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撮影・録音はＯＫです！
ＳＮＳ等へのアップもＯＫです！

むしろジャンジャンしてください！

なぜならSDGsは、全ての人々が
取り組まなければならないことだからです。



自己紹介

出見世 雅之（でみせ まさゆき）

・行政書士法人スマイル 代表

（一社）SDGs支援機構認定

・SDGsビジネスコンサルタントJr

・アピールポイント

（元？） プロ格闘家

自身のブログでSDGsの情報発信を行っている。



私の経歴
昭和５０年６月１５日生まれ（生まれも育ちも津幡町）

平成３年 星稜高等学校 入学
平成６年 専修大学法学部 入学
平成１０年 東京で就職
平成１３年 プロ格闘家デビュー
平成17年 石川県内の企業に就職
平成26年 行政書士試験合格
平成29年 行政書士登録
平成30年 SDGsを知り感銘を受ける
令和元年 SDGsビジネスコンサルタント

として活動開始



一般社団法人SDGｓ支援機構
認定SDGsビジネスコンサルタント

ディプロマ(認定書)



それでは始めていきましょう

早速ですがSDGsがはじまるきっかけとなった
と言われる、こちらの動画をご覧ください・・・



セヴァン・スズキさん 当時12歳 カナダ人

伝説のスピーチ





グレタ・トゥーンベリさん
環境活動家



ＳＤＧｓとは?
「Sustainable Development Goals」

（持続可能な開発目標）の略称です

2015年9月の国連サミットで採択されました

国連加盟193か国が、2030年までに達成する行動計画です

2030年に向けた17の大きな目標と、
それらを達成するための具体的な
169のターゲットで構成されています
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SDGsの合言葉

「誰一人取り残さない！」



SDGsの前身 MDGｓ （ミレニアム開発目標）

 2000年の国連ミレニアム宣言等がベース。貧困撲滅が究極目標
 2015年までに達成すべき目標が設定（8目標、21ターゲット）

★達成例 極度の貧困の半減 1990年：世界の36％ → 2015年：12％
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SDGsの３つの要素

経済

社会

環境





トレードオフ
彼方立てれば此方が立たぬ



トレードオフの悲惨の例

ラナプラザの悲劇

２０１３年４月 バングラデッシュ首都ダッカ
負傷者2,500人以上 死者1,134人



バックキャスティング(創造的破壊）

フォアキャスティング(改善的アプローチ）



SDGsの５つのＰ
①People(人間)

②PＲｏｓｐｅｒｉｔｙ(豊かさ)



SDGsの５つのＰ

③Pｌａｎｅｔ(宇宙・地球)

④Ｐｅａｃｅ(平和) ④Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ(パートナーシップ)



フォントはＵＤ体がSDGs的



重要ワード
SDGsの

169のターゲット



目標１．貧困をなくそうのターゲット

1.1 2030年までに、現在1日1.25ドル未満で生活する人々と定義されている極度の貧困を
あらゆる場所で終わらせる。

1.2 2030年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、すべての年齢の男性、
女性、子どもの割合を半減させる。

1.3 各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度および対策を実施し、2030年ま
でに貧困層および脆弱層に対し十分な保護を達成する。

1.4

2030年までに、貧困層および脆弱層をはじめ、すべての男性および女性の経済的資源
に対する同等の権利、ならびに基本的サービス、オーナーシップ、および土地その他の
財産、相続財産、天然資源、適切な新規術、およびマイクロファイナンスを含む金融
サービスへの管理を確保する。

1.5
2030年までに、貧困層や脆弱な立場にある人々のレジリエンスを構築し、気候変動に
関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的打撃や災害に対するリスク度合
いや脆弱性を軽減する。

1.a
あらゆる次元での貧困撲滅のための計画や政策を実施するべく、後発開発途上国をはじ
めとする開発途上国に対して適切かつ予測可能な手段を講じるため、開発協力の強化な
どを通じて、さまざまな供給源からの多大な資源の動員を確保する。

