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　皆さんこんにちは。まず主催者として御礼申し上げるとと

もに、一言ご挨拶を申し上げます。お忙しい日曜日の午後に

も関わらず、本当に多くの市民の皆様のご来場に恵まれてこ

のシンポジウムが開催できますことを大変嬉しく、また心強

く思っております。長丁場ではございますが、どうぞよろし

くお願いいたします。本日、日曜日の午後の時間の使い方と

してこの会場に来てくれた皆さんは、幸せであります。正し

い選択をしたというくらい、今日は SDGs に関する第一人者

の方々にこの静岡市に集まっていただいて、皆様に様 な々情

報提供をしてくださいます。ご承知のとおり、私たち静岡市

はこの SDGs、2030 年までに 17 の目標を通じて、素晴らし

い地球を次の世代に残していこうという国際目標、これと私

たちの静岡市第 3 次総合計画というまちづくりとを結びつけ

た取組を強力に推進しております。しかし市長や行政だけが

旗を振っていても、市民の皆さんがその事について認知し、

理解してくれないと、意味がありません。そういった見地か

ら、なぜ静岡市は SDGs と結びつけたまちづくりをするかと

いうことについて丁寧に説明をしています。そのために始め

た取組が、SDGs の 17 の目標に向けて静岡市の行政が取

り組んでいることを、民間の皆さんと力を合わせて集中的に

伝えていこうというSDGs Month（月間）を、今月一か月間

展開してきました。お手元に配布している資料が、そのさま

ざまな催しやイベントを紹介するタブロイド紙でありまして、

1 月 3 日にグランシップで行われた成人式をスタートにして、

このシンポジウムがそのフィナーレのイベントであります。

　さて、SDGs を浸透していくためには 3 段階が必要です。

認知・理解・行動という3 段階です。まず知ってもらう。ま

ちでは随分、この SDGs バッチをつけたサラリーマンの方々

が目につくようになりました。静岡市は他の都市よりも、認

知は進んでいると思います。しかし、SDGs って何という理

解についてはまだまだであります。SDGs はチャリティーでも

ボランティアでもありません。自分ごととして、2030 年まで

にこういう考え方で自分の生活やまちづくりや国づくりをして

かないと大変なことになるよ、だからちゃんとこれからのこ

とを考えるために、事実を元にした考え方で 1日 1日を大事

にしていこうということです。例えば企業の方々にとっては、

ビジネスチャンスにもなります。今日はそういった観点から、

ぜひ市民の皆さんに第一人者の方々からのメッセージを受け

取っていただきたいと思います。

　このシンポジウムの最大の目的は、今日ご参集の皆様が

内容について理解し、咀嚼し、これをご家族の方、友人の方、

地域・会社の方々に広めていただくことです。ぜひよろしくお

願いいたします。

　先ほど申し上げました SDGs に関わる第一人者の方々は、

この静岡に今日 1 日時間を貸してくれました。むすびとして、

紹介いたします。まず、長崎大学大学院に勤めており、この

ことについてずっと、全国ばかりか世界中で旗を振ってくだ

さっている池上教授であります。そして静岡市は、フランス

のカンヌ市と姉妹都市であり、昨年は、連携強化に向けて

協定も結びました。そのご縁もあって、フランス駐日大使館

からリュカ・フロマン一等書記官にもお越しいただきました。

そして数多くある国連組織の中でも、この問題に大変関係

深い国連開発計画（UNDP）の駐日代表を務めている近藤

さんにも来ていただきました。そして静岡市は、1700 くらい

ある日本に自治体の中で 60 しか認定されていない SDGs 未

来都市に選ばれております。また、国連事務局からアジア地

域唯一の SDGs Hub 都市、つまり静岡市の取組を国内外に

広めてほしいという責任を持った都市に認証されております

が、その架け橋として大変お世話になりました外務省から、

今日は地球規模課題総括課の塚田審議官に来ていただきま

した。

　このような第一人者の皆様をお迎えして、SDGs Month（月

間）のファイナルイベントを「地域社会と SDGs」というテー

マに基づき、 私たちが当事者意識を持ち、自分ごととして、

自分たちの生活やまちづくりに SDGs の考え方を取り込むと

いう趣旨をもって開催いたします。できるだけ双方向のシン

ポジウム、つまり一方的に講師が語るのではなくて、会場の

皆様から質問や意見をぶつけてもらうという双方向のひとと

きにしたいと思いますので、皆様方のご協力もお願いを申し

上げ、私からの挨拶とさせていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。

ごあいさつ

静岡市長

田 辺　信 宏

静岡市SDGsシンポジウム　主催者あいさつ
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　皆さんこんにちは。フランス大使館

