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SDGs－持続可能な開発目標
～ 2030年の世界の姿 ～

進捗レビュー
（法的義務なし）

2030年への
世界目標

17目標
169ターゲット

232（244）指標

全ての国・企業等
の主体に普遍的

に適用

世界の変革 だれ一人取り残
されない

経済

社会

環境



あたらしいガバナンス
目標ベースのガバナンス
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国際条約 (例－気候変動枠組条約)
⇒ 国際ルールをつくるガバナンス

野心レベルの提示からスタート
→ バックキャスティング

実施メカニズム・法的拘束力なし
→ 各主体が自由につくる

進捗評価のみ → 測って、比べる

できることの積み上げでは
必要なアクションがとれず（フォアキャスティング）

これまで
主流

ルール作りではなく目標作りからはじまるガバナンス

Norichika Kanie and Frank 
Biermann eds., Governing through 
Goals: Sustainable Development 
Goals as Governance Innovation 
(MIT Press, 2017)

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=COP15+objection&source=images&cd=&cad=rja&docid=6vD-PjCPXYB4wM&tbnid=eJeGLsijI2EUeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://luckybogey.wordpress.com/2009/12/09/the-elephant-in-the-room-at-cop15/&ei=DY-RUcaWLMSVkwX49oHwDQ&bvm=bv.46340616,d.dGI&psig=AFQjCNHrpVHfydV1FwLzk59hNKlP1tfKcA&ust=1368580227795799


悲鳴を上げる地球環境

Steffenら、2015,
Scienceより作成

⇒ 環境問題の「量」と「質」の変化
身近な環境問題から地球変動の
課題へ
Cf.「人類世（anthropocene）」
(Crutzen 2002)
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Planetary Boundaries －地球システムの境界

朝日新聞2016年4月3日朝刊

環境



5このままの成長パタンでは地球がもたない!!

人間が地球をかえる：1950年から右肩上がりが急加速

社会経済的な傾向 地球システムの傾向
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Society5.0xSDG – SDGsによるイノベーションへ
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• 第4次産業革命は自律分散。協調的にするためには共有さ
れたビジョンや共通目標の存在が重要

→ 「目標ベースのガバナンス」（SDGsはその代表）

• 第4次産業革命では柔軟な発想による新事業創出が重要

→ 公共性あるイノベーションへの発想のヒントになるのが
SDGs



SDGsをヒントとした社会イノベーション

高橋地区
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但東町高橋地区の人口推計

◼2012年792人→2060年126
人の人口減の予想

◼高齢化率41.3％

◼小学校１(児童数31人)、認定
こども園１(16人)

➡いかにこの地区の存続をSDGs
に則った形で確保できるか

人口1000人の町にしたい
こどもたちが「戻って来たい」と思えるまちづくり ⇒
中高生による「良いとこ探し」→地図上に掲載



『ＳＤＧｓアクションプラン２０１９』のポイント

ＩＩＩ．ＳＤＧｓの担い手として
次世代・女性のエンパワーメント

ＩＩ．ＳＤＧｓを原動力とした
地方創生，強靱かつ

環境に優しい魅力的なまちづくり

Ｉ．ＳＤＧｓと連動する
「Society5.0」の推進

中小企業におけるＳＤＧｓの取組強化
➢ 大企業や業界団体に加え，中小企業に
対してもＳＤＧｓの取組を強化。

➢ 「SDGs経営／ESG投資研究会」の開催
等を通じて，『ＳＤＧｓ経営イニシアティブ』
を推進。ＴＣＦＤ（気候関連財務情報開示タス
クフォース）の提言を踏まえ，企業の取組
を促進。

➢ 『中小企業ビジネス支援事業』を通じた途
上国におけるＳＤＧｓビジネスの支援。

ＳＤＧｓを原動力とした地方創生
➢ ＳＤＧｓ未来都市の選定，地方創生ＳＤＧ
ｓ官民連携プラットフォーム等を推進。

➢ ２０２０年東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会，２０２５年大阪・関西万博を
通じたＳＤＧｓの推進。

