株 式 会 社日本 総 合 研 究 所
スペシャリスト

渡辺珠子氏に聞く
２０１５ 年 にＳＤＧｓが 採
択 さ れ て か ら ６ 年 。国 連 は

年 」と銘 打 ち 、

２０２０ 年 から２０３０ 年 ま
でを「 行 動の

る。ＳＤＧｓに具 体 的に取り組

う 加 速 させること を 求 めてい

る具 体 的 な 取り組みをいっそ

企 業 に 対 してＳＤＧｓに 関 す

10

京都総合経済研究所
取締役調査部長

楢舘 孝寿

大企業だけでなく、中小企業でも ＳＤＧｓ

当社の調査でも上場企業８００社のうち、

％）でした。これは２０１８年の

ですが、発展途上国支援を指すような印象を持

ジネスの観点で読み替えると、ここでの「開発」

足させるような開発」と定義されています。ビ

代の欲求を満たしつつ、現代の世代の欲求も満

可能な開発」については、国連では「将来の世

内 容 を ㈱ 日 本 総 合 研 究 所ス

うかがった。

つ方も少なからずおられると思います。「持続

ＳＤＧｓの日本語訳は「持続可能な開発目標」

にも広く浸透していることがわかります。

２３７社と比較するとほぼ２倍です。日本企業

７７社（約

ージ等に掲げる企業は２０２０年５月時点で４

何らかの形でＳＤＧｓへの貢献を自社ホームペ

渡辺

な」とは具体的にどういうことでしょうか。

能な開発目標」と訳されていますが「持続可能

きたいと思います。まずＳＤＧｓとは「持続可

こでＳＤＧｓの概要を今いちどおさらいしてお

組みを開始する企業も多いと思いますので、こ

に取り組む企業が増えています。これから取り

楢舘

あらためて「持続可能な開発目標」
（ＳＤＧｓ）とは何か

Interviewer

ペシャリストの渡 辺 珠 子 氏 に

むために、ＳＤＧｓの基 本 的 な

60

ＳＤＧｓ
「行動の 年」につながる
具体的な取り組みを
検討するために

Special Interview

10

域で暮らす人々が損を被らないように、後々の

ちの子どもや孫世代といった、将来この国・地

は経済成長・発展を意味します。つまり、私た

目標

目 標 ９「 産 業 と 技 術 革 新 の 基 盤 を つ く ろ う 」、

て い ま す（ 目 標 ８「 働 き 甲 斐 も 経 済 成 長 も 」、

い環境を整えることなどの４つの目標が含まれ

「人や国の不平等をなくそう」、目標

ことを考えて今ある資源を使って経済成長をし

ＳＤＧｓは目 指 す 世 界、ＥＳＧは
企 業 活 動 を 評 価 するものさし

するには、ストックホルム・レジリエンス・セ

ような内容が含まれているのかを大まかに把握

の目標にどの

ＳＤＧｓには持続可能な開発を実現するため

標８つが含まれています（目標１「貧困をなく

には良好で持続可能な社会を実現するための目

整っていないと成立しません。そのため社会圏

ど、社会生活を送るうえで基盤となる社会圏が

めには、健康や教育、住みやすいまちづくりな

経済活動が円滑に、そして活発に行われるた

（社会）、

渡辺

あるのでしょうか。

この４つはどのような違い、もしくは関係性が

ＣＳＲやＣＳＶというキーワードもあります。

能な社会づくりに貢献する企業活動としては、

ＳＤＧｓと同じく、最近ではＥＳＧとい

ンターが作った「ＳＤＧｓウェディングケーキ

そう」、目標２「飢餓をゼロに」、目標３「すべ

楢舘

モデル」が参考になります。このモデルではＳ

ての人に健康と福祉を」、目標４「質の高い教

「つくる責任つかう責任」）。