で勤めているフロマン・リュカと申しま

す。本来ならばこういった SDGs とい

うテーマですと、大使が喜んで自らこ

の場に来て、色々な話をしたかったと

思うのですけれども、残念ながら、フ

ランスでの先に決まっていた別のイベ

ントに出席しているため、本日は来ら

れませんでした。私は代わりに SDGs

について、特に今のフランスでの取組

について、お話しさせていただきます。

私が今日話したい内容としては二つあ

り、一つ目は、SDGs を達成する上で

やはり大事な役割を担っている地球の

保全に関する事実の、つまり気候変

動など生物多様性の話の重要性です。

今年はそういった目的について非常に

大事な一年になりますので、まずその

話を先にいたします。二つ目には、こ

のプレゼンテーションのテーマでもあ

るフランスでの SDGs の実現の戦略に

ついてで、特に最近の動向について、

お話しさせていただきます。

　まずパワーポイントを使わずにお話

しさせていただきます。SDGs が採択

されて今年でもう 5 年になろうとして

いますが、2015 年、SDGs とほぼ同

時に気候変動に関するパリ協定という

重要な枠組も採択されました。もちろ

ん気候変動への対策というのは SDGs

のゴール13 という一つの SDGsでもあ

り、一見その SDGs のプロセスとパリ

協定の実施は違うプロセスに見えるか

もしれないのですけれども、最近その

本当に深い関わりが徐々に分かってき

ました。何故かというと、やはり2030

年を見据えた持続的可能な未来を考

える上での大前提として考えなければ

ならないのは、地球環境の保全です。

近年は、特にこの数ヶ月で、地球温暖

化が従来の想定を超えるペースで進ん

でいるということが分かってきました。

フランスと日本だけを見ても、フランス

では例えば今年の夏は統計史上最も

暑い気温が記録されました。日本では

もちろんあの記録的な、強大化した台

風による豪雨など異常現象が相次いだ

一年でもあったと言えます。そして今、

誰でも自分の身に感じることができる

そういった異常現象を裏付ける科学的

証拠も相次いでいます。例えば去年の

9 月に、地球変動を研究する専門家の

機関である IPCC が、地球温暖化が

海洋にもたらす影響についての報告書

を出しました。その報告書の中で記載

されているのは、やはり気候変動によっ

てグリーンランドや南極の氷が早く溶

けたり、海洋にもたらす温暖化の影響

が加速しているという事です。実は海

洋、海というのは今までに地球温暖化

を食い止めるのにとても重要な役割を

果たしてきました。およそ産業革命が

起きてから、人間による CO2 の排出

量のうちほぼ 30% を海が吸収してきま

した。しかしそれも限界に来ていると

いうことも、最近の調査で分かってき

ました。

　そういった気候変動による影響、異

常現象の最先端にいるのはやはり皆

様、地方自治体の方です。日本でも

そういった異常現象に対する認識が高

まってきて、実際に去年、例えば日本

で数か所の地方自治体が、初めて気

候の非常事態宣言を出しています。や

はりそういったものが自分の SDGs の

考え方の根本にあるのですが、自分

の身に起きることとしてこうやってまず

認識し、そして行動を起こすというこ

とが非常に重要です。SDGs の地球の

保全に関するゴールの中で、気候変

動だけではなくて、実は色々な目標が

そういった地球の保全に関する目標で

す。例えばゴール 6 の水、ゴール 12

の持続可能な生産や消費、ゴール 14

の海洋の保全、そしてゴール 15 の生

態系・森林の保全など本当に多様な、

色々な SDGs の目標がそういった地球

の保全に取り組んでいます。地球をこ

うやって守る上で、気候変動に取り組

むだけではなく、それと同じぐらい重

〈基調講演〉

フランスにおける SDGs について

駐日フランス共和国大使館一等書記官

リュカ・フロマン



3

静岡市SDGsシンポジウム　基調講演

要なのは生物多様性をしっかり守ると

いうことです。

　生物多様性は多分、気候変動ほど

は慣れない言葉かもしれないですが、

実は今年 2020 年はその生物多様性の

保護という観点からもかなり重要な一

年になります。今から10 年ほど前に、

ここ静岡からさほど遠くない愛知で「愛

知目標」というのが採択されていて、

その愛知目標は今年で実施されていた

期間が満了しており、新しい枠組みを

作る必要があります。それが今年 10

月に開かれる生物多様性について中国

で開催される COP15 で、非常に大き

な役割を担います。地球の気候変動に

関しては、それこそパリ協定で全世界

が合意したわかりやすい目標、つまり

産業革命前の時期に比べて地球温暖

化を 2℃以内に止めなければいけない

というわかりやすい目標、全世界がど

のレベルでも目指せる目標があるんで

すけれども、生物多様性については、

そういった同じように分かりやすい目

標がまだ出ていません。それが今年の

COP15 の重要な課題となります。生

物多様性はなぜ大事な話かというと、

簡単に言えば、やはり他の SDGs と密

接につながるからです。水へのアクセ

スや飢饉の撲滅など、生物多様性とい

う問題に取り組まない限りは SDGs の

およそ 80%を実施するのが難しいとい

う推測も出ております。

　さて、２つ目のテーマ、フランスで

の SDGs の実施の戦略とその状況を

これから簡単にお話しさせていただ

きます。実はフランスで SDGs の戦

略が採択されたのはわりと最近のこ

とで、去年の 9 月に初めてフランスの

国としての戦略が発表されました。お

よそ 1 年かけて、2018 年の 8 月から

およそ 300 人の色々な背景の専門家、

それぞれの省庁の方々ももちろんのこ

と、国会議員、地方自治体、企業な

どが一緒に考えて発表されたもので

す。SDGs17 の目標を６つの課題に凝

縮したということになっており、 SDGs

の持つ横断性というのはこの戦略の中

でもしっかり現れています。つまり17

の目標をきちんと総合的に取り組むた

めの戦略で、国だけではなくやはりフ

ランス社会にとっての戦略ということに

なっております。もう少し簡単に話す

と、例えば課題 4 は質の高い食生活

と健康に関する課題で、低炭素に向

けた努力と社会モデルの変革に深く繋

がっています。なぜかというと、そう

いった社会の変革のための努力がなけ

れば、食生活の向上というのはなかな

か実施するのが困難だからです。この

戦略が特に重要視しているのは課題３

の教育の必要性です。静岡市長の話

にもあったのですけれども、やはりま

ず SDGs を自ら理解し、他人に理解

させるのが最初のステップで、例えば

この戦略の中ではフランスの小中学校

の課程に SDGs の教育を取り入れると

いうことが予定されています。フラン

スが他に重要視しているのは、課題１

の差別と不公平との戦いで、実際にフ

ランスが去年 G7 の議長国を務めてい

た時も、世界レベルでの差別や不平

等、特に男女平等というテーマを最優

先として掲げました。５つ目の課題と

して、SDGs を実践するためのパート

ナーシップを強めるという目標があり

ます。SDGs は総合的に取り組む必要

がある、しかし一箇所が、例えば地方

自治体でも個人でも、17 の目標を全部

実施するのは難しいので、やはり自分

のところで実施できる SDGs をしっか

り捉えて、自分のレベルでは実施でき

ない SDGs は他のステークホルダーと

対話しながら実施していく必要がある

ということです。最後に課題 6 の国際

協調に関する課題ですけれども、非常

に重要な話で、フランスの見方として

は、やはり国際協力が機能していなけ

ればこれから 2030 年に向けて SDGs

を実施していくのは難しいと思ってい

て、特に今の世の中で自分のところさ

え良ければいいという風潮が広がる中

で、多国間主義と国際協調をしっかり

保護することが重要になります。

　最後に結論に移りたいと思います。

簡単に言えば SDGs の持つ独特な素

晴らしいところは、SDGs に関しては

先進国と発展途上国の区別がないとい

うことです。自分の国で持続可能な社

会を作るのに成功した国はまだ一つも

ありません。SDGs の観点から見れば、

私たちはみんな、持続可能な開発のプ

ロセスにある国々です。皆様、今日は

改めてこの貴重な機会をくださり本当

にありがとうございました。SDGs の

話に加え、色々な話が混じっていたの

ですが、少しだけ日本の皆様にヒント

になることができたら、とても幸いで

す。改めてありがとうございます。
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風 19 号、日本を完全に飲み込んでし