➢ ＩＣＴ等先端技術を活用した地域の活性化。

➢ スマート農林水産業の推進。

次世代・女性のエンパワーメント
➢ 「次世代のＳＤＧｓ推進プラットフォーム」
を始動し，国内外における具体的な取組
を推進。

➢ ３月に同時開催するＷＡＷ！（国際女性
会議）とＷ２０（Ｇ２０エンゲージメント・グ
ループ会合）において女性活躍のための
方途について議論。

◼ 日本は，豊かで活力のある「誰一人取り残さない」社会を実現するため，一人ひとりの保護と能力強化に焦点を当てた「人間の安
全保障」の理念に基づき，世界の「国づくり」と「人づくり」に貢献していく。

◼ 『ＳＤＧｓアクションプラン２０１９』では，次の３本柱を中核とする日本の「ＳＤＧｓモデル」に基づき，『ＳＤＧｓ実施指針』における８つ
の優先分野に総力を挙げて取り組むため，２０１９年におけるより具体化・拡大された政府の取組を盛り込んだ。

◼ ２０１９年のＧ２０サミット，ＴＩＣＡＤ７，初のＳＤＧｓ首脳級会合等に向けて，①国際社会の優先課題，②日本の経験・強み，③国内
主要政策との連動を踏まえつつ，以下の分野において国内実施・国際協力の両面においてＳＤＧｓを推進。

➢日本のＳＤＧｓモデルを，東南アジア・アフリカを重点地域としつつ，国際社会に展開していく。展開と
フォローアップ ➢国際的な指標等に基づいて，これまでの取組をレビューし，２０１９年後半に『ＳＤＧｓ実施指針』を改訂。１

強靱かつ環境に優しい循環型社会の構築
➢ 国内外における防災の主流化の推進。

➢ 質の高いインフラを通じて連結性を強化。

➢ 海洋プラスチックごみ対策を含む持続可

能な海洋環境の構築。

➢ 地域循環共生圏づくりの推進。

➢ 日本の技術・経験を活かした気候変動
対策への貢献。

➢ 省エネ・再エネ等の推進。

科学技術イノベーション（ＳＴＩ）の推進
➢ 統合イノベーション戦略推進会議下の
「STI for SDGsタスクフォース」で，『ロード
マップ』やそのための「基本指針」を策定。
「Ｓ ＴＩ ｆｏｒ ＳＤＧｓプラットフォーム」の立
ち 上げも準備。

➢ STIフォーラムやG20関連会合を通じ，国
際社会における議論を促進。

教育・保健分野における取組
➢ 国内で，幼児教育から高等教育まであら
ゆる段階において 「質の高い教育」を実
施。

➢ Ｇ２０関連会合やＴＩＣＡＤ７を通じ，日本
の経験を共有しつつ，国際教育協力や
ＵＨＣ（ユニバーサル・ヘルス・カバレッ
ジ）を推進。



地方における中小企業成功へのヒント
－熊本地震からの回復企業の特徴－

公益財団法人地方経済総合研究所資料より



地方創生xSDG
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地域金融機関による顧客との「共通価値の創造」

 足許、多くの地域金融機関にとって、長期化する低金利環境等の厳しい経営環境の下、持続可能なビジネスモデルの
構築に向けた組織的・継続的な取組みが必要とされている

 こうした中、地域金融機関が顧客のニーズを捉えた付加価値の高いサービスを提供することにより、安定した顧客基盤
と収益を確保する取組み（「共通価値の創造」）がより一層重要性を増しており、これは、民間企業も社会的課題解決を
担う主体と位置付けるSDGsの考え方と軌を一にするもの

⚫ 金融庁としては、地域金融機関による事業性評価に基づく融資や本業支援の取組みなどを引き続き促進

⚫ また、金融市場においては、機関投資家が対話を通じて、こうした地域金融機関による共通価値の創造に向けた取組み
を支援・促進する役割を果たすことが期待される

地域
金融機関

顧客

地域経済・地域社会

投資家としての
適切な評価・
エンゲージメント

アセット
オーナー

アセット
マネージャー

金融市場 共通価値の創造・
社会的課題の解決

金融庁資料「金融行政とSDGs」を元に筆者作成

金融庁：地域金融機関と企業との共通価値創造へむけてSDGsが有効



SDGsが投資・金融へ
リーマン・ショック後サスティナブル投資が益々重要に

地域別資産残高

（単位：兆円）

注：1ドル＝120.37円で換算

2012 2014 2016
伸び率

（14ー16年）

欧 州 1,054 1,297 1,449 12%

米 国 450 791 1,050 33%

カ ナ ダ 71 88 131 49%

オーストラリア・NZ 16 18 62 248%

アジア（日本を除く） 5 5 6 16%

日 本 0 1 57 6690%

合 計 1,596 2,200 2,755 25%

世界のサステナブル投資総額

東京証券取引所 時価総額

2,755兆円

580兆円

11
出典： Global Sustainable Investment Review 2014、2016を基に荒井が作成Copyright @ 2018 JSIF



