤɽ
ᶆ෨ՊΝި͓ͪ࿓ແܐؖϩʖϩͰ͚Ε
๑ཱɼॱगͤ΄͘ࣆߴΝಁΉ͓͵͗ΔɼᶅๅΏ෨ՊͶΓ
Ζଠऀࣆྭ͵ʹࢂߡͶ͢͵͗ΔࣙऀमوۂଉඍΝਦΖɽ
ᶇ,7ͶΓΖްིԿΝτʖϜͳͪ͢րવಊࣰࢬ
෨ؔʤྭ͓ͻɼଆ͍ͲۂΗͻӨۂ෨ʀਫ਼ࢊ෨ʀ؇ཀྵ෨ʥ
ϟϱώʖ͗ࢂՅ͢ͱɼʰ,7ͶΓΖๅ༙ڠԿͳۂແްིԿʱΝ
τʖϜͳͪ͢րવಊͶखΕૌΊ͞ͳͶΓΕɼ෨ؔαϝϣωίʖ
εϥϱԿΝਦΖɽ

ʴ֚րવͶͪ͜Ҳൢద͵खૌʵ

ʀঘۂةͶ͕͜Ζਕࣆ࿓ແܐؖ՟ୌଡ͚ͺʰوఖྪඍʱͳ
ʰ෨ؔͲ๏౹ҲʱͲ͍ΖɽঘۂةͺਕదϨλʖηঙ͵
͏͞ͳ͖Δ෨ՊΝͱ͢༽࿓ແܐؖوఖྪΝඍͤΖͳͳ
Ͷɼ෨ؔڠ௪τʖϜखΕૌΊΝࣰࢬͤΖ͞ͳͶΓΕʰ෨ؔα
ϝϣωίʖεϥϱΝԿʱͦ͠Ζ͞ͳͶΓΕ࣍କՆ͵ૌ৭ӣӨΝ
ਦΕɼ͠Δ͵Ζࣆۂఴͳͯ͵͝Ζɽ
ʀͨ͑ͪ͢وఖྪඍΏɼ෨ؔαϝϣωίʖεϥϱԿͶ͜
ͪΠϕϫʖοͳ͢ͱɼҐԾΓ͑͵րવಊ͍͗͝ΔΗΖɽ

ʴܨӨրવτʖϜʤਕࣆʀ࿓ແʥʵ

̑ɿਕࣆʀ࿓ແ ʹ 6'*V

事例

、

、

、

、

へGO！

ʀࣙऀૌ৭Ί͵Δͥɼ6'*VͲͺητʖέϙϩξʖɼγϕϧοΥʖϱસରϜϋζϟϱ
φΝݗ౾ͤΖ͞ͳ͗ٽΌΔΗΖɽखӀɼγϕϧοΥʖϱસରΝݗ౾ͤΖ͞ͳͶΓΕɼ
ΓΕྒྷ͏ঐࡒɼΓΕްིద͵ۂແϓϫʖΝݗ౾ͤΖ͞ͳͶͯ͵͗Ζɽ

ʴ6'*V؏఼͖Δ͠ΔͶ͑͞͏ͮͪखૌ͗Ͳ͘ΖʄʵRUʴ6'*Vࢻ఼ΝͤΖϛϱφʵ

ʀʰوఈྪඍʱ
6'*Vͺࠅࡏద͵ඬʀ՟ୌͶͯ͏ͱɼβʖϩͳνʖΰρφͶชԿ͠ΗͪͲ
͍Ζɽʰوఈྪඍʱ͗՟ୌͶ͍͝ΔΗΖ͗ɼ6'*VཀྵմͶࢯΉΔͥɼ6'*V߫ݛͪΌ
.3,ɼఈྖඬ͵ʹɼૌ৭Ͷ͕͜ΖୣඬΝชԿͤΖɼͳ͏͑͞ͳΝݗ౾ͤΖ͞ͳ
ͯͲ͍Θ͑ɽ
ʀʰͪ͵ಉ͘๏ߑͰ͚Εʱ
6'*ʰಉ͗͘͏ࡃܨௗʱͲਕ͍ͪΕࡃܨௗΝࣰ͗͵͢ݳΔɼಋҲ࿓ಉಋҲۜ
ୣΝ͏ͱ͝ܟΖɽͨୣͪΌͶՁ͗Ͳ͘Ζ͖Νݗ౾ͤΖ͞ͳͺ॑གྷͶ͵ΖɽΉͪɼ
ঃؔΏ্͗͏༙ໃͶ͖͖ΚΔͥɼಉ͘Ώͤ͏৮ΏγʖϑηΝݗ౾ͤΖ͞ͳͺɼঐΏ
γʖϑη͍Ε๏րવͶͯ͵͗Ζɽ

ʴਕࣆʀ࿓ແͶͤؖΖҲൢద͵खૌ͖ΔΊ͓Ζ6'*V߫ݛʵ

ʀ6'*ʰಉ͗͘͏ࡃܨௗʱ
ಉ͗͘͏ɼಉ͘Ώͤ͠Νݗ౾ͤΖඬ͗6'*ɽͨͲɼ࠹ॵͶड़ͱ͚ΖߴͺʰҲਕ
ͪΕࡃܨௗིʱɽऀҽਫ਼ࢊΝ߶ΌΖͪΌಉ͘Ώͤ͠ʀಉ͗͘͏Νݗ౾ͤΖ͞ͳ
͗॑གྷͶ͵Ζɽ
ʀ6'*ʰζΥϱξʖฑΝࣰ͢ݳΓ͑ʱ
ঃؔฑͶͯ͏ͱͺɼ՟ୌͳ͵ͮͱ͏Ζૌ৭͗ଡ͏য়ڱͪΌɼ͏͖Ͷૌ৭಼Ͳրવ͢
ͱ͏͚͖Νݗ౾͢ͱ͏͚͞ͳ͗݃ͤΖɽΉͪɼঃؔʀζΥϱξʖୌͫ͜Ͳͺ͵͚ɼ্
͗͏Ώߡ͓๏ҩ͏͵ʹɼ͠Ή͡Ή͵ҩ͏Νण͜Ηɼૌ৭ਫ਼ࢊͶ݃;ͯ͜ͱ͏͚͖Νݗ
౾ͤΖ͞ͳͺʰ୯ͽͳΕखΕ͠͵͏ʱͳ͏͑6'*VخຌਈͶͤΖɽ

ʴਕࣆʀ࿓ແͳ6'*Vܐؖʵ

㻞㻞㻌
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ᶅࢤΏٗढ़ಊࠬ
ಋۂֆڢճʀૌΝ௪ͣͪعଚࢤಊΏɼָʀָճΝ௪ͣͪ
࠹ٗढ़ಊΝѴͤΖ͞ͳΓΕɼࣙऀʀγʖϑηͶ͕͜Ζ
ٗढ़ϛτϱεϡϩͳɼࣙऀٗढ़ద͵کΊΝ֮ԿͤΖɽ
ᶆଠऀͳ࿊ܠͶΓΖٗढ़
عଚٮޒ͖ΔωʖθΝͳͶɼͨωʖθͶԢ͓Ζٗढ़
ΝɼࣙऀΊͲՆ͵ͺଠऀͳ࿊͗͵͢ܠΔࣰࢬͤΖɽͶ
Γͮͱͺɼޮద͵ึঁۜͤ༽Ζɽ
ᶇϑζϋηϠυϩߑ
ᶆͲͪٗ͢ढ़Ν͗͵͖͢Δɼࣆۂफӻ͗Նͳ͵Ζʰͪ
͵ϑζϋηϠυϩʱݗ౾ʀߑΝɼٗढ़෨ͫ͜͵͚ਫ਼ࢊ෨ΏӨ
ۂ෨ި͓͵͗ΔࣰߨͤΖɽ

ʴ֚րવͶͪ͜Ҳൢద͵खૌʵ

ʀࣆܨۂӨͶ͕͏ͱͺɼ෨ڧรԿΏͪ͵ڟ૬૮घड़ݳͶΓΕɼ
عଚ͗ෙԿ͢ͱ͢Ή͑ڬΗ͍͗ΖͪΌɼͶɼͪ͵ٗढ़ʀ
ʀγʖϑηΝߨ͑͞ͳͶΓΕɼٮޒͪ͵ՃڛΝ
ਦΖ͞ͳͲ࣍କՆ͵ࣆܨۂӨΝߑ͢ɼ͠Δ͵Ζࣆۂఴͳͯ͵
͝Ζɽ
ʀͨ͑ͪٗ͢ढ़ʀʀγʖϑηͶͪ͜Πϕϫʖοͳ͢ͱɼ
ҐԾΓ͑͵րવಊ͍͗͝ΔΗΖɽ

ʴܨӨրવτʖϜʤٗढ़ʀʀγʖϑηʥʵ

̒ɿٗढ़ʀʀγʖϑη
ʹ 6'*V

事例

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

へGO！

ʀঐࡒʀγʖϑηͶ͕͏ͱͺɼٮޒΝ͗ͳ͖ͤ͞ҲൢదͲ͍Θ͑ɽ6'*V
؏఼͖ΔɼٮޒΊ͵Δͥऀճસର͖Δ՟ୌմ݀Νݗ౾Ͳ͘Ζ͞ͳͳɼ࣎ؔͳ͢ͱࠕΝ
ఈͤΖͲͺ͵͚ɼ೧ͳ͏͑ௗغ࣎ؔΝఈ͢ͱݗ౾ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ
͠ΔͶɼࣙऀୱಢͲͺ͵͚ɼ࿊ܠʀϏʖφψʖερϕͶΓͮͱ਼ࣆۂकରͲΓΕ͘
͵γʖϑηͶͯ͵͝Ζ͞ͳՆͳ͵Ζɽ

ʴ6'*V؏఼͖Δ͠ΔͶ͑͞͏ͮͪखૌ͗Ͳ͘ΖʄʵRUʴ6'*Vࢻ఼ΝͤΖϛϱφʵ

ʀଠऀͳ࿊ܠ
6'*ϏʖφψʖερϕͲͺɼཱིҩ͑ಋ࢞͗࿊ͤܠΖ͞ͳͲͪ͵ՃΝਫ਼Ί
ड़ͤ͞ͳ͗غଶ͠Ηͱ͏Ζɽྭ͓ͻɼࠕΉͲͺݗ౾͢Ͷ͚͖ͮͪɼڟಋ࢞Ͳ࿊ܠΏɼࣙ
࣑ରͳ࿊ܠɼگүͳؖؽ࿊ܠɼ132ͳ࿊ʹ͵ܠͶΓͮͱɼͪ͵Ճड़ʀࢤ
Ͷ݃;͚ͯ͞ͳ͗غଶͲ͘Ζɽ

ʀࢤΏٗढ़ಊࠬ
6'*VͶͺଡ͚ࢤʀϜʖίρφ͍͗ΖͳݶΚΗͱ͏Ζɽ6'*VͲୣΝࢨ͢ͱ͏Ζऀճ
՟ୌմ݀ͪΌٗढ़Ώ͖ͨ͞Δਫ਼ΉΗΖࢤͶͯ͏ͱѴΝͤΖ͞ͳͲɼࠕޛࣆ
ۂɼ๏Νݗ౾ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ͠ΔͶɼͨΗΝɼࠅΏ࣑ࣙରɼۜ༧ؽ
ࢩ͗ؖԋͤΖ͞ͳۅదͶߨͮͱ͏Ζ͞ͳ͖ΔɼึঁΏঁ͗ण͜ΔΗΖ͞ͳ͍Ζɽ

ʴٗढ़ʀʀγʖϑηͶͤؖΖҲൢద͵खૌ͖ΔΊ͓Ζ6'*V߫ݛʵ

ʀ6'*VୣͶ͕͏ͱͺɼؔۂةʰଆʱͳʰόϗʖεϥϱʱ॑͗ͨ͞ضགྷͳ
ݶΚΗΖɽ೧ͶɼඉͶ߶͏ୣඬΝ͏ͱ͝ܟΖͪΌͶɼͨΗΝ͏͖ͶқͤΖ
͞ͳ͗Ͳ͘Ζ͖͗ΚΗͱ͕ΕɼͨͶͨ͞͠Ή͡Ή͵ϑζϋηοϡϱη͍͗Ζɽ
ʀΏγʖϑηͺɼऀճΝΓΕΓ͚ͤΖɼऀճ՟ୌΝմ݀ͤΖɼऀճҲཏΝ୴͑ͳ͏͑
ߡ͓๏͗ΓΕ॑གྷͶ͵ͮͱ͏ΖɽͨͪΌɼʀγʖϑηͶͯ͏ͱɼ༹ΏηϘρ
έΊ͵ΔͥɼऀճͶ͕͜ΖҒ͜Ͷͯ͏ͱઈͤΖ͞ͳͲण͜ΗΔΗΏ͚ͤ͵Ζɽ

ʴٗढ़ʀʀγʖϑηͳ6'*Vܐؖʵ
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㻞㻟㻌

ᶅଠࢤΏଠऀྪࣇঐಊࠬ
ྪࣇঐࢤणΗয়ʹ͵ڱΝࠬ͢͵͗Δɼࣙऀঐ͗ࢂՆ
͵ͪ͵ࢤΝபड़ͤΖɽΉͪɼࣙऀٗढ़ྙΝͱ͖͢՟ୌմ݀͗
͘ͲڛΖͳఈ͠ΗΖͪ͵ࢤΝபड़ͤΖɽ
ᶆϜʖίτΡϱήةժॽΏҌࣁྋࡠ
ϜʖίτΡϱήΏଇಊͶಝԿͪ͢෨Պ͗͵͢༽Δɼ
ͪ͵ࢤࢂͶ͜ͱࣆۂકྲྀΏࣰߨܯժΝࡠͤΖɽΉͪɼͪ
͵ࢤͶ͕͜Ζఈ͜ٮޒҌࣁྋญͦͱࡠͤΖɽ
ᶇϜροϱήγʖϑη༽
ؔۂةΉͪͺޮదؖؽϜροϱήγʖϑηΝ͗͵͢༽Δఈޒ
ٮΠϕϫʖο͢ɼϜʖίτΡϱήةժॽʹ͕Εٮޒωʖθ͍͗Ζ
͖ɼΉͪՃ͘ͲڛΖ͖ΝѴͤΖɽѴ݃ՎΝͳͶɼ
ϜʖίτΡϱήةժॽ಼༲ΝϔϧρεϣΠρϕ͢ͱ͏͚ɽΝϔϧρ
εϣ
Πρϕ͢ͱ͏͚ɽ

ʴ֚րવͶͪ͜Ҳൢద͵खૌʵ

ʀࣆܨۂӨͶ͕͏ͱͺɼ෨ڧรԿΏͪ͵ڟ૬૮घड़ݳͶΓΕɼ
ࢤࣙରεΥΠΏࢤ಼Ͷ͕͜ΖࣙऀεΥΠ͗क़ঘ͢ͱ͢Ή͑ڬΗ
͍͗ΖͪΌɼͶɼͪ͵ࢤ୕ಊΝߨ͑͞ͳͶΓΕɼࣙऀ
ജʀཤӻ҈ఈԿΝਦΖ͞ͳͲ࣍କՆ͵ࣆܨۂӨΝߑ͢ɼ͠Δ
͵Ζࣆۂఴͳͯ͵͝Ζɽ
ʀͨ͑ͪ͢ࢤ୕Ͷͪ͜Πϕϫʖοͳ͢ͱɼҐԾΓ͑͵րવ
ಊ͍͗͝ΔΗΖɽ

ʴܨӨրવτʖϜʤࢤ୕ʥʵ

̓ɿࢤ୕ʹ 6'*V

事例

、

、

、

、

、

、

へGO！

ʀعଚঐࡒΏγʖϑηͲ͍ͮͱɼ6'*V؏఼͖Δɼऀճ՟ୌմ݀Ͷر༫Ͳ͘͵͏͖Ν
ݗ౾ͤΖ͞ͳͲɼജɼଲেंΝͪͶݗ౾ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ۫ରదͶͺɼؔۂة
͜γʖϑηఴΝ͢ͱ͏ͪঐࡒʀγʖϑηΝɼ࣑ࣙର͜ʀگүؖ͜ؽͶఴͲ͘
͵͏͖͵ʹΝݗ౾ͤΖ͞ͳՆͶ͵Ζɽ

ʴ6'*V؏఼͖Δ͠ΔͶ͑͞͏ͮͪखૌ͗Ͳ͘ΖʄʵRUʴ6'*Vࢻ఼ΝͤΖϛϱφʵ

ʀϜʖίτΡϱήةժॽΏҌࣁྋࡠ
ࣙऀΝജΕࠒͪΌࣁྋʀةժॽͲͺ͵͚ɼͳͶ՟ୌΝմ݀͢ɼ6'*VΝୣ͢
Ή͢Β͑ɼͳ͏͑ࢻ఼Ͳةժͺɼଡ͚ૌ৭Ͷͳͮͱण͜ΗΏͤ͏ͳ͵Ζɽعଚ
ٮޒʀജͲͺ͵͚ɼͪ͵ࢤͶଲ͢ͱͺɼڠͶΖɼڠߡ͓๏ͲࢂͤΖ͞ͳͲ
खΕૌΊ͗ΊΏ͚ͤ͵ΖɽಝͶɼ࣑ࣙରΏگүʹ͵ؖؽΝଲেͶͪ͢Ͷͺɼ͞ߡ͓
๏ͺͳΕΚ༙͜༽ͳ͵Ζɽ
ʀ؏Ν࣍ͪ͵͏6'*V༽
ྭ͓ͻɼࣙऀʀγʖϑη͗ʰଢཇޭుʱͺ6'*ʰΦϋϩάʖΝΊΞ͵Ͷͨ͢
ͱέϨʖϱͶʱɼگүঐࡒͺ6'*ʰ࣯߶͏گүΝΊΞ͵Ͷʱͳݡͪͮݶ๏ΝͤΖ
͞ͳ͗ଡ͏ɽ͞͞ͲɼพඬͶ͢ͱɼพΕͲࣙऀγʖϑηʀঐ͗͵͘Ͳ༽
͏͖ɼΝݗ౾͢ͱΊΖͳɼͪ͵ࢤؽճͶ͍͗ͳ͚͞ͰـΖɽ6'*ͳ6'*ʰසࠖΝ͵͚
ͨ͑ʱΝֽ͜Κͦͱʹ͑͏ͮͪ͗Ͳ͘Ζ͖ɼʹ͑͏͑ଲেंʀఈٮޒ՟ୌ͍͗Ζ
͖͵ʹ͖Δͪ͵ࢤΝݗ౾͢ͱΊΖͳྒྷ͏ɽ

ʴࢤ୕ͶͤؖΖҲൢద͵खૌ͖ΔΊ͓Ζ6'*V߫ݛʵ

ʀϫʖΩϩ6'*V
6'*VͺɼͨτʖϜ͟ͳͶଡ͚ࢤ͍͗ΖͳݶΚΗͱ͏ΖɽೖຌͶ͕͏ͱͺɼʰϫʖΩ
ϩ6'*VʱͳݶΚΗΖ༹ͶɼஏҮͶ͕͜Ζ࣍କՆΝࣰͤݳΖͪΌखΕૌΊ͗͠
Ηͱ͏Ζɽ
ʀࢤͳ͢ͱ6'*V
ͨΗͩΗඬͶͺɼݺพ՟ୌ͗અఈ͠Ηͱ͏ΖͪΌɼࠅʀ࣑ࣙରʀۂةʀگүʹ͵ؖؽ
ͺɼͨ՟ୌմ݀Ͷ͜ͱखΕૌΊΝߨͮͱ͏Ζɽͨ͞ͶࣙऀΏγʖϑη͗ཤ༽͠Η
Ζࢤ͗͵͏͖Νݗ౾ͤΖ͞ͳͺɼ๏Ͷͳͮͱ༙ӻ͵ߡ͓๏ͳ͵Ζɽ

ʴࢤ୕ͳ6'*Vܐؖʵ

㻞㻠㻌
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ᶅটंึޫܩ༙ໃݗ౾
ऀௗࣙΔ͗ɼޮ͠Ηͱ͏ΖࣆۂটܩࣆྭΏܨӨंؔΝࢂߡ
Ͷ͢͵͗Δɼটंึޫܩ༙ໃΝݗ౾ͤΖɽΉͪɼޮద͗ؖؽक࠷ͤ
ΖࣆۂটܩιϝψʖͶࢂՅ͢͵͗ΔɼࣆۂটܩླྀΗΝѴͤΖɽ
ᶆଔ಼ंܩޛͶΓΖࣆۂটܩ
টंึޫܩΝમఈ͢ɼ͏ͯটͤܩΖ͖ɼͨΗΉͲͶՁΝࣰߨ͢ͱ͏
͚͖ɼটͤܩΖࣁࢊͺՁ͖Ν֮ԿͤΖͪΌͶࣆۂটܯܩժΝࡠ
ͤΖɽ
ͶΓͮͱͺɼޮద͵ࢩԋγʖϑηΝ͢༽ՊঁݶΝΔ͏
͵͗ΔࡠͤΖɽ
ᶇ0ˏ$ͶΓΖࣆۂটܩ
͏͚͖ͯؔۂةΉͪͺޮద͵0ˏ$γʖϑηؖؽͶࣆઈΝ͢
͵͗Δɼ֦ؖؽಝΝѴ͢ɼࣙऀͶͮͪ0ˏ$γʖϑηؖؽΝ
મఈͤΖɽ
ιΩϱχΨϒωΨϱͳ͢ͱɼޮద͵ࢩԋγʖϑη͗͵͢༽Δɼ
0ˏ$ިমΝΌͱ͏͚ɽ

ʴ֚րવͶͪ͜Ҳൢద͵खૌʵ

ʀࣆܨۂӨͶ͕͏ͱͺɼங͖Η͖ΗɼܨӨݘΝଠंͶটͤܩΖνϝ
ϱή͗ΗΖɽʹΓ͑͵ܙɼΉͪ͏ͯνϝϱήͲࣆۂট͗ܩ
Ή͢͏͖ɼௗغద͵ܯժΝ࣍ͬ͵͗Δࣰߨ͢ͱ͏͚͞ͳͲ࣍କՆ
͵ࣆܩۂକΝࣰ͢ݳɼ͠Δ͵Ζࣆۂఴͳͯ͵͝Ζɽ
ʀͨ͑ͪ͢ࣆܩۂটͶͪ͜Πϕϫʖοͳ͢ͱɼҐԾΓ͑͵րવಊ
͍͗͝ΔΗΖɽ

ʴܨӨրવτʖϜʤࣆۂটܩʥʵ

̔ɿࣆۂট ʹܩ6'*V

事例

、

、

、

、

へGO！

ʀࣆۂটܩͶ͕͏ͱͺɼটޛܩܨӨं͗ͪ͵๏ਓΝ಼ͶනͤΖࡏͶ6'*VΝͲ༽
͘Ζɽྭ͓ͻɼۂةཀྵ೨ΏۂਈͶͯ͏ͱɼࠕऀҽΏٮޒͶఽΚΕΏ͚ͤͤΖͪΌ
Ͷ6'*VΝͶ͢ͱφρϕϟριʖζΏϑζϥϱΝࡨఈͤΖ͞ͳͲɼଡ͚ं״ڠΝ;ݼ
ࠒΌΖՆ͗ड़ͱ͚Ζɽ

ʴ6'*V؏఼͖Δ͠ΔͶ͑͞͏ͮͪखૌ͗Ͳ͘ΖʄʵRUʴ6'*Vࢻ఼ΝͤΖϛϱφʵ

ʀ0ˏ$ͶΓΖࣆۂটܩ
6'*ࢻ఼͖Δɼ߁͚Ϗʖφψʖερϕͳଌ͓Ζ͞ͳͲ߁͚ؔۂةۂڢΝࣰͤݳΖ͞ͳ
͗ՆͶ͵Ζɽ࠹ॵ͖Δ0ˏ$͍Ε͘ɼͳߡ͓Ζͳఏ߇͍͗ΖܨӨं͗ଡ͏͗ɼ࿊ܠʀϏʖ
φψʖͳ߁ٝͶͳΔ͓ͱɼജͪΌϏʖφψʖερϕɼٗढ़ͪΌϏʖφψʖ
ερϕ͵ʹͳɼ࿊ͤܠΖۂةΏૌ৭ΝଁΏ͢ͱ͏͚ɼͳ͏͑ݗ౾๏ͺɼ6'*VชຼͲ
खΕૌΊΏͤ͏͞ͳͳ͓ݶΖɽ