まうような大きな台風だったわけです

が、この台風、それからその前にもあ

りました台風 15 号、こういった大きな

台風が続けざまにくるということは今

までなかったので、何かが起きている

と、これが気候変動かと皆さん気づき

始めたわけです。学者の方々は、この

地球にどれくらいの容量があるか、地

球の定員は何人ぐらいだろうかという

ことを研究されて、プラネタリーバウン

ダリーという考え方を提唱されていま

す。これは生物多様性とか、それか

ら気候変動、携帯電話で言うと、だ

んだん残りの容量が危うくなってきた

というのが、黄色で表されます。赤に

至ってはもうほとんどゼロということで

す。例えば窒素の量とかは、もう真っ

赤なわけです。こう考えながら地球の

定員って何人くらいだろうかということ

から考えますと、今地球の人口という

のは 78 億人ですが、これは定員の約

1.5 倍だと言われております。つまり地

球にはもうこれ以上スペースがないの

です。そんな中で、気候変動というの

はどういうことかということをビジュア

ライズして見てみますと、これも学者の

方の提唱ですけども、この地球の冷た

い時期、暖かい時期というのはこれま

で振幅していたわけです。氷河期だっ

たり温暖期だったりで、その振幅をう

まく繰り返していけばいいのですけれ

ども、どうもヒトが現れてから、その

振幅の片方、暖かい方のぶつからなけ

ればいけない壁とでもいいましょうか、

振幅の周期がおかしくなってきてし

まった。そうするとホットアースと、ど

んどん地球が熱くなる方向にもう歯止

てこれを全部パートナーシップで解決

していこうという17 番。人と社会と地

球と 3 段構造になっていまして、ちょ

うどこのウェディングケーキのように上

から重ねてある構造になっております。

　SDGs について詳しく説明する前に、

簡単に国連の説明をいたします。国連

というのは、かいつまんで申しますと、

1945 年にできました、第二次世界大

戦が終わってもう戦争を起こさないた

めにできた機関です。フランスを始め

戦勝国が集団安全保障体制として作っ

た機関ですが、当然日本は戦争を起

こした側に入っていましたので最初は

国連に入っておりませんでした。それ

から 4 回入れてくださいという加盟申

請をして、ようやく入れたのが 1956

年のことです。1960 年になりますとガ

ラっと世の中が変わって、今度の国連

の大事な課題は開発でした。1960 年

代には、アフリカで新しく独立した国

がどんどん国連に入ってきますが、こ

ういった国は新しい国ですから、大統

領や首相たちは、国をどうやって運営

したらいいか、初めてやるわけですか

らそうは分からないですね。こぞって

国連に、一斉に加盟されましたので、

1966 年そういった国の運営の仕方を

情報共有して、資金を先進国からもらっ

て開発を進めていこうということでで

きたのが、国連開発計画 UNDP でご

ざいます。

　国連のやらなければいけないこと

は、平和と人権と開発、この３つだと

国連憲章に書いてあります。一言で言

いますと、人の命が危機にさらされて

いる時には声をあげなければいけない

というのが国連の仕事です。昨年の台

　皆様こんにちは。今日は静岡にお

招きいただきまして大変に光栄でござ

います。世界に向けて SDGs の取り組

みを発信していただくこのような場を

持たれている自治体は、1700 自治体

の中でも静岡市が一番ではないでしょ

うか。SDGs について、もう一か月間

SDGs Month（月間）ということで語

り尽くしてこられた静岡市民の方々に、

もうこれ以上何も申し上げることは無

いわけですけども、せっかく今日、日

曜日の午後を割いて、ここにおいでい

ただいた方は、お帰りになるときには、

SDGs の課題を特定し、その解決策を

ご自身で計画して実行する力をお持ち

になります。

　さて、この SDGs ですが、17 も目標

があって少し目標の数が多いんですけ

ども、よくある覚え方としては、三段

構造の一番上は保健とか医療とか水と

かですねジェンダーとか、人間の基礎

的な、生きるのに必要な要素です。そ

れから二つ目が、SDGs の特筆したと

ころで、エネルギーとか労働とか技術、

それから都市、消費と生産といった産

業に関する目標です。こういったところ

を初めて国際的に目標にした、今フロ

マン書記官がおっしゃったみたいに途

上国も先進国もなく、地球上のすべて

の人がこれでいこうと合意した初めて

の目標であり、これまでの国連では考

えられないものです。それから一番下

が、地球の問題です。環境、海、陸上、

バイオダイバーシティ・生物多様性、こ

ういった環境の目標と、それに加えて、

信頼できる行政、司法、国家。それ

らが信頼できるものであれば平和にも

なるであろうという目標の 16 番。そし

〈基調講演〉

「世界の目標から一人一人の行動に」
～地域社会と協働するUNDPの SDGs 達成に向けた取組～

国連開発計画（UNDP）駐日代表

近藤 哲生
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こでは戦っていた２つの民族、セルビ

ア人とアルバニア人が仲良くして国の未

来を一緒に考えてくださいということを

伝え、アルバニア人、セルビア人の話

し合いを通じて地域の未来を考えても

らい、特に女性の労働機会を作るため

に職業訓練をやるという日本政府の人

間の安全保障プロジェクトをやりまし

た。お母さんたちが職業訓練を受けて

いる間に、子供の託児所をやっていた

のは私の部下でした。UNDP はこのよ

うに各国で活動しておりますけれども、