ＤＧｓの目標を経済圏、社会圏、生物圏の３つ

ＳＤＧｓは同じ場面で話されることも多いため、

17

17

（ 環 境 ）、
Environment

Social

（ガバナンス）の略です。
Governance
ＳＤＧｓにもＳとＧが含まれますし、ＥＳＧと

ＥＳＧは

うキーワードも注目されています。また持続可

の階層で示しています。持続可能な開発には経

育をみんなに」、目標５「ジェンダー平等を実

何が違うのか疑問を持つ方は少なからずいらっ

掲げられています。

済圏の発展、つまり経済成長が必要です。経済

現しよう」、目標７「エネルギーをみんなにそ

連アナン事務総長（当時）が、主な投資家や金

環境保護の重要性を訴えています。生物圏には

ェディングケーキモデルでは生物圏を土台とし、

自然環境があってこそです。そのため、このウ

経済活動も社会生活も安定した気候や豊かな

日々の活動において自然環境、従業員や地域社

える際に、従来の財務指標だけでなく、企業の

になりました。つまりＥＳＧは企業の価値を考

を提唱したことがきっかけで広く知られるよう

判 断 の プ ロ セ ス に 組 み 入 れ る「 責 任 投 資 原 則 」

融機関に対して、企業活動のＥＳＧ側面を投資

支援環境を守り、気候変動に対応するための４

会などへの配慮も判断材料に含めようという考

という観点から投資家や金融機関が投融資を実

ということもできるでしょう。そこにはＥＳＧ

つの目標が含まれています（目標６「安全な水
とトイレを世界中に」、目標

「海の豊かさを守ろう」、
「陸の豊かさも守ろう」）。そしてウェデ

施することによって環境や社会課題解決に貢献

体的な対策を」、目標

「パートナーシ

14

これは国や企業をはじめとする世界中の人々が

ップで目標を達成しよう」が置かれていますが、

悪影響を与えうる事業活動を縮小する動きを促

する企業や事業を伸ばし、他方で環境や社会に

ＥＳＧも環境や社会の課題の解決のために民

進しようという意図があります。
あげていくことの必要性を表しています。

協業・連携することで、持続可能な社会を作り

ィングケーキのトップに目標

目標

13

17

15

の目標が

圏には将来の経済基盤を生み出すイノベーショ

「平和と公正をすべての

11

え方です。財務指標以外に企業を見るものさし

16

「気候変動に具

人に」）。

ちづくりを」、目標

しゃると思います。ＥＳＧは、２００６年に国

12

「住み続けられるま

ましょう、ということです。

10

してクリーンに」、目標

出所：ストックホルム・レジリエンス・センター

ンの創出や、差別や不平等をなくし、働きやす

SDGsウェディングケーキモデル

間の資金を活用しようと生み出された言葉であ
いう関係になります。

果の積み上げで達成されるものがＳＤＧｓ、と

ービスや雇用、環境負荷などがあり、④その結

動きがあります。それに伴い環境規制を新たに

しましたが、アメリカや中国、欧州でも同様の

室効果ガス排出ネットゼロを目指すことを表明

１８年時点で、世界全体の投資のうちＥＳＧ投

３つ目は金融機関や投資家の関心です。２０

設けたり、強化したりする動きも出ています。

り、発想としてはＳＤＧｓときわめて似ていま

企 業がＳＤＧｓに取り 組む
５つの理 由とは

す。ＥＳＧ側から見ると、ＳＤＧｓはまさに目
標というとおり、ＥＳＧに配慮した企業活動が
促進された先にある目的、私たちが目指す世界
として明文化されたもの、と捉えることができ