ʀૌ৭͍Ε๏Νݡͤ
ট࣎ܩͶɼंۂΏେܨӨंܨӨఫָΏཀྵ೨ɼରͳͪ͘͞ͱ͢ݳΝཀྵ͢ɼ͞Η͖Δ
࣎େΏऀҽͶͪ͢๏ͲชԿͤΖ͞ͳ͗॑གྷͶ͵Ζɽܨ͵ͪ͗ंܩޛӨકྲྀΝ
ཱིͬͱΖͳ͘Ͷɼࣙऀ͗ۂҐཔͶगͮͱͪ͘͞ͳΝɼ6'*V؏఼ΝखΕΗ͵͗Δ
ң࣍ఴͦ͠Ζ͞ͳͺɼ಼Ͷଲ͢ͱࣆۂটܩΝ͑Ή͚ΌΖͪΌघ๑ͳ͵Ζɽ

ʴࣆۂটܩͶͤؖΖҲൢద͵खૌ͖ΔΊ͓Ζ6'*V߫ݛʵ

ʀ࣍କՆ͵ऀճࣰݳͶͺɼͨऀճߑགྷોͲ͍Ζۂةʀૌ৭͗࣍କՆͲ͍Ζ͞ͳ͗
Ͷ͵ΖɽͯΉΕɼనͶࣆۂট͠͵͗ܩΗɼऀճͶण͜ΗΔΗ͵͗Δɼૌ৭͗Ӯକద
ͶಊΝକ͜Ζ͞ͳͺ6'*Vಊͨͳ͓ݶΖɽ

ʴࣆۂটͳܩ6'*Vܐؖʵ
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中小企業のSDGs経営の事例

̕হɿঘۂة 6'*V ܨӨࣆྭ
࠹ޛͺɼঘقۛߑؽຌ෨͗͟ࢩԋͪ͢ঘۂة͖Δɼ6'*V ߫ͤݛΖखΕૌΊΝ
͢ͱ͕ΔΗΖۂة়͟ղΝͦ͠ͱ͏ͪͫ͘Ήͤɽ͞͞Ͷऀ͚̔ͫͪ͏ͱͦ͠ࡎܟͺɼ͘
ͮͬΕܨӨͶ 6'*V ΝखΕΗΔΗɼࣆۂԿ͢ͱ͕ΔΗΖ͖ͻۂةΕͲͺ͍ΕΉͦΞɽ
ʰ6'*V ܨӨΝ࢟ΌΔΗͪͻ͖Εʱ͍Ζ͏ͺʰࣙऀͲ 6'*V खΕૌΊΝͯ͜ݡΔΗɼ
͞Η͖ΔܨӨ 6'*V ཚͳ͢ࠒΊΝ࢟ΌΔΗΖͳ͞Θʱͳ͏͑ۂةࣆྭΝॄΌΉ͢
ͪɽಣंև༹͗ɼ͞Η͖Δ 6'*V खΕૌΊΝ࢟ΌΔΗΖͳ͘ࢂߡͶ͵Ζͳࢧ͏Ή
ͤɽ
SDGs を認識して
事業を行っていたか？

YES
事例

26

本業と SDGs との関連性

NO

製 品・ サ ー
ビス自体の
工夫でSDGs
に貢献

●

●

企業名

製品づくり・
現場改善等
の 工 夫 で
SDGsに貢献

事例

環境大善株式会社（北海道北見市）
（バイオ消臭液）

事例

株式会社かね久（宮城県仙台市）
（挽きたて生パン粉）

事例

株式会社山岸製作所（群馬県高崎市）
（精密機械部品メーカー）

事例

株式会社マルワ（愛知県名古屋市）
（総合印刷）

●

●

事例

スタイル・オブ・ジャパン株式会社（福井県小浜市）
（若狭塗箸）

●

●

事例

株式会社 Paddy Field（大阪府東大阪市）
（組立パーテーション）

●

●

事例

谷水加工板工業株式会社（兵庫県丹波市）
（住宅資材メーカー）

事例

株式会社セイバン（兵庫県たつの市）
（ランドセル製造販売）

●

●

事例

株式会社野田商店（和歌山県海南市）
（乾物食品卸業）

●

●

事例

株式会社富田屋（大阪府富田林市）
（和生菓子製造販売）

●

●

事例

和田八蒲鉾製造株式会社（大阪府大阪市）
（水産練り物製造）

●

●

事例

株式会社スピングルカンパニー（広島県府中市）
（レザースニーカーの企画・製造・販売）

●

●

事例

有限会社うずしお食品（徳島県鳴門市）
（わかめの加工販売）

●

●

事例

株式会社丸信（福岡県久留米市）
（包装資材メーカー）

事例

沖縄ツーリスト株式会社（沖縄県那覇市）
（旅行事業）

●

●
●

●

●

●

●
●

●
●
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事例

環境大善株式会社

地球の健康を見つめる

北海道でもとくに酪農業が
盛んな道東にある北見市。
この地に 2006 年に設立さ
れたのが環境大善株式会社
です。主力商品は『きえ〜
る』。酪農につきものの、
牛の尿を微生物発酵技術で
無害化する過程でできた、
人にも地球にもやさしい消
臭液です。

窪之内誠社長と善玉菌を表現した同社シンボルマーク

1．謎の液体
いまから 25 年ほど前、同社の創業者で現会長の窪之内覚（さとる）さんは、北見市のホー
ムセンター「ダイゼン」で店長を務めていました。ある時、お客様から「どの消臭剤を買っ
ても臭いが消えない」とクレームを受けました。お客様のニーズに応えようと、窪之内さ
んは市販の様々な消臭剤を探しましたが、2 年経っても良い商品に巡り合えませんでした。
そんなとき、酪農家の知人が、
「牛の尿を乳酸菌で分解した茶色い液体」を持ってきました。
酪農業が盛んな北見市では、牛の糞尿による悪臭と、ある環境汚染が公害問題になってい
ました。土中に染み込んだ尿が付近を流れる常呂川に流れ込んでいるのです。この川は農
業用水として利用されるほか、オホーツク海からサケやマスが遡上します。河口は日本有
数のホタテの水揚げ場にもなっています。その為国や北海道、農協と酪農家が協力し糞尿
処理が進められていました。しかし、その処理設備は酪農家自身も多額の費用負担を伴う
ものでした。知人は経営を圧迫しかねないとの心配から、処理済みの液体を販売できない
かと、相談にやってきたのです。
もともと窪之内さんは農家の出身だったので、確かに園芸には使えそうだと思いました。
しかし、冬の長い北海道では園芸時期がとても短く、大きな収益にはなりそうもありませ
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ん。液体の臭いを嗅いでみたところ、まったくの無臭でした。「牛の尿の臭いがなぜ消え
るのだろう？もしかすると他の臭いも消えるかもしれない」と早速試してみることにしま
した。ペットの糞尿や生ゴミ、排水口やトイレなど、他の様々な悪臭にその液体をかける
と、なぜか臭いが消えたのでした。
窪之内さんは「この液体は宝だ。北見の人々の悩みの種だった牛の尿を価値ある商品に変
えることができれば、酪農家を助けられるだけでなく公害問題の解決にもつながる」と考
えました。
「どうしても世に出したい」と、ホームセンターに環境商品事業部を作り、こ
の液体の商品化に向け各種安全性試験を実施しました。原液が有色であっため、このまま
では色が染まる素材には使えません。そこで改良が加えられ、透明化する仕組みが考案さ
れました。牛の尿を微生物で発酵させると、液体内の善玉菌が悪玉菌を減らします。これ
が「善玉活性水」で、有機物の腐敗臭やアンモニア臭などの消臭に効果があります。だが、
花にかけても花の芳しい香りは消えず、不快な臭いにだけ反応することも分かりました。
２．公害の元が公害を制す
1998 年、天然成分 100％の
バイオ消臭液『きえ〜る』が
誕生。さらに研究を進めて
いくと、この液体には土の
微生物を活性化させる効果
があることも分かりました。
土壌再生にも役立つと、園
芸用液体たい肥『土いきか
える』も商品化。2006 年に
ホームセンターから環境商
品事業部を譲り受けて独立
開業しました。

パッケージをリニューアルした消臭剤『きえ〜る』

「公害の元が公害を制す」と
いうキャッチコピーで売り出した『きえ〜る』は、道内の新聞や全国版の情報番組で取り
上げられ話題を集めました。商品の知名度は次第に上向き、洗濯用や置型タイプ、魚の水
槽の悪臭・排水管のニオイ・ぬめり予防など、用途に応じたラインナップも徐々に増えて
いきました。今では国内だけでなく海外からも注文が来ます。
同社の消臭液や液体たい肥を利用すれば、善玉菌の力で地球環境を健康な状態に戻すこと
に貢献できます。こうした同社の「アップサイクル型循環システム」は、SDGsの目標12
「つ
くる責任

つかう責任」を筆頭に、目標 6「安全な水とトイレを世界中に」、14「海の豊か

さを守ろう」、15「陸の豊かさを守ろう」など、様々な目標に合致した取り組みと言えます。
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３．消費財の枠を超えた商品づくりを
それでも、同社は現状に満足していません。毎日の幹部会議で「どのように環境負荷を軽
減できるのか？」を議論し、消臭液ボトルをバイオマスボトルにしたり、輸送コストを下
げる工夫をしたり、商品を運ぶ際の梱包材の素材にもこだわっています。地球環境の負荷
軽減へ徹底的に向き合っているのです。
好例が 2021 年 10 月の消臭液パッケージのリニューアルです。消臭液は「消費財」。消費財
の多くは長く使うことが想定されておらず、基本的には使い捨てです。1 度購入したボト
ルに愛着を持って長く使ってもらい、中身を詰め替えて使用できるような仕組みを整えれ
ば、消費財の枠を超えた商品づくりができ、環境負荷軽減に貢献できます。思い切って、
デザイン性を追求したパッケージにリニューアルしました。同社設立以来初の大幅リ
ニューアルでした。
リニューアルを牽引したのは会長の息子で現社長の窪之内誠さんです。2017 年ごろから
デザインの力に着目し、経営に取り入れてきました。自社の商品を手に取ってくれる人に
「環境大善株式会社はどのような会社なのか、どんな想いでこの商品を製造しているのか」
が伝わるデザインにして、
「善玉活性水」を社会に広めていきたい、と考えました。
まずは同社の従業員と会社の理念や方向性に対する意識を共有することから始めました。
「地球の健康を見つめる」というコーポレート・スローガンを掲げ、シンボルマークを定め、
社名も変更しました。従業員に自信と誇りをもって働いてもらえるよう、デザインの力を
活用してきました。「デザイン変更前は、消臭効果という機能的な価値に着目して購入し
てくれる人が多かったが、変更後は環境大善株式会社の想いという情緒的価値に共感して
くれる人が増えた。機能的価値と情緒的価値のバランスが取れてきたと思う」といいます。
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同社は災害支援にも積極的に携わっています。東日本大震災時には、日本赤十字社からの
依頼で『きえ〜る』を寄贈し、仮設トイレや排水、生ゴミの消臭に貢献しました。熊本地
震の被災地にも寄贈し、被災地の臭い問題の解決に貢献してます。
「今後は研究・開発型の企業として、未利用バイオマスである牛の尿を有効活用できるよ
う研究・開発し世界に広めていきたい」と窪之内社長。土壌改良や環境保全など大学や企
業と連携して様々な研究をしており、「まだやれることはたくさん残っている。それを探
すのが自分の仕事」と熱を込めて語ります。同社の「地球の健康を見つめる」取り組みはこ
れからも続いていきます。

海外向け商品を梱包する工場長

経営理念を共有する従業員たち

４．会社概要
（１） 企業名：環境大善株式会社
（２） 代表者：窪之内

誠

（３） 創業年月：2006 年 2 月
（４） 資本金：10 百万円
（５） 従業員数：19 人
（６） 事業概要： 環境微生物群を発酵培養した「善玉活性水」の消臭力・土壌改良などの効
果に着目した商品開発、販売、製造など
（７） 所在地：北海道北見市端野町三区 438-7
（８） URL：https://kankyo-daizen.jp/
構成／湯山

惠美
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事例

株式会社かね久

地元の食文化を次世代へ

株式会社かね久は、1945 年創業のパン粉製造会社、金久商店からの事業承継で誕生しま
した。同店の経営者が他社で役員をしていた遠藤伸太郎氏に声をかけたのが始まりで、遠
藤氏はまず社員として金久商店に入社し、2014 年に営業譲渡を受け代表取締役社長に就
任し、同社を設立したのです。

株式会社かね久

遠藤

伸太郎

代表取締役社長

１．地域の飲食店に不可欠な存在
主力事業は飲食店用のパン粉の製造販売で、業務用食料品の総合卸売、商品開発・販路開
拓・販売も手掛け、地域商社の役割を担っています。パン粉事業では、常時数十種類の生
パン粉と乾燥パン粉を取り扱い、顧客ニーズに応じたオリジナル生パン粉の製造も行って
おり、地域の飲食店には必要不可欠な存在です。オンラインや TV ショッピングで牛タン
関連商品も通信販売し、牛タン切り落としや厚切り牛タンが人気を集めています。過去に
は、同社が開発した「金華さばの海鮮生ふりかけ」が JR 東日本の運行する新幹線に連結さ
れる最上級グレードの車両・グランクラス車内で提供される軽食メニューに採用された実
績があり、中小機構と JR フーズが企画した「東北福興弁当」の具材にも使われました。
SDGs に対する同社の取り組みは幅広いものです。例えば、大豆を活用した新商品があり
ます。環境負荷が少ない植物性タンパク質の大豆を使って「牛たん＆大豆肉のひとくちス
テーキ」
「牛カルビ＆大豆肉のひとくちステーキ」などを開発、牛が排出する温室効果ガス
「メタン」の削減に配慮しながら食資源不足の解決を目指す一方、植物性タンパク資源普
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ひきたて生パン粉

及の課題になっている「おいしさ」も実現しました。この取り組みは SDGs 目標の「 2. 飢餓
をゼロに」
「 3. すべての人に健康と福祉を」
「 13. 気候変動に具体的な対策を」に繋がってい
ます。
社内外に製造ノウハウを伝える「パン粉マイスター制度」もあります。高品質のパン粉製
造技術を社内や提供店に維持してもらうため、パン粉に対する知識や技術に応じて「免許
皆伝」
「ブラックベルト（黒帯）」など5段階のランクを設け、称号を授与します。
「免許皆伝」
は前身の金久商店時代から勤務している 70 代の社員で、長年の経験で培った技術を後進
に伝授しています。他にも宮城大学と連携し、専門知識や技術を活用した新商品の開発も
進めており、これら食を通じた人材育成や食文化の次世代への継承は「 4. 質の高い教育を
みんなに」にあてはまります。

かね久パン粉マイスター制度
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２．企業連携で商品開発
「パートナー企業との連携」も見逃せません。東日本大震災翌年の 2012 年、金久商店の社
員だった遠藤氏は、震災や原発事故の風評被害で苦しむパートナー企業とともに一般社団
法人「食のみやぎ応援団」を設立し、販路拡大を目指しました。応援団の企業連携で様々
な商品・サービスを生み出し、東京電力の社員食堂の食材として石巻のわかめが採用され
るなどの成果を上げています。
近年は加工時に出る食品ロスを活用した商品開発にも着手しています。代表的なのは「牛
たんデミグラスソース煮込み缶詰」でしょう。宮城名物「牛たん」のうち、ロスになること
が多いタン先やタン元を使って煮込んだソースで、2021 年 10 月現在 16 万缶を売り上げ
る人気を誇ります。

人気商品「牛タンデミグラスソース煮込み缶詰」

1 日目に地元ワイナリーや閉館後の夜の水族館を、2 日目は食を扱うライフスタイルショッ
プや水産加工会社を回る「サステナブルツーリズム」のモニターツアーも実施しました。
ワイナリーで宮城の食材を使ったランチを堪能し、水族館で食品加工時に出る食品ロスを
餌として活用していることを学び、ライフスタイルショップで規格外野菜や大豆肉を使っ
たサステナブル弁当を食べながらアップサイクルをクイズ形式で学習、さらに水産加工会
社ではノンフローズンのサバ缶を試食するツアーで、好評を集めました。
これらの取り組みは「 12. つくる責任、つかう責任」を果たしており、企業連携活動で地域
への経済効果や雇用を生み出すことは「 17. パートナーシップで目標を達成しよう」に結び
ついています。
３．食材王国で 100 年続く事業を
東日本大震災から 10 年の節目である 2021 年 1 月には、同社が発起人になって宮城県内の
中小食品製造販売 23 社で「食のみやぎ応援団 SDGs 宣言」を発表しました。宣言は「支援
いただいた全国・全世界の皆様への恩返し」、
「住み続けられる環境」
「事業を継続するため
の資源」
「笑顔あふれる地域」を残すために何をするべきかを改めて考え直し、
「売り手・買
い手・世間」の３方良しに「未来」を加えた 4 方良しとし、食文化を次世代へ承継し、食材
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王国みやぎで 100 年続く事業を目指すとしています。
遠藤氏は「パートナー企業がそれぞれの強みを出し、補い、発信していけば良いものがで
きる」と、
「17.パートナーとの連携」の重要性を強調します。今後は、思いを同じにするパー
トナー企業をさらに増やし、新たな商品開発やサステナブルツーリズム、食の伝統や文化
を考えるガストロノミ展開などで、2030 年に 100 億円の経済効果を生み出したいと考え
ています。「いま人気の商品は、商品売り上げや仕入などを含めると地元に約１億円の経
済効果を生み出している。同じようなヒット商品を 100 個開発できれば 100 億円も夢では
ない」と前向きです。
遠藤氏はまた「事業承継も SDGs だ」と話します。同社が地域の飲食店に必要不可欠なパ
ン粉の事業を引継ぎ、前身の会社の社員も働き続けていることは、まさに「持続可能」の
体現といえるでしょう。地元・宮城の食を守り、伝え、パートナーを増やして活動する同
社の取り組みは、全てが SDGs の掲げるゴールに繋がっています。
４．会社概要
（１） 企業名：株式会社かね久
（２） 代表者：遠藤

伸太郎

（３） 創業年月：2014 年 2 月
（４） 資本金：10 百万円
（５） 従業員数：7 名
（６） 事業概要：挽きたて生パン粉「仙台パン粉食堂」、地域商社、業務用食料品卸売業、
商品開発設計、新商品開発監修、新商品企画、各種イベント企画監修、
開業支援、農水産物原料販売、サプリメント原料販売など
（７） 所在地：宮城県仙台市若林区卸町 2 丁目 6-4 Kanekyu ビル
（８） URL：https://kanekyu-panko.com/index.html
構成／髙野

綾
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事例

株式会社山岸製作所

会社は人なり、人づくりに貢献する

群馬県高崎市の株式会社山岸製作所は、高い技術力を持つ精密機械部品メーカーです。
1962 年に山岸鍋夫氏（現会長）が創業し、現在は 2 代目として山岸良一氏が社長を務めて
いますが、社長を含む兄弟 3 人の経営陣を中心に、社員一丸となって成長してきました。
同社が経営理念にもとづいて続けてきた人材育成の取り組みが SDGs に繋がっています。

同社外観

１．薄肉切削で北関東一の技術力
同社は自動車部品や半導体製造装置部品を製造しており、量産のほか部品の試作開発など
多品種少量生産にも対応しています。徹底した品質管理と納期管理を行い、取引先からも
高い信頼を集めています。
得意分野は、薄肉切削（旋盤）加工です。高精度を保ちながら極限まで薄く削り込む加工
のことで、自動車向け軽量部品や産業設備向け部品などで求められます。5 ミリ以下の板
厚・肉厚の切削（旋盤）加工では強度が弱くなってしまうし、薄くするためにプレス・絞
りなどの加工を施すと変形して精度が出ません。精度を保ちながら 5 ミリ以下を実現する
同社の技術は、2012 年度群馬県優良企業表彰（モノづくり部門）大賞をはじめ、数々の賞
を受賞。北関東随一の技術力を誇っています。
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同社が誇る薄肉切削加工部品

２．経営理念が SDGs につながる
そんな山岸製作所が SDGs を意識するようになったのは、ごく最近のことです。2021 年 1
月から 3 月まで群馬県が実施した「ぐんま SDGs コーチングプログラム」に参加したことが
きっかけでした。
同プログラムの参加者は県内企業 10 社。参加者はワークショップなどで SDGs について
の理解を深め、SDGs 達成に向けた経営方針を策定し、最後に発表しました。山岸製作所
は若手社員 2 人を SDGs 事務局員として任命し、
「 SDGs 達成に向けた宣言書」を作成しま
した。宣言書は、SDGs 達成に向けた重点的な取り組みとして「環境負荷の低減」
「ソリュー
ション事業拡大」
「社員がいきいきと働ける会社」を掲げ、目指すべきビジネスモデルとし
て「働きやすい職場づくり」
「地域と共に歩む会社」
「教育を掲げて生涯学習する会社」を挙
げています。
とはいえ SDGs 目標達成のために、何か新しい活動目標を作成したのではありません。社
内で長い間取り組んできたことをまとめたものが宣言書になりました。同社は経営理念で
「ものづくりと人づくりにこだわり、社会に貢献する」ことを標榜し、これに従って人材
育成に力を入れてきました。それが宣言書の重点的取り組みの一つ「社員がいきいきと働
ける会社」となり、SDGs の 17 目標のうち「４．質の高い教育をみんなに」
「８．働きがい
も経済成長も」に繋がっているのです。
３．毎週金曜、半年間の研修制度
社員を大切にし、社員と共に学びながら成長していきたいとする経営理念にもとづく取り
組みの好例は「ヤマギシテクニカルセンター」でしょう。主に新入社員対象の研修制度で、
毎週金曜日に丸一日を費やし、半年間の研修を実施します。社会人としてのマナーから、
図面の読み方、機械の操作方法、計画・実行・評価・改善までの PDCA の回し方まで幅広
い内容で、テキストを社内で作成し、キャリアコンサルタントの資格を取得した社長をは
じめ、社員が講師を務めています。
2008 年秋、リーマンショックで会社の売り上げが大きく落ち込むなか、山岸社長は「厳し
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い状況だが、大切な社員のリストラはしたくない」と強く思いました。国の雇用調整助成
金を申請し、経費削減に徹底的に取り組む一方、業務量減少で空いてしまった時間を様々
な研修に費やしました。
「次の成長に備え、従業員に勉強してもらおう」と考えたからです。
研修テーマを社員からのアンケートで決めるなど、社員が意欲を持って研修に取り組める
よう工夫しました。その結果、現場従業員の多能工化が進み、パート従業員が今まで使え
なかった機械を使えるようになりました。「ヤマギシテクニカルセンター」は、こうした
経験をもとに 2010 年 5 月に開設されたのです。

山岸社長による講義風景

社員による技術指導
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４．地域と共に成長を
「企業は人なり」
「会社の成長は人の成長」と考える山岸社
長の視野は、同社内だけに留まりません。
ヤマギシテクニカルセンターでの研修は開設当初、自社
社員と、つきあいのある会社の従業員が対象でしたが、
社員を毎週、丸々一日分を研修に出すのは難しいという
事情から他社からの受講生は次第に減り、近年は自社の
新入社員のみとなっていました。しかし、同センターは
中小企業として唯一、群馬県の職業訓練校に認定されて
もいます。山岸社長は「今後はまた他企業からの受講生
受入を進めていきたい」と話します。
一方、地域の若手経営者の育成にも力を注いでいます。
21 年秋から、新たに地元企業を対象とした「経営塾」を
スタートしました。スタート時点で 17 社の地域の若手経
営者や次世代経営陣を対象に、経営者として必要な考え

同社工場内で山岸良一社長

方や身につけるべき知識、部下のマネジメントなどを、
山岸社長をはじめとする山岸製作所の経営陣が講義しています。
父が創業した企業を兄弟で引継ぎ、リーマンショックや米中貿易摩擦、コロナ感染症など
厳しい局面を何度も乗り越え、子息を中心とした次世代に引き継ぐ準備を着々と進めてい
る山岸社長。その実体験や苦労話などを学ぶことは、地域で次世代を担う人たちにとって
有意義な経験になるでしょう。「自社だけでなく、地域全体が “ Sustainable” であるよう、
地域と共に成長していきたい」と山岸社長は力強く語っています。
５．会社概要
（１） 企業名：株式会社山岸製作所
（２） 代表者：山岸

良一

（３） 創業年月：1962 年 10 月
（４） 資本金：30 百万円
（５） 従業員数：120 名
（６） 事業概要：金属加工業、精密機械加工業、CNC 旋盤・マシニングセンター ･
複合加工機を用いての金属機械加工業
（７） 所在地：群馬県高崎市浜川町 590 − 23