日本のサステナブル投資残高の推移

億円

（出所）日本サステナブル投資フォーラム（JSIF）http://www.jsif.jp.net/data
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*2014年までは個人投資家向け金融商品残高のみ。2014年より国内機関投資家による投資残高の開示を開始
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機関投資家
（GPIF、生保、損保）

上場企業

地域金融機関
(地銀・信金・信組)

地域事業者

メガバンク・証券

地方公共団体

・ESG投資
・議決権行使
・社会的インパクト投資

・公共事業
・PPP/PFI
・SIB(ソーシャルインパクトボンド)

→行政効率化、
公共サービス高度化

・SDGｓ融資
・SDGｓ債

・SDGｓ投融資
・SDGｓ債券

関係会社・
サプライチェーン支援

・地方税
・国税（交付金）
・公債

官民連携
促進 ・地域雇用

・域外資金獲得
→地域牽引企業、GNT (グローバル
ニッチトップ)発展
・ソーシャルビジネス・ソーシャルベンチャー

■地方創生SDGｓ・ESG金融調査・研究会 提言のスコープ整理（案）

公的資金 民間資金

4

地方創生SDGs達成に向けた取組の一層の推進

・ICT活用公共サービス
・自動運転
・ドローン宅配
・AI、IOT活用農林水産業
・団地再生
・グリーンインフラ・建築
・ヘルスケア(保険)、信託

Society5.0
の地域実装

自律的好循環

地域の社会的課題を解決する企業・事業の拡大
①少子高齢化の下での地域経済の活性化②女性、高齢者、障がい者活躍支援③災害に強いまちづくり

フェーズ１

フェーズ2 フェーズ３

地域課題の発掘・
見える化の推進

第二回地方創生SDGｓ・ESG金融調査・研究会資料より
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地域の中堅・中小企業がSDGs達成に取り組む重要性

⚫ 消費者ニーズや国際社会の規範意識等の変化も相まって、従来のような既存の市場に対してコストや品質
面での技術開発を重視したアプローチではなく、世界や地域社会・生活環境における課題やニーズを踏まえ
そこから経営や商品開発のコンセプトを規定し、付加価値ある商品サービスをイノベートしていくというアプ
ローチの重要性が高まっている。

⚫ SDGsには様々な社会課題が示されているため、企業の「経営資源を磨く砥石」として効果的に活用していくこ

とで、経営リスクを回避するとともに、課題やニーズを起点としたビジネス創出・新市場獲得や経営改革等を
実現することが可能ではないか。

生
活

環
境

ビジネ
ス・イ
ノベー
ション

企
業技

術

イノベーションの実現に向けたプロセス

社会課題解決起点 従来型

➢ 社会課題解決型の新商品・新サービスの開発等を実現。

➢ SDGsを意識した既存の取組の棚卸や効果的なPR・自社
ブランディングを行うことで、取引先の拡大（BtoB）や新た
なファン層（BtoC）の獲得を実現 等

ビジネス機会の増大（攻め）

・企業価値の向上
・競争力強化
・地域内外のパートナー
との連携強化

人

➢ 大手企業や外資系企業からの要請があった際に、先んじ
て対応できるよう、SDGsにコミットして持続可能経営を行う
ことで取引上等のリスク低減を図る。

➢ SDGsを活用して自社の経営資源を見つめ直し、持続可能
な経営を行うため、未来志向型の生存戦略を考える。

➢ 人材確保面でのアドバンテージ、人材育成への活用 等

リスク管理・組織力強化（守り）

×

コ
ス
ト

関東経済産業局／長野県資料より（2019）



１．SDGs的目標とは？



SDGsにかなうことをやっている、とは・・・？

1. Goal-based Governance：目標設定からスタート

➢SDGs（の考え）に基づく目標があるかどうか？

2. Indivisible Whole： 17視点から総合的に考えること

➢少なくとも「経済」「社会」「環境」各分野の持続可能性を考え
たアクションとなっているか？

3. 測る

➢目標の進捗を測っているか（ビッグデータなど新たな測り方の可
能性も含めて）



課題への対応例：関東経済産業局／長野県の取組

環境

経済 社会

SDGs企業としてのフィロソフィー
や実績

➢ 「SDGsに向かっている」ことを示す最低限の実績
をチェック

➢ 認証制度でこれらを代替できる可能性もある

SDGs企業としての実績

➢ 目標にコミットしているか？【１】
➢ 経済・社会・環境面で（あるいはそれらを統
合した）目標があるか？【２】
✓ 「コミット」をどう測るか？制度設計で
測る？