・４％でしたが、各国の

環境保護、従業員、消費者、地域社会への配慮か

くりに責任を担っているという 考 えのも と、自然

があります。ＣＳＲは企業が持続可能な社会づ

（企業の社会的責任）やＣＳＶ（共通価値の創造）

とになり、私たちの暮らしも企業活動も立ち行

ウェディングケーキモデルが土台から崩れるこ

渡辺

メリットは何でしょうか。

があるのでしょうか。またＳＤＧｓに取り組む

楢舘

４つ目は事業継続上のリスク防止と新しい事

ておりＥＳＧ投融資先候補となるわけです。

り組む企業は、当然ＥＳＧへの配慮も強化され

関や投資家からみれば、ＳＤＧｓに積極的に取

した企業活動の先にある目的ですから、金融機

る傾向がみられます。ＳＤＧｓはＥＳＧに配慮

コロナ禍の景気回復策も相まってさらに拡大す

資が占める割合は約

ら社会貢献まで幅広い活動が含まれます。企業

かなくなる、というのがそもそもＳＤＧｓに取

業機会の獲得です。たとえば地球温暖化に伴う

るのです。

が存続するための経営基盤を維持・安定させる

り組む必要性として議論されていましたが、最

自然災害の増加や勢力の拡大、水資源の枯渇な

なぜ民間企業はＳＤＧｓに取り組む必要

ために、社会と信頼関係を構築することが大き

近では企業がＳＤＧｓを意識する理由は多様化

どは、事業を行ううえで対応コストが増大し、
１つは取引先からの要請や同業他社の動きで

が現れるでしょう。このマイナスの影響を未然

安定操業や将来の成長見通しにマイナスの影響

そのほかに企業活動を見る目として、ＣＳＲ

な目的です。ＣＳＶは企業が社会課題等に取り

しています。

同時に、売上げや利益といった経済的リターン

す。取引先からの要請としては、たとえば調達

脱炭素の動きに伴い、水素エネルギーやＣＯ２

も企業にもたらされることを意味します。ＣＳ

回収・貯蓄技術など環境負荷を低減させる効果

に防ぐために、ＳＤＧｓ達成に向けた取り組み

の取り組みを問うケースもあるため、自社は直

の見込める技術、製品・サービスなどは事業拡

契約時にＳＤＧｓの取り組みやＥＳＧ側面の配

接海外企業と取引がなくても、親会社や日本の

大のチャンスといえます。また、これまで金属

Ｒは売上げや利益を生まない活動も含みますが、

ちろんＥＳＧの観点での評価対象となります。

取引先が海外企業と取引していれば、ＥＳＧに

加工を営んできた中小企業が、その製造技術を

を世界中で実施することが重要です。一方、新

時間軸で整理し直してみると、①企業は過去の

関連する情報開示を求められることが増える可

活かし、成長する医療機器分野の製品開発に取

しい事業機会やＳＤＧｓで新たな顧客を引き付

人々の営みによって形成された社会や環境を土

能性があります。２つ目は政策や法制度の動き

り組み、売上げを改善した例などもあります。

慮について、情報の開示が求められるケースが

台として現在事業活動を行っています。②自然

です。ＳＤＧｓをふまえて近い将来打ち出され

リスク防止も事業機会獲得も、取り組みのヒン

ＣＳＶは企業の本業そのものであり、利益追求

環境や社会に配慮した活動としてＣＳＲやＣＳ

うる規制や法制度を考え、対応しておくために

トを見出す際にはＳＤＧｓが有効なツールとな

けるケースもみられます。たとえば、国際的な

Ｖという考え方があり、それらの活動を含めて

注目する企業が現れています。たとえば脱炭素

増えてきています。特に欧州でこの動きが活発

投資家や金融機関が企業の価値を判断する観点

が良い例でしょう。日本政府も２０５０年に温

化しています。サプライチェーンの川上、川下

としてＥＳＧがあるわけです。そして、③ＥＳ

ＣＳＲもＣＳＶも企業が行う活動なので、も

Ｇに配慮した企業活動の成果として、製品・サ

の対象になる点が大きな違いといえるでしょう。

ＳＤＧｓが達成されなければ、ＳＤＧｓ

組み、地域社会の課題の解消・解決をはかると

35

ります。
５つ目は若者の関心です。最近では授業や入
学試験でもＳＤＧｓを取り扱うことが増え、
代や 代の間でＳＤＧｓへの理解が広がりつつ

10

あります。またミレニアル世代やＺ世代（２０

の目標を見て、その中から

もありますが、もう少し具体的なとっかかりが

取り組みたい目標を選ぶというシンプルな方法

ＳＤＧｓの

自社の事業活動の意義を共有するとともに、協

渡辺

業・連携を図りやすくなることがあげられます。

欲しいという企業の方もいらっしゃると思いま

ーや地域住民、学生などのステークホルダーと、

ＳＤＧｓへの取り組みに優れた企業にヒアリン

す。その場合には

の目標それぞれに設けられ

グをすると、ＳＤＧｓが採択されたことによっ

取り組みの実施や、その状況を自社ホームペー

得するために、企業側にはＳＤＧｓを意識した

う動きも頻発しています。つまり若い人材を獲

ＳＮＳ等を活用してＳＤＧｓで企業研究、とい

れる人事担当者が増えています。学生の間では

就職説明会などでＳＤＧｓへの取り組みを問わ

や転職活動にＳＤＧｓを活用する若者も多く、

会問題に関心を持つ人が増加しています。就職

事業案を検討し、社内で採択されたことによっ

ら一般社員がボトムアップで自社のＣＳＶ的な