浜川工業団地内

（８） URL：https://www.yamagishi-ss.com
構成／長坂

祥子
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事例

株式会社マルワ

SDGs活動発信で地域に貢献

株式会社マルワは、20 年ほど前から環
境負荷低減の取り組みを続けている印
刷会社です。温暖化や生物多様性への
配慮や、廃棄物や資材の管理、さらに
は地域活動や緑化など、その活動は多
岐にわたります。SDGs の活動を社内
で進め、取り組みを社外へ発信するこ
とで、地域に愛される企業として進化
を続けています。
１．「発想から発送まで」が強み
業 務 で は「 ス ピ ー デ ィ ー か つ 柔 軟 な
サービス」を心がけています。顧客は
名古屋市や近隣市町村の企業から教育
機関、官公庁まで幅広いのですが、打
ち合わせからデザイン作成、印刷・加

「 SDGs は社長率先で取り組む」と鳥原久資社長

工、発送代行までをワンストップで行っています。中小企業ならではのフットワークで「発
想から発送まで」を提供できるのが強みです。
印刷物は、配色、文字の大きさや形、レイアウトなどに配慮して、色覚特性者、高齢者、
子ども、外国人など「すべての人に伝わりやすいデザインの作成」としてメディア・ユニ
バーサルデザイン (MUD) に力を入れています。従業員 30 人のうち、2 人が MUD ディレ
クターの資格を、21 人が MUD アドバイザー資格を取得していて、プロならではの提案を
しています。
地域の中高生・大学生の職場体験やインターンシップを実施、企業、行政機関、学校など
からの会社見学も積極的に受け入れ、地域とのつながりを重視しているのも特長です。
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社内は外部の見学者を意識して整備されている

２．これからは環境の時代
同社はいちはやく環境問題に取り組みました。きっかけは、2005 年に地元、愛知県で開
催された「愛・地球博（日本国際博覧会）」でした。先代の父から事業承継し、「印刷会社は
印刷ができて当たり前。印刷のほかにマルワが尖るためには何があるだろう」と考えてい
た鳥原久資社長は、万博が環境博に決まっていく過程を目の当たりにし、「これからは環
境の時代だ」と気がついたのです。
2002 年に取得済みだった ISO14001（環境マネジメントシステム）認証の規定に従い、環
境配慮への取り組みを強化。2006 年には環境に配慮した印刷物であることを示す GP マー
クを取得、印刷資材には森林認証制度（ FSC ）の認証紙や植物由来インキなど環境に配慮
した資材を採用しています。また 2019 年に環境省が進める中小企業版 SBT・再エネ
100％にも参加。2021 年 8 月より調達電力を再生可能エネルギーにし、「ノーカーボンプ
リント」を実現しました。
一方、実を収穫した後は焼却さ
れてしまうザンビア産のバナナ
の茎を材料に、茎を細かく裂い
て乾燥させ、越前和紙の製法で
紙にした「バナナペーパー ( ワン
プラネットペーパー ) 」の活用も
取り組みのひとつです。鳥原社
長は「この紙が普及すれば、環境
問題だけではなく、産地の教育
や 貧 困、 雇 用 問 題 な ど、SDGs
の 17 目標全てに関わることがで
きる」とみています。

バナナぺーパーを使ったカレンダー
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３．取り組みは社員全員で
11 年前から ISO を進める社内の仕組みづくりにも乗り出しました。当時、同社は品質・
環境・情報と 3 種類の ISO 認証を取得していましたが、鳥原社長は「社内体制を認証にか
なうよう維持管理するには、どうしても特定の社員に負荷がかかってしまう」と悩んでい
ました。そこで勉強会で知り合った会社のやり方にヒントを得て、「社員全員で関われば
できるかもしれない」と社内に品質・環境・情報・社員交流・広報の 5 つの委員会を設け、
全員で ISO 体制整備に取り組むことにしたのです。
ISO 体制が整ってきた 2019 年には、世の中の注目を浴びてきた SDGs を念頭に「 2030 年
にどんな会社になっていたいか」を社員全員で話し合いました。その結果、従来の 5 委員
会を再編成し、MUD など先進的な取り組みを進める「有名な会社になるための新事業実
行委員会」、より働きやすい職場をつくる「働きがいのある環境づくり実行委員会」、環境
に配慮した会社を目指す「環境負荷低減実行委員会」の 3 委員会と、取り組みを社外に発
信する「広報委員会」の 4 つの委員会が誕生しました。
全社員は 4 委員会のいずれかに所属、勤務時間中に時間をやりくりし、自身の所属する委
員会活動を推進しています。毎年 9 月には「委員会発表会」を開催して 1 年間の取り組みの
成果を発表するのです。
委員会や発表会を設けたことで、社員が「自分ごと」として環境問題に取り組む意識が醸
成されたようです。社内には「わが社は SDGs の取り組みを先駆けてやってきた」
「発表会
には 1 年間の取り組みをより多くの方に知っていただきたいという思いで参加している」
「毎年発表会に来てくださる方もいらっしゃるので、去年よりも進化したところを見せた
い」など、前向きな声があふれていました。

20 年、21 年の委員会発表会はオンラインで実施した
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４．SDGs で地域貢献
SDGs に対する取り組みを社外に発信することで、新たなパートナーシップも生まれてき
ました。放課後の小学校施設を活用し、小学生が、学年の異なる友達と自由に遊んだり、
学んだりする名古屋市の「トワイライトスクール」には、同社が企画した「 SDGs すごろく」
が配布されています。社員がデザイン・制作した『みんなで未来を考えよう。ころころと
んとん2030すごろく！』を展示会に出展したら、
名古屋市の担当者の目に留まったのです。
このごろは「 SDGs に会社としてどのように関われば良いか」
「 SDGs の取り組みを社内に
根付かせるにはどうすれば良いか」など、お客様から相談を受けることが多くなったため、
SDGs を活用した差別化やブランディングを支援する、コンサルティング事業にも着手し
ています。
SDGs の 活 動 を 発 信 し、 地 域 に
貢献している同社は「人がつどい
社会に発信する会社」という経営
理念を体現しています。鳥原社
長は「創設以来、地元・名古屋で
印刷業として信用を得られたの
は、地域の皆様の協力があって
こそ。今後も地域重視・環境保
全・社会貢献を通して地域の発
展に尽くしていきたい」と話して
います。

SDGs すごろく

５．会社概要
（１） 企業名：株式会社マルワ
（２） 代表者：鳥原

久資

（３） 創業：1958 年 6 月
（４） 資本金：12 百万円
（５） 従業員数：30 人（ 2020 年 8 月現在）
（６） 事業概要：総合印刷関連、販促企画関連、マルチメディア関連等
（７） 所在地：愛知県名古屋市天白区平針４丁目 211 番地
（８） URL：http://www.maruwanet.co.jp/
構成／松原

史恵
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事例

スタイル・オブ・ジャパン株式会社

間伐材を使用した若狭塗箸でCO₂削減に取り組む
「スタイル・オブ・ジャパン株式会社」
塗り箸の生産量で全国の 80％以上のシェアを誇
る福井県小浜市。同市の伝統産業である「若狭
塗箸」は、貝殻や金銀箔を漆で何度も重ねて塗っ
たあと、美しい紋様を研ぎ出すもので、若狭湾
の海底の美しさを表現しているともいわれてい
ます。その「箸のまち」で若狭塗箸の企画・開発
などを手掛けるスタイル・オブ・ジャパン株式
会社は、地元・福井県産の間伐材を使用するこ
とで CO₂ 削減への取り組みを進めています。

１．環境負荷が大きい輸入材から
「 Pure Japan Made 」へ
同社の代表取締役で創業者の大森一生氏は
元々、
「日本の HASHI を世界に伝える」との想い
を抱き、米ニューヨークで起業しました。その
後、故郷である小浜市でスタイル・オブ・ジャ
パンを設立したのです。以来、
「身近な暮らしの
なかから生まれる美しいデザイン」を目指し、
独自企画の箸商品を開発し、地域内の塗り箸製
造工場や職人工房に製造を委託しています。

SDGs への取り組みを進める
スタイル・オブ・ジャパンの大森氏

ビジネスを進めるなかで大森氏はいくつかの問題意識を抱いていました。ひとつは原材料
である輸入木材について。日本で流通している大部分の箸は、海外からの輸入木材で製造
されていますが、その流通経路は明らかではなく、乱伐採された輸入木材を利用している
ものが少なくありません。加えて、輸送に石油エネルギーが必要となることもあり、二重
の面で環境への負荷が大きくなっているのです。
そんな折、取引先である大手小売企業から、訪日外国人を含め、良質な日本製を求める中
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地元間伐材を利用した箸

間層向けに純国産の塗り箸ができないかとの打診がありました。大森氏は、外部デザイナー
や協力工場を交えて検討した結果、世界で最も品質が高く多様な表現方法を有するといっ
た若狭塗箸の特徴を生かし、類似する従来製品とは異なり、地元の杉の間伐材を原材料に
した「 Pure Japan Made（純国産）」の塗り箸の開発に着手することとなったのです。
２．間伐は CO₂ 排出量の削減に有効な手段
間伐材に注目したのは環境にやさしいという点からです。間伐材は、森林の成長過程で密
集化する立木を間引く際に発生するものですが、一部の樹木を伐採することから、ややも
すると環境破壊につながる行為との誤解を招きかねません。実際には、間伐は、木々が密
集して枝葉が重なり、互いの成長を阻害してしまうことを防ぐためのものであり、新しい
樹木の成長にとって必要不可欠な行為です。また、樹木は樹齢 40 年程度を境に吸収する
CO₂ の量が少なくなります。「樹木を適切に選定したうえでの間伐は CO₂ 排出量の削減に
有効な手段」
（大森氏）というのです。
こうしたなか2015年にSDGsが採択されると、大森氏はその理念に強く共感するとともに、
自社の行っている事業の方向性に非常に近いものだと捉え、環境負荷の少ない「 Pure
Japan Made 」というコンセプトを明確なものとしました。同社は現在、地元の森林組合
などと連携し、福井県内で一貫生産できる体制を構築しています。また、中小機構の支援
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を受け、2017 年には地域資源活用事業の認定を取得しました。
こうして誕生した商品は、
「福井県産杉を利用した箸」として高い評価を受けました。とく
に、買い物の際にできるだけ環境に配慮した製品を選ぶことを意識する「グリーンコン
シューマー」と呼ばれる一部の消費者からは、「間伐材を利用した箸」として注目されまし
た。さらに、毎年ドイツで開催される世界最大の日用品見本市「アンビエンテ」では、
2019 年にテーブルウェア部門で審査員投票 1 位を獲得しました。

展示会にて高い評価を得た箸

３．カーボンニュートラルを超えカーボンポジティブ社会へ
SDGs の理念にマッチした同社の商品は、このように国内外で注目されています。しかし
大森氏は、必ずしも SDGs だけがビジネス成功のポイントではないと強調します。「昨今
の SDGs への意識の高まりや気運の醸成の結果として、当社の商品を知る人が増えました
が、当社の取り組みが SDGs に通ずるものであるとの認識が関係者から得られたのはごく
最近のこと。良いものを作ったうえで、消費者のニーズに合わせた商品の訴求が重要なの
です」と大森氏は話しています。
また、よく耳にする「環境にやさしい」とのフレーズにも注意を喚起します。「ただ『環境
にやさしい』とだけ言うと、焦点がぼやけてしまうため、より明確な定義が必要です」
（大
森氏）として、同社では「 CO₂ 排出量を減らす」というポイントにフォーカスしています。
森林の成長に必要な間伐から出てくる材料を使用することは、まさに CO₂ の排出量削減に
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つながります。大森氏は、間伐材の利用をさらに推し進める考えで、それにより、国が
2050 年の実現を目指しているカーボンニュートラルにとどまらず、さらに一歩進んで、
CO₂ 排出量より吸収量が多くなる「カーボンポジティブ社会」の実現を目指したいという
のです。
４．地元の伝統工芸を持続可能なものにするため挑戦
大森氏の問題意識は、海外製品との価格競争や後継者不足・人材不足といった箸製造業界
の課題にも及んでいます。国内の産地は疲弊し、
生産基盤の脆弱化が進行。廃業も相次ぎ、
品質の低下を招きかねない状況にもなっているのです。とくに深刻な課題と捉えているの
が人材不足です。林業や箸づくりに携わる人材は高齢化が進む一方で、若手職人は少ない
まま。そのため、技能の承継がうまく進まず、このままでは、地元の伝統工芸である「若
狭塗」の技術や森林の維持・保全のノウハウは受け継がれることなく、途絶えかねません。
そこで同社は現在、職人の育成や森林の管理などに取り組んでいこうと、業界の事業構造
の変換に挑戦しています。
一人でも多くの消費者に間伐材利用の必要性を訴えるとともに、
地元の伝統工芸を持続可能なものとするため、製造・流通の領域だけではなく、人手不足
や技術の承継など、多くの関係者が抱える問題に今後も挑戦していく構えです。
５．会社概要
（１） 企業名：スタイル・オブ・ジャパン株式会社
（２） 代表者：大森

一生

（３） 創業：2003 年 2 月
（４） 資本金：600 万円
（５） 従業員数：4 人
（６） 事業概要：
「若狭塗箸」の企画・開発・製造・販売・卸
（７） 所在地：福井県小浜市木崎 32-10-8 TSUJIDOHAUS
（８） URL：https://www.soj-inc.jp/
構成／氏家
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ࣆྭ̏株式会社 Paddy Field
事例

໊ͲࡠΖΠέϨϩ൚ 
父娘で作るアクリル板

〜社長のアイディアから生まれたSDGs
〜
ʛऀௗΠυΡΠ͖Δਫ਼ΉΗͪ 6'*Vʛ
̏ɿʰຒ๑ζϥϱφٗढ़ʱͲ͢͏ΠέϨϩંΝࣰͪ͢ݳ
3DGG\)LHOG
１．
「魔法のジョイント技術」で新しいアクリル接合を実現した Paddy
Field
ࣞהճऀ 3DGG\ )LHOG ͺ  ೧અཱིΠέϨϩϏʖτʖεϥϱΝৼͳͪ͢ϕϧη
ορέϟʖΩʖͲͤɽࡤࠕΓ͚ͶͤΖΠέϨϩϏʖτʖεϥϱͲͤ͗ɼಋऀͺɼಝ
ٗڒढ़ʰ7$.80,ʱΝͱ͢༽ɼૌΊཱིͱմ͗Ն͵ΠέϨϩϏʖτʖεϥϱΝଆ͢
ͱ͏Ήͤɽ
ʰ7$.80,ʱͺधࢹϏʖςಋ࢞Νંࡐ࢘༽ͲζϥϱφͤΖ͞ͳΝՆͶ͢Ήͪ͢ɽ
͞Ηͺɼ͞ΗΉͲΠέϨϩՅࣟΝͤժغద͵ٗढ़Ͳͤɽٗ͞ढ़ͺɼԞದζ
ϥϱφ෨ͶഀܗΕࠒΊΝΗΖ͞ͳͲɼ൚ώϋয়ସͳ͵ΕஆྙΝਫ਼ͦ͠ͱ͏
Ήͤɽ͞ஆྙ͗͞ΗΉͲՆ
ͳ͏ΚΗͪΠέϨϩಋ࢞ંΝ
ՆͶ͢ɼ͠ΔͶɼଳݩࢾٳͶ͕
͏ͱɼ༁  յखΕ͢Ͷଲ
ԢͲ͘Ζ͞ͳࣰ͗ৄ͠Ηͱ͏Ή
ͤɽ
͞ΠέϨϩ൚ՅࡠۂͶ
͕͏ͱͺಝच͵ؽփΏηΫϩͺ
གྷͲ͍ΕɼعଚϪʖδʖՅ
Ͳؽ୯ͲՅՆ͵͞ͳಝ
ௗҲͯͲͤɽీऀ۾ௗͺชܧड़
ਐͲΠέϨϩՅͶͯ͏ͱͺસ
͚ોਕͲͪ͗͢ɼ͞ժغద͵
ٗढ़Ν͢ɼͨΗ͗ 6'*V ߫
ಝٗڒढ़ʰ7$.80,ʱ

ͤݛΖಋऀΝਫ਼Ίड़͢ͱ͏
Ήͤɽ
̐ɿࣞהճऀ Paddy
3DGG\)LHOG
２．株式会社
Field
の 6'*V
SDGs ߫ݛ
への貢献
ʤ̏ʥ6'*V Ͷ͖ͮͪ͘͜͏Ͱـ

ಋऀ͗ 6'*V ΝқࣟͤΖΓ͑Ͷ͵ͮͪͺɼ͚͟࠹ۛ͞ͳͲͤɽྒྷ߶ۂ
ָߏਤీ०گदͶΝֽ͜ΔΗɼ6'*V หکճͶࢂՅͪ͗͢  ೧  ݆͞ͳɽ
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ͨΗΉͲͺɼ6'*V ͳ͏͑ݶཁͺஎͮͱ͏ͪɼਐۛ͵ୌͳ͢ͱ͍ΉΕࣟ͢ͱ͏
ΉͦΞͲͪ͢ɽͨหکճͺɼ6'*V ͳۂةࣆͳۂؖ࿊Νͯ͜ݡɼࣆۂಊͶ͖
͢ͱ͏͚ͳ͏಼͑༲Ͳɼָਫ਼ͳϭʖέεϥρϕΝ௪ͣͱɼಋऀʰ7$.80,ʱΝ͖͢
ͪΠέϨϩϏʖτʖεϥϱͨ͗ɼΉ͠Ͷ 6'*V Ͷ߫ͤݛΖঐͫͳ͚ͨ࣎Ͱـ
͞ͳ͗Ͳ͘Ήͪ͢ɽ
ʤ̐ʥචགྷ͵࣎ͶͨͲૌΊཱིͱ
ૌΊཱིͱմՆͳ͏͑ಝௗͺඉࣆସࡏͶ͠ضΗΉͤɽࡄ֒ਫ਼࣎ɼඈೋॶͳ
͵ΖରүͲؙͺɼͲڠಋਫ਼Ν༪ٓ͵͚͠ΗΖͪΌϕϧώεʖΝगΖ͞ͳ͗ೋ
͢͏য়ସͳ͵ͮͱ͢Ή͏Ήͤɽͨ͞ͲɼಋऀΠέϨϩϏʖτʖεϥϱΝմ͢ͱ֦ඈೋ
ॶͶฯ؇͢ͱ͕͚͞ͳͲɼࡄ֒࣎ͶૌΊཱིͱɼඈೋंϕϧώεʖΝगΖ͞ͳ͗Ͳ͘
Ήͤɽಃ͵ΠέϨϩͲͤ͗ɼಃ͵εʖφΝహΖͫ͜ͲࢻતΝअΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζͪ
Όɼ؈ୱͶϕϧϗʖφؔۯΝड़ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽ͞Ηͺɼඬ̏̏ʰेΊକ͜Δ
ΗΖΉͬͰ͚ΕΝʱͶ֚͢Ήͤɽࡄ֒͗ଡ͏ೖຌͶ͕͏ͱɼࡄ֒ਫ਼࣎ͶਟଐͶɼ͖͢
͢གྷ࣎ͺηϘʖηΝखΔͥͶฯ؇Ͳ͘ΖಋऀΠέϨϩϏʖτʖεϥϱͺΉ͠Ͷ࠹న͵
ͳߡ͓ΔΗΉͤɽ
ΉͪɼܗαϫψΤϩη״ઝࢯࡨΠέϨϩϏʖτʖεϥϱΏͶफ़΄ͪඈೋॶ
ͲϏʖτʖεϥϱΆ͖ͶɼՊఋϱτϨΠΏཱིରܗϏθϩΓ͑͵۫؟ʀگ
ࡒͳ͢ͱ͠༽Ηͱ͏ΉͤɽોࡒΏܙয়Νร͓Ζ͞ͳͲɼ͞ΗҐͶ༹ʓ͵༽
Ն͍͗Εɼඬ̗ʰࢊٗͳۂढ़ַخ൭Ν͚ͯΘ͑ʱͶ߫ͤݛΖͳߡ͓ΔΗΉ
ͤɽ
ʤ̑ʥૌΊཱིͱմ͖ࣞͫΔͨ͞ڧͶΏ͢͠͏
Յ͓ͱɼຌͺɼ܃Εศ࢘͢༽Ն͵ΠέϨϩϏʖτʖεϥϱͲ͍ΖΆ͖ɼ
ʰ7$.80,ʱ
ٗढ़ͶΓΕɼ͠  ϝϨͲ  ରΠέϨϩϚρέηɼ༲Ͷ͢ͱ̗̒ˍΝࡡ
ͤݰΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽ࢘༽࣎Ͷմ͢ͱฯ؇ͤΖ͞ͳͲɼ࢘͏ࣼͱͶͤΖචགྷ͗͵
͚ɼໃମ͵ਫ਼ࢊΝ͛ͳͳͶഉؼഋड़ΝݰΔͤްՎ͍͗ΕΉͤɽ
Ήͪɼ࠹शదͶགྷͳ͵Ηͻ࠸ਫ਼ཤ༽͗ՆͲͤɽંࡐགྷͳ͏͑ಋऀΠέϨϩ
ͺɼΠέϨϩͳ͏͑ୱҲોࡒͲߑ͠Ηͱ͏Ήͤɽҡ͵ΖોࡒΝพ͢ɼΝ
खΕঈ͚චགྷ͗͵͚ɼ࠸ਫ਼ཤ༽Ͷ͕͏ͱͺୱҲોࡒͳ͏͑͞ͳ͗ඉͶ͘͵ϟϨρ
φͲͤɽಋऀΠέϨϩͺɼ̑5ʤ5HGXFHʤϨυϣʖηʥɼ5HXVHʤϨϤʖηʥɼ5HF\FOH
ʤϨγέϩʥ
ʥΏεΥΠϨϱήࣁݱ१ͳफӻΝྈཱིͦͪ͠γʖΫϣϧʖʀΦα
όϝʖʤ१ࡃܨʥΝࣰͪ͢ݳͲ͍Εɼ͞ΗΔͺඬ̏̐ʰ͚ͯΖɼ͖ͯ͑ʱ
Ͷ֚͢Ήͤɽ
͠ΔͶɼΚ͖ͥ͵ηϘʖηͲྖΠέϨϩΝ༎ૻͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘ɼφϧρέ༎
ૻͶ͕͜ΖഋـΪηࡡݰͶ߫͢ݛΉͤɽ༪͵Φϋϩάʖ࢘༽Νཊ͓Ζ͞ͳ͗Ͳ
͘ΖͪΌɼඬ̕ʰΦϋϩάʖΝΊΞ͵Ͷ ͨ͢ͱέϨʖϱͶʱͶ߫͢ݛΉͤɽ
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３．今後の
̑ɿࠕޛ SDGs
6'*V への取り組みの展望
खΕૌΊఴ
ಋऀͺɼ
ʰ7$.80,ʱٗढ़Ν༽͏ͪঐةժʀʀജΝదͳ͢ɼΉͪࢬઅब
วͳۂةڠಋɼҡۂझިླྀؽճ͗ଡ͏ཤ఼ΝࠒݡΞͲɼঘߑؽӣӨͤΖ
ϱΫϣϗʖεϥϱࢬઅʰέϨΦεϥϱʀαΠ౨ࡗʱͶ  ೧  ݆Ͷ͢ڋΉͪ͢ɽ
Ґ߳ɼΠέϨϩҐોࡒΝͪ͢༽Ͷேકͪ͢ΕɼϒροճͶౕʓౌஅ
͠ΗͪΕͳɼۅదͶࣆ֨ۂͶखΕૌΞͲ͏Ήͤɽ
Ήͪɼ౨ࡗࢤबวͳۂةʰοʖϞ 7$.80,ʱΝ݃͢ɼҫྏ༽ΦΠϫμϩΪʖχ
ϚρέηΝ͢ҫྏؖؽ͏ͱ͢ڛΉͤɽ͞Γ͑͵खΕૌΊͺඬ̏̕ʰϏʖφ
ψʖερϕͲඬΝࣰ͢ݳΓ͑ʱͶ֚ͤΖͲͤ͗ɼీऀ۾ௗͺࠕ͠ޛΔͶ࣑ࣙ
ରͳ࿊ܠໝࡩ͢ͱ͏ͪ͘͏ͳߡ͓ͱ͏Ή
ͤɽ
ͨ͢ͱɼճऀ๏ਓͳ͢ͱɼࣆ֨ۂͺͬ
ΘΞ͞ͳɼ
ʲॊۂҽͳͨՊଔΝͶͤΖɼ
ྙڢճऀͳͨՊଔΝͶͤΖ͞ͳΝ༑
͢ʰཤଠৼʱΝΗͥͶਇʰ͏͏ճऀʱΝ
ࣰͤݳΖʳΝ͏ͱ͝ܟΉͤɽࡑݳͺɼీऀ۾ௗ
ͳ͟ଋঃ  ໌ͲճऀΝӣӨ͢ͱ͏Ήͤ͗ɼ͞
๏ਓΝΗͥɼগཔదͶͺͪ͵ॊۂҽΝܶ
͓ͱ͏͘ɼඬ̖ʰಉ͗͘͏ ࡃܨௗʱ
ΝରͤݳΖΓ͑͵ۂةΝࡠͮͱ͏ͪ͘͏ͳߡ
͓ͱ͏Ήͤɽ
ಋऀͺɼʰέϨΦεϥϱʀαΠ౨ࡗʱ