➢ 目標進捗を測っているか？【３】
✓ 進捗が芳しくない場合どうするか？

SDGs企業たる企業活動の基準SDGs推進企業を認定する

ex. 印刷中小企業者が、FSC森林認証紙やノンVOCインキ（石油系溶剤0％）を使用した環境印刷に取り組むとともに、「4か国語版お薬手帳」等の
SDGsを意識した新製品開発も実施。さらには、非正規労働者から正規労働者への登用制度を設け、従業員が活躍できる職場環境を整備
（職場いきいきアドバンスカンパニー制度認証取得で代替可）している。

＜認定企業イメージ＞

S
D
G
S
企
業
た
る
企
業
活
動



６

要件2について(ESGを意識した企業経営の実績,SDGsの観点で市場・社会から期待される非財務情報)

基本的な考え方

➢ SDGs・ESGの潮流を受けて、企業経営における非財務情報が重要視されている。「要件２」では、中小企業に非財務
情報（人的資本（労働、人権等）、社会・関係資本（組織体制、社会貢献等）、自然資本（環境等）、知的資本（製品サービス、事業慣

行等）等）の重要性の気付きを促し、企業価値向上に向けた後押しを行う。

➢ 「要件２」で例示する取組項目と自社の企業経営の取組を照らし合わせることで、改めて自社の経営資源を見つめ直
すとともに、既存の自社事業とSDGsの関係性に気付くことねらいとしている（＝埋もれていた価値を高めるチェック
リスト）。

➢ 例示された取組項目の中で未達のものがあった場合は、今後新たに取り組む必要性が高い企業活動として気付きを促
すこともねらいとしている。

SDGsの観点で市場・社会から期待される非財務情報の項目例について

➢ 例示する項目については、ISO26000 、RBA（Responsible Business Alliance）行動規範等を参考に、SDGsの観点
で市場・社会から期待される基本的な事項について例示として整理したもの。さらに、それぞれの項目について、
SDGsのマッピングを行っている。

➢ 地域での制度設計の際には、例示する計40程度の項目を参考指標として、地域の実情に応じた制度設計が行われるこ
とに期待。

➢ 地域中小企業が自治体等に申請する際には、自己チェックシートにおける「セルフチェック」と合わせて、「具体的
な取組内容の記載」を行うことで、既存の自社事業とSDGsの関係性の気付きの促進に繋がることが期待される。

※項目の詳細については別紙リスト参照
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【参考】提出資料のビジュアルイメージ（案）
⚫ 提出資料のビジュアルイメージは以下のとおり。
⚫ 地域によって社会課題は異なるため、地域の独自要件を付して、自治体が注力したい政策の推進
に繋がる制度設計を自治体にて検討することも期待される。

※例示する本骨子案は、自治体が施策検討を進める際のヒント・気付きのツールとして活用頂くことを想定

経済・社会・環境の三側面のターゲットへのコミット（要件1）

●●都県◆◆
株式会社A社
代表取締役■■

☑当社はSDGsの内容を理解し、以下を宣言するとともに、
SDGs達成に向けて取り組みます。

（１）経済
①SDGs達成に向けた取組
➢ 地元の木材（都県産財）を活用した、新商品開発を行う
②2030年に向けた指標
➢ 地元の木材（都県産財）を活用した商品数の割合を増加させる
（2019年度▲商品（全体の▲%）→2030年度●商品(全体の●％)）

③指標に対する進捗測定 ・・・・・・・

（２）社会
①SDGs達成に向けた取組
➢ 女性管理職比率を引き上げる。女性職員のアイディアを活かし、新た
な顧客層向けの新商品開発を目指す

②2030年に向けた指標
➢ 女性管理職比率の20％増加を目指す（2019年度▲人（▲%）→2030
年度●人(●％)）

③指標に対する進捗測定
➢ 総務部が年１回女性管理職比率を自社のHPに公表する。採用パンフ
レットにも女性活躍事例を掲載する

（３）環境
①SDGs達成に向けた取組
➢ 省エネルギーの取組、再生可能エネルギーの利用開始、新規設備投資
により、製造工程において排出されるCO2排出量削減を達成する