企業、特に大企業がなぜ SDGs での

推進力かというと、この 17 の目標とい

うのは政府や国連の力だけだと到底

達成できないからです。企業の行動、

特に共有する価値「CSV」というのは

皆さん聞き及びだと思いますけれども、

利益の一部を社会に還元する、そこ

をさらに超えて企業の事業そのものが

SDGs を推進している、その価値を提

供しているかどうかというのが企業の

役割であるということです。そういっ

た協力が進んでいきますと、SDGs に

取り組む人々の力の輪が加速していき

ます。ムーンショット（注：非常に困難

で独創的だが、実現すれば大きなイン

パクトをもたらす壮大な計画・目標の

こと）とでも言うべき SDGs ですが、

人々の力の輪が広がれば、この難し

そうな 2030 年までの目標も達成でき

るのではないだろうかと思います。特

に企業にとって大事なのは資金です。

これからの資金の流れのトレンドとし

て、静岡市の企業で SDGs を進める

ことにコミットしている企業の方々が資

金の流れの中でチャンスを得ていくと

いうことが、これから進んでいくと思

います。もうすでに静清信用金庫さん

が進めていらっしゃるようで非常に心

強い限りです。そういった潮流の中で

UNDP も様々なパートナーの方と一緒

に、世界に日本の素晴らしい取り組み

を紹介していきたいと思います。以上

が今日の私の話でございます。Merci 

beau coup!　 

たアフリカのある国などは、選挙をや

りますと得票総数の方が有権者数より

多かったというようなこともありしまし

て、そうするとますます誰も信用してく

れなくなりますから、こういうことのな

いように選挙をきっちりやるということ

です。3つ目はエネルギー、4つ目がジェ

ンダー平等、5 つ目が気候変動、6 つ

目が強靭性・レジリエンス、災害に強

い国にしなければいけないということ

です。こういった６つのテーマをやっ

ていく中で、SDGs の 17 の目標はすご

く大事ですということを UNDP も申し

まして 17 目標の合意に向かっていた

わけです。

　私のボスのアヒム・シュタイナーも

言っておりますけども、やはり SDGs

の最大の要素はコミュニティで、皆さ

んお住まいの地域で取り組んでいただ

くこと、ローカライゼーションがとても

大事です。そうやって取り組んでいく

ことによって、信頼できるデータが積

み重なり、適切な関係者が取り組み、

そこに資金が流れ始め、イノベーショ

ンが始まりますと、それが政策に反映

されて SDGs の車輪が回ってくるわけ

でございます。例えば中国ですと、水

素電池を使ったバスの運行ということ

でかなり先を行っておられます。防災

ですと、日本は災害を受けてそこから

立ち直ることにおいては世界の中でも

トップクラスです。日本ほど酷い災害

を経験してそこから立ち直った経験を

持っている国はありません。例えば、

民間企業の富士通さんがコンピュー

ターを提供して東北大学の災害科学

国際研究所が集めた東日本の発災時

の災害データを18 カ国に提供して、そ

れを元に各国で避難訓練、学校の防

災訓練をやっております。その経験を

各国と共有していただいて、そういっ

たプロジェクトをリピートして、UNDP

としてはコーディネートしていくことが

できればと思っています。それから地

方自治体の協力というのは非常に大事

で、戦争をしていた国、例えば私がい

たことがあるコソボという国ですと、こ

めが効かなくなって気温が高くなって

しまうというのが、今の地球物理学者

たちの見方です。そういう危険な状態

にいま地球がなってしまっているという

ことに対して色々な方が声を上げてお

ります。国連ばかりではなく、特に若

い方々です。例えば、去年の国連総会

以来、様々なところで話をし、活動を

しているスウェーデンのグレタ・トゥン

ベリさん。皆さんもテレビ等でご覧に

なったかと思いますけれども、高校生

の女子に「How dare you!」、今まで

何をやってきたのかと厳しく言われて

いるわけです。私たち大人はその問い

かけに対して大きな責任があるわけで

して、若い方々の意見を聞かなければ

いけないというのも、SDGs のキーワー

ドの一つです。今日この場所にも、青

年会議所が派遣する少年少女国連大

使として、井上紗彩さんがいらっしゃっ

ていまして、青少年の代表として、第

二部で発表をいただくようです。楽し

みにしております。

　さて、「行動の 10 年」ということ

で残り10 年、2030 年までになった

SDGs にこれから取り組んでいくわけ

ですが、具体的にはこういった普段

手にするもの口にするものを通じて考

える必要があります。食べ物や着るも

の、そしてゴミのリサイクルです。ここ

で大事なのは、ただ感情論や気分だ

けでこういうこと言ってもダメで、正確

なデータに基づかなければいけないと

いうことです。これを国連は最大の責

任を持ってやらねばいけない立場にあ

ります。UNDP は全世界 170 の国でこ

ういった開発プロジェクトをやっており

まして、このように毎年成果を出しな

がら、その報告をしながらやっており

まして、皆様のお支払いになった貴重

な税金をいただいて活動しており、き

ちんと使えているということもご説明し

ております。UNDP は活動テーマを

６つとしています。1 つ目は貧困削減。

2 つ目は信頼できる政府にするにする

こと。途上国では信頼できる人を選ぶ

選挙も大変です。私が過去におりまし
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　外務省の塚田でございます。今日は