᷄3DGG\)LHOG ీऀ۾ௗ

ڋࡏඬͲ͍ͮͪʰༀͶཱིͯࣆۂʀঐՅଐʱ
ʰڧฯસɼ6'*V ಊ
ਬʀٽʱͶࠕޛྙ͚کखΕૌΞͲ͏͖ΗΖͲ͢Β͑ɽ
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̒ɿճऀ֕གྷ
４．会社概要
ʤ̏ʥ໌ۂةʁࣞהճऀ 3DGG\)LHOG
ʤ̐ʥେනंʁీ ۾ദ
ʤ̑ʥۂ೧݆ʁ ೧  ݆
ʤ̒ʥࣁຌۜʁ ຬԃ
ʤ̓ʥॊۂҽ਼ʁ ໌
ʤ̔ʥࣆ֕ۂགྷʁ ΠέϨϩधࢹΏࡒʀۜΝ࢘༽ͪ͢ঐةժɼଆɼജ
     

ଇঐΨϨζψϩήρθةժɼଆɼജ

ʤ̕ʥॶࡑஏʁࡗැ౨ࡗࢤߧຌ  έϨΦεϥϱʀαΠ౨ࡗ ೈ࣪ߺ  ؙ
ʤ̖ʥ85/ʁKWWSSDGG\ILHOGFRP

ߑʙᖔ ื
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ࣆྭ̐ 谷水加工板工業株式会社
事例











ࣆۂটܩΝͱܨɼ࣍କՆ͵ૌ৭Ͱ͚Ε
事業承継を経て、持続可能な組織づく
りへ

〜丹波の町から最先端を目指し
て〜
ʛ୰ഀௌ͖Δ࠹Νࢨ͢ͱʛ
 

１．
「断熱と防音で” あなたらしい住環境” を創造する」谷水加工板工業
̏ɿʰஇ೦ͳԽͲ|͍͵ͪΔ͢͏े|ڧΝଆͤΖʱ୫ਭՅ൚ۂ
୫ਭՅ൚ࣞהۂճऀͺ  ೧ɼݒปʀজʀళҬʀԲࠞԾஏ͵ʹͶ༽͏ΔΗΖ
ʰιϟϱφ൚ʱଆʀജͱ͢ͳۂ͢ۂɼ֦झஇ೦ࡒͳනࡒΝ͢ͱՅՃ
Ν߶ΌΖʰஇ೦ϏϋϩʱΝͤΖ͵ʹ࣎େωʖθΝͳΔ͓ͪΝͶ͢ڛɼ
ఴ͢ͱ͘Ήͪ͢ɽ ೧Ґ߳ͺϕϪύϔे͜ปࡒʤγυΡϱήʥՅͱ͢ͳۂɼ
ेࢊۂർ॑Ν͚͘߶ΌΖͳͳͶɼͲࡑݳͺɼஇ೦ࣆͲۂകͮͪ߶͏ٗढ़ྙΝ͖
͢ͱɼࢊ༽ۂ೫Խ࣪ɼ͠ΔͶͺഭ༽ΕअԽปͳഭ༽ූ͘জଆʀജߨ
ͮͱ͏Ήͤɽ
ΉͪɼԽࣆͪͱ͢ͳۂͶͪ͢ঐʻʰࣙ͘Ͳ͗ؔۯ࣪ݺΖ࣍ͬӣ΄Ζॄυ
ηέn6(5(1 GHVNnʱͺɼαϫψ࣎େͶༀཱིͯͳ͢ͱɼଡ͚ϟυΡΠͶखΕ͝ΔΗ
ͱ͏Ήͤɽ
εϱϚϩқັ
͠Ηͪોࡒ͗υδϱοʖϓ
7$1,0,=87$0%$7(&+12/2*<   ͯʰ7ʱ͗॑͵Ζ
࢘༽ंஏҮਕ୫ਭՅ൚ۂਕ  ͯʰਕʱ͗॑͵Ζ
ಋऀεϱϚϩϫβ

ӊݠ͗Ε༄ಊ״͍Ζϟʖζ

２．SDGs
に関わる取り組みや支援内容
̐ɿ6'*V ͶؖΚΖखΕૌΊΏࢩԋ಼༲
ʤ̏ʥཱིࣙܗਕࡒүͶΓΖૌ৭ྙکԿࣰݳ
ݳେන୫ਭΑ͖Εऀௗͺ  ೧ͶେනखగༀͶमɽʰେͺ͏کϨʖξʖερϕ
ͶΓͮͱճऀܨӨΝߨͮͱͪ͘ɽࢴͺɼऀҽݺʓྙΝܨ͖ͤӨΝߨ͏ͪ͏ɽऀҽಋ࢞
Ͳްིྒྷ͏ΏΕ๏Νߡ͓ͱɼࣆͶͬࠒΞͲΔ͏ͪ͏ɽʱͳ͏ͮͪࢧ͏͖Δɼऀҽ
ਕࡒүͶྙΝΗͱ͘Ήͪ͢ɽ
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Ήͥͺɼۂةཀྵ೨ʀܨӨཀྵ೨ΝชॽԿ͢ͱɼ
,62  ͳ࿊ಊΝਦΕɼ̓6ʤཀྵʀ
ಶʀੜ݁ʀੜૡʀͯ͢͜ʥಊబఊΝΌΖͳ
ͳͶɼਕࡒүͶखΕૌΊΉͪ͢ɽ
 ೧͖Δঘߑؽঘۂةָߏؖߏ
༽Ν࢟Όɼ༹ʓ͵ݜरఈغదͶऀҽΝഁ
ͤݥΖΓ͑Ͷ͵Εɼ࣎Ͷͺɼસऀҽ͗ҲಋͶण
ߪͤΖճऀ಼Ͳݜरࣰࢬ͢Ήͪ͢ɽݜरغ
ؔͺΝηφρϕͦ͠Ζ͞ͳͶ͵Εɼଆ

෨ߪࢥΝড͏ͪऀ಼Ͳਕࡒүݜर

ۂͶͳͮͱͺඉͶ͘͵ʰ౦ࣁʱͲ͍ΕΉͪ͗͢ɼࠕޛճऀఴΝߡ͓ɼ໐͑͞ͳ
͵͚ਕࡒүͶखΕૌΉΗΉͪ͢ɽ
͑ͪ͢͞ݜरࣰࢬΏͨΗͶ͏ߨ͑ऀҽͳͶΓΕऀҽͶรԿ͗ݳΗɼऀ
ҽ͖ΔۂແրવͶଲͤΖқ͗ݡड़ͱ͚ΖΓ͑Ͷ͵ΕΉͪ͢ɽྭ͓ͻɼ
ʰೖʓड़པࣆͶΠ
ϱτψΝΕɼͨΗΝනͤΖΝࡠͮͱͺʹ͖͑ʃʱͳ͏͑Ҍ͖ΔɼླͲʰࠕೖ
ͽͳݶʱͳ͢ͱऀௗસऀҽ͗ॳ൬ͶනͤΖ͞ͳͶ͵ΕΉͪ͢ɽ͞खૌΝߨ͑
ͲɼͲߨ͘٩Ήͮͪऀҽ͗մ݀ΠυΠΝูͮͪࡏͶͺɼଡ͚ऀҽ
͖Δ༙қٝ͵қ͗ݡड़ͱͪ͘Εɼ৮͢ͱͪ͘ऀҽ͗৮Ͳಚͪஎࣟ͵ʹΝસऀҽ
Ͳ؈ୱͶϕϪκϱͪ͢ΕͳɼͨΗΉͲୱͶऀௗʀۂແ෨ௗ͗ೖʓࢨࣖΝड़ͤͲ͍ͮ
ͪླ͗ɼؽదͲـ͍ΖқިݡͶรΚΕΉͪ͢ɽ
ࣆۂটܩΝؽͶɼϚφϞΠρϕܨӨରͳรԿͦ͠Ζ͵͖ͲɼऀҽگүͶྙΝ
ΗɼસऀҽͶָ;Ν͢ڛɼָͨ;Νͳ͖ͤ͞Ͳ͘Ζऀ಼ڧΝࡠΖ͞ΗΔ
खૌͺɼ6'*V ඬ̒ʰ࣯߶͏گүΝΊΞ͵ͶʱͶ߫ͤݛΖखΕૌΊͳ͓ݶΉͤɽ

ʤ̐ʥฑ͵ಉ͗͘͏ڛͶΓΖ֮༽ޑฯͳૌ৭Կ
ಋऀͺɼϚφϞΠρϕૌ৭ରͰ͚ΕΝࢨͤͳͳͶɼऀҽқཋखΕ
ૌΊߨͮͱ͏Ήͤɽ
ҲͯͶͺʰಉ͘Ώͤ͏৮Ͱ͚ΕʱͪΌෳཤਫ਼ैࣰͲɼ୫ਭऀௗͺࣉ࣪Ν
ࢢ͢ڛүͱࢩԋͤΖ 132 ๑ਕӣӨߨͮͱ͕Εɼͨࣉ࣪ໃྋΝऀҽ࠼Ͷഓ
ා͢ͱ͏Ήͤɽ͞ΗͺɼͪͫୱͶࢢүͱγϛʖφͳ͏͑қັͫ͜Ͳ͵͚ɼ
ʰຘɼ
Νͬ࣍ـΓ͚ૻΕड़͢ͱ͚ΗΖ࠼״ःʱΝఽ͓ͪ͏ͨ͑Ͳͤɽ
ଠͶɼࠕյαϫψՔΝؽͶ ,7 ڧඍΝΌɼऀҽϨϠʖφϭʖέΝࣰ͢ݳ
Ήͪ͢ɽଆۂݳۊແͨͲ͍ΖϧϱͲͺೋ͢͏఼ଡ͏Ͳͤ͗ɼΉͥ
ͺࣆແҽ͖ΔुͶ਼յϨϠʖφϭʖέͶखΕૌΞͲ͏ΉͤɽϨϠʖφϭʖέࣰࢬͺɼ
ऀҽՊଔ͖Δྒྷ͚ɼΉͪɼ௪ۊෝ୴ܲ͗ݰਦΔΗΖ͞ͳͲɼࣆແҽͶͯ͏ͱ
ͺࢤ෨ਕࡒΝ͘Ͳ༽Ζର͗ঙͥͯ͢ΞͲ͘ͱ͏Ήͤɽஏ๏ۂة͘͵՟ୌ
ԿͶख
ԿͶख
ҲͯͶͺɼऀҽ֮ฯ͍͗ΕͲɼϨϠʖφϭʖέࣰࢬ͵ʹड़པΖҕ͖Δ
ɼϨϠʖφϭʖέࣰࢬ͵ʹड़པΖҕ͖Δ ,7 ,7
Ε
ΕૌΊɼऀҽ͗ௗ͚ಉ͜Ζऀ಼͚ͰڧΕΝΌͱ͏Ήͤɽ
ૌΊɼऀҽ͗ௗ͚ಉ͜Ζऀ಼͚ͰڧΕΝΌͱ͏Ήͤɽ

㻟㻝㻌

53

㻌

͑ͪ͢͞ෳཤਫ਼ౕڛΏϨϠʖφϭʖέਬͶΓΖಉ͚ڧΝͦ͠ΖखΕ
ૌΊͺɼ6'*V ඬ̖ʰಉ͗͘͏ࡃܨௗʱͶ߫ͤݛΖखΕૌΊͳ͏͓ΖͲ
ͤɽ
Ήͪɼಋऀͺɼेࣁࡒଆۂ͑͏ͳۂझͲ͍ΖͪΌ͗ଡ͏৮Ͳͤ͗ɼঃऀҽ
֦ॶనͶഓ͢ͱ͏ͱɼྭ͓ͻͲͺୀ٩Ό͵ʹࠟใۂࡠܲ;ٶૌΊཱིͱΝɼ
ࣆແॶͲͺਜ਼֮Ͳਟଐ͖ͯـཤ͏ͪӨࣆۂແΝͦͱ͏ΖΆ͖ɼঐةժͶɼ
ঃқݡΝۅదͶखΕΗͱ͏Ήͤɽ
  ͨଠɼಋऀͲͺۊແ࣎ؔͳҕͲϏʖφͳਜ਼ऀҽพͺ͍ͮͱɼঃͲۜ
ࠫΏݶ॑ࠫ͠ͺ͍ΕΉͦΞɽͨΗͺɼ
ʰͨΗͩΗΝਫ਼͖͢ͱௗॶͳྙͶ
ͮͪ෨Ν৵ͻͤɽࣙΝͺͣΌᘵ͵ਕͺҲਕ͏͵͏ɼͨΗͩΗऀҽྒྷ͏ͳ͞Θ
ΝॄͦرΌͱܨӨͤΖʱͳ͏͑ऀݳௗߡ͓ͳߨΚΗͱ͏ΖͲɼસऀҽ͗ͨΗͩ
ΗͶనͪ͢ༀׄΝ୴ͮͱྙΝ͏ͱ͢ضΉͤɽ
  ঃ༑۲Ͳͺ͵͚ɼঃͨΗͩΗ͗ௗॶΏྙͶͱͪ͘͢ༀׄΝͦɼͨߡ͓Νͮ͢
͖Εͳऀҽਃಃͦ͠ͱ͏Ζ͞खΕૌΊͺɼඬ̓ʰζΥϱξʖฑΝࣰ͢ݳΓ͑ʱ
खΕૌΊͲ͍ΕɼΉͪɼಋҲ࿓ಉʀಋҲۜͶखΕૌΞͲ͏Ζ఼ͺඬ̖ʰಉ͗͘͏
ࡃܨௗʱͶ߫ͤݛΖͳ͓ݶΉͤɽ
  ͞ΗΔखΕૌΊͶΓΕɼঃஏҒΏಉ͘Ώͤ͏ڧߑͶΓΖ༽ޑ֮ฯ
ͫ͜Ͳ͵͚ɼऀ಼αϝϣωίʖεϥϱԿΏਫ਼ࢊͳͯ͵͗ͮͱ͏Ήͤɽ

ʤ̑ʥऀճద՟ୌΝմ݀ͤΖϤωʖέ͵ঐ
Ήͪɼಋऀ͗Խࣆۂٗढ़ྙΝͱ͖͢
ͪ͢ঐɼn6(5(1GHVN|ͺʰࣙؔۯ࣪ݺ
͗Ͳ͘Ζ࣍ͬӣ΄Ζॄυηέʱͳ͏͑ཤ఼͗
͍ΕΉͤ͗ɼ͞ΗͺɼαϫψՔࠕͶ͕͏ͱɼ
͘͵ༀׄΝՎͪ͢ͱ͏Ήͤɽ
͞ঐͺɼᶅ࣎ؔΏॶΝમͻͥͶࣙͫ
͜ʰؔۯ࣪ݺʱΝࣰ ݳᶆٷԽࡒΝઅ͢ࡠ
ۂॄྙΠρϕ ᶇ:(% ճ٠ـͶͦͥͲ͘Ζ ᶈ࢘Κ͵͏ͳ͘ͺৠΞͲώρή
ܙͶ͵ΖαϱϏέφઅ͑͏ͳ ܯಝௗ͍͗ΕɼՊఋͲॄͲ͘Ζ͗ؔۯ࣪ݺໃ͏๏
ΏαϭʖΫϱήηϘʖηͲࡠۂɼ:(% ճ٠͵ʹͲյΕ͗ـͶ͵Ζ๏͵ʹɼαϫψ
࣎େͶͪͶਫ਼ΉΗͪऀճ՟ୌΝմ݀ͤΖҲ༄Ν୴ͮͱ͕ΕɼΉ͠Ͷ 6'*V Ͷ߫ͱ͢ݛ
͏Ζঐͳ͏͓Ήͤɽ
͞ঐͺɼॊཔʰ
ʤٷԽϏϋϩͺʥ෨ԲͶహͮͱ࢘͑ʱͳ͏͑ਕʓ͖ࣟ
Δʰ࣍ͬӣ;࢘͑ʱͳқࣟรԿΝً͢͞;ݼɼ͢͏ࢤՃΝਫ਼Ίड़͢ɼಋऀ
ࢤو୕Ͷͯ͵͗ͮͱ͏Ήͤɽ
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̑ɿࠕޛఴͳغଶ
３．今後の展望と期待
ಋऀͺ͞ΗΉͲɼқࣟదͶ 6'*V ͶखΕૌΞͲͪ͘༃Ͳͺ͍ΕΉͦΞ͗ɼࣆۂটܩͶ
͑ऀௗͶΓΖͪ͵ܨӨրવΏɼऀճ՟ୌմ݀ͪΌঐͰ͚Ε͗݃ՎదͶ 6'*V 
ཀྵ೨Ͷ௪ͣΖͳ͵ͮͱ͏Ήͪ͢ɽ
ࠕ೧  ೧Ͷͺ 6'*V ඬ̏̑ʰޫـรಊͶ۫ରద͵ଲࡨΝʱඬ̑ʰͤ΄ͱਕͶ
݊߃ͳෳࢳΝʱͶ߫ͤݛΖखΕૌΊͳ͢ͱɼඅࡄஏඈೋं͖݆͗̔Άʹ҈ৼ͢ͱΔͦΖ
ૌΊཱིͱࣞϏʖτʖεϥϱΝ͢Ήͪ͢ɽ
͞ঐͺɼ୫ਭऀௗ͗ʰࡄ֒ਫ਼࣎Ͷ͕͏ͱɼ
ંࢰ  ਕͶଲ͢ͱࡄ֒ؖ࿊ࢰʤඈೋޛͶබـ
Ώ࣍බѳԿͲࢰʥ͵ʹؔંద
ͺ  ਕʱͳซ͏ͪ͞ͳ͗ಊ͵ͳؽΕͶࢺ
ΕΉͪ͢ɽ
ʰܲ͏ʀ؈ୱʀঃͲʱΝαϱ
ιϕφͳ͢ɼඈೋਫ਼ଜݭΝगΕɼϨϑϱή
Γ͑͵ࡄ֒͜ͱ͢ͳؔۯ࣪ݺɼࠕޛଡ͚ඈ
ೋॶͲཤ༽͗غଶ͠ΗΉͤɽ
ܨӨસରͶ͕͏ͱͺɼ͞ΗΉͲ௪Εۂةཀྵ೨Ͳ͍Ζʰ̏ɼ͍͵ͪΔ͢͏չన͵ڧΝଆ
ͤΖʱ
ʰ̐ɼͶқཋదɼҌܗ͍ͲۂةΕକ͜ΖʱͶܨ͚ͰخӨΝߨͮͱ͏͚ͳͳ
Ͷɼࠕޛɼ6'*V ߫ݛΝࣟ͢ɼ͞Η͖ΔखΕૌΊΝ৶͠Ηͱ͏͚͞ͳͲɼ͞ΗΔ
6'*V Ͷ߫ͤݛΖঐͺೖຌͶ߁ΉΕɼΉͪɼֆͶಋऀखΕૌΊͺ߁Ήͮͱ͏͚
ͳࢧΚΗΉͤɽ
̒ɿճऀ֕གྷ
４．会社概要
ʤ̏ʥ໌ۂةʁ୫ਭՅ൚ࣞהۂճऀ
ʤ̐ʥେනंʁ୫ਭ Α͖Ε
ʤ̑ʥۂ೧݆ʁ ೧  ݆  ೖ
ʤ̒ʥࣁຌۜʁ ඨຬԃ
ʤ̓ʥॊۂҽ਼ʁ ໌
ʤ̔ʥࣆ֕ۂགྷʁݒࡒྋζϡηφΩρφ ϤωρφύΤηปϏϋϩଆɼஇ೦Ϗϋ
ϩଆɼԽϏϋϩଆɼԽ࣪ࢬ
ʤ̕ʥॶࡑஏʁฎݟށ୰ഀࢤතௌծໞ 
ʤ̖ʥ85/ʁKWWSVWDQLPL]XNDNRXFRMS
ߑʙঘ୫ ࢜
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事例
ࣆྭ̑株式会社セイバン







 

Ͳ͘Ζ͞ͳ͖ΔາཔͶ͛ܪ
できることから未来に繋ぐ

〜
『愛情品質』をSDGsに〜
ʛʲѬ࣯ʳΝ
6'*V Ͷʛ
̏ɿʲళ࢘ͺϧϱχιϩʳ͍ιώϱ
１．
『天使のはねランドセル』のあのセイバン
ࣞהճऀιώϱͺɼ ೧ۂะϧϱχιϩϟʖΩʖͲͤɽௗغࢢʹࢡ
ΝγϛʖφͤΖಢࣙઅܯΏɼ͚ܲͱ๊ܗΗ͢͵͏͵ોࡒɼͨ͢ͱௗ೧ण͗͜ܩΗͪ
৮ਕٗͶΓΖͫ͞ΚΕͰ͚ΕͲɼಋऀʰళ࢘ͺϧϱχιϩʱͺ  ೧ജ
ॵ͖ΔࡑݳਕـঐͲͤɽ