1.b 各国、地域、および国際レベルで、貧困層やジェンダーに配慮した開発戦略に基づいた
適正な政策的枠組みを設置し、貧困撲滅のための行動への投資拡大を支援する。

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困
に終止符を打つ



ISOとSDGsの違い

専門機関の認証が必要 特に資格や要件はなし

いくつも種類がある 包括的な目標である

やらなければならない
ことが決まっている

あくまでも、成果や
目標達成を重視

形式的 実質的・本質的

だから今、世界中のみんなで
取り組むことが求められている！



SDGsのロゴ・アイコンなどの
ダウンロード



SDGsを知るうえで
おすすめのホームページ





SDGsとともに一般化する言葉

•ESG投資
•サプライチェーン
•ミレニアル世代
•エシカル消費
•ダイバーシティ



ESG投資とは？

•環境（environment）
•社会（social）
•ガバナンス（governance）

世界各国で広がる環境問題や、労働者を酷使す
る人権問題。これらを未然に防ごうとESG投資
が拡大。環境社会・ガバナンスに力を入れる企
業に投資資金が集まり、十分に配慮していない
企業からは投資資金が引き揚げられる。



ESG投資の推移

観光省作成



サプライチェーン…流通・供給の連鎖



お茶メーカー伊藤園の
バリューチェーンマップ



アップル社は自社の電力１００%を
再生可能エネルギーで賄い

サプライヤー（下請企業）にも
再生可能エネルギー化を

強く求めている。



ミレニアル世代
２０００年以降に成人する(した)人たち

１：デジタルネイティブ世代
２：車や家などの所有にこだわらない
３：旅行や外食などの経験にお金を使う
４：天然＆健康志向
５：個人情報提供に抵抗がない
６：ダイバーシティ(多様性)を尊重する
７：環境問題に関心が高い
８：柔軟な働き方&帰属意識が低い



価格・機能性
＜ デザイン・ストーリー

高い給料
＜ やりがい・社会貢献性

ミレニアル世代の特徴



エシカル（ethical）は「倫理的・道徳的」の意。

環境や社会に配慮した製品やサービスを選んで

消費すること。

エシカル消費とは？



スターバックスコーヒー

ミレニアル世代と
エシカル消費の例



海洋プラスチックごみ 現在・・・3億トン

このままいくと・・・
2050年には海洋プラスチックごみも11億トンになると言われている。

ちなみに…海の中の魚類の総質量・・・11億トン！

スターバックスは２０２０年までに
プラスチック製のストローを廃止！



◆欧米企業では人材の多様性と言われ重要視されている。

（日本は後進国）

◆性別/年齢/人種等さまざま違いを持った人材が、お互いに

尊重し合って働ける環境のことを指す。

◆偏見なく、公平性、客観性を持って一人ひとりがお互いを

尊重することが必要。

◆ＬＧＢＴも尊重

ダイバーシティ(多様性)とは？



フランス政府の過度な環境・CO2対策により
派生した自動車増税、燃料高騰に反発した

市民が起こした大規模なデモ、暴動。

SDGsの失敗例
2018年フランス黄色いベスト運動



SDGsと

ビジネスの関係



政治・経済とＳＤＧｓ①

◆世界経済フォーラム（ダボス会議）でも
取り上げられる

2017年1月17日、世界経済フォーラム（ダボス会議）において、ユニリーバ最
高経営責任者のポール・ポールマンを含むビジネスセクターのリーダーが参加す
る会合で、SDGsに関するさまざまな議論がなされました。

「持続可能な開発目標（SDGs）」を達成することで２０３０年までに少なくと
も１２兆ドルの経済価値がもたらされ、最大３億８０００万人の雇用が創出され
る可能性があるという話もされました。



政治・経済とＳＤＧｓ②

◆経団連も行動憲章を７年降りに改訂し
ＳＤＧｓを推進していくことを明言



政治・経済とＳＤＧｓ③
安倍首相は、総理大臣官邸で「持続可能な開発目標
（ＳＤＧｓ）推進本部会合」を開催(H28.12)

◆全閣僚がメンバーで積極的な議論を展開

◆4,500億円の予算投入を明言

◆地方自治体もSDGs関連の部課を設置開始
(金沢市、白山市、珠洲市)