田辺市長以下、静岡市の皆様にこのよ

うな場を設けていただき、ご招待いた

だきましたことを心より御礼申し上げま

す。大変楽しみにして参りました。私は、

政府を代表いたしまして、二つ大きな

役割があると思っております。一つは

今、近藤代表がお話しされた国連・国

際社会における動きというのを日本国

内に展開する上での国際社会と日本と

の接点として、いわば「のり」みたい

な役割を果たし、国のレベル、政府の

レベルで大きな戦略ですとか政府の政

策を策定するというのが一つです。も

う一つが、今日みたいに国民レベルで、

今申し上げたような大きな国際社会の

流れを、どういうふうに理解を求めて

いくか、あるいはそれを実際に実践し

ていく形を皆さんと一緒に考えていく

ということです。そういう二つの大き

な役割がある中で、今日はまさに後者

の、国民レベルで、今国際社会で起

きていることを、どう展開していくかと

いうことを一緒に考えるということでご

ざいます。静岡市は従来から SDGs の

達成に向けた非常に先駆的な取り組み

をしてきておられ、例えば SDGs 未来

都市にも選ばれておりますし、田辺市

長のイニシアチブで、市長自ら、ある

いは市の職員の方々が、アメリカ、イ

ンドネシア、遠く南アフリカまでご出張

されて、色々な形で SDGs のハブ都市

としての取組みを展開していると聞い

ており、心より敬服・感銘を受けてい

る次第でございます。同時に静岡市は、

去年から東京ガールズコレクションある

いは中学生サミット、こういった若い

方々、若い市民が SDGs について考え

るという重要なイベントも積極的に主

宰されているということも、大変素晴

らしい取組みだと思っております。そ

うした中、静岡市は市民の SDGs 認

知度 50% に向けて今頑張っておられ

ると聞いております。地方自治体のフ

ロントランナーとして、SDGs の認知度

向上に向けての取組や、具体的なアク

ションを展開していく静岡市を、我 と々

してもぜひ側面支援、お手伝いさせて

いただきたいと思っております。

　さてその SDGs という大きな理念に

は 17 の目標があるということはもちろ

んご存知の方は多いと思うんですけれ

ども、実は 17 それぞれの目標に 10

個ずつくらいターゲット、具体的な個

別の目標というのがぶら下がっておりま

して、全部で 169 のターゲットがある

ということはご存知でしょうか。例え

ば、ゴール 1の「貧困をなくそう」では、

2030 年までに貧困状態にあるすべて

の年齢の男性・女性・子供の割合を

半減させる、あと 10 年間で貧困レベ

ルを半分にするという、非常に大きな、

難しい課題があります。他には、各国

において最低限の社会保障制度をしっ

かりと実施して、2030 年までに貧困層

および脆弱層に対する十分な保護を達

成する。今の日本国内でも、いわゆる

貧困人口、特に子どもの貧困が増えて

いると言われていますけれども、これ

を 2030 年までに、できればなくして

いくし、そういった層に対する保護を

十分な水準にまで持っていくという目

標が SDGs において課せられているわ

けです。これを達成するために、ある

いはこれがどのくらい進捗しているか

というのを測る指標がありまして、こ

れも実は 232 の数値目標が国際的に

合意されております。この指標を日本

国内でどう展開するかというのは、今

総務省を中心に、具体的な日本国内

の指標作りというのが進んでいます。

SDGs が非常にパワフルなのは、こう

いった数値目標を単に設定するだけで

はなく、定期的にそれをモニタリング

していくことも合意していて、毎年 7 月

くらいに開催される国連ハイレベル政

治フォーラムで、各国がその 1 年間の

進捗を報告して、目標を達成できてい

るかどうかをチェックしあうという仕組

みができています。これは、これまで

にない強力な取組みであると思ってお

ります。

　さてそうした中で、日本の達成度は

どのくらいかということも気になるとこ

ろだと思います。去年の 9 月の国連総

会で国連事務総長の報告がございま

して、この４年間に SDGs がどのくら

い達成できているかということについ

ての評価があったわけですけれども、

結論から言うと非常に大きな危機感が

表明されたわけでございます。一部、

例えば水とかエネルギーに対するアク

セスや極度の貧困については世界全体

としてそれなりの進展があったという

評価がある一方で、例えば気候変動

や生物多様性、ジェンダーなどのいく

つかの指標については、必ずしも達成

が十分でないという評価がございまし

て、日本につきましても、SDGs４「教

育」や 9「イノベーション」といった分

野では達成度があったと評価されてい

ますけれども、例えば不平等、貧困・

格差あるいは女性・ジェンダーいった

分野は、日本は十分でないという厳し

〈基調講演〉

SDGs に実施指針と
今後の実施に向けた戦略について

外務省地球規模課題審議官

塚田 玉樹
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い評価もある中で、日本自身として今

後どのくらいこの進捗を推し進めるこ

とができるかというのが非常に大きな

課題になっております。これを政府、

国のレベルで前進させるというのが、

私ども外務省以下、日本政府の大きな

役割でございまして、具体的にどうい

うことをやっているかというと、安倍

総理が主催するSDGs 推進本部という

ものを毎年 2 回開催して、各大臣に報

告をしてもらっております。さらに去年

12 月には国の SDGs の戦略である実

施指針を改定して、さらに各省でそれ

を進めていくためのアクションプランを

作成してきました。他にも、冒頭申し

上げた国民展開という意味で、SDGs

に一生懸命取り組んでいる個人あるい

は企業、自治体などの方々を顕彰する

ジャパン SDGsアワードや、静岡市さ

んがすでに受賞されている未来都市な

どを日本全国に展開するということも

一生懸命取り組んでいます。

　国際的な場でも、国連や G7、G20

などで、日本の SDGs モデルを積極

的に発信するということもやらせてい

ただいております。以上、国際社会と

いう大きな文脈の中での日本の位置づ

けということをご紹介させていただきま

した。最後に、今年は、新学習指導

要領というのができまして、SDGs を

扱う学校教育が本格的に始まる年に

なります。先ほどのフロマンさんの話

にもありましたように、フランスでも学

校教育で SDGs が始まるというふうに

聞いておりますけれども、そういった

取組に加えて、金融機関を通じたカネ

の流れというのが人間の活動というか

経済活動を大きく変える上では非常に