ࠪʁंۂચّ٤ࢱʤҲ൬ࠪʥ
క ؟ফگা崒嵤崿嵛岣崣崌崸嵛 মଶ岤峕னં岿島峉౦峒峴峓峴峘嵑嵛崱崣嵓

２．SDGs
取り組みの歩み
̐ɿ6'*V खΕૌΊิΊ
ʤ̏ʥΉͥͺϜϱΪͲΚ͖ΕΏ͚ͤ
  ಋऀΤΥϔγφʰ6'*V खΕૌΊʱͳ͏͑ϘʖζͶͺɼોࡒΏਫ਼ࢊఖݡ
͖͢Δڧෝ՛Νܲͪ͢ݰઅඍͶ͏ͪΖΉͲɼ༹ʓ͵ಊ়͗ղ͠Ηͱ͏Ήͤɽࣰͺɼ
͞ΗΔΝ 6'*V ͳ͢ͱѽ͏࢟Όͪͺ͞Ҳ೧ɽ
 ೧ɼࡗʀؖຬദ  ࠷͗݀ఈɽ6'*V ͗ୣ͠ΗͪऀճΝΌͤ͡͞ͳ
͗ඬᒙ͠ΗΉͪ͢ɽಋऀચେනखగༀऀௗͺۂةϪϗϩͲ 6'*V ͶखΕૌචགྷ
Νͣ״ɼ ೧݆̏Ͷʰ6'*V ͶखΕૌΞͲ͏͚ʱͳ๏ਓΝࣖ͢Ήͪ͢ɽༀҽΝͺͣΌ
ऀҽࣟͺʰ6'*V ͳͺՁ͖ʃ͞ΗΉͲݶΚΗͱͪ͘ &65 ͳՁ͗ҩ͖͑ʃʱͳ͏͑
ͳ͞Θ͖Δηνʖφͫͮͪͨ͑Ͳͤɽ
6'*V ਬ୴ͳ͵ͮͪௗੋܨӨકྲྀ࣪ௗͺɼΉͥͺऀҽͶͳͮͱΕීڋΝఁ
͚ͤΖ͞ͳ͗ͫͳߡ͓ɼ݆̐ͶͺॽʲϜϱΪͲΚ͖Ζ 6'*Vʳ
ʤ6'*V ϑζϋη૱
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ܨॶڂݜӨકྲྀճ٠रࣞהճऀ 3+3 ΦυΡνʖθʀήϩʖϕड़൝ ೧ʥΝ֦෨
ௗͶഓΕɼͨऀޛҽસରͶଲ͢ͱหکճΝઅ͜Ήͪ͢ɽ&65 ͺҲ๏ద͵ऀճๆͲ
͍Εɼଠ๏ɼ6'*V ͺऀճ߫ऀࣙ͗ݛཤӻͶͮͱ͚ΖγέϩͲ͍Ζ͞ͳΏɼগ
པ 6'*V ͗ୣ͠ΗͪऀճͶ͕͏ͱജΗΖ͍ͲۂةΖͪΌͶͺɼखΕૌΊͺඈ͜ͱ௪
Η͵͏͞ͳͫͳ͏͑ࣟΝക͏Ήͪ͢ɽ
ʰखΕૌΊΝΌΖͶ͍ͪͮͱҲ൬ྒྷ͖ͮͪ͞ͳ
ͺɼΊΞ͵͗ཀྵմ͢Ώͤ͏ςʖϩͳ͢ͱ࠹ॵͶ͞ຌΝમΞͫ͞ͳʱͫͳௗੋࢱͺޢΕ
Ήͤɽ
ʤ̐ʥ
ʲѬ࣯ʳ 6'*V Ͷ͵Ζ
ಋ࣎ͶɼͤͲͶߨͮͱ͏ΖࣙऀࣆۂΝ୪Թ͢͢ɼ6'*V ʹβʖϩͶ֚ͤΖ͖Ϝ
ρϒϱήͤΖࡠۂΝ࢟ΌΉͪ͢ɽࡑݳΤΥϔγφͲ়ղ͠Ηͱ͏ΖखΕૌΊͺɼͨΗ
ΔΝ࠸ฦॄ͢ͱ৶ͪ͢Ͳͤɽͪͳ͓ͻɼಋ೧݆̕Ͷॣ͠Ηͪɽ఼̑ڎͶ͖
Ηͱ͏ͪΝຌཿͶॄ༁ͤΖ͞ͳͲɼླྀͶ͖͖ΖΦϋϩάʖͳ࣎ؔ͗ࡡ
͠ݰΗΉͪ͢ɽͶͺڧͶΏ͢͠͏સ೦ިحɼ߶ްིۯ͗ؽखΕ͜ΔΗͱ͏
Ήͤɽ͞ΗΔͺ 6'*V ඬ̕ʰΦϋϩάʖΝΊΞ͵Ͷͨ͢ͱέϨʖϱͶʱͶر༫͢ͱ͏
Ζͳ͏͓ΖͲ͢Β͑ɽ
Ά͖ͶɼڧΏਕରͶѳӪڻ͍Ζ࣯Ώ෨Νഋঈͪ͢ঐࡠΕΏɼ߬̔ޛ೧ؔ
रཀྵฯৄɽ͞ΗΉͲ௧ʹࢢͪ͏ͱ͢ٶ҈સΏஏڧځഓྂ͗ɼඬ̏̐ʰͯ
͚Ζ ͖ͯ͑ʱͶ֚͢Ήͪ͢ɽಋऀ͗͏ͱ͝ܟΖʲѬ࣯ʳͳ͏͑ۂةཀྵ೨
͗ɼ6'*V Ͷ݃;͏ͱ͏Ήͤɽ
ௗੋࢱΝͺͣΌͳͪ͢ϟϱώʖͺɼعଚࣆ ͗ۂ6'*V Ͷʹ͑͗ܪΖ͖ཀྵͤΖ͞ͳͲ
ʰ͞Ξ͵͞ͳ͖ΔͲ࢟ΌΔΗΖΞͫʱͳ 6'*V ΝਐۛͶͣ״ΔΗͪͳ͞ͳɽͨޛ
ಋ೧݆̓ͶͺΤΥϔγφͶ 6'*V खΕૌΊΝ͢ࡎܟɼ̕ʛ̖݆Ͷ͖͜ͱͺऀ಼ๅͲ
6'*V ΝखΕѽ͑͞ͳͲɼऀ 35 ͳऀ಼Ͳߍ͵ΖਃಃΝਦͮͱ͏͘Ήͪ͢ɽ


ऀ಼Ͷ͝ܟΔΗͪۂةཀྵ೨            ϧϱχιϩଆ༹ࢢ
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ʤ̑ʥͪ͵ேકͳೋ͢͠
खΕૌΊΝΌͱ͏͚͵͖ͲʰऀҽͶ 6'*V ͗ਃಃ͢ͱ͏Ζͳͣ״Ζ͗ଁ͓ͱ
͏ͮͪʱͳௗੋࢱɽుـͺ͞ΉΌͶভͤɼճ٠ͲࢶࣁྋΝ࢘Κ͵͏Γ͑ͶͤΖɽೖͶ͕
͏ͱɼऑघऀҽ͗ʰ͞Ηͮͱ 6'*V ͲͤΓʱͳқࣟదͶߨಊͤΖΓ͑Ͷ͵ΕΉͪ͢ɽ
ʰ6'*V ߫ݛʱͺঐةժΝ࿇ΖࡏͶΫʖϭʖχͶ͵ͮͱ͏Ήͤɽϧϱχιϩۂ
ֆͲͺʰࢢ͜ʙঃࢢ͜ʱͳ͏ͮͪพͶΓΖΩτβϨ͗͜ҲൢదͲͤ͗ɼ
 ೧൝ࣞהճऀιώϱঐΩνϫήͺΕΝร͓ͱ͏ΉͤɽύʖφϜʖέ͗
ࢆΕͻΌΔΗͪυδϱʲϧϔϒ ϕτΡύʖφʳɼݍΏχϧβϱϠοʖϓ͍͗͢Δ
ΚΗͪʲχϧήʖϱʳ
ɼຌַΝ࢘ͮͪ߶څϠυϩʲ+20$5(ʳʞͳ͏ͮͪ۫ͶɼΩνϫ
ήݡड़͢ͺϠυϩ໌Ͳ͜ͱ͕ΕɼพͶΓΖනىͺҲঈ͖Ηͱ͏Ήͤɽ͖Κ͏Δ
͢͏υδϱͺʰঃࢢ͜ʱ
ɼ͖ͮ͞͏͏ͺʰࢢ͜ʱͳ͏ͮͪॊཔනݳͶ
བΔͥɼϠυϩ໌ͲυδϱಝΝఽ͓ΖΓ͑ΝڿΔ͢Ήͪ͢ɽพͳ͏͑Ε
͖ΔΔͥͶΩνϫήΝ்ΌΔΗΖɽඬ̓ʰζΥϱξʖฑΝࣰ͢ݳΓ͑ʱ
͘͵οϡϪϱζͲͤɽ
Ҳ๏ɼভඇं͵͖Ͷͺॊཔʰࢢʙঃࢢ͜ʱͳ͏ͮͪනࣖΝࢂߡͶঐΝમ
;ͪ͏ͳ͏͑ωʖθ͍ΕΉͤɽಝͶΤΥϔͲͺɼ
ʲϧϱχιϩ ঃࢢ༽ʳͳ͏ͮͪ
Γ͚͠ࡩݗΗΖΫʖϭʖχͶଲԢͲ͘ΖΓ͑Ͷ͢ͱ͕͚චགྷ͍͗Εɼ͢͏खΕૌΊ
ͳۦͲؔڳ࿓͍ΕΉͤɽೖ߶ജଇήϩʖϕௗͺʰϠυϩ໌ͲනىͺΩνϫή
ΊͲखΕૌΊɽࣙऀγφͲͺࡑݳʲࢢʙঃࢢϧϱχιϩʳͳ͏ͮͪනࣖ
͵Ͳɼ͞Η͖Δ͗චགྷͫͳߡ͓ͱ͏ΖʱͳޢΕΉͤɽ






ϧϱχιϩΩνϫή 


ʤ̒ʥ6'*V Ͳາཔٮޒʀਕࡒͳड़ճ͑
  ιώϱखΕૌΊൕڻͺɼ6'*V ϋτΡϔͳͻݼΗΖऑंେ͗ৼͲͤɽ
6'*V Νหکָਫ਼͖Δ͏Κͦ͗ͦرΔΗͪΕɼଖࡀ༽Ͷ͕͏ͱָਫ਼͗ 6'*V Ͷ
ͪ͢ٶݶΕͤΖ͗ଁ͓ͪͨ͑Ͳͤɽ
  6'*V ΝͺͣΌऀճ՟ୌͶৼؖ߶͏ऑंͪͬ͵͖ͶͺɼΑ͚Α͚ͺಋऀͶऀͤΖ
ंΏɼগཔࢢΝ࣍ͬ͵ͳٮޒΖं͏Ζ͞ͳͲ͢Β͑ɽਕࣆʀϜʖίτΡϱήଈ͖Δ
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ɼ6'*V ϋτΡϔେͳՃ؏Ν͘Ͳ༙ڠΖ͍ͲۂةΖ͞ͳͺɼࠕޛҲ॑གྷͶ͵ͮ
ͱ͘Ήͤɽೖ߶ࢱͺʰ6'*V खΕૌΊͺਜ਼චֺͥ͢͵͞ͳͲͺ͵͚ɼघ͖͖ؔ
Ζ͗ɼΏΔ͵͜Ηͻ͏͜͵͏͞ͳͲ͍ΕɼΏΔ͵͏͞ͳͺܨӨϨηέͫͳࢧ͑ʱͳ͢ͱ
͏Ήͤɽ

３．株式会社セイバンの今後の展望
̑ɿࣞהճऀιώϱࠕޛఴ
ಋऀͺࠅ಼ϧϱχιϩജҐͶɼքͲਕᷧ͜Νఴ͢ͱ͏ΉͤɽϦʖϫρϏ
ड़Νݗ౾ͪ͢ࡏͶͺɼঘߑؽքఴࢩԋΝࢤͱ͢༽ࠬ͵ʹΝߨ͏Ήͪ͢ɽೖຌ
ͳݳஏͲชԿҩ͏ͺɼࢢʹͪͬೖҲͶනΗͱ͏Ήͪ͢ɽͪͳ͓ͻɼָߏ͖
Δͪ͢ؾঘָਫ਼͗ɼϧϱχιϩͶͯͪ࣎ؔׄ͜Ν͗͵ݡΔཎೖࡒگΝ६ඍͤΖʞೖຌ
Ͳͺ͚͢͵͏ޭͤͲܢɽ͖͢͢ࢢʹ͗ࣙͲཎೖࢩౕΝߨ͑ͳ͏͑स͗ɼքͲͺ
͖ڽΗΖͫͨ͑Ͳͤɽ͞Ηͺɼࢢʹ͗՛Νड़͢Η͢Ώͤ͏ϧϱχιϩ͗ͯ͢͜Ҳ
෨ΝࣙષͶ୴ͮͱ͏Ζͳ͓ݶΖͲ͢Β͑ɽϧϱχιϩͺຌཔɼָߏࢨఈͲͺ͵͚n֦ՊఋͲ
ࣙ༟ͶમΞͲ࣍ͮͱ͘ͱ͏Ζᷧ|ͳ͏͑ѽ͏Ͳͤ͗ɼ͞Γ͑Ͷೖຌਫ਼ͶઝΊɼঘָ
ߏگүεϱϚϩͳ͵ͮͱ͏ΖͲͤɽ
քࢻͶΗͱ͏Ζιώϱ͗
ݡੀ͓ΖϧϱχιϩՆͺ༹ʓͲ
ͤɽঘָߏگүεϱϚϩͳ͏͓ʹɼ
ϧϱχιϩ࢘༽ͺָߏଈͲک͢ͱ
͏ΖͲͺ͵͏ͪΌɼࠕޛɼگү
ࡑΕ๏ΏؔՃ؏͗รΚͮͱ͏͜
ͻഉΗͱ͢Ή͖͑͢ΗΉͦΞɽݳେ
ɼνϔϪρφΝ࢘༽ͪ͢दۂΏ
,&7 گүਬ͵ʹͲɼگү๏๑Ώ

ಋऀॵքϔϧϱχɼਕᷧ͜ʰ6,&2%$ʱ

಼༲͚͗͘รԿ͢ͱ͏ΖਇͮୠͲͤɽ
ʰͨ͵͖ͲϧϱχιϩՎͪͤༀͺʹ͑͵ͮ
ͱ͏͚͖Νߡ͓ͪͳ͘ɼگүͳؖؽҲॻͶͲ͘Ζ͞ͳໝࡩ͢ͱ͏ͪ͘͏ɽ
ʱΉͪɼ
ʰࠕޛɼ
ೖຌܗگүϠυϩ͗ࠅ͵ʹͲࢂߡͶ͠ΗΖ͞ͳ͍͗ΗͻɼگүϠυϩͳϧϱχιϩ
ΝιρφͶ͢ɼࢊָڠಋͲജΕड़͢ͱ͏͚͞ͳͲ͘Ζ͖͢Η͵͏ʱͳೖ߶ࢱͺߡ͓ͱ͏
Ήͤɽ6'*V ؏఼ͲݡΖͳɼگүͳؖؽ࿊ܠͺඬ̏̕ʰϏʖφψʖερϕͲඬΝୣ
͢Γ͑ʱͶ͵ΕΉͤ͢ɼࠅگүϠυϩ༎ड़ͺඬ̒ʰ࣯߶͏گүΝΊΞ͵Ͷʱ
Ͷͯ͵͗ΖՆඁΌͱ͏Ήͤɽ6'*V ͺɼऀճ͖͗͑๏ͶͮͪܨӨ๏ਓΝཱིͱΖ
ಕඬͶ͵ΕಚΉͤɽ
ಋऀ 6'*V खΕૌΊΝ৾ΕศͮͱΊΖͳɼࡑݳࣆۂΝ 6'*V βʖϩͶ͑Ή͚Ϝ
ρϒϱήͪͫ͢͜Ͳ͵͚ɼগཔٮޒͳ͵ΖऑंେͶखΕૌΊΝ 35 ͤΖ͞ͳͲາཔ
Ͷ౦ࣁ͢ͱ͏Ζ͞ͳ͗Κ͖ΕΉͪ͢ɽࠕޛɼऀճรԿͳͳͶϧϱχιϩࡑΕ๏͗ร
Κͮͱ͏͚ͳ͢ͱɼਕ͗ϧϱχιϩΝଅΖͬ࣍ـࠞఊͶ͍ΖʰࢢʹௗΝ;جɼ
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ݡगΖ͏ʱͺ͞Η͖ΔรΚΔ͵͏ͺͥͲͤɽͨ͏Νఽ͓କ͜ΖϧϱχιϩϟʖΩʖ
ͳ͢ͱɼࣞהճऀιώϱ 6'*V ܨӨͺ͞Η͖Δ͠Ηͱ͏͚͞ͳͲ͢Β͑ɽ

ຌཿͳॊۂҽև͠Ξ

̒ɿճऀ֕གྷ
４．会社概要
ʤ̏ʥ໌ۂةʁࣞהճऀιώϱ
ʤ̐ʥେනंʁચ يহ
ʤ̑ʥۂ೧݆ʁ ೧
ʤ̒ʥࣁຌۜʁ ඨຬԃ
ʤ̓ʥॊۂҽ਼ʁ ਕʤˠ ೧  ݆ࡑݳʥ
ʤ̔ʥࣆ֕ۂགྷʁϧϱχιϩɼؖ࿊ήρθଆʀജ
ʤ̕ʥॶࡑஏʁฎͯͪݟށࢤྀௌฤࢃ 
ʤ̖ʥ85/ʁKWWSVZZZVHLEDQFRMS
ߑʙࢃ ඔ࡛
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事例
ࣆྭ̒株式会社野田商店















୵͢ͱΊΓ͑ʄճऀ
6'*V
探し
てみよう！会社の中のSDGs

〜地元密着企業の取り組み〜
ʛஏືݫۂةखૌΊʛ
̏ɿशક͖ޛΔՐࢃʲৱʳΝࢩ͓କ͜Ζీঐవ
１．終戦直後から和歌山の
『食』を支え続ける野田商店
ࣞהճऀీঐవͺ  ೧ͶՐࢃݟքೈࢤͲ͖ΞͯԲ
ͳ͢ͱۂɼ͖ΞͯΝৼͶɼ༹ʓ͵ັྋɼӁྋɼۂແ༽ৱ
ࡒΝखΕѽ͑ৱԹͤͲۂةɽࡑݳͺɼ ೧  ݆Ͷେ͖
ΔಋऀΝӀ͘Ͳܙ͛ܩमͪ͢ీஒऀௗʤࢀେʥͳ
Ͳɼ ೧ྼ࢛Ͳകͮͪ৶བΝͶ͢͵͗Δͪ͵खૌ
Νໝࡩ͢ͱ͏Ήͤɽ ೧Ͷͺ͖ΞͯΝ࢘ͮͪηʖςవʰ
͖࣎ΞͯԲ͠ΞʱΝಋऀීஏ಼Ͷవ͢ɼࠕ೧Ͳ  ब೧Ν
͓ܶΉͤɽ
ۛ೧ɼघৱԹ͗ۂةՐࢃ಼ݟͶड़͢ɼڟ૬ͺݭ
͢͠Νଁ͢ͱ͏Ήͤ͗ɼಋऀͺɼௗ೧ߨͮͱͪ͘Թജঐജ
ΊͶͤࣧݽΖͲͺ͵͚ɼՐࢃݟྼ࢛ͳͳͶകͮͪஏݫ
ͳͯ͵͗ΕΝͶͯͯ͢ɼघͶͺਇࣇͲ͘͵͏ஏۂةݫ
Δ͢͏खૌΝ௪ͣͱஏҮ߫ݛΝࢨ͢ͱೖʓࣆۂΝߨͮͱ͏Ή
ీஒऀௗ

ͤɽ

ీஒऀௗͳʰ ͖࣎ΞͯԲ͠Ξʱీవௗ

ಋऀकྙঐࡒͲ͍Ζ͖Ξͯ

㻟㻥
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２．SDGs
に関わる取り組みの内容
̐ɿ6'*V ͶؖΚΖखΕૌΊ಼༲
ʤ̏ʥಋऀ͗ 6'*V ͶखΕૌ͞ͳͶ͵͖ͮͪͮ͘͜ͳ۫ରద͵खૌ಼༲
  ಋऀ͗ 6'*V ͶखΕૌ͞ͳͶ͵ͮͪ࠹ॵ͖ͮ͘͜ͺɼ Ͷీऀௗ͗खӀۜ༧
͖ؖؽΔ༢͏Ͳ 6'*V ͶͤؖΖιϝψʖͶड़ੰͪ͢͞ͳͲͪ͢ɽड़ੰͤΖͺɼಋऀ
عଚखΕૌΊ͗ 6'*V ͶͱͺΉΖͳͺࢧͮͱ͏͵͖ͮͪͨ͑Ͳͤ͗ɼʲΉͥͺ
6'*V ΝනͤΖ͞ͳ͗Ҳิͳ͵Ζɽ͘͵खΕૌΊͲ͍Ζචགྷͺ͵͏͢ɼعଚखૌ
͵͖Ͷ 6'*V ͗ӇΗͱ͏Ζ͞ͳଡ͏ɽ
ʳͳ͏͑ߪࢥྙݶ͏کཁ͗ɼ
ీऀௗΝ 6'*V
खΕૌΊͶಧ͘ಊ͖ͤ͞ͳͶ͵ΕΉͪ͢ɽ
Ήͥɼీऀௗͺɼ͑Ҳౕಋऀೖద͵खΕૌΊΝજ͏ड़͢ͱ 6'*V ͓Ζ 
ඬͶলΔ͢Κͦͱ͏͘Ήͪ͢ɽ࣎ɼେ͖ΔճऀΝӀؔ͘Ͳ͏ܩ͵͏ࠔͲ
͍Εɼ͖ͱ͖ΔಋऀکΊΏओΊɼࠕΉͲಋऀิΊ͵ʹΝ͏ΉҲౕཀྵ͢ͱѴ
ͪ͢͏ͳࢧͮͱ͏ͪీऀௗͶͳͮͱͺɼ͞Η͗Γ͏खૌͶ͵ΕΉͪ͢ɽΉͪɼ6'*V 
खΕૌΊΝࣰࢬ͢ͱ͏Ζ͞ͳΝනͤΖ 6'*V ώρπΝॊۂҽસҽͶഓාͤΖ͞ͳͳ͢ɼ
Ήͥͺճऀͳ͢ͱखΕૌʰࢡʱͨΝॊۂҽࣖͤ͞ͳͶ͢Ήͪ͢ɽ͑ͪ͢͞ܨ
ҤΝऀͱܨҽસҽͲɼऀ಼͍ΔΑΖಊΝͱ͢ోݡΊͪͳ͞Θɼऀ಼खΕૌΊ͏
͚͖ͯͲ 6'*V ߫ࢧͳݛΚΗΖΝͯ͜ݡΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͪ͢ɽ
ᶅ ঐγϱϕϩΏ༪ঐΝ͞ʹৱಌͶر
ඬ̏ʰසࠖΝ͵͚ͨ͑ʱ
ඬ̐ʰَհΝκϫͶʱ
ඬ̏̐ʰ͚ͯΖ͖ͯ͑ʱ
ඬ̏̕ʰϏʖφψʖερϕͲඬΝୣ͢Γ͑ʱ
ৱΝѽ͑ͱ͢ͳۂةɼৈັݸغ༁ͲΗͪঐࡒΝΏ͵͚ഉͦ͡ؼΖΝ
ಚ͵͏͞ͳ͍͗Ζ͞ͳͶͯ͏ͱͺɼీऀௗࣙਐɼୌқࣟΝ࣍ͬକ͜ͱ͏Ήͪ͢ɽ
͍Ζ࣎ɼ͖ͱ͖ΔखӀ͍ͮͪʰࢢʹৱಌʱɼৱࡒγϱϕϩΏ༪ঐɼৈັ
ݸغ౺པ͗ۛ͏ঐ͵ʹΝໃঊͲ͞ͳͪ͢ڛΘรͻجΗͪ͞ͳ͖ΔɼҐ߳ɼν
ϝϱή͓͗ͻͤڛΖΓ͑Ͷ͢Ήͪ͢ɽ๎ͮͱ͕͜ͻ࠹शదͶഉͦ͡ؼΖΝಚ͵
͏ঐࡒ͑͢͞ͱࢢʹͪͬ݊સ͵үͶ߫ͤݛΖ͞ͳ͗Ͳ͘ɼಋ࣎Ͷৱഉؼ
͝Ζ͞ͳ͗Ͳ͘Ζ͞ͳΝ 6'*̈́खΕૌΊΝ͖࢟ͪ͢Δͨ͞րΌͱࣟͤΖ
͞ͳ͗Ͳ͘Ήͪ͢ɽ
ۛ೧ೖຌࠅ಼Ͳଵؔॶಚ֪ࠫ͗߁͗ΕɼॉͶৱࣆΝखΗ͵͏ࢢʹ͗ଁ͓
ͱ͏Ζ͵ʹɼࠕΏɼසࠖΏَհͺʹ͖͞ԗ͏ࠅͲͺ͵͚ɼըʓਐۛ͵ୌͳ
͵ͮͱ͏ͱɼ͞खΕૌΊͺɼى̒ͯ 6'*V ඬͶ߫ͤݛΖͲͤɽ
ᶆ ͖ΞͯΝ௪ͣͱஏҮऀճͳ͗ܪΕΝΌΖ
ඬ̏̕ʰϏʖφψʖερϕͲඬΝୣ͢Γ͑ʱ
ඬ̒ʰ࣯߶͏گүΝΊΞ͵Ͷʱ
ಋऀͲͺɼೖຌ͖Ξͯڢճ͗ఈ͢ͱ͏Ζʰ͖ΞͯϜΦηφϫʱՐࢃݟ
ҲߺͲ͍ΖీऀௗࣙΔɼՐࢃ಼ݟঘָߏΏ༰கԄɼͨଠߨର͖Δғ
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བΝ͑͜ͱɼ͖ΞͯͶͯ͏ͱड़दۂΏஏҮྋཀྵͲ࣪گߪԍ͵ʹஏҮαϝϣ
ωτΡͶۅదͶࢂՅͤΖಊΝߨͮͱ͏Ήͤɽ߶ౕࡃܨௗҐ߳ਫ਼ળৱ͗༲ҝͶ
घͶΖΓ͑Ͷ͵ͮͪ͞ͳͶΓΕɼ͖Ξͯͺೖຌਕৱ͖ΔௗΔ͚ԗ͏ͱ͏Ή
ͪ͗͢ɼʰళષγϕϨϟϱφʱͳͻݼΗΖΆʹ͖Ξͯͺ͑ΉັΏӭ͗͵
ৱࡒͲ͍Εɼͨ͑͏఼ͮͪ͗ݡ͠Ηɼۛ೧ͺভඇྖ͗յ͢ͱ͘ͱ͏Ζͨ͑Ͳͤɽ
ࢢʹͪͬͺɼీऀௗͳҲॻͶɼ͖ΞͯͲξεΝͳͮͱ्ΝࡠΖ͵ʹରݩद
ۂΝ௪ͣͱɼೖຌఽ౹ద͵ৱชԿΝրΌͱָ͞ͳ͗Ͳ͘ͱ͏ΉͤɽಋऀͺӨཤΝ
దͳͤΖҲࢴۂةΝ͓ͱɼஏҮऀճͳϏʖφψʖερϕΝΌɼ͠ΔͶͺ
ࢢʹͪͬೖຌৱชԿΝఽ͓ΖༀׄՎͪ͢ͱ͏Ήͤɽ
ᶇ ଡ༹͵қݡΝͶͤΖɼऀҽಉ͗͘͏Ν߶ΌΖ
ඬ̓ʰζΥϱξʖฑΝࣰ͢ݳΓ͑ʱ
ඬ̖ʰಉ͗͘͏ࡃܨௗʱ
ಋऀͺॊۂҽ਼  ਕͳ͏͑ऀҽҲਕҲਕ͓ݡ͗اΖܐؖΝਫ਼͖͢ɼ෫௪͗͢Γ
͚ɼॊۂҽҲਕҲਕಉ͘ߗൻΝࣰ͘Ͳ״ΖճऀΝࢨ͢ͱ͏ΉͤɽಋऀϙʖϞϘʖ
ζͶͺॊۂҽસҽࣺਇͳ়ղช͗͠ࡎܟΗͱ͕ΕɼҲਕҲਕΝͶ͢Γ͑ͳ͏͑
ీऀௗࢡ͗නΗͱ͏ΉͤɽಝͶۛ೧ɼీऀௗͺʰঃࢂժʱͶͯ͏ͱ͚ک
қࣟ͢ɼҲൢదͶͲͺͰ͘ͰـΔ͏ͳࢧΚΗΖॶͶͯ͏ͱɼঃતͲқݡ
Ώ͘ͰـΝқࣟదͶखΕΗͱ͏ΉͤɽΉͪɼͨΗͩΗॊۂҽ͗ͤΖқݡΝۅద
ͶखΕΗͱ͏͚͞ͳͶΓͮͱɼͨΗͩΗॊۂҽ͗ۂແकରͳ͵ΕɼҲϠοϗ
ʖεϥϱΝ߶͚࣍ͮͱಉ͏ͱ͚ΗΖΓ͑Ͷ͵Εɼۂແրવ͗Γ͏१Νਫ਼Ίड़͢
ͱ͏Ήͤɽ͞Ηͺͯ̐ى 6'*V ඬͶ߫ͤݛΖखΕૌΊͲͤɽ