にもつながります。実際に、ＳＤＧｓの観点か

のアイデアを議論しやすい場の醸成という効果

の観点から強化すべきことや、新しい取り組み

いう声をよく聞きます。これは社内でＳＤＧｓ

すくなった、今までより進捗率がアップしたと

説することによって部門横断で共通理解を得や

か浸透しなかったところ、ＳＤＧｓの観点で解

て、環境に関する社内の取り組みなど、なかな

２・２を見ると「５歳未満の子どもの発育阻害

す。目標２にはターゲットが８つありますが、

トを例に取り上げて読み方のコツを紹介しま

ここでは目標２「飢餓をゼロに」のターゲッ

ょうか。

取り組むイメージが持ちやすいのではないでし

けて何をすべきかが書かれているので、自社で

目というだけあって、それぞれの目標達成に向

勧めします。ターゲットは１６９あります。細

ている細目、ターゲットを読んでみることをお

歳以下の世代）では、環境や社

ジなどで発信をすること、そして人事担当者が

や消耗性疾患について国際的に合意されたター

ありませんが、世界保健機関の国際栄養目標２

国際的に合意されたターゲットは、注釈は特に

０２５を指しています。このような政府間の条

民間企業として注目したいのは、後半の「あ

約や国際会議での合意は注釈なく記載されてい

多いのではないでしょ

らゆる形態の栄養不良を解消し」と「栄養ニー

ある目標のうち、どこ

うか。特に中小企業な

ズへの対処を行う」でしょう。つまり栄養を改

ますが、逐一調べることは必ずしも必要ではあ

どは専門の部署を置く

善するような製品・サービスの製造・販売とい

から手をつければよい

ほどの人材の余裕がな

理解できます。そのうえで自社の事業、もしく

った企業活動の展開をＳＤＧｓは求めていると
す。

い場合が多いと思いま

りません。

はわかりましたが、

楢舘

ニーズへの対処を行う」とあります。ここでの

し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養

３０年までにあらゆる形態の栄養不良を解消

ゲットを２０２５年までに達成するなど、２０

て実証を進めている例もあります。

説明できることが求められているのです。

自社のＳＤＧｓへの取り組みについてきちんと

２０年時点で

17

のかわからない企業は

17

組む必要性があること

ＳＤＧｓに取り

１６９のターゲットは
取り 組みのヒントになる
株式会社日本総合研究所創発戦略センタースペシャリスト。
名古屋大学大学院国際開発研究科修了。
メーカー系シンクタン
クを経て、2008年㈱日本総合研究所入社。国内外の社会的企
業の動向調査、社会課題解決型ビジネス立上げ支援、事業の
社会・環境インパクト評価、
インパクト投資支援、
スタートアップ支
援が専門。著書に、
『 行職員のための 地域金融×SDGs入門』
（共著、㈱経済法令研究会、2020年）、
『 SDGs入門』
（ 共著、
日経文庫、
2019年）
。

その他のメリットとしては、ＳＤＧｓを共通
言語として、顧客や株主、従業員、サプライヤ

渡辺 珠子（わたなべ たまこ）

39

17

20

ターゲット

2.2

５歳未満の子供の発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを2025年までに達成するなど、
2030年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。

2.3

2030年までに、土地、
その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場及び高付加価値化や非農業
雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、女性、先住民、家族農家、牧畜民及び漁業者を
はじめとする小規模食料生産者の農業生産性及び所得を倍増させる。

2.4

2030年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水
及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料
生産システムを確保し、強靭
（レジリエント）
な農業を実践する。

2.5

2020年までに、国、地域及び国際レベルで適正に管理及び多様化された種子・植物バンクなども通じて、種子、栽培
植物、飼育・家畜化された動物及びこれらの近縁野生種の遺伝的多様性を維持し、国際的合意に基づき、遺伝資源
及びこれに関連する伝統的な知識へのアクセス及びその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を促進する。

2.a

開発途上国、特に後発開発途上国における農業生産能力向上のために、国際協力の強化などを通じて、農村
インフラ、農業研究・普及サービス、技術開発及び植物・家畜のジーン・バンクへの投資の拡大を図る。

2.b

ドーハ開発ラウンドのマンデートに従い、全ての農産物輸出補助金及び同等の効果を持つ全ての輸出措置の同時
撤廃などを通じて、世界の市場における貿易制限や歪みを是正及び防止する。