②2030年に向けた指標
➢ CO2排出量の50％削減を目指す（2019年度▲t→2030年度●t）
③指標に対する進捗測定
➢ 総務部が年１回CO2排出量を測定し、自社のHPに公表する

SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項（要件2）

項目 具体的取組 対応するSDGs
ゴール

☑ 過度な長時間労働が行われてい
ない

●●●●●
●●●●●

☑ 外国人労働者の差別、人権侵害
がないことを確認している

●●●●●
●●●●●

☑ 多様な人材（高齢者、女性、外
国人等）を活かし、十分に活躍
できる環境が整備されている

●●●●●
●●●●●

☑ 労働者に適切な能力開発、教育
訓練の機会を提供している

●●●●●
●●●●●

☑ 自社のエネルギー使用量を把握
し、エネルギー利用の効率化を
進めている

●●●●●
●●●●●

☑ 廃棄物の削減及び管理を適切に
行っている

●●●●●
●●●●●

☑ 紛争鉱物を取り扱っていないこ
とを確認している

●●●●●
●●●●●

☑ 知的財産を保護するよう、適切
な取り組みを進めている

●●●●●
●●●●●

☑ 地域資源の積極的利用（地産地
消、地産外商）を行っている

●●●●●
●●●●●

７
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【産学官金の地域ステークホルダー等】

自治体、地域金融機関、経済団体、大学、研究機関、支援機関、域内外大手企業、海外展開支援機関 等

➢ トランスレーターとして「社会課題を整理し企業に結びつける」、「企業の既存の取組とSDGsとの関係性の
気付きを提供する機能」等を期待

「地域ＳＤＧｓ推進企業応援制度（仮称）」を核にした地域における中小企業向けの支援の枠組み

① SDGsについての理解・活用ノウ
ハウ取得（セミナー・ワーク
ショップ等）

② 伴走型支援（専門家を派遣して伴
走型のサポート（SDGsを経営計
画へビルドイン、PDCAのフォ
ロー等））

③ 関連施策等の情報提供 等

入口支援 地域SDGs推進企業応援制度
（仮称）

➢ SDGsに取り組む地域企業をプレイ
アップする仕組み（企業向けの認
定や登録等）

① ESGに関心の高い大企業とのマッチ
ング・交流会・勉強会等の実施
（ネットワーキング）

② 認定・登録企業のPRサポート（学生向

けの企業紹介等）、関連施策等の情報提供

③ 認定・登録時にコミットした取組等
の達成に向けた支援

④ 新たな低利融資制度
⑤ 地域の調達の際の優遇 等

出口支援

新たなインセンティブと合わせて、
既存リソースも活用しながら総合的にサポート

➢ SDGs達成を通じた地域中小企業の価値向上・競争力強化を実現するためには、地域中小企業に対する
SDGsの内容や企業経営への活用方法などの丁寧なレクチャーが重要。

➢ 認定・登録等に向けた入口支援（SDGsのレクチャー・ワークショップ・専門家派遣による伴走型支
援）や認定・登録等後のSDGs達成に向けた取組を加速化させるための出口支援・インセンティブ
（ネットワーキング、金融支援等）を合わせて検討することで更なる政策効果が期待される。

➢ 地域中小企業等に対するSDGs導入・競争力強化を実現していくためには、地域の様々なステークホル
ダーの連携によるナレッジ・リソースのサポートやインセンティブの提供が重要。例えば、既存の地域
企業向けの勉強会でSDGsについて学習する、既存の支援策や金融商品等をSDGsに基づいて棚卸をし、課
題解決に向けた取組にリンクさせる形で企業向けに提供する等のサポートも有効である。

中小企業向けの支援の枠組み（例示）

８

関東経済産業局／長野県資料より（2019）



24

スローガン

「未来を変える買い物を」

商品

• 国際認証を受けた商品が買える

• キュレーターの皆様が選んだ商品が買える

記事

• サステナブルな商品やライフスタイルを知る

消費者の志向の変化
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Earth Mall with Rakuten