重要だと思いますので、「SDGs 金融」

が今年のキーワードになるのではない

かと私は思っております。あとやはり

重要なのは官民連携です。政府が頑

張っても周りがついてこないといけな

くて、田辺市長の言葉を借りると「一

人の百歩よりも百人の一歩」というこ

とで、官民連携で SDGs の裾野を広

げていきたいと思っております。そして

SDGs を通じた地方創生も一生懸命進

めていきたいと思っております。あと今

年は、去年に続いて非常に大きな国

際的なイベントが日本で開催されるこ

とになっております。皆さんもご存知

のとおり東京オリンピック・パラリンピッ

クが 7 月、8 月に行われますし、12 月

には栄養サミットというのが東京で開

催されます。４年に一度、オリンピッ

クの年に栄養について世界の人々が集

まって考えるサミットで、これも我 と々

してはぜひ皆さんと一緒に盛り上げて

いきたいと考えております。こういった

大きなイベントを通じて、日本が一生

懸命取り組んでいる SDGs の姿とい

うのを、国際社会に積極的にアピール

し、我々自身もこういった機会を通じ

てさらに SDGs への理解を深め、今

後の取組につなげていくということで、

ぜひ静岡発で、今年一年を力強く踏

み出したい、まず自分の身の回りから

SDGs についての第一歩を踏み出すと

いうことで、ぜひ 100 人で一歩進める

という気持ちで今年を開始できればと

思っております。ご清聴ありがとうござ

いました。
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〈事例発表〉

リコージャパン株式会社

藤岡 雅哉

　皆さんこんにちは。私は、リコー

ジャパン静岡支社で SDGs キーパー

ソンを拝命しております藤岡と申しま

す。本日は数ある SDGs 宣言企業に

中からリコージャパンをご選出いただ

き、事例発表の機会をいただきまして

誠にありがとうございます。それでは

リコーグループの SDGs の取組みを紹

介させていただきます。皆さんリコー

という会社はご存知いただいておりま

すでしょうか。コピー機のメーカーか

な、カメラあったな、そんなご印象も

あろうかとも思いますので、少しだけ

ご紹介をさせてください。リコーグルー

プは、製造メーカーである株式会社リ

コーを中心に、世界 200 の国と地域

で事業を展開しております。その中で

我々リコージャパンは、国内で販売と

サービスを担っている会社でございま

す。全国で 1 万 8000 余人の社員、そ

して北海道から沖縄まで 354 拠点で、

地域密着・地場の企業様にリコーブラ

ンドの複合機プリンター等だけではな

く、 ITと ICT ソリューションをご提供

しております。最近、夜のニュース番

組の提供で、吉瀬美智子さん演じる

レディエドワードというキャラクターの

コマーシャルを打っていますが、我々

社員から見ても非常にわかりづらいの

で、少しだけご説明いたします。これ

は、実は最近リコーが提唱しておりま

す、「エンパワリングデジタルワークプ

レイス」、その頭文字 EDW をレディエ

ドワードというキャラクターになぞらえ

たコマーシャルです。これは、皆様が

社会で働かれる場所をワークプレイス

と呼び、それらをデジタルの力でつな

いで 、empower、つまり強化するこ

とで皆様の働くところをスマートにして

いこうという考え方でございます。特

に我 リ々コーグループは、従来はオフィ

ス中心にソリューションを提供しており

ましたけれども、現在は、建設現場、

製造現場、福祉介護の現場、ひいて

は、地方創生、環境エネルギーといっ

た分野にも、その価値提供の広がりを

見せております。さて、SDGs の取組

についてなんですけれども、まず我々

が SDGs の取組にどのように整理を

つけてきたかというと、まず CSR 報

告書の表現が変わってまいりました。

2017 年には、 A 4 の1/4 の小さな記事

で SDGs 取り組んでいますという表現

でしたが、2018 年版は、もう報告書

の表現を全て SDGs に沿って作成い

たしました。昨年の 2019 年版は、巻

頭から SDGs の特集をしておりまして、

その特集部分は、SDGs コミュニケー

ションブックとして別雑誌でリリースし

ております。本日ブースを用意してお

りまして、その冊子を配布しておりま

す。そしてリコーグループがどのように

SDGs のゴールと事業を紐づけしてい

るかというと、取り組み以前から、自

分たちの事業がどのような社会課題、

我々は重要社会課題と呼んでおります

けれども、それらに紐づいているかの

整理をしておりました。2017 年に、こ

の SDGs のゴールと我々の取り組んで

いる重要社会課題がどのように紐づ

いているのか再整理して、17 のゴール

全てはではなく、８つのゴールに紐付

けて展開をしております。具体的な取

組のご説明になります。まず一つ目は 

RE100 の取り組みで、2017 年 4 月、

国内企業では初めて RE100 に加盟を

いたしました。RE100 とは、「リニュー

アブルエナジー100%」の略称でして、

事業活動の電力を100% 再生可能エ

ネルギーで賄うことを目標に掲げた企

業が参加する団体になります。再生可

能エネルギーとは水力、太陽光、風

力、地熱、バイオマスになりますけれ

ども、メーカーであるリコーとしては、

主力製品である A 3 複合機の組立生

産に使用する全ての電力を、昨年から

100% 再生可能エネルギーで賄い始め

ました。御殿場にあるラインもそのひ

とつで、リコー環境事業開発センター

というRE100 を先行実践する拠点で

あると同時に、RE100 を実現する技

術を開発し世の中にリリースするという

役割も担う場所です。その一つが木質

バイオマスの利活用です。国土の 3 分

の 2 が山林の日本ですが、その多く

は間伐が進まないために大雨、台風な

どによって土砂災害が発生するという

大きな課題がございます。御殿場では、

現地の NPO 法人さんに間伐を行って

2018年版からCSR報告書は完全にSDGsモード

2017年には「A4の1/4の記事」 報告書の表現をSDGsに沿っ

て作成。事業活動を通じて
SDGs が目指す社会の実現に

貢献することを具体的に説明

報告書巻頭からSDGs特集。

その特集を「SDGsコミュニケー

ションブック」としてリコーグ
ループのSDGs取組を説明す

る冊子としてリリース
Copyright 2020 RICOH JAPAN Corporation All Rights Reserved. 12
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いただき、市場に流れなかった未利