2.c

食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料市場及びデリバティブ市場の適正な機能を確保するための
措置を講じ、食料備蓄などの市場情報への適時のアクセスを容易にする。

出所：外務省

体的な取り組みを考えるために１６９のターゲ

情報を提供してもらい、取り組みの進捗をはか

必要があります。いずれにしても関係部署から

中小企業でも事業やＣＳＲ活動などを通じて

り、それらをレポートにまとめるといった作業

ＳＤＧｓに関する優れた取り組みを行っている

ットを眺めてみたけれど、結局今までどおりの

それでは今のままで良いかというと、それで

企業はあります。首相官邸に設置されているＳ

事業活動やＣＳＲでＳＤＧｓに取り組んでいる

気候変動や格差問題が自動的に解決するわけで

ＤＧｓ推進本部が表彰する「ジャパンＳＤＧｓ

が必要になりますので、兼務では担当者の作業

はありません。ＳＤＧｓと現実の間にかなり大

アワード」でも、毎年様々な中小企業が表彰さ

といえるじゃないか、と安堵される方もいらっ

きなギャップがあり、それを埋めるいっそうの

れています。ＳＤＧｓに取り組むにあたって企

負担が大きいのではないでしょうか。

努力が必要だと考えるべきでしょう。今の取り

業規模はあまり関係ないように思います。

しゃるかもしれません。

組みを強化する、目標達成に向けてスピードア

部が音頭をとってトップダウンで行う企業もあ

する場合、特に専任者や部署を置かず、経営幹

ＤＧｓへの取り組みを検討する、実行案を作成

企業の状況によって対応方法は様々ですが、Ｓ

材を十分配置できない企業の場合はどうするか。

渡辺

いったものがありますか。

企業が関心を寄せている課題やテーマにはどう

う考え方をご紹介いただきました。最近、日本

グと捉えて、自社が解決できるものを選ぶとい

楢舘

コロナ 禍で日本 企 業が関 心 を
寄せているＳＤＧｓとは

ップする、革新的な解決方法を編み出す、とい
った追加的な取り組みを企業が主体的に行うこ
とが大切です。ＳＤＧｓは目標達成に向けて大
胆な変革を求めています。

ります。また経営企画部などがとりまとめ役と

をおくグリーンリカバリー政策が世界的に推進

それからＳＤＧｓへの取り組みを担当する人

なって、部署横断でＳＤＧｓ検討チームを立ち

されていること、そして日本でも２０５０年に
なお、ＳＤＧｓについての自社ホームページ

とから、目標７「エネルギーをみんなにそして

温室効果ガス排出ネットゼロを目指しているこ

コロナ禍からの景気回復の柱に気候変動

１６９のターゲットを解決すべきカタロ

上げる企業もあります。
等で、取り組み状況を発信していきたい場合は、

クリーンに」や目標

「気候変動に具体的な対

有期限でも専任者を配置する方が良いと思いま

す世界を実現するために、今解決していきたい

献度を具体的に示すことが求められる傾向にあ

や国連機関からも出され、ＳＤＧｓへの達成貢

す。最近はＳＤＧｓの進捗を測る指標案が政府

マや課題は、働き方改革だと思います。新型コ

それ以外に日本企業が関心を寄せているテー

います。

策を」に関連する取り組みへの関心が高まって

表したものと捉えると、このターゲットは目指
課題のカタログだと理解することもできます。

ロナウイルス感染拡大防止の観点から、在宅勤
いことは特にないと思います。ＳＤＧｓへの具

そして、そのカタログには企業にとって目新し

ります。またＥＳＧ投資家の関心を引きたいの

もので、１６９のターゲットはそれを具体的に

ＳＤＧｓは私たちが目指す世界を明文化した

とができれば、まずはＯＫです。

組めそう、取り組んでみたい、を見つけ出すこ

べきことかを考えてみましょう。これなら取り

手がけていない場合には自社が新たに取り組む

はＣＳＲ活動ですでに手がけていることなのか、

2.1

2030年までに、飢餓を撲滅し、全ての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ
栄養のある食料を十分得られるようにする。