関連SDGs

フォーカスした国際認証

概要

博報堂と楽天の協働により、日本最大のEコマース「楽天市場」にオープンしたオンラインショッピングモールです。
持続可能な製品：特にMSC（持続可能な漁業）、FSC（持続可能な森林管理）、フェアトレード、そのほか国際認証を受けた製品を

集めています。アドバイザーとして蟹江教授をお招きし、その他各方面の有識者のからサポートいただき、
商品の製造背景を紹介する記事などを通じて、消費者の教育にも焦点も置いています。

結果

参考URL https://event.rakuten.co.jp/earthmall/

高まる関心

月間PV数

増加

2018年4月： 2018年12
月

月間流通総額
2018年4月： 2018年12

月

増加
月間PV増加率から、
消費者の持続可能な消
費への関心が高まって
いることが分かる

月間流通総額増加率よ
り、

アースモールにて実際
に行動に移す消費者が
増加していることが分

かる。

https://event.rakuten.co.jp/earthmall/


ヒモ付け／タグ付け
を越えたSDGsの実践へ



「CSR」での「マッピング」と見える化



48件に関する分析

◼一般的記述
 「自社の活動はSDGsに貢献する」と

記載するが、それ以上の情報はない

◼マッピング①：目標番号のみ
「SDG3と11に貢献」と記載するが、
どの程度健康の増進に貢献するかとい
う情報はない。SDGsにより、新たな
行動の変容は生じていない

◼マッピング②：目標番号と詳細情報
マッピング①よりも情報は追加される
が、新たな行動の変化はない。17の
うち、2～7目標を対象

◼マッピング③：17目標で整理
整理参照のため（例：Deutsche 

Telekom）
短期ターゲットや進捗を記載（例：

Samsung）

◼マッピング④：マテリアリティ分析
重要課題分野に関するSDGsで整理

方法：Fortune Global 500の上位
100社のサステイナビリティ報告書
を利用して、どのようにSDGsが記
載されているかを分類

100社のうち、
◼ 48件は、自社報告書にSDGsに関
する記載あり

◼ 46件は、SDGs記載なし
◼ 6件は、報告書入手不可能

SDGターゲット12.6（企業報告書）の実施



Samsung

BP Royal Dutch Shell

例：マッピング②：番号と詳細情報
例：マッピング③：17目標で整理

例：マッピング④：マテリアリティ分
析

Nestlé

Legal & General
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地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム



提案者名 テーマ SDGs 17ゴール 備考

01
株式会社ロスフィー、一般社団
法人 こもれびシティプロジェクト

都市温暖化対策と「住むだけでQOLが高まるような都市づくり」の
実現に向けた産官学連携調査・検証

02 NPO法人ユニグラウンド
資源360°
持続可能なまちづくりの実現 資源の有効活用を考える

03 (株)モノファクトリー
モノのトレーサビリティと、循環を前提とした社会基盤(プラットフォー
ム)の構築

04 バリュードライバーズ株式会社 食料廃棄の半減を目標として多様なアプローチを見出す。

05 PwCコンサルティング合同会社 先導的デジタル技術・まちづくり開発手法による地域創生分科会

06
国際航業株式会社、
ESRIジャパン株式会社

日本版SDGsの指標ならびにGISを活用した可視化検討

07 株式会社ビジネスコンサルタント SDGs学習におけるツール開発と学びのコミュニティづくり

08 株式会社博報堂九州支社
SDGsの九州における社会実装化を「デザイン開発」によって目指
す

09 モバイルソリューション株式会社 地方創生の為の地域エネルギービジネスの創出

10 神奈川県 SDGs社会的投資促進分科会

11 西武信用金庫
SDGs普及促進のための地域金融機関の役割を考え具体な取
組みの発展と創出を目指す

12 内閣府 企業版ふるさと納税を活用したSDGsの推進について

13 国立研究開発法人科学技術振
興機構（JST）

地域産学官社会連携 (STI＊Localization for the SDGs)

14 経営標準化機構株式会社 国民的ＳＤＧｓを実現すべく中小企業ＳＤＧｓ経営の浸透

15 経営標準化機構株式会社
「日本型金融排除」の存在しない社会へ
～「事業性評価」を中心とした環境整備～

2019年度分科会（2018年度からの継続）

3
1



新たな現象への対応

SDGsの本質：変革へ
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