用材を現地でチップ化していただいて、

リコーがエネルギーとして利用しており

ます。つまり御殿場地区の森林保全と

地域創生、そしてリコーの低炭素化を

同時に実現しているモデルになりまし

て、全国の自治体さんにご紹介を差し

上げております。続いてメーカーであ

るリコー以外に我々リコージャパンが

どのように RE100 に取り組んでいるか

というと、一つ目は、我々の 354 ある 

拠点を新築・改築していく時には必ず

ZEB、ゼロエネルギービルの考え方を

取り入れていっています。近くは、岐

阜支社が 2019 年 3 月にオープンしま

して、岐阜県の民間企業としては初め

てニアリー ZEB を取得し、第三者機

関からエネルギー消費量が 78% 削減

できているというお墨付きをいただき

ました。具体的には、省エネ・創エネ・

蓄エネという三つの取り組みをしてお

り、リコーが開発したセンサーを天井

に埋め込みまして、人がいる・いない

の別や、室内の明るさ、温度をセンシ

ングして、LED 照明とか空調を自動で

コントロールして省エネに繋げる。そし

て創エネはもちろん屋上に太陽光パネ

ルをつけさせていただいてクリーンな

エネルギーを活用する。そして蓄エネ、

それらの電池を貯めて活用する。また 

EV、 電気自動車を導入しまして天候や

天災に影響されない安定した電力供

給を実現する。災害時にはこういった

蓄電池、リーフのバッテリーから電気

を供給して地域にも貢献できる、情報

防災発信基地としても活用ができると

いうことになっております。二つ目が遠

隔授業になります。リコーのテレビ会

議システムと電子ホワイトボード、プロ

ジェクター等を組み合わせて、距離の

離れた学校同士をつないで教室の臨

場感そのままに遠隔授業を行います。

これは過疎地の教育の格差という社

会課題を解決するSDGs の 4 番のゴー

ルに紐付いた取り組みになっておりま

す。そしてもう一つは、中小企業の生

産性革新です。国内の 99% を占める

中小企業さんでは人手不足が非常に深

刻化しています。我々はそれを大きな

課題と認識しまして、それぞれの企業

さんに最適な IT ソリューションをご

提供することで、中小企業を起点とす

る地域の活性化、持続可能な社会の

実現を目指しております。さて、他に

社内活動や市民啓発活動を少しだけ

ご紹介します。我々リコージャパン社

内では、先ほど お話ししました CSR 

報告書の勉強会を行ったり、お客様

にご提案を差し上げるのですが、それ

らのソリューションがどのような SDGs

のゴールに紐付くのかということをアイ

コン化して、ご提案を差し上げていま

す。また、現在 176 名いる私のような

SDGs キーパーソンを育成して、現在

176 名おりますが、社内外に啓発を

行うことも行っております。2018 年秋

でしたけれど、こちらのイベントでは、

寄っていただいたお子さんにしずまえ

の魚の絵を書いていただいて、我々の

電子ホワイトボートの上でヒラヒラ泳い

でいただく姿を楽しんでいただきなが

ら海の豊かさを守ろうという学習をし

た２日間になりました。大きなイベント

にも参加をさせていただいて、エコプ

ロ 2018 では、静岡市の方と一緒にブー

スに立たせていただいてご紹介させて

いただきました。2 年間 SDGs に取り

組んできて、まだまだ課題があろうか

と思っております。SDGs の説明の難

しさをいつも痛感しています。また我々

は、多くのお客様が中小企業さんで

すけれども、そのような方々において

は SDGs の認知度はまだまだ低いです

し、何から取り組んでいいのか分から

ないという声もよく聞いております。少

しだけ先行して取り組んでいる我々リ

コージャパンができることがあるとす

れば、勉強会等を一緒にやらせていた

だいて、SDGs の取組について色々な

議論をすることはできますので、お気

軽にお声をおかけください。そんなメッ

セージを出させていただいて事例発表

を終わらせていただきます。ご清聴あ

りがとうございました。

テレビ会議システムを活⽤した遠隔学習により、

過疎地の⼩規模校を⽀援

リコーの遠隔授業ソリューションは、テレビ会議システムと電⼦ホ

ワイトボード、プロジェクターを組合せることにより、距離の離れた

⼩規模校同⼠を繋いで、教室の臨場感はそのままに、
2つ以上のクラスをつなげた遠隔合同授業が可能となります。

⼩規模学校でも、離れた学校の⼦

どもたちと⼀緒に授業を⾏うことで、

多様な意⾒に触れる機会を増やす

ことができるようになります。

リコーグループのマテリアリティ(重要社会課題)

リコーグループは、リコーウェイと経営戦略にもとづいて事業で取り組む5つのマテリアリティ
（重要社会課題）を設定しています。広く社会の課題に⽬を向け、新しい市場や提供価値を⽣
み出すことが、社会の発展とリコーグループの成⻑につながります。

13

＊1 国連が2015年に採択したSustainable Development Goals（持続可能な開発⽬標）の略
＊2 3Pバランス︓経済(Prosperity)、社会(People)、地球環境(Planet)の３つのPのバランスがとれている社会

リコーグループは、

持続可能な経済（Prosperity）

持続可能な社会（People）

持続可能な地球環境（Planet）

の3つのPのバランスが保たれた社会

（Three Ps Balance）を⽬指すべ

き社会として定義しています。

リコージャパン株式会社 https://www.ricoh.co.jp/sales/about/
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〈事例発表〉