政治・経済とＳＤＧｓ④

◆２０２０東京オリンピック・パラリンピック、
２０２５大阪万博でもＳＤＧｓが推進され、
さらにＳＤＧｓが一般に知れわたる見込



政治・経済とＳＤＧｓ⑤

中小企業に社会貢献としてではなく、本業としてSDGs(持続可能な開発目標)
に取り組んで頂きたいという風に思っています。

SDGsは「誰一人取り残さない」という目標を掲げていますが、政府や自治体
だけが取り組む方法では実現は不可能でしょう。

民間企業・NGO・個人・一人一人の力が必要なのです。だからこそ日本の中
小企業に積極的に関与して欲しいのです！！



政治・経済とＳＤＧｓ⑥

環境省の仕事は社会変革をする仕事だと思っている。

最近SDGsという言葉も随分広まってきたが、いわばSDGs担当大臣。
そういった思いもある。

環境問題というのは世界ではものすごく重要な課題なのに、日本での扱いは小
さい。そのギャップを埋めていきたい



企業がSDGsを推進すると…

◆上場企業からの直接・間接受注が増加する

◆消費者に選ばれる

◆価格競争に巻き込まれない

◆優秀な人材が集まる

◆経営者も従業員も幸せに働くことができる



裏を返すと・・・
◆上場企業からの直接・間接受注が減少する

◆消費者に選ばれない

◆価格競争に巻き込まれて客単価が減少

◆優秀な人材を雇用できない

◆経営者も従業員も幸せにならない

つまり・・・
中小企業がSDGsに取り組めば

起業が儲かる！成長する！



つまりSDGsは
単なる社会貢献や自己犠牲

ではなく
自分も幸せになる(儲ける)

ためのもの

SDGsは
現代の(自分の)欲求を満たしつつ
未来の(他人の)欲求を満たすもの





ＳＤＧｓの導入例①大企業編
• コマニー株式会社
• 資本金71億
• 売上高35億
• 従業員数1,500人
• 2018年SDGsビジネスコンテスト優秀賞
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リーマンショックで創業以来
はじめての赤字となったが