ʤ̐ʥखΕૌқٝɼखΕૌΞͲྒྷ͖ͮͪ͞ͳ
  ಋऀͲͺɼΉͥͺճऀͳ͢ͱ 6'*V ΝනͤΖͪΌɼऀҽҲਕҲਕͶ 6'*V ώρπΝ
ഓා͢ɼۊແͺͨώρπΝૹ͢ͱͨΗͩΗۂແͶ͍ͪΖ͞ͳͳ͢Ήͪ͢ɽͤΖͳɼ
खӀ͵ʹ͖ΔɼՁΝͯ͜ͱ͏Ζ͖ɼͳ͏࣯͑Ν͠ΗΖΓ͑Ͷ͵Εɼͨ͑ͤΖͳॊۂ
ҽͨΗͩΗ͗ʲࣙͪͬͺՁΝਐͶషͮͱ͏ͱɼճऀͳ͢ͱՁΝؔͶන͢ͱ͏Ζ͖ʳ
ͳ͏͑͞ͳΝқࣟͤΖΓ͑Ͷ͵ͮͪͳ͏͏Ήͤɽͤ͵Κͬɼ6'*V ͳͺʹ͑͏͑Ͳɼ
ಋऀͳ͢ͱͺʹ͑͏͑खૌΝ͢ͱ͏Ζ͖ͳ͏͑͞ͳΝɼॊۂҽͨΗͩΗݶཁͲητ
ʖέϙϩξʖͶઈͤΖΓ͑Ͷ͵ͮͪͳ͏͑͞ͳͲͤɽ
ʲઑͤݶΖ͞ͳͲΓ͏қັͲ
͗״͏ͱɼࣙͪͬߨಊ͗รΚͮͱ͚Ζʳͳీऀௗͺ͢ͱ͏Ήͤɽ
න͖ͪ͢ΔͶͺࣰભ͢͵͜Ηͻ͵Δ͵͏͢ɼͨΗΝଷͮͪ࣎ɼ͖ؔΔॊۂҽͪ
͖ͬΔ͏͢ݭΝ͜ΔΗΖ͞ͳͶ͵ΕΉͤ͗ɼ͢Θɼ6'*V Νනͪ͢͞ͳͶΓ
Εɼࢨͤβʖϩ͗ූ͘ΕͶ͵Εɼ͠ΔͶͨߴ͗ຑ͖Ηͱ͏͚ͳ͏͑ϕϧη఼
๏͗ଡ͏ͳీऀௗͺߡ͓ͱ͏Ζͨ͑Ͳͤɽ
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３．今後の
̑ɿࠕޛ SDGs
6'*V への取り組みの展望
खΕૌΊఴ
ಋऀ͗ঘߑؽࢩԋΝण͜Ζ͞ͳͶ͵ͮͪܨҤͺɼେ͖ΔీऀௗࣆۂটܩͶ
ܐΖܨӨ՟ୌཀྵͲͪ͢ɽঘۂةɼࣆۂটܩΝ͖ͮ͘͜ͳ͢ͱɼܨӨंϨʖ
ξʖερϕͳͲͪ͵ࣆۂΏखΕૌΊΝ࢟͢ͱϑζϋηοϡϱηΝ௭Ίɼ͠Δ͵Ζ
ௗٌಕͶΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζ͍͗ۂةΖҲ๏ͲɼԃͶܨӨώφϱνρο͗Ͳͥ͘Ͷͨ
ޛܨӨ͗ߨ͘٩ΉΖίʖηࢆ͠ݡΗΉͤɽಋऀͺɼंίʖηͲɼେऀௗ
Ͷ͢ͱͪ͘ΝΓΕΓ͏ͶͤΖͪΌͶɼͪ͵ܨӨंघͲࣆۂΝ֨͠
ͦͱ͏ΖࣆྭͽͳͯͲͤɽ ͨςʖϩͳ͢ͱీऀௗͺ 6'*V Ν͏ͱ͢༽Ήͤɽ
ऀௗϨʖξʖερϕͳͲଠऀͶۨ͜ͱන͢ɼঙͥͯ͢Ͳͺ͍Ζ༹͗ʓ͵ްՎ
͗ݳΗͺͣΌͱ͏Ήͤɽ
ࠕޛͺ͠ΔͶɼࣆۂটܩΝؽͶͪ͵खૌΝߨ͑ة
ۂΝࢩԋͤΖʰࣆۂটۜঁึܩʱΝͱ͢༽ɼ ೧
ൔͶͺɼভඇं͗චགྷ͵ͫ͜ৱࡒΝ߬ͤΖ͞ͳ
͗Ͳ͘ΖΓ͑͵ྖΕജΕकରঘജవΝవ༩ఈͲ
ͤɽ͞ΗͶΓͮͱɼͪͶંভඇंͳͯ͵͗ΕΝ
ड़ͪ͢͏ͳߡ͓ͱ͏Ήͤɽ͞ʰචགྷ͵ྖΝචགྷ͵
ͫ͜ʱखΕૌΊ 6'*̈́ඬ ʰ͚ͯΖ
͖ͯ͑ʱ߫ݛΝ೨ಆͶ͕͏ͱ͏Ήͤɽ

ʰචགྷ͵ͫ͜ʱྖΕജΕవะϟʖζ

̒ɿճऀ֕གྷ
４．会社概要
ʤ̏ʥ໌ۂةʁࣞהճऀీঐవ 
ʤ̐ʥେනंʁీ ஒ
ʤ̑ʥۂ೧݆ʁ ೧ 
ʤ̒ʥࣁຌۜʁ એຬԃ
ʤ̓ʥॊۂҽ਼ʁ ໌
ʤ̔ʥࣆ֕ۂགྷʁ͖Ξͯɼັྋۂແ༽ৱԹɼ͖ΞͯΝ࢘༽ͪ͢ηʖςଆʀ
ജ
ʤ̕ʥॶࡑஏʁՐࢃݟքೈࢤ౽പ 
ʤ̖ʥ85/ʁKWWSZZZPDUXQRGDMSLQGH[KWPO 
ߑʙଞ ي೯
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事例
ࣆྭ̓株式会社富田屋





 

՝ࢢͰ͚ΕͲऀճ՟ୌմ݀Ͷ߫ݛ
和菓子づく
りで社会課題の解決に貢献

〜経営改善の中に見つけるSDGs
ʛܨӨրવͶͯ͜ݡΖ 6'*Vʛ〜
１．
「皆様の笑顔を、応援したい。
」和菓子づくりの富田屋
̏ɿʰև༹اΝɼԢԋͪ͢͏ɽ
ʱ՝ࢢͰ͚ΕీԲ
᷄ీԲͺ  ۂ೧ɼઅཱི  ೧ΚΔ;ṹΏനṹ՝ࢢΝଆ͢ͱ͏Ζ՝
ࢢଆജϟʖΩʖͲͤɽघηʖϏʖജΝৼͶɼઇΏͽ͵ࡉΕɼ͕ຏߨࣆ
ͶΚͦͪ࢝لʓ՝ࢢΝघ͟Θ͵Ճ֪Ͳജ͢ͱ͏Ζ͗ಝͲͤɽಋऀͺɼ͗ٮޒ
߀ෳ͵࣎ؔΝգͤͪ͟Ό͕घఽ͏Ν͢ɼٮޒاΝԢԋͤΖ͞ͳΝ՝ࢢͰ͚Ε
͏ͳ͢ͱͱ͝ܟɼೖʓ҈ৼʀ҈સ͵՝ࢢͰ͚ΕͶྯΞͲ͏Ήͤɽ

    

 

̐ɿৱഉؼࡡ͖ݰΔͺͣΉΖ 6'*V
２．食品廃棄物の削減からはじまる
SDGs
ࡋ୫ऀௗೲΊͺɼ՝ࢢΝଆͤΖգఖͲਫ਼ͤΖৱഉؼୌͲͪ͢ɽഉؼ
ྖͺຘ݆  φϱͶ;ٶɼͨྖ͵ৱഉؼΝഋड़͢ͱ͏Ζਫ਼ࢊఖΝրવͪ͢͏ͳ
ঘقۛߑؽຌ෨ܨӨ૮ͶΗΉͪ͢ɽͨ͢ͱɼՊΠχώηΝण͜͵͗ΔܨӨ
րવΝਦΖʰύϱθΨϱࢩԋࣆۂʱΝͱ͢༽ʰৱഉؼഋड़ྖࡡݰʱͶखΕૌΊΉ͢
ͪɽ
ήϧϓԿͶΓͮͱৱഉؼഋड़ྖΝʰ͓ݡΖԿʱ͢ͱɼೖʓഋड़য়ڱΝѴ͢ɼͨ
ݬҾΝմੵͤΖͳͳͶɼͰ͚ΕخຌͲ͍Ζݳ̓6ʤཀྵʀಶʀੜ݁ʀੜૡʀ
ͯ͢͜ʥಊబఊͶखΕૌΞͲɼదͳ͢ͱ͏ͪৱഉؼഋड़ྖࡡݰͶޯ͢Ή͢
ͪɽ
ಋऀ͗ʰৱഉؼഋड़ྖࡡݰʱͪΌͶߨͮͪܨӨրવखΕૌΊɼΉͪɼ༪ͮͪ
՝ࢢΝஏҮेΏऀҽͶ҈ՃͲജΝͤΖഉؼϫηखΕૌΊͺɼ6'*V ඬ̏
̐ʰ͚ͯΖɼ࢘͑ʱͶ߫ͤݛΖͲͤɽୌқࣟΝͮͱߨͮͪܨӨրવ͗ɼࣰ
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ͺқࣟ͢͵͏͑ͬͶ 6'*V Ͷ߫ͤͲͳ͑͞͏ͳͪ͏ͱ͢ݛɽ6'*V ܨӨͺɼعͶखΕૌΞͲ
͏ΖܨӨրવΏࣆۂΝ 6'*V ࢻ఼Ͳଌ͓͵͕ͤ͞ͳ͖ΔͲ࢟ΌΖ͞ͳ͗Ͳ͘ΖͲͤɽ


̑ɿ৮෫ౖրવͲ͠Δ͵Ζ 6'*V
３．職場風土改善でさらなる
SDGs ߫ݛ
貢献
ࡋ୫ऀௗͺɼ
ʰϏʖφͺɼΚ͗ऀ็Ͳͤʱͳफ़΄Ζ͵ʹɼܙ༽ޑସͶΓΔͥऀҽΝ
ͶͤΖऀ෫ΝүΞͲ͏Ήͤɽৱഉؼୌ࣎ɼײ෨ͫ͜Ͳ͵͚ɼݳΝἠΊख
ͮͱɼऀҽસରқݡΝͳ͖ͤ͞Ν͢ͱ͏Ήͤɽ͑ͪ͢͞ࢡͶΓΕɼऀҽ͗Ҳͮ͵ͳ؛
ͱܨӨրવͶखΕૌΓ͑Ͷ͵Εɼ෯࣏దްՎͳ͢ͱસऀҽқ͚ࣟ͗ͤ͘Ζ͞ͳ
Ͷ݃;ͯ͏ͱ͏Ήͤɽ
ΉͪɼಋऀͲͺ࣏ܨӨրવͳ͢ͱɼਫ਼ࢊϧϱͶ͕͜Ζ͢͏અඍΏઅඍϪ
ΠΤφรߍɼਕҽഓݡ͢ͶखΕֽ͖Εɼ݃Վͳ͢ͱɼްིద͵ࡠۂରΝࣰ͢ݳ
Ήͪ͢ɽ৮͗ڧ͚͘րવͪ͢͞ͳͲɼඉͶ෫௪͢ྒྷ͏ɼಉ͘Ώͤ͏৮ͳ͵ͮͱ
͏Ήͤɽ
͑ͪ͢͞৮෫ౖΏਫ਼ࢊϧϱրવɼқࣟͦͥ͢ͱ 6'*V Ͷ߫͏ͱ͢ݛΖ
ࣆྭͲɼϏʖφɼਜ਼ऀҽಉ͘Ώͤ͏͚ͰڧΕͺɼ6'*V ඬ̖ʰಉ͗͘͏ࡃܨ
ௗʱͶ߫ͤݛΖखΕૌΊͲͤɽΉͪɼࡋ୫ऀௗͺͨΗͫ͜Ͳ͵͚ɼऀҽεϓφࡠͶ
ـΝഓΕɼऀҽસରسΝ༑ͤΖΆ͖ɼղޤΏରྒྷͶΓΖௗٵغՍΌΖ
ɼસऀҽ͗ௗ͚ۊΌ͚ͪ͵Ζಉ͘Ώͤ͏৮Νࢨ͢ͱ͏Ήͤɽ͑ͪ͢͞ऀҽΝͶͤ
ΖखΕૌΊ 6'*V ඬ̖Ͷ֚ͤΖʰ6'*V ܨӨʱ͵Ͳͤɽ


 



՝ࢢͰ͚ΕΝͤΖऀҽ༹ࢢ             ᷄ీԲ ࡋ୫ऀௗ



４．今後の展望と
経営について
̒ɿࠕޛఴͳ SDGs
6'*V ܨӨͶͯ͏ͱ
 ܗαϫψΤϩη״ઝ͗ҘΝ৾Ζ͑͵͖ɼऀҽͺևʰαϫψӪͯ͏Ͳڻճऀܨ
Өয়ͱͮ͵͚͢ۦ͗ڱ͕͖͚͢͵͏ʱͳ͏ͮͪ״ؽثΝͮͱۊແ͢ͱ͕Εɼͨ״ؽث
͗ܨӨրવқཋΝ͠ΔͶͦ͠ͱ͏Ζͳࡋ୫ऀௗͺ͏ݶΉͤɽ
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ࡑݳͺɼऀҽ͗͠ΔͶͬ࣍ـΓ͚ۂແ͗Ͳ͘ΖΓ͑ৱಌΏրरΝݗ౾ͪ͢ΕɼΉͪɼ
ʰۂແ͓ݡΖԿʱͶखΕૌΞͫΕ͢ͱɼऀҽಊ͘ͳճऀಊ͘ҲຌԿΝࢨ͢ͱ͏
ΉͤɽಝͶʰӨۂ͓ݡΖԿʱΝͤΖ͞ͳͲɼӨۂ෨ͳଆ෨қ͗ިݡԿ͢ɼ
ʰ৮෫௪͢ͺ͠ΔͶྒྷ͚͵Εͨ͑ͫʱͳ͞ͳͲͤɽ
 ͠Δ͵ΖखΕૌΊΝߡ͓Ήͤͳɼಋऀ͍Ζࡗැీྜྷࢤͺɼ6'*V ཀྵ೨ΝࢤͶख
ΕΗͱ 6'*V ࣰݳͶखΕૌΞͲ͕Εɼ ೧  ݆Ͷͺʰ6'*V າཔࢤʱ;ٶʰ࣑ࣙ
ର 6'*V ϠυϩࣆۂʱͶમఈ͠Ηͱ͏Ήͤ͗ɼࠕޛɼಋऀ͗ీྜྷࢤͳׯͱ͢ྙڢҲର
ࣆۂͶேકͤΗͻɼ6'*V ඬ̏̕ʰϏʖφψʖερϕͲඬΝୣ͢Γ͑ʱͶ߫ݛ
͗ՆͲͤɽྭ͓ͻɼࢤঘָߏͲணಕ͠ࢬࣰ͗࣪گΗΖ༩ఈ͍͗Ηͻɼࣙອ՝ࢢΝ
ͱ͢ڛணಕ࣪گ࠷ͶͤྙڢΖ͞ͳͲɼ6'*V ඬ̏߫̕ݛͶ͵Ζͫ͜Ͳ͵͚ɼண
ಕͳ͏͑ೖຌชԿฯޤɼܩটͶ௪ͣΖ 6'*V ඬ̒ʰ࣯߶͏گүΝΊΞ͵Ͷʱ
߫ݛͶ͵ΕΉͤɽͨ͑͏ͮͪணಕชԿٶͶ߫ͤݛΖ͞ͳͺɼ՝ࢢຳྙΝ৶ͤΖ
͞ͳͶ͗ܪΕɼಋऀͶͳͮͱͺ՝ࢢভඇंΝଁΏ͢ͱ͏͚͞ͳͳ͵Εɼ6'*V खΕ
ૌΊ͗ௗغదͶܨӨͶϕϧηͶ͵ΖҲྭͲͤɽعͶࣙऀ͗ 6'*V ߫ݛͶ͗ܪΖखΕૌΊ
Ν͢ͱ͏Ζͳࣟͪ͢ࡋ୫ऀௗͺɼ
ʰ6'*V ͺघۂةୌͲɼঘ͗ۂةखΕૌචགྷ
ΏқັΝཀྵմ͢ͱ͏͵͖ͮͪ͗ɼࣙͪͬͲ 6'*V Ͷ߫͘ͲݛɼͨΗ͗ܨӨͶ͘
Ζ͞ͳ͖͗Εɼࠕޛͺ͠ΔͶ 6'*V ࢻ఼͖ΔࣆۂΝΌͪܨӨրવͶखΕૌΞͲ
͏ͪ͘͏ɽʱͳ͏ͱͮޢΉͤɽঘߑؽɼ6'*V ͏͗ՅΚͮͪ᷄ీԲࠕޛ
՝ࢢͰ͚ΕΏ͠Δ͵ΖࣆۂఴͶغଶ͢ͱ͏Ήͤɽ

̓ɿճऀ֕གྷ
５．会社概要
ʤ̏ʥ໌ۂةʁࣞהճऀీԲ
ʤ̐ʥେනंʁࡋ୫ ༦್
ʤ̑ʥۂ೧݆ʁ ೧  ݆
ʤ̒ʥࣁຌۜʁ ඨຬԃ
ʤ̓ʥॊۂҽ਼ʁ ໌
ʤ̔ʥࣆ಼ۂ༲ʁਫ਼՝ࢢଆജ
ʤ̕ʥॶࡑஏʁࡗැీྜྷࢤऑনௌ౨    
ʤ̖ʥ85/ʁKWWSVZZZWRPLWD\DFRMS

ߑʙ ރ䉕֞
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事例
ࣆྭ̔和田八蒲鉾製造株式会社













ਐۛ͵खΕૌΊΊ॑ͲԿͤΖะ '1$
身近な取り組みの積み重ねで進化する老舗のDNA

~SDGsが世界へ広げる協力の輪~
f6'*V ͗ֆ߁͝Ζྙڢྡྷf
１．魚本来の持ち味にこだわった和田八蒲鉾製造㈱の
「水産練り物」づくり
̏ɿڗຌཔ࣍ͬັͶͫ͞Κͮͪీൂחଆ᷄ʰਭࢊ࿇ΕʱͰ͚Ε
ీൂחଆ᷄ͺɼחʀ͚ͬΚਭࢊ࿇ΕΝଆͤΖะͤͲۂةɽφϦϨξ
ʀεϫήο͵ʹ̓झྪڗΝઊຽ͵ώϧϱηͲഓͪ͢ঐՃͺ߶͚ɼؖݏ༙໌
ྋఀΏϝεϣϧϱ͘Ϫηφϧϱ͖Δɼघඨաవʀਫ਼ڢʀηʖϏʖ͜ΉͲɼ߁͏
ٮޒͶജ͢ͱ͏Ήͤɽۛ೧ͺɼ೧೧࢟ܶॡ༽ঐജҐജΝ֨͝ΖͪΌͶɼύ
ϫΤΡϱΏώϪϱνϱ͵ʹلઇϗϱφͶΚͦͪͪ͵ঐͰ͚ΕΏք͜࿑
֨Ͷேક͢ͱ͏Ήͤɽ

̐ɿ6'*V ͶؖΚΖखΕૌΊΏࢩԋ಼༲
２．SDGs
に関わる取り組みや支援の内容
ʤ̏ʥଆݳրવͶΓΕৱϫη͗ঙ͵͏Νࣰݳ
  ۂةཀྵ೨Ͳ͍ΖʰҲັਇʤͽͳ͍ͣΉ͞ͳʥʱͶͫ͞Κͮͪঐͺɼોࡒັʀৱ͵״
ʹڗຌཔ࣍ͬັΝ࠹ݸͶ͖ͤൕɼ͚ͯΕ͙ͤͪঐͺʹ͑͢ͱೖ࣍ͬͦͥɼ
ഉؼϫη͗ਫ਼͢ͱ͢Ή͑ͳ͏͑ୌ͍͗ΕΉͪ͢ɽͨ͞Ͳɼಋऀͺঘقۛߑؽຌ෨Ͷ
૮ʗΠχώδʖࢩԋΝण͜ͱܨӨ՟ୌմ݀ΝਦΖύϱθΨϱࢩԋࣆۂΝ͢༽
Ήͪ͢ɽ
ύϱθΨϱࢩԋͲͺɼഉؼϫη਼ྖՆࢻԿΏਫ਼ݬҾ௧ڂʀրવɼਫ਼ࢊ؇ཀྵૌ
ΊکԿ͵ʹΝߨ͏ɼ
ʰ͚ͯΕ͙ͤϞξʱࡡݰͶखΕૌΊΉͪ͢ɽϟϱώʖસ
ҽࢂՅͶΓΖखΕૌΊ݃Վɼਫ਼ࢊ؇ཀྵͶଲͤΖऀҽқࣟ͗߶ΉΕɼգਫ਼ࢊཊ
ࣰ͚͗͵Ͳͫͪ͜͢ݳɼࠬΝߨͮͪखӀ͖Δ؇ཀྵϪϗϩ͗ΌΔ
ΗɼखӀଁͶͯ͵͗ΕΉͪ͢ɽ
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ύϱθΨϱࢩԋͲրવ͠Η༹ͪࢢ