であればＥＳＧに関する情報を整えて開示する

13

目標2「飢餓をゼロに」のターゲット

務を含めたテレワークを推進する企業が増え、
働き方がより多様になりました。ＳＤＧｓでい
えば目標８「働き甲斐も経済成長も」や目標

回 避しな くてはいけ ない
ＳＤＧｓウォッシュ

ＳＤＧｓの達成に貢献しています。ところが、

実はその海外工場は労働環境が劣悪で、労働者

の人権を搾取している場合、これはＳＤＧｓウ

ォッシュとみなされます。

連づけている企業が多く見られました。具体的

であるために、自社の存在意義とＳＤＧｓを関

めたステークホルダーから支持され続ける企業

どを見ていると、コロナ禍であっても顧客を含

ありました。ただ、各社の株主総会での資料な

前後は、ＳＤＧｓどころではないという企業も

２０２０年４月の外出自粛宣言が発令された

が良いことから、ジョブ型雇用を導入する企業

いう方法です。テレワークや時短勤務との相性

態で、業務に対して適した人材を割り当てると

組織とはジョブ（職務）をベースとした雇用形

ジョブ型組織に注目が集まりました。ジョブ型

です。それに伴い、新しい組織の在り方として

せかけたりするといった行為を指します。その

いのにＳＤＧｓに取り組んでいるかのように見

ように外部に伝えていたり、そもそも実態がな

ｓウォッシュとは、実態以上に取り組んでいる

ッシュを回避することがあげられます。ＳＤＧ

進まない組織にはどのような違いがあると思わ

か、またＳＤＧｓの導入がスムーズに進む組織、

る企業が気をつけておくべきことは何でしょう

楢舘

が、たとえば

ほか、自社にとって不都合な事実を伝えず、良

れますか。

オーガニック

い面だけ伝えることも含みます。極端な例です

渡辺

綿や環境に配

プダウンで遂行されることだと思います。また

Ｇｓ推進に真剣で、ある程度の取り組みはトッ

本企業に共通することとしては、トップがＳＤ

Ｇｓへの取り組みにおいて先進事例とされる日

業と進まない企業の違いについてですが、ＳＤ

最後に、ＳＤＧｓの導入がスムーズに進む企

者機関との連携を検討することも一案です。

ます。その場合は、弁護士や行政を含め、第三

検討していると迷うことが出てくることがあり

が必要になる場合もあることから、自社だけで

思います。人権や労働安全性は法律上の解釈等

に関する内容は検討しておくことが望ましいと

も直結する人権や労働安全性、汚職や腐敗防止

ります。特に企業のレピュテーションリスクに

あらかじめ検討して決めておくという方法があ

トの観点からやらないこと、回避すべきことを

１６９のターゲットの中で、リスクマネジメン

ＳＤＧｓウォッシュを回避する方法として、

には、創業理念や事業の目的がＳＤＧｓと合致

慮した染料を

トップがＳＤＧｓへの貢献について積極的に発

ＳＤＧｓへの取り組みをこれから推進す

すること、そしてＳＤＧｓ達成に貢献する企業

使用した衣料

に伴う水質汚

標２）や染色

能な農業（目

ます。持続可

業があるとし

売している企

組みにおいても抜きんでているように思います。

ごろからスムーズな企業は、ＳＤＧｓへの取り

要になります。部門間での情報共有や連携が日

は一部門では完結せず、部門横断での対応が必

少なくありません。またＳＤＧｓへの取り組み

ボトムアップでの取り組み案が出てきた企業も

信することで、一般従業員にも意識が浸透し、

気をつけることとしては、ＳＤＧｓウォ

活動を行うことが、厳しい経済状況の中でも存

品の製造・販

セージに謳われているのです。その後ＥＳＧ投
資の盛り上がりもあり、新たにＳＤＧｓに取り
組む企業やＳＤＧｓへの取り組みを強化する企
業が減少することはありませんでした。横浜市

染の緩和（目

出所：日本総合研究所

やさいたま市などの自治体でＳＤＧｓを推進す
る企業の認証制度が立ち上がったことや、地方
銀行でＳＤＧｓに関連する融資制度が打ち出さ
れるなど、ＳＤＧｓに積極的な企業を支援する

き、ありがとうございました。

本日はたいへん示唆に富むお話をいただ

楢舘
）といった

標６や目標
14

制度が各地で出てきたことも下火にならなかっ
た要因でしょう。

SDGsウォッシュの観点

が増加しています。

続し続ける要件になるという内容がトップメッ

「人や国の不平等をなくそう」に関連する課題

10