SDGsを事業に取り入れる
ことによって

黒字にＶ字回復！！



コマニー㈱のSDGs取り組み①

災害の多い現代において活躍する
地震(震度７）でも倒れないパーテーション

(間仕切り）や避難所トイレの開発



コマニー㈱のSDGs取り組み②
教育機関の建物の老朽化に伴い

内装をパーテーションにより
自由に変更できる学校づくり

→教育事業への取り組み



コマニー㈱のSDGs取り組み③
従業員へエコバック・エコボトルを

配布したところ、
「うちで作っているものはどうなんだ！？」

とクレームがあり、プラ減少に取り組むことに。



ＳＤＧｓの導入例②中小企業編
• 数馬酒造株式会社
• 資本金4,800万円
• 従業員数１５人











過疎地域にある一酒造を
受け継いだ若い社長が

SDGsを事業に取り入れる
ことによって

売上が3倍に成長！
若者の雇用にも成功！



数馬酒造㈱のSDGs取り組み①

原材料は地元のお米にこだわり、離農や農家の高
齢化に伴い、耕作放棄地となった水田を活用し原
材料を生産。さらに酒造の際の副産物(ぬか、酒粕

など）を他商品や肥料として循環。



数馬酒造㈱のSDGs取り組み②

地元企業とのコラボ商品や
地元大学との研究に積極的に取り組んでいる。

①と同様に副産物の有効利用に特に
成果を上げている。能登牛の飼料など。



数馬酒造㈱のSDGs取り組み③
ＩＴ・ＡＩ・テクノロジーを積極利用し

従来の酒造の主流であった杜氏制度を廃止、
また雇用は原則として正規雇用、従業員の意見を

社長自らが聞き取り入れたところ
若者の雇用に成功し、離職も防いでいる。



ＳＤＧｓの導入例③中小企業編
• 株式会社ロータスコンセプト
• ２０１８年７月金沢市に
チョコレート専門店ラブロータスをＯＰＥＮ





お店のコンセプトが
SDGsにそのまま
合致しているため

各種メディアやマスコミに
取り上げられることが

非常に多い。



Love lotusのSDGs取り組み①

チョコレートの原材料であるカカオ豆は
児童労働・児童搾取がないものを使用。

売上の５％を児童養護施設に寄付。



Love lotusのSDGs取り組み②

飲料用ストローは大麦ストローを採用。
さらにそのストローの製造過程と、カカオ豆の皮む

き作業は、地元の障がい者就労施設に委託。



Love lotusのSDGs取り組み③

現在料はフードマイレージ(輸送距離)が
低いものを採用。→二酸化炭素の削減

かつ、農薬や化学肥料の使用が
少ないものを極力採用している。



中小事業者の悩み

何をすればいいか
よくわからない…



中小事業者がSDGsに
取り組むためのヒント①

今やっていることが
SDGsに当てはまって

ないか…？
を考える。



中小事業者がSDGsに
取り組むためのヒント②

１７のゴールではなく
１６９のターゲットを

参考にしてみる。



8．働きがいも経済成長も

すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇
用およびディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する

8.1 各国の状況に応じて、一人当たり経済成長率を持続させる。特に後発開発途上国は少なくとも年率７%の成長率を保つ。

8.2
高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上および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。

8.3
生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性、およびイノベーションを支援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サー
ビスへのアクセス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。

8.4
2030年までに、世界の消費と生産における資源効率を漸進的に改善させ、先進国主導の下、持続可能な消費と生産に関する10
カ年計画枠組みに従い、経済成長と環境悪化の分断を図る。

8.5
2030年までに、若者や障害者を含むすべての男性および女性の、完全かつ生産的な雇用およびディーセント・ワーク、ならびに
同一労働同一賃金を達成する。

8.6 2020年までに、就労、就学、職業訓練のいずれも行っていない若者の割合を大幅に減らす。

8.7
強制労働を根絶し、現代の奴隷制、人身売買を終わらせるための迅速で効果的措置の実施、最も劣悪な形態の児童就労の禁
止・撲滅を保障する。2025年までに少年兵の徴募や利用を含むあらゆる形態の児童就労を撲滅する。

8.8
移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、すべての労働者の権利を保護し、安全・安心な労
働環境を促進する。

8.9 2030年までに、雇用創出、地元の文化・産品の販促につながる持続可能な観光業を促進するための政策を立案し実施する。

8.10 国内の金融機関の能力を強化し、すべての人々の銀行取引、保険、および金融サービスへのアクセス拡大を促進する。

8.a
後発開発途上国のための拡大統合フレームワークなどを通じて、開発途上国、特に後発開発途上国に対する貿易のための援助
を拡大する。

8.b 2020年までに、若年雇用のための世界的戦略および国際労働機関（ILO）の仕事に関する世界協定の実施を展開・運用化する。



１２．作る責任使う責任
持続可能な消費と生産のパターンを確保する

12.1 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進
国主導の下、すべての国々が対策を講じる。

12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。

12.3 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サ
プライチェーンにおける食品ロスを減少させる。

12.4
2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質やすべての廃
棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大
幅に削減する。

12.5 2030年までに、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。

12.6 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り
込むよう奨励する。

12.7 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。

12.8 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意
識を持つようにする。

12.a 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。

12.b 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する
手法を開発・導入する。

12.c

開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に
留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国
の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する、化石燃料に対する非効率な補助金を合理
化する。



中小事業者がSDGsに
取り組むためのヒント③

ゴールとターゲットを
決めたら、まずは

それを発信し公言する。
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取り組んだり,発信している
SDGsにより

新たな問題が発生したら
さらにアイデアを出す！
そうすることによって

内外から新たな意見が出て
よい循環が生まれる



あなたのビジネスで
取り組んだり
発信している

SDGsが

あなたのビジネスの
“強み”になります！



SDGsに

正解はありません。

まずは、自分自身が
主体となって何か行動を

起こすことが大切！





ご清聴
ありがとうございました。
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