  ਭࢊࣁݱޅΏࠅৱྋଏ͵ʹऀճ՟ୌմ݀͗ٽΌΔΗΖͲɼ
ΗͪڗΝϞξ͵͚Կ͢ͱভඇंͶ͜Ζಋऀ͞րવಊͺɼඬ̐ʰَհΝ
κϫͶʱɼඬ̏̐ʰ͚ͯΖ ͖ͯ͑ʱ
ɼඬ̏̒ʰք͖͠ΝगΘ͑ʱ͵ʹ
6'*V Ͷ߫ͤݛΖखΕૌΊͳ͓ݶΉͤɽ
  Ήͪɼऀҽ͗ͱ͢ྙڢਫ਼ࢊͪΌқͶखΕૌΊɼࣆࢂժқࣟΝ߶
ΌΖ͞ͳͺʰࣆ͗͢Ώͤ͏৮Ͱ͚ΕʱͶͯ͵͗ͮͱ͕Εɼ͞Ηͺɼඬ̖ʰಉ͗͘
͏ࡃܨௗʱͶ߫ͤݛΖखΕૌΊͳ͵ͮͱ͏Ήͤɽ
ʤ̐ʥଠͳۂة࿊ͪ͢ܠঐ
  ͠ΔͶɼಋऀᖔऀௗͺଠͳۂة࿊ܠͶۅదͲͤɽྭ͓ͻɼࡗࢊʤ͕͕͖͠
ΞʥఈΝणͪ͜Ԅ͢͏ͪ͜Ώ࿑ౣऑघՊ͗ਫ਼ࢊͪ͢ϔϧϱχۆ͙͗
֪وγθͲജͲͥ͘Ͷࠖͮͱ͏ͪࡏͶͺɼਫ਼ࢊंͳνρήΝૌΞͲঐΝ
ߨ͏ɼഉؼϫηΝ͙ͯͯஏࢊஏভͶ߫͏ͱ͢ݛΉͤɽ
Ήͪɼಋऀͪ͵ϔϧϱχυδϱΝݗ౾ͤΖࡏͶɼୱ͵ΖυδϱࡰͶͳ
ʹΉΔͥɼࢶใૹϏρίʖζͤΖ६ඍ͗ΌΔΗͱ͏Ήͤɽ͞ΗͺۂҐཔ
͏ͱ͢ࢻ॑ͱ͢ͳ఼ݬΖʰͳڗਇ伪Ͷ͑͘ࢡʱߡ͓͖Δɼݬྋͳ͵Ζਭࢊࣁݱ
ΏਕରӪݔ͗ڻ೨͠ΗΖϜέϫϕϧηορέΝୌࢻ͢ͱ͏ΖͪΌͲͤɽ

րવಊΝ৾ΕศΖᖔऀௗ         ీൂחଆ᷄͢͏ϔϧϱχυδϱ
ీൂחଆ᷄͢͏ϔϧϱχυδ

࣍କՆ͵ਫ਼ࢊʀভඇγέϩΝߑ͢ͱ͏͚͞ΗΔखૌΊͺड़ඬ̏̐ʰͯ
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͚Ζ ͖ͯ͑ʱΏඬ̏̒ʰք͖͠ΝगΘ͑ʱ߫Ͳͫ͑͜͏ͳݛͺ͍Ε
ΉͦΞɽ6'*V Ͷͯ͵͗ΖඬͶ͜ͱҡۂझϏʖφψʖͳ࿊ͤܠΖ͞ͳͺɼඬ̏̕
ʰϏʖφψʖερϕͲඬΝୣ͢Γ͑ʱͶ͗ܪΖखΕૌΊͳ͏͓Ήͤɽ

ʤ̑ʥৱชԿܩটʀఽୣͳਕࡔү
  ҲͶחͳ͏ͮͱɼৱ״ʀັ͜ʀৱ΄๏ͶͺஏҮࠫ͗͘͏ͲͤɽࡗͶಋ
ऀח͗ࠞ͏ͱ͏Ζͺɼળౕң࣍ͪΌͶՅͦ͡ΖΝಚ͵͖ͮͪࡗք͖Δ
ઊຽ͵ړɼښͶӪڻΝणͪ͜ड़्ชԿɼ߶࣯͵חΝഛ͏ࢩ͓Ζ͞ͳ͗Ͳͪ͘
ঐਕ߬ഛྙࣂͲ͍Ζͳᖔऀௗͺ͏ݶΉͤɽ
ಋऀ͗ߨͮͱ͏Ζ͞ͳͺɼୱͶח͕͏͢͠Νఽ͓Ζͫ͜Ͳ͵͚ɼͨΓ͑͵ೖຌ
ఽ౹ৱʀஏҮชԿͶ͍Ζʰਭࢊ࿇Εʱ̏ͯͲ͍ΖחΝఽ͓ͱ͏͚ஏಕ͵ಊͲ
ͤɽྭ͓ͻɼऀͲͺࢢڛΏָཻਫ਼͜ͶחͰ͚ΕࣰԍΝߨͮͪΕɼࡗΪηͳαϧ
Ϛ͢ͱח২ΕΕΏґୣ͚ͰתΕΝߨͮͪΕ͢ͱחຳྙΝఽ͓ͱ͏ΉͤɽΉͪɼ
ఽ౹ద͵חͰ͚ΕΏ͕ͦͬɼड़्ชԿৱүϗϱφͶࢂՅͪ͢Εɼ ೧  ݆͖Δ
ͺޜښԕʰॶޜอʱͶฑ҈࣎େחΝ࠸ͪ͢ݳʰฑ҈ԨחʱΝͪ͢ڛΕ
͢ͱ͏Ήͤɽ








חͰ͚Εࣰԍʤࠪʥ             ฑ҈Ԩחʤӊʥ

͠ΔͶɼಋऀͺऀ಼͜Ͷɼસࠅਭࢊ࿇ΕΝ়ղͪ͢ϜρϕΏ֦ஏҮח
ಝ৯Νઈͪ͢ࣁྋɼࡒྋͳ͵Ζڗझͳͨಝɼחخຌద͵ଆ๏๑͵ʹΝઈ
ͤΖࣁྋΝ༙͢ڠɼ͖ͮ͢ΕͳחชԿΝఽটͲ͘ΖΓ͑Ͷ͢ͱ͏Ήͤɽ
͞Γ͑Ͷɼऀ಼ʀऀΝΚͥחͰ͚Εٗढ़ΏชԿΝ߁Όͱ͏͚ࢡͺɼඬ̒
ʰ࣯߶͏گүΝΊΞ͵ͶʱͶͯ͵͗ΕΉͤ͢ɼΉͪɼऀҽͶͳͮͱͺɼೖຌఽ౹ชԿ
ఽটͶ߫͘ͲݛΖͳ͏͑ΏΕ͗͏ͳ͏͑қັͲɼ͞͞Ͳඬ̖ʰಉ͗͘͏
ࡃܨௗʱͶͯ͵͗ΖखΕૌΊͶ͵ͮͱ͏Ήͤɽ


３．今後の
̑ɿࠕޛ SDGs
6'*V への取り組みの展望
खΕૌΊఴ
͞Γ͑Ͷಋऀͺ༹ʓ͵ 6'*V ͶؖΚΖखΕૌΊΝࣰભ͢ͱ͏Ήͤ͗ɼ͞ΗΔͺॵ͖
Δ 6'*V Νқࣟ͢ͱखΕૌΉΗͪͲͺ͵͚ɼ݃ՎదͶ 6'*V Ͷͯ͵͗ͮͱ͏ΖखΕૌ
Ίͳ͵ͮͪͲͤɽ͖͢͢ɼໃқࣟ͑ͬͶͲ 6'*V Ͷ߫ͤݛΖखΕૌΊΝߨͮͱ͘
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͖ͪΔͨ͞ɼٮޒΏऀҽɼ෨Ϗʖφψʖ͖ΔγϛʖφΝಚΔΗɼಋऀಊ͗֨͗
ͮͱͪ͘ͳߡ͓ΔΗΉͤɽͨ͢ͱɼࠕޛրΌͱ 6'*V Ͷ߫ͤݛΖखૌΊͲ͍Ζ͞ͳΝқࣟ
͢ɼͪ͵खΕૌΊΝݗ౾ͪ͢Ε৶ΝکԿͪ͢ΕͤΖ͞ͳͲɼ͠ΔͶ༄ϓΡʖϩχͺ
ֆͶ֨͝ΔΗΖͳࢧΚΗΉͤɽ
ࠕͺಋऀ࿑ͺࠅ಼͗ৼͲͤ͗ɼ
ʰΑ͚Α͚ͺྒྷ࣯ڗΝٽΌͱɼքͶͤΕਐช
ԿΏٗढ़Νࢨ͢ͱյͮͪതΓ͑ͶɼֆͶೖຌ࿇ΕชԿΝఽ͓ͱ͏ͪ͘͏ʱͳ
ᖔऀௗͺқཋదͲͤɽ߶νϱϏέʀఁΩϫϨʖʰϓΡρεϣϕϫτϱʱͶଲͤΖֆద
͵݊߃қࣟ߶ΉΕ௧͏෫ͳ͵Εɼྭ͓ͻඬ̐ʰَհΝκϫͶʱɼඬ̏̒ʰք͖
͠ΝगΘ͑ʱ͵ʹͶͯ͵͗Ζ͞ΗΉͲखΕૌΊΝքͲࣰભͲ͘Ηͻɼྙڢྡྷͺ߁͗
ͮͱ͏͚Ͳ͢Β͑ɽ
ण͗͜ܩΗͱͪ͘ะ '1$ ΝحͶɼ6'*V Νڠ௪ͱ͢ͳޢݶքͲࣆۂఴ͢ͱ
͏͚ఴ͗͜ͱ͚Ζ͞ͳΝغଶ͢Ήͤɽ

̒ɿճऀ֕གྷ
４．会社概要
ʤ̏ʥ໌ۂةʁీൂחଆࣞהճऀ
ʤ̐ʥେනंʁᖔ ࢤࢢ
ʤ̑ʥຌऀॶࡑஏʁࡗැࡗࢤෳౣۢෳౣ 
ʤ̒ʥۂ೧݆ʁ ೧  ݆
ʤ̓ʥࣁຌۜʁ ඨຬԃ
ʤ̔ʥॊۂҽ਼ʁ ໌
ʤ̕ʥࣆ֕ۂགྷʁਭࢊՅଆۂ
ʤ̖ʥ85/ʁKWWSVZDGDKDFKLFRMS

ߑʙธ 
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事例

株式会社スピングルカンパニー

土に返る素材のスニーカーで循環型消費の在り方を発信

株式会社スピングルカンパ
ニーは、広島県府中市を拠
点としてレザースニーカー
の企画・製造・販売を手掛
けています。同市を含めた
備後地区は職人気質にあふ
れ る 地 域 で あ り、 そ こ で
1997年に創業した同社は、
究極の履き心地を追求した
末に、国内外で高い評価を
得 て い る ブ ラ ン ド
「 SPINGLE MOVE（スピン
グルムーヴ）」を世に送り
出しました。SDGs に関し
ては、廃棄後に土に返る素
材だけを使った「サスティ
ナブルなスニーカー」を販
売し、循環型消費社会に提
案する製品として位置付け
ています。
１．素材と製法へのこだわ
りで高いクオリティー
商品の特色は素材や製法へ
のこだわり。スニーカーで

SPINGLE MOVE（スピングルムーヴ）

はあまり使用しない多種多
様な革を使い、それぞれの革の持つ素材感を活かすことで、さまざまな表情の靴を生み出
すことに挑戦しています。同社のスニーカーは、足の甲部分のアッパー素材に牛やカンガ
ルーなどのレザーを、靴底のソールに天然ゴムをそれぞれ使用しています。上下別々の素
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材をしっかりと繋げるために
「バルカナイズ製法」を駆使。こ
れは、硫黄を加えたゴム底と靴
本体とを接着し、佂に入れて熱
と 圧 力 を か け る 製 法 で、1839
年にアメリカで発明されたス
ニ ー カ ー の 基 本 製 法 で す。
100℃以上の佂で１時間加熱し
た後、アッパーを巻き込んでそ
り上がる独特のデザインが誕生
します。見た目だけでなく、底
とアッパーの結合が強く、底が

天然ゴムの原材料からソール部分を抜き取り、残った天然ゴム
を再利用し再度ソールを抽出

剥がれにくい、型崩れしにくい、
歩きやすい、といった機能性も
兼ね備えています。
バルカナイズ製法は基本的に手
作業なので、想像以上に労力と
手間がかかります。そのため、
日本で現在ファッションスニー
カーとしてバルカナイズ製法を
行っている会社は、同社を含め
て数社のみと言われています。
同社は今後もこの製法を守り続
け、クオリティーの高さを世に

100℃以上の佂で１時間以上加熱した後に、形を安定させるた

伝え続けていく考えです。

めにスニーカーを引き出し、扇風機で冷ます

２．パリコレなどヨーロッパで
注目された高価格商品
また、より差別化を図るために
同社は、レザースニーカー本体
に上質な革を使用することにし
ました。当時は低価格シューズ
が続々と登場し、量販店の価格
競 争 は 激 化。 流 通 が 大 き く 変
わっていくなか、メーカーとし
て勝ち残っていくためには自社
製品のブランディングが不可欠

手作業によりアッパーと靴底をしっかりつなげ、ソールをはが
れにくくしている
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と判断し、試行錯誤の末、2002 年にスピングルムーヴのファーストモデル「 SPM-101 」
が誕生しました。
価格は 1 万 2800 円。無名ブランドのスニーカーにしては高価なうえ、巻き上げ底の独特
なデザインもあって、市場の評価は分かれました。その後、地道な営業活動の傍ら、ダブ
ルネーム（大手企業を中心とした販売力を持つ企業のブランド名称に、製造力に強みを持
つ中小企業のブランド名称を併記するコラボ）の OEM にも注力した結果、「コムデギャル
ソン」
「ヨウジヤマモト」などの有名ブランドから引き合いが次第に舞い込むようになりま
した。そして技術力や品質の高さが海外で注目され、2004 年にはパリコレクションやミ
ラノコレクションにも登場。ヨーロッパで認められたことで、国内でも取り扱われるよう
になったのです。
３．SDGs への取り組みは難しい特別なことではない
このパリコレなどへの出品は、同社が SDGs に取り組む転機ともなりました。パリコレを
機にヨーロッパ各地に販路を広げていくなかで、行く先々で SDGs への取り組み状況や皮
革の調達方法と動物愛護との関連について聞かれることが多くなったそうです。日本では
業界としての取り組みがまだ進んでいなかったのに対し、SDGs はすでに世界的な時流で
あると悟ったのです。
その後、同社は、自社の業務（製品企画・仕入・製造・販売・修理）をひとつひとつ洗い
出して整理することで、何が問題であり、何を優先して取り組むべきかを明確にしていき
ました。その過程で気づいたことは、「 SDGs への取り組みは何か難しい特別なことをや
るのではない」
（代表取締役社長・内田貴久氏）ということでした。同社は元々、廃棄がな
い天然ゴムを原材料として利用していましたが、これは SDGs を意図して行ったわけでは
ありません。当初は、SDGs のために何をどうすればいいのか、暗中模索の状態でしたが、
これまでの企業活動の中に、すでに SDGs の趣旨に沿うことを見いだせたのです。
そうしたなかで誕生したのが「サスティナブルなスニーカー」です。皮革や天然ゴムなど
の天然素材を使用しているだけではなく、
革の調達やなめし方法にまでこだわっています。
アッパーには、獣害として駆除せざるを得なくなったエゾシカの皮を使用して植物由来の
なめしで革にして染色し、ソールを接合する部材は牛のベロア革で、有害物質を出さない
なめしとしています。さらに、ライニング（裏材）とインソールは通気性の良い豚革、靴
ひもは牛革、ソールは天然ゴムを 100％使用しています。このように、廃棄後にはすべて
土に返る素材だけを使ったレザースニーカーとなっているのです。循環型消費社会に提案
する製品として位置付けられており、内田氏は「メーカーとして良いものづくりを提案す
るにとどまらず、循環型消費の在り方を発信し、消費者との対話を試みたい」と話してい
ます。
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４．プロジェクトチームなどグループ 3 社での取り組みも
SDGs への取り組みは、現状では一部の従業員で行っているにすぎませんが、将来的には
親会社である株式会社ニチマンを含めたグループ 3 社全体で取り込むべき課題だと内田氏
は考えています。その際のポイントは、SDGs に関する共通認識と意義を従業員全員に理
解させること。たとえば、社内報で「スニーカーの修理は、モノを大切に長く使用するこ
とに繋がるので SDGs の趣旨に合致すること」と伝えたうえで、修理による顧客の喜びの
声を掲載して従業員の認識を高めていくなどです。このほか、社内研修会で従業員に
SDGs 関係の動画を見てもらうことを予定しています。
今後は、SDGs の全体概念と自社との関係・位置付けを明確にして分かりやすく伝えると
ともに、これまでやってきたこと、今やっていることを整理し、これまでの成果を取りま
とめたうえで、これから優先して取り組むべきテーマを定めることとしています。また、
グループ 3 社でプロジェクトチームを作って年 1 回、発表会を行うことを予定しています。
時間を要しますが、地道な取り組みを進めていく考えです。

株式会社スピングルカンパニー

代表取締役社長

内田

貴久

氏

５．会社概要
（１） 企業名：株式会社スピングルカンパニー
（２） 代表者：内田

貴久

（３） 創業年月：1997 年 4 月
（４） 資本金：20 百万円
（５） 従業員数：90 名
（６） 事業概要：レザースニーカーの企画・製造・販売
（７） 所在地：広島県府中市府中町 74-1
（８） URL：https://www.spingle.jp/
構成／下縄

隆
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事例

有限会社うずしお食品

わかめで日本の未来を切り拓く

徳島県の北東部、鳴門市を拠点とする、うずしお食品は、世界最大級の渦潮がある鳴門海
峡で育った「鳴門わかめ」の加工販売会社です。鳴門わかめは、全国 3 位の生産量を誇る
徳島県ブランドで、元来より地元民に愛されてきました。同社は、江戸時代より続く鳴門
わかめの伝統を守り、わかめ業界全体のため、果敢に SDGs の取り組みを行っています。

鳴門わかめ

１．歴史ある鳴門わかめの可能性を追求
同社は、1977 年の創業以降、歴史ある鳴門わかめの加工にこだわり、湯通し塩蔵わかめ
や生わかめなど多彩な商品を生み出してきました。地元・鳴門市が 2014 年度に始めた「徳
島県鳴門わかめ認証制度」では、第 1 号認定事業者となり、安心・安全なわかめを通して、
徳島県の水産業界を牽引しています。とくに、冷凍わかめは、地球温暖化による生産量の
減少が進むなか、わかめ市場の維持や安定した歩留まりを上げる秘策として 10 年以上も
前から開発を進めてきたもの。昨年ようやく商品化にこぎつけた冷凍わかめは、市場全体
を活性化させるものとして、各メディアからも注目されています。
このように同社がわかめの可能性を追い求めてきた背景には、取締役社長である後藤弘樹
氏の「もったいない」という想いがあります。後藤氏は「日本の現状を変える必要がある。
自給率が低く、ほとんど輸入品に頼っている今の状態では、この先 10 年はもたないだろう。
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スーパー、コンビニで手軽に
食料を買うことができるがゆ
えに、この危機感に日本人は
気づいていない」と指摘しま
す。すでにアメリカでは、30
年以上も前から資源ごみの分
別やリサイクルを行ってきて
いるのに対し、日本はいまだ
にごみの削減や埋め立てなど
解決すべき問題を数多く抱え
ているのが実状です。
こうした「フードロスをなく
したい」という後藤氏の想い
は、2021 年 10 月 に 発 売 を 開
始した「鳴門わかめのからだ
にやさしい塩」によって形と
して実現しました。わかめを
商品化する際に廃棄されてし
まうわかめの根っこの部分を
パウダー状に加工すること
で、環境にも健康にもやさし
い新商品を開発したもので、
いわば後藤氏の想いが日本全
国の食卓に届けられているの
です。
収穫・加工の様子

有限会社うずしお食品

代表取締役社長

後藤弘樹氏
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さらに後藤氏は「鳴門市や徳島県だけでは限界がある。四国が一丸となって日本を支えた
い」との想いを発信。すると四国全体で共感を呼び、四国を盛り上げたいとする顔ぶれが
集結しました。香川県高松市の製麺所は粉末加工した鳴門わかめを練りこんだ「わかめ細
うどん」を製造し、高知県高知市のベーカリーショップでは鳴門わかめを生地に使用した
パンを考案、愛媛県宇和島市の練り物屋では鳴門わかめとじゃこ天をコラボした商品を販
売しています。この「チーム四国」の動きは海を越え、今では、広島県内の洋菓子店のプ
リンとのコラボや岐阜県内の和菓子屋のあられとのコラボに向けて進み出しています。さ
らに、わかめの生産量トップを誇る三陸地域へも同社のスタイルを展開していくことを視
野に入れています。
２．「陸から海へ、海から陸へ」の循環を構築
SDGsが叫ばれるようになる30年以上前から日本の将来を見据え、画期的な新商品の開発、
環境に配慮した取り組みに着手してきた後藤氏が次に構想するのが、畜産や農業、林業、
漁業が一体となった取り組みです。それは、陸から海へ、海から陸への循環を構築するこ
と。後藤氏は「人間が廃棄してしまう、もったいない部分を動物に活用できるのではない
か。海に直接栄養を与えることも大切だが、畜産や農業、林業を通して、栄養のある水を
海に流してもらうことが大切」と訴えます。
同社は、徳島県内の養豚場の協力のもと、廃棄されてしまうわかめを家畜の飼料として活
用するプロジェクトを開始しました。生わかめの端材を粉砕機で粉々にしたものを配合し
て作った「特別な飼料」を家畜に与えることで、従来与えていた飼料より効果があるなど
の検証を進めています。検証の結果によっては、家畜に与える影響だけでなく肥料への活
用など、中長期的な取り組みにつながる可能性もあり、様々な分野での活用が期待される
と思います。
後藤氏は、「世界に先駆けて日本発信型をつくっていきたい。日本には無駄にしているも
のがまだまだいっぱいある」と指摘します。海外では侵略的外来種ワースト 100 に選出さ
れているわかめですが、今後の食糧難に向けて、わかめが食糧危機を救う資源として活用
されることを望んでいます。
実際、国連食糧農業機関（ FAO ）の研究では、今後の食糧危機を救う手立てとして海藻食
が挙げられています。加えて、光合成で CO2 を吸収する海藻類を含めた海洋生態系が地
球温暖化の緩和に大きな役割を果たせる、ということを明らかにしています。世界中で海
藻を捕食するようになれば、海藻類であるわかめや昆布の養殖が進み、食糧危機から脱却
するだけでなく、CO2 の吸収を 19％も向上するというのです。
「未来食」としてわかめが
持つ可能性は今後さらに広がっていくことでしょう。
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３．本当の意味での持続可能性を進めたい
わかめ業界を盛り上げていくうえで避けて
通ることはできない問題は、水産業界全体
が直面している後継者不足です。後藤氏も
「江戸時代より続く鳴門わかめの伝統を守
るべく、後継者を育てていきたい」との強
い想いを抱いています。その一方で、後継
者がいれば持続可能性を達成できる、とは
考えていません。
「後継者の数ではなく、
後継者の質が必要である。後継ぎがいても
魚が取れない、植物が育たない土壌では引
き継いでも意味はない」と後藤氏は訴えま
す。
「資源がない国だからこそ、本当の意味で
の持続可能性を進めていきたい」
（後藤氏）
として、時代のはるか先を行く同社の取り
組みに時代が少しずつ追いついてきていま
す。同社は今後も果敢に SDGs に取り組む
姿勢です。
従業員の皆様と

４．会社概要
（１） 企業名：有限会社うずしお食品
（２） 代表者：後藤

弘樹

（３） 創業年月：1977 年
（４） 資本金：18 百万円
（５） 従業員数：20 名
（６） 事業概要：わかめの加工販売
（７） 所在地：徳島県鳴門市里浦町里浦字花面 350-32
（８） URL： https://uzushioshokuhin.co.jp/
構成／河野

広夢
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事例

株式会社丸信

「三方良し」の精神で取引先、
そして社会全体の課題解決に取り組む
福岡県久留米市に本社工場
を 置 く 株 式 会 社 丸 信 は、
シールやラベル、紙器など
の印刷加工、包装資材の製
造・販売に加え、販売プロ
モーションまでを提供する
総合パッケージングカンパ
ニーです。昨今、環境問題
と深い関わりのある包装資
材メーカーとして 2020 年
1 月に SDGs 宣言を行い、
積極的に SDGs への取り組
みを実施するとともに、取

