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企業・自治体SDGs2

SDGsを使いこなす1

関係者連携・発信3
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ガラパゴス化する日本
外来用語（頭文字）の混乱（CSR/ISO/CSV/ESG/SDGs)

SDGsスルーとは？
もともとある

枕詞、理念
サステナビリティ？

ESG経営？

SDGsの難しさ

「ESG投資とSDGｓ経営」 （経済産業省研究会）
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「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development

SDGs 2030アジェンダ

2015年9月
国連全加盟193か国の合意文書
SDGsは英文35ページの中の約15ページ
目標年次2030年

2030アジェンダの構成
前文・各種原則
SDGs(17目標と169ターゲット)
フォローアップなど
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2030アジェンダを読みこなす 外務省仮訳

前文の要素

※以下、外務省仮訳による

協同的なパートナーシップ

大胆かつ変革的な手段

誰一人取り残さない

人権を実現、ジェンダー平等

経済、社会及び環境の三側面を調和
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2030アジェンダ（前文より） 外務省仮訳

我々のビジョン、目指すべき世界像の要素

身体的、精神的、社会的福祉(well-being)が保障される世界

公正で、衡平で、寛容で、開かれており、社会的に包摂的な世界

持続可能な経済成長と働きがいのある人間らしい仕事（decent  work）

を享受できる世界
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SDGsの5原則 2030アジェンダを読みこなす

①普遍性

②包摂性

③参画型④統合性

⑤透明性

SDGsの特色

自主的取り組み

できる人ができるところから行う
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2030アジェンダ前文の5つのPとSDGs

9

図版はすべて国際連合広報局
１７目標のあてはめは筆者
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ストックホルム・レジリエンスセンター作成

SDGsを自分事化する 2016年 世界は早かった
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SDGs12
を軸に自分事化

クールジャパンとSDGs

SDGｓ図版はすべて国際連合広報局
当てはめは筆者
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12. つくる責任つかう責任、持続可能な生産消費形態を確保する

ターゲット（キーワード）
12.1  持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み
12.2  天然資源
12.3  食品ロス
12.4  化学物質や廃棄物（2020年まで）
12.5  廃棄物の発生
12.6  特に大企業の持続可能な取り組み導入、持続可能性に関する定期報告
12.7  持続可能な公共調達
12.8  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
12.a  開発途上国への科学的・技術的能力支援
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の測定手法
12.c  化石燃料に対する非効率な補助金

（参考）SDGs のターゲット・キーワード集（筆者作成） 「Q&A SDGs経営」（日本経済出版）より

ターゲットレベルで見る
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SDGsを使いこなす1

関係者連携・発信3

企業・自治体SDGs2 企業・自治体SDGs2
SDGsの
主流化
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ESG投資とSDGsの主流化

企業

政府 五輪

・万博

自治体

大学
NPO/

NGO

消費者

取引先

投資

ESG投資

経済

環境 社会

Environment Social

Governance

ガバナンス

SDGsの主流化
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発信型

（開示型）

三方よし
陰徳善事

三方良し

発信

自分

相手世間世間

どうする日本企業？

SDGｓ図版は国際連合広報局

発信型三方良しのSDGs化



16©2022hsasaya

EXPO for SDGｓ

https://www.expo2025.or.jp/overview/purpose/

公益社団法人２０２５年
日本国際博覧会協会
HPより

2020年度 大阪府・大阪市
自治SDGs

SDGs未来都制度

124自治体
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SDGsアクションプラン2022
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SDGsアクションプラン2022
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略

SDGsアクションプラン2022 関連項目、予算額

8 つの優先課題毎に、2022 年に各府省庁が進める予定の取組案をまとめたところ、以下のとおり。記載された案件の中で予算化された案件のう
ち、令和 3 年度補正予算（11 月 26 日閣議決定）及び令和 4 年度当初予算政府案（12 月 24 日閣議決定）に含まれる総額は約 7.2 兆円（内数と
して予算額が特定できない施策については、合計額には含まない）。全部で544項目。
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企業の本業で

創造性とイノベーション

企業価値の引き上げと

社員モチベーション向上

新たなクールジャパンへ

SDGs活用の効果

連携・協働で新たな価値を生み出す力SDGsで協創力

協働の

プラットフォーム

学びと発信力

共通価値の

創造

協 創

力
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SDGsを使いこなす1

関係者連携・発信3 関係者連携・発信3

企業・自治体SDGs2
SDGsの
主流化
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規定演技

SDGsは経営マター SDGs経営の規定演技から自由演技へ

22

マトリックス整理で発信

SDGs 169のターゲット

一通りの当てはめ

SDGsウォッシュ（ごまかし）を
避けるチェック

重点を決め直す

差別化

自由演技
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SDGs経営支援ツール：規定演技から自由演技へ

笹谷マトリックス（簡素版）
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結
ゆい

写真提供：岐阜県白川村

どうするクールジャパン？
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SDGs経営：ブランドデザイン

社会・環境
（リスク）

経済価値
（チャンス）

グローバル発信
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労 働

金 融教 育

産業界

行 政

メディア

NPO/NGO

活動の共通基盤(プラットフォーム）

連携・協働

クールジャパンのプラットフォーム SDGsの「産官学金労言」

SDGsの主流化

消費者
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ポスト・コロナとSDGs PEST分析

労働力
働き方（テレワーク）

財務と流動性
オペレーションと
サプライチェーン
危機管理（BCP）

健康
まち

世界的な協調
貿易、規制

医療技術
発信

P

T

S

E

戦略と
ブランド

効果的
な発信

（図版は筆者、SDGsのアイコンは国連広報センター）
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「パリ協定」
「コーポレート

ガバナンスコード」

2015年は、ESG元年／2022年は、SDGs 本格元年

2023

G7日本が議長国、「SDGs国連フォローアップ」

2030

GE SE

2025

大阪・関西万国博覧会 EXPO for SDGs

世界が合意した持続可能な開発目標の達成

G

（図版は筆者、SDGsのロゴは国際広報センター）
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SDGsは世界の共通言語

SDGsはビジネスパーソンの新常識

SDGsを使いこなす
SDGsネイティブの時代

まとめ
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プロフィール 笹谷 秀光（ささや ひでみつ） Hidemitsu Sasaya

（主な兼職）日本経営倫理学会理事、グローバルビジネス学会理
事、特定非営利活動法人サステナビリティ日本フォーラム理事、
宮崎県小林市「こばやしPR大使」、文部科学省青少年の体験活動
推進企業表彰審査委員、未来まちづくりフォーラム実行委員長

▶笹谷秀光の公式サイトー発信型三方よしー」
https://csrsdg.com/

東京大学法学部卒業。1977年農林省入省。2005年環境省大臣
官房審議官、2006年農林水産省大臣官房審議官、2007年関東
森林管理局長を経て、2008年退官。同年伊藤園入社、取締役、
常務執行役員を経て2019年退職。現在、千葉商科大学教授

千葉商科大学・基盤教育機構教授、博士（政策研究）
ESG/SDGsコンサルタント、

著書 「CSR新時代の競争戦略-ISO26000活用術」 （日本

評論社・2013年） 「協創力が稼ぐ時代―ビジネス思考の日本
創生・地方創生」（ウイズワークス社・2015年） 環境新聞ブッ
クレットシリーズ14「経営に生かすＳＤＧｓ講座」（環境新聞社・２
０１８年）「Q&A SDGs経営」(日本経済新聞出版・2019年)、「3ス
テップで学ぶ自治体SDGs」（ぎょうせい・２０２０）。

https://csrsdg.com/
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