SDGs への取り組みを進める株式会社丸信代表取締役の平木洋二氏

引先などへの啓蒙活動にも
取り組んでいます。
１．パッケージメーカーの枠を超え、取引先の業績向上に貢献する「お役立ち活動」
同社の企業理念のひとつは「三方良し」の精神。三方（同社、取引先、社会）の役に立つ経
営を目指そうというもので、この精神に基づき、取引先に対し、製品の包装資材だけでな
く、販売プロモーションまでワンストップで提供し、取引先の業績向上にも貢献していま
す。パッケージメーカーの枠を超えた、こうした取り組みは、とくに食品メーカーが多い
取引先の課題や問題を解決しようという数々の「お役立ち活動」事業として広がっていま
す。
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たとえば、食品 OEM メー
カーと商品開発したい企業
とをつなぐプラットフォー
ム と し て 2021 年 2 月 に 開
設した「食品開発 OEM.jp 」
では、企業間のマッチング
機 会 を 提 供 す る ほ か、 商
品・サービス情報など食品
OEM に関わるさまざまな
情報を発信しています。ま
た、取引先の商品である九
州各地の絶品グルメを広く
アピールしようと、通販サ

同社が作成し、取引先への普及・啓蒙に活用しているSDGsガイドブック

イ ト「 九 州 お 取 り 寄 せ 本
舗」を楽天市場内と自店舗運営で相次いでオープンし、取引先の販路拡大をバックアップ
しています。このほか、
専門スタッフ・有資格者によるHACCP取得支援や食品衛生パトロー
ルの実施、食品分析サービスなど幅広い分野で取引先の課題解決に向けたサービスメ
ニューを提供しています。
SDGs についても「自社だけで取り組み、自社内だけで広げていく活動ではない」
（代表取
締役・平木洋二氏）として、取引先にも理解を深めてもらい、一緒になって取り組みを進
めていきたいと考えています。その一環として、独自に SDGs の考え方、取り組み方をガ
イドブックやパンフレットにまとめて取引先に配布。環境に配慮した包材がメーカーに求
められるなか、SDGs への取り組みなどを理解してもらうことで、包材の環境配慮不足を
理由に取引を縮小されることがないよう啓蒙活動に力を入れています。
２．身近にある貧困問題から病児保育付き保育所を設置
同社は、2020 年 1 月に SDGs 宣言を行うとともに、SDGs 特設ページを開設しました。そ
こでは 17 のゴール・169 のターゲットの中から同社の事業領域における課題を抽出し、
（1）
働きがいのある職場環境をめざす（ 2 ）地球環境に配慮した運営をめざす（ 3 ）多様な人材
の雇用と育成をめざす（ 4 ）会社の持続的な成長をめざす（ 5 ）飢餓や貧困ゼロをめざす―
との 5 つの目標を掲げています。
このうち職場環境については、宣言より前の 2018 年 11 月に企業主導型保育事業として丸
信インターナショナル保育園を開設しました。その名のとおり英語教育に力を入れていま
すが、もうひとつの特徴が病児保育です。同園の開設は、平木氏が久留米市内の NPO 法
人からシングルマザーの貧困問題について話を聞いたことがきっかけでした。
独り親世帯の場合、子供が病気になったときには預け先がなく欠勤を余儀なくされます。
そして急な欠勤が避けられないとなると、親は非正規雇用を選択せざるを得ず、結果とし
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て十分な収入が得られません。こうした貧困問題が地元にも存在しており、さらには同社
にも病気で休んでいる子供の様子を見るため昼休みにいったん帰宅するシングルマザーの
従業員がいることを知りました。まさに身近な問題だと認識した平木氏は、「女性が安心
して社会で活躍できるように」との思いで、病児保育付きの保育園を設立するに至ったの
です。
同園では、従業員の子供だけでなく、地域の他の子供も受け入れています。さらに病児保
育については、日ごろ通っている園児以外でも利用できます。病児保育は費用面でも運営
面でも負担が大きいのですが、シングルマザーの問題を自社だけでなく地域全体の問題と
して捉え、独り親世帯でもできる限り収入を落とすことなく働き続けられるような環境の
整備に力を入れています。

丸信インターナショナル保育園の病児保育室。保育園とは入口から分かれており、感染などが広がらない
よう徹底されている

３．LED 化・ハイブリッド化などでカーボンゼロをいち早く達成
地球環境への配慮では、とくに CO₂ 削減に力を入れています。電力消費の大きかった印刷
乾燥用の UV ランプを LED 化したり、社有車をハイブリッド化したりなど、消費電力の削
減に取り組んできました。2017 年 7 月からは本社事業所で使用する電力を再生可能エネ
ルギーに切り替えていき、当初の予定より早い 2021 年 8 月に、本社事業所から排出され
る CO₂ 排出量が実質ゼロとなるカーボンゼロを達成しました。これに伴い「CO₂ ゼロ印刷」
という独自マークを策定し、本社事業所内にある印刷工場で製造した製品に表示すること
が可能になりました。環境に優しい工場で製造した商品であることを示すもので、同社は
もちろん、同社のパッケージなどを使用する取引先も環境に配慮した企業であることを広
く PR することができます。
また、本社工場が FSC 認証工場となり、認証紙の使用を推奨しています。FSC 認証制度は、
適正に管理された森林から産出した木材などに認証マークを付けることで持続可能な森林
の利用と保護を図ろうとする制度です。環境へ配慮した包材は現在、注目度が高いことか
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ら、同社の製品については既存の取引先以外からも問い合わせが増えています。製品だけ
でなく、本社工場内で発行する伝票、見積書、請求書などの書類も認証紙に切り替えてい
るほか、取引先にも推薦しています。
CO₂ 削減や森林資源の保護など環境への配慮は、自社だけでなく、製紙メーカーも含めた
サプライチェーン全体で取り組むべき事柄だと考え、積極的な取り組みを実践しています。

カーボンゼロを達成したシール工場内の LED を活用した印刷乾燥の様子

４．SDGs は身近な業務の棚卸しから
平木氏は「自社で SDGs への取り組みを考えるにあたっては、まず自社で普段実施してい
る業務の棚卸しをすることがポイント」だと語っています。新しい取り組みだけではなく、
身近な取り組みとして業務の中で実施していることをあらためて見つめ直し、たとえば保
育園設立のように結果として SDGs に合致するものであれば、
「宣言」としてまとめて PR
しています。同社は、持続可能な世界の実現に向け、SDGs への取り組みを今後もさらに
広げていく考えです。
５．会社概要
（１） 企業名：株式会社丸信
（２） 代表者：平木

洋二

（３） 創業年月：1968 年 6 月
（４） 資本金：45 百万円
（５） 従業員数：450 名
（６） 事業概要：包装資材の販売、シール印刷・加工、パッケージ印刷加工
（７） 所在地：福岡県久留米市山川市ノ上町 7-20
（８） URL：https://www.maru-sin.co.jp/index.html
構成／日比野

友美
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事例

沖縄ツーリスト株式会社

観光で平和な社会を

沖縄県那覇市の国際通り入口近くに本社ビルを構える旅行代理店、沖縄ツーリストは
1958年の創業です。沖縄県内で老舗の旅行会社として沖縄の本土復帰前から営業を始め、
沖縄県の観光産業を支えてきました。同社は SDGs を意識して取り組んできたわけではあ
りません。組織として行ってきた取り組みそのものが「 SDGs を体現」しているのです。
そして、SDGs という言葉が浸透してきた今、県内外に SDGs を周知する活動を行ってい
ます。

創業メンバー

１．沖縄観光のリーディングカンパニー
同社は沖縄県内に 10 店舗、本土２店舗、海外 1 店舗、レンタカー部門は県内 7 店舗を構え、
沖縄から県外・海外へ、県外・海外から沖縄への旅行者に、安全で快適な旅を提供してい
ます。1972 年の本土復帰まで本土からの慰霊団受入れを手掛け、沖縄観光の黎明期を官・
民・業界と手を携えて作りあげてきました。復帰後は海外ツアーを積極的に展開し、沖縄
県の主要産業である観光産業のリーディングカンパニーの役割を担っています。
新型コロナウイルスの感染拡大で、沖縄県の観光産業は大きなダメージを受けました。同
社も例外ではありませんでしたが、社員は「地域に貢献することが最も大事」という共通
認識で苦難を乗り越えてきました。
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２．企業理念記した「心カード」
そのシンボルが常時持ち歩くよう社
員に促している「心カード」です。
三つ折りの名刺サイズで、社是や社
訓、行動指針、観光が取り組むべき
使命が記されています。その根っこ
にある考え方は「交流により相互理
解を深め、平和の世界を築きます」
「地域の自然や伝統文化を大切にし
ます」
「地域の経済発展に貢献しま
す」という 3 本柱で、SDGs が注目
される前から同社内に浸透していま
した。

SDGs の取り組みを語る東良和 ( ひがし・よしかず ) 会長

2004 年から代表取締役を務める東
良和会長は「観光は平和じゃないと成り立たない受け身の平和産業として取り扱われるこ
とが多いが、観光を通して平和な社会を築くことが、観光としての使命だ」と話します。
他の産業はともすれば貧困格差が起きやすいですが、観光業界は、
「明日から働く」ことが
可能で、雇用を作れる産業です。「雇用の受け皿として大きな役割を果たすことが平和を
築き、維持し、貧困の撲滅に繋がる」と考えているのです。
「観光産業でお客様の QOL（人生の質）を上げるだけでなく、地域に根差した育成により
受け入れる側の QOL（生活の質）も向上させる」という考え方は SDGs に繋がります。「心
カード」の理念は、東会長が編集委員を務めた沖縄県の小学校の観光学習教材とも呼応し
ています。

同社の根っこの考え方を示す「心カード」
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３．SDGs を旅行商品に
「誰ひとり取り残さない社会の実現」という同社の基本理念は、商品企画にも反映されて
います。県内の SDGs リーダーたちを訪ねて交流するバスツアーシリーズもそのひとつで
す。使用するバスは走行時の CO2 排出量がゼロの EV バス、ペットボトルの持ち込みは禁
止でマイ水筒を持参、昼食はビュッフェ形式を止めて 1 人１膳としフードロスの軽減にも
努めました。ツアー参加者はおのずと SDGs を意識するしかけで、取引先事業者と一緒に
沖縄県民に「 SDGs は難しく考えるものじゃない」とメッセージを発信しました。
ツアー内容にSDGsの要素を取り入れることで「楽しくない」旅行になってはいけません。
商品設計の難しさはあるものの、観光を楽しみながら自然に SDGs を感じる中身にするこ
とで、オンシーズンもオフシーズンも、季節に関係なく売れる商品にしていく方針です。
地元経済界への SDGs 普及活動にも熱心です。東会長が副代表幹事を務める沖縄経済同友
会では、同社の執行役員 SDGs 特命部長である栩野浩氏が SDGs 委員会の委員長を務めて
いて、地元への広がりも同社が担っています。同友会が考案した「首里城販売 ＆ SDGs 応
援バッジ」を委託販売し、沖縄経済同友会の会員企業社員をはじめ観光産業に従事する人
たちに着用を進めています。売り上げの 25％を 2019 年 10 月に焼失した首里城復興や、
子どもの貧困対策など沖縄県が進めている SDGs 活動に寄付するためです。

同社が委託販売する首里城復興バッジは SDGs17 色でデザインされている

４．競争から共創へ
同社の制服は沖縄の正装「かりゆしウエア」です。男性が青色、女性は赤色のシャツで、
沖縄県民なら一度は見たことがあるはずです。ツアーガイドは女性が担うことが多く、ツ
アーの誘導役として赤色がとても目立つために導入されたのですが、同社は今、制服の色
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の統一を検討しています。ジェンダーレスに対する取り組みを全社員で考えることの一環
で、制服のイメージが浸透している同社が男女別だった色を統一すれば、ジェンダーレス
を県民に対し広く周知できると考えています。
ほかにも 2030 年までに所有するレンタカーを全て電気自動車に変えることなど、SDGs
に対する同社の取り組みは様々です。ですが、SDGs をアピールすることで同社だけが勝
ち組になる気はさらさらありません。同社は沖縄観光のオフシーズンをどう盛り上げる
か、
「お客様」
「事業者」
「地域」
「環境」の４者が栄える地域主導型観光を進めるにはどうす
ればいいのかを常に考えています。キーワードは「地域のみんなで盛り上げ、みんなで楽
しく」、つまり「競争から共創へ」の実践です。東会長は最後に「県民、県内事業者はパー
トナー。地域とともに発展することが SDGs 」と強調しました。

東良和会長（右）と栩野浩執行役員 SDGs 特命部長

５．会社概要
（１） 企業名：沖縄ツーリスト株式会社
（２） 代表者：沖山

真樹

（３） 創業年月：1958 年 10 月
（４） 資本金：1 億 5510 万円
（５） 従業員数：332 名 (2021 年 10 月 1 日現在 )
（６） 事業概要：旅行事業、OTA 事業、レンタカー事業、保険販売事業
（７） 所在地：沖縄県那覇市松尾 1 丁目 2 番 3 号
（８） URL：otspremium.com
構成／城間

康平
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Q&A

Q1．SDGs の 17 目標、169 ターゲットとはどういうものですか？
A1．たとえば、目標 12 は「つくる責任

使う責任」です。廃棄物の発生防止、削減、再生

利用及び再利用により、
廃棄物の発生を大幅に削減することがうたわれています。また、
目標 8 は「働きがいも

経済成長も」です。働きがいのある人間らしい仕事の提供をし

つつ、多様化、技術向上、イノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する
ことがうたわれています。（※具体的な事例として本書第 7 章「中小企業の SDGs 経営の
事例をお読みください。
）
また、本書では、SDGs の解説本等で当たり前のように載っている「 SDGs の 17 目標、
169 ターゲット」の説明は紙面の都合上掲載しておりません。ネット上でもたくさん掲
載されていますのでそれらをご覧ください。正式な詳しい解説をお読みになりたい方は
外務省ホームページに掲載の情報をお読みください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ﬁles/000101402.pdf
Q2．SDGs のピンバッチやロゴを使うには許可が必要ですか？
A2．ロゴの使用規定については、国際連合広報センターのホームページに、ロゴ使用の
ためのガイドラインがまとめられています。例えば、色を変えない、形や縮尺を変えな
いなどのルールを守る必要があります。ホームページや名刺にロゴを掲載することも可
能ですが、価格の入ったパンフレットには掲載することができないというルールもあり
ます。使用したい場合には、このガイドラインに則り進めていくことが必要です（簡単
にまとめて無料でネット上に公開している民間会社もあります。）。
出典：国際連合広報センター「ロゴ使用のためのガイドライン」
https://www.unic.or.jp/ﬁles/SDG̲Guidelines̲AUG̲2019̲Final̲ja.pdf
Q3．SDGs はなぜできたのですか？
A3．SDGs は、MDGs（ミレニアム開発目標）の後にできた 15 年目標です。MDGs では、
開発途上国における、貧困や飢餓、安全衛生などを課題として設定しました。それを受
けて、次の 15 年では、気候変動など全世界的な課題を 17 選定し、先進国も含めた全世
界的にとりくむことを目指しました。2030 年までにこれらの課題に終止符を打つため
に民間企業が参画しイノベーションを起こすことが期待されています。詳しくは第 9 章
「参考〜 SDGs の歴史等〜」をご覧ください。
Q4．大企業だけでなく、中小企業も SDGs に取り組む必要があるというのは本当ですか？
A4．投資家は企業を見る際に、どれだけ利益をあげているかではなく、どのように利益
をあげているか（環境への配慮、人権への配慮等）を重視するようになっているため、
大企業は先んじて SDGs に取り組み、また取り組みを発信することによって、投資家と
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企業価値を共有して、ESG 投資を引き出しています。
中小企業は、投資とは関係ない場合も多いかも知れませんが、取引先、一般消費者、従
業員、等様々な場面で SDGs を物差しとして、企業価値を判断される社会に確実になり
つつあります。
Q5．SDGs に取り組むメリットはなんですか？
A5．本書第 2 章（ SDGs への取り組みは「経営にプラスになるもの」）に取り組むメリット
は詳しく書いていますが、第 3 章（経営の面から SDGs を意識した方が良い 4 つの視点）
には、取り組まないことによるリスク（取引先からの発注がなくなる、消費者からのバッ
シング、若い世代の人材確保が難しくなる等）も書いてあります。
SDGs は将来あるべき世界の姿を提示しているものなので、それに向かって考えれば、
新たなアイデアを生み出すきっかけとなります。つまり、今ある自分達の技術・サービ
スをより発展させることにつながります。
Q6．逆に SDGs に取り組むことのデメリットはないのでしょうか？
A6．取り組むことのメリットは色々あげられますが、デメリットは基本ないと言えます。
強いて言えば、
「 SDGs に取り組んでいる」と派手に宣伝していることが実際には取り組
まれていないとか、また、環境に優しいのが売りの商品が実は劣悪な労働条件下で生産
されているものであった、SDGs 宣言をした大手企業の下請けが児童労働をさせていた
等、実態が伴っていないのに取り組んでいると宣伝していると、世間の批判を受けたり
することになると思います。これは「 SDGs ウォッシュ」と呼ばれています。
Q7．できそうな目標を設定するだけでも良いのですか？目標は数値で示さなければなら
ないのですか？
A7．目標は、数値（定量的なもの）で示せるとわかりやすいです。いずれにしても、SDGs
経営の実践は「こうでなくてはならない」という手法があるわけではありません。まず
は、取り組みやすい部分から実施するのが良いでしょう。より関連性の高いものや、重
要性の高いものなどを選定することから始めましょう。
Q8．設定した目標を達成できない場合、ペナルティが発生するのですか？
A8．設定した目標に到達しなくても、ペナルティ・罰則のようなものはありません。積
極的に、2030 年の理想のあり方を掲げるのが望ましいです。ただし、理想を掲げるの
みで、なんら実行している状況が見えないと、パフォーマンスとして掲げただけと受け
止められ、「 SDGs ウォッシュ」と顧客、取引先、金融機関などから批判的に受け止めら
れる可能性があります。
Q9．SDGs の取り組みをホームページで掲載する、SDGs ピンバッジを着けて取組企業で
あることを示すなど以外に取り組みを公表する方法等はありますか？
A9．各地域や団体で様々な取り組みを行っております。例えば、近畿経済産業局で「関西
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SDGs プラットフォーム」という SDGs に取り組む企業が取り組みを発表したり、SDGs
に関する様々な情報を収集したりなどできる枠組みを作っていますので、そこに登録し
て、SDGs の取り組み内容を発表したり、分科会に入ってネットワークを構築したり、
取り組みを深化させることができます。是非登録をご検討ください。
https://kansai-sdgs-platform.jp/
また、SDGs への取り組みに自信を深めた時には、SDGs アワードへの応募に挑戦して
みるのも良いと思います。
Q10．SDGs に取り組むためにも、経営改善や人材育成を行いたいのですがどうしたらよ
いでしょうか？
A10．中小機構にご相談ください。SDGs の視点に立って、経営改善や販路開拓、人材育
成等のお手伝いをさせていただきます。SDGs に関する対面、電話、オンラインによる
経営相談窓口を設置しておりますので、ご利用をご検討ください。
https://www.smrj.go.jp/org/policy/sdgs/index.html#consulting
Q11．SDGs に取り組むことにしたのですが、周囲の理解が得られません。周囲の人を巻
き込むにはどうしたらよいですか？
A11．周囲の理解が得られないケースは、SDGs そのものを理解していないか、SDGs の
有効性を理解していないといった場合等によく見られます。まずは、相手の状況や立場
に立った上で、SDGs に取り組んだ方が良いと感じてもらえるコミュニケーションに努
めることが重要だと思われます。経営上の利点、営業上の利点などを数値で示したり、
事例で示したりしながら有効性についての理解を得られるように努めましょう。
Q12.「人材の定着」でも SDGs は効果がありますか？
A12．SDGs に取り組んでいる企業は、職場環境の改善にも力を入れる傾向にあり、例えば、
若手社員による新入社員へのメンター・指導員制度を導入し、コミュニケーション不足
の解消、若手社員の指導能力養成、新入社員への技能伝承（早期戦力化）などを達成し、
SDG8「働きがいも

経済成長も」への貢献の取り組みを行い、離職率を改善することに

結びつけている企業もあります。
※参考：公益財団法人日本生産性本部「若者が定着する職場づくり取組事例集」
https://www.mhlw.go.jp/ﬁle/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/jireisyuu29̲1.pdf
Q13．その他 SDGs に取り組む企業への支援策はありますか？
A13．JICA などで開発途上国の課題解決に対する調査、実証への補助や、自治体の中で認
証制度や補助金など SDGs に取り組む企業への支援策は出てきております。SDGs がカ
バーする分野は幅広いので、各企業が目指す課題解決において、それぞれ使える制度等
がある場合もあるので、各管轄の行政機関や支援機関にご相談ください。また、民間で
も SDGs へ貢献する新事業を構想し、人材を育成するための事業を行っている「事業構
想大学院大学」のような機関も存在しています。
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②日本におけるこれまでの取り組み
日本では、政府や経済団体が SDGs の認知や取り組みを牽引してきました。
特に政府は、SDGs 推進本部を設置し、ジャパン SDGs アワードを開催したり、SDGs の
取り組みを促しています。ジャパン SDGs アワードは、SDGs 達成に資する優れた取り組
みを行っている企業・団体等を SDGs 推進本部として表彰するもので、選考は NGO・
NPO、有識者、民間セクター、国際機関等の広範な関係者が集まる SDGs 推進円卓会議
構成員から成る選考委員会の意見を踏まえて決定されています。大手企業のみならず、中
小企業や非営利組織、教育機関や商店会なども受賞しているため、それぞれの立場での目
立った活動かどうか、それが他の組織や地域にも実行可能なものであるかどうか、が問わ
れるものです。
また、日本経済団体連合会（経団連）では、2017 年に企業行動憲章 ( ＊ ) を改定し、SDGs
の達成を柱に据えるとしています。
「 SDGs の達成に向けて民間セクターの創造性とイノ
ベーションの発揮が求められる」と記され、企業における社会的責任（ CSR ）活動の延長
線とは一線を画し、SDGs は企業の収益の中から行うべき責任行動ではなく、その中に商
機があるとして、「創造性」と「イノベーション」の発揮を求めている点は SDGs の特徴
をよく表しています。
＊企業行動憲章（日本経済団体連合会）https://www.keidanren.or.jp/policy/cgcb/tebiki7.pdf

さらに、政府は 2020 年 10 月、「 2050 年カーボンニュートラル」に伴うグリーン成長戦
略を打ち出しました。脱炭素化社会を構築するための技術開発を促すため、政府は 20 年
間で 2 兆円の基金を設立し、民間企業の開発・設備投資を誘引するもので、そういう取り
組みには世界中から資金も集まりやすいという現在の世の中の流れを踏まえた施策です。
この政策は SDGs への貢献そのものですが、認知すべき大事なことは、「 SDGs への取り
組み」に世界の投資は集まるようになってきていて、「 SDGs への貢献」がお金を生む社
会になってきているということです。中小企業の皆様も「 SDGs への対応」は企業の成長
の制約ではなく、逆に大きな成長につながるものだという発想の転換が今、求められてい
ると認識することです。
③各地域におけるこれまでの取り組み
全国各地域で様々な取り組みが行われています。例えば地方創生 SDGs 官民連携プラット
フォームにて全国各地域の様々な事例が公開されております。
http://www.future-city.go.jp/platform/case/
その他にも関西地域では、SDGs の達成に向けて、関西の民間企業、市民社会・NPO・
NGO、大学・研究機関、自治体・政府機関といった、多様なアクターが参加する「関西
SDGs プラットフォーム」という枠組みが設立されていて、2021 年 12 月時点で 1300 を
超える団体が会員となっています。また、2025 年には、大阪・関西万博を控えていますが、
「いのち輝く未来社会のデザイン」をコンセプトに準備が進められており、通称「 SDGs 万
博」とも言われています。
「 TEAM EXPO 2025 」プログラムが開始しており、共創パート
ナーや共創チャレンジの募集が開始されています。このように、近畿・関西地域は SDGs
の取り組みに熱心で、活動しやすい環境であると言えます。 TEAM EXPO 2025（公益社
団法人 2025 年日本国際博覧会協会）
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https://www.smrj.go.jp/regional̲hq/kinki/news/
2020/favgos000001dlat-att/a1616374711852.pdf

経営相 談チャットサービス

SDGsに関する対面、電話、
オンラインによる
経営相談窓口（E-SODAN）
を設置しています。
https://bizsapo.smrj.go.jp/

セミナーや研修、
ビジネスマッチングの最新情報は
中小機構ホームページにて更新・掲載しています。
https://www.smrj.go.jp/org/
policy/sdgs/index.html

⑥ カーボンニュートラルに関する相談
カーボンニュートラルや脱炭素化に取り組む中小企業・小規模事業者に、
豊富な経験と実績をもつ専門家がアドバイスを実施します。
無料で何度でもお答えします。
また、省エネルギー対策の
情報提供や環境経営に関するアドバイスも行います。

https://www.smrj.go.jp/sme/consulting/
sdgs/favgos000001to2v.html
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