学校法人
星美学園静岡サレジオ高等学校

下 村 明 宏　市 川 柊 哉
木戸なつみ　星 野 杏 奈

　こんにちは。私達は静岡サレジオ

高等学校の「サレジオ SDGs」という

SDGs にまつわる活動です。本日は田

辺市長をはじめとします静岡市の皆様

にこのような機会をいただきましたこ

と、誠にありがたいと思っております。

私たちは中学校 3 年生から高校 3 年

生まで 40 名の生徒が SDGs にまつ

わる活動をしておりまして、週に一度

集まって、SDGs を学んだり考えたり、

そして行動するということに務めてい

ます。本日は私どもの学校が SDGs

宣言書を提出させていただき、それに

ついて優良だとい

うありがたいお言

葉をいただきまし

て、このような機

会をいただいてお

ります。それが故

にまずどのような

宣言文を出させて

いただいたのかと

いうことを簡単に

説明させていただきます。学校としま

しては、「地域社会と手を繋ぎ、未来

志向・国際基準の視野とスキルを持っ

た青少年を育成する」というものをあ

るべき姿として掲げました。新学習指

導要領の話が先頃から上がっておりま

すが、まさにこういったことが次年度、

次次年度から、小学校から段階的に

学校現場に取り入れられてまいります。

私たちの団体としては次のように考え

ております、すなわち「子供達と共に

SDGs と世界の状況を理解し、Think 

Globally, Act Locally の視点でできる

アクション考え行動する。」先ほど田辺

市長から認知・理解・行動という三つ

の段階に合わせてお話をいただきまし

たが、私達も同様に考えておりますの

で、本日のプレゼンでは、私たちが行っ

ているこの３つについてお話をさせて

いただきます。まず私の方から、理解

するためにどのような活動をしてきた

かお話した後、考える、行動するとい

うことで生徒 3 人にお話します。最初

に集まった時に、まず SDGs って何だ

という生徒が多くおりまして、勉強す

る前に自分たちで考えてみようという

ことで、二人ずつ SDGs の 17 枚のパ

ネルに沿った資料を作りました。本日

は後ろのブースの方に作ったものを置

いてありますので、後ほど見ていただ

ければと思っております。それぞれの

目標に合わせてどのようなことがうた

われていて、私たちができることは何

かということまで考えさせていただい

ております。その他に学園祭を通して 

SDGs スタンプラリーを作って、私た

ちの活動を広く知っていただく、また、

学校に来られた方にも SDGs って何だ

ということを理解してもらうために、こ

のスタンプラリーを使って認知度を高

めた経緯がございます。また「伝える

活動」としまして、SDGs 寸劇の発表

をしました。2019 年 1 月の SDGs ウ

イークに合わせた活動になっておりま

す。先ほどリコージャパン様からもお

話がありましたように、一緒にエコプ

ロ 2018 の方にお伺いし、寸劇をしま

した。また、自分ができる SDGs を書

いてみようということで、私がもしヒー

ローだったらどんなことができますか、

世界を救うためにどんなことができま

すか、ということで皆さんに主体的

に考えていただくパネルを作成して展

示しました。このように「伝える活動」

を多く行ってきましたが、これだけで

は私たちの活動が行動に結びつくには

まだ難しいと考え、次に「考える活動」

をさせていただきました。こちらの写

真は高校生と、市内の企業であるとか

議員さんにお越しいただきまして、一

緒に SDGs について考えて、どんなこ

とができるのかなということを議論い

たしました。それでは 1 月13 日に行い

ましたこちらのイベントについて、学生

の方からプレゼンいたします。

　1 月 13 日にサレジオ SDGs 主催、

静 岡 市共 催 の「 高 校 生× SDGs ～

SDGs 考えるのはあなたの番です～」

というイベントを開催しました。約 50

名の中高生が集まり、３つの企画を通

してSDGsをより深く考えることができ

ました。まず行ったのは各高校による

活動報告です。それぞれの学校の特

色を活かした活動を知ることができ、

たくさんの刺激を

受けました。次に

2030SDGs の カ ー

ドゲームを行いまし

た。２人ずつに分

かれて自分たちの

目標達成に世界の

現状と照らし合わ

せて考え助け合い

ました。どのグルー

プも初めは自分たちの目標に一生懸命

でしたが、だんだん他のグループと協

力するようになってきて、これからの世

界の未来をつくるイメージを、カード

ゲームを通じて作ることができました。

最後に、題して「高校生アースプロジェ

クト」というアートを全員で作りました。

それがこちらのアートです。真ん中の

地球は布を藍染の草と玉ねぎの皮で

染めて、周りの手形には SDGs の 17

色をイメージしました。地球の周りの人

型には自分の、自分たちのできること

を書いてもらいました。可視化すると

静岡サレジオ⾼等学校

サレジオSDGs

2020年1⽉26⽇（⽇）

地域社会とSDGs〜みんなで進めるSDGs〜
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みんなの力が一つになれるような気が

して、これからも静岡市の SDGs の活

動を皆で進めていこうという気持ちに

なりました。アンケート結果では、イベ

ントに満足できた、これからも参加し

たいという回答をほとんどの学生がし

ていました。他にもポジティブな回答

をしている人が多く、イベントを開催し

たこちら側としてはとてもやりがいを感

じました。SDGs 達成に向けた行動を

したいかという質問には、半分以上の

人が様々な世代の人たちとイベントを

企画して活動したいと回答し、ただイ

ベントに参加したいという回答よりも多

いことに驚きました。今回のイベント

は SDGs をある程度知っていて、さら

に興味がある中高生の参加が多かっ

たので、これからは全く知らない人に

も分かりやすく知ってもらえるイベント

を、グローカルな視点で進めていきた

いと思っています。

　それでは続きまして、具体的な行動

について、２例のみとなりますがお話

いたします。

　私たちサレジオ SDGs が行なって

いる取組の一つとして子ども食堂があ

ります。子ども食堂は月一回第 2 土曜

日の 11 時から 13 時半の 2 時間半で

行っています。場所はまごころタウン

4 階、常葉大学静岡草薙キャンパスを

まっすぐ進んだところです。子ども食

堂は 1 年ほど前から、サレジオと常

葉大学教育学部が協力して行ってい

る活動です。来てくれた子どもたちと

外で遊んだり、工作をしたりしてふれ

あいます。私たちが作った折り紙を気

に入って持って帰ってくれた子もいま

した。また季節ごとの活動も豊富に取

り入れています。例えば 12 月はクリス

マスパーティーをしましたし、1 月には

凧揚げを行いました。お昼頃になると

来てくれた子供たちに無料で昼食をあ

げ、みんな美味しそうに食べてくれま

す。次に私が子ども食堂に参加して感

じた問題点と改善策をお話しさせてい

ただきます。私が感じた問題点の 1 つ

目は、子どもたちが食べる食事メニュー

が一緒になってしまうことでしょう。11

月、12 月、1 月の昼食はすべてカレー

になってしまっていて、子どもたちの中

にはカレーばかりで飽きたと言ってい

る子も少なからずいました。材料は限

られていますが、もっとバリエーショ

ン豊富な料理を考えていきたいと思っ

ています。続いて２つ目は、私たちが

企画したものをあまりやってくれない子

がいることです。子どもたちにも好き

嫌いがもちろんあるので、例えば折り

紙があまりで好きでないという子は工

作もやってくれず、外に遊びに行って

しまう子もいたので、企画のバリエー

ションをもう少し増やしたほうがいい

と思っています。最後に私たちの子ど

も食堂は貧しい子供達が集まれる場

所を提供するということ以外にも、も

う一つ大きな目的があります。それは

たくさんの世代が分け隔てなく交流で

きる「多世代交流」です。今後は福祉

施設のお年寄りとも交流できる新しい

イベントを企画していきたいと思ってい

ます。

　次は草薙マルシェとしての活動につ

いてお話しします。草薙マルシェとは、

「人と人がつながるコミュニティスペー

ス」をコンセプトに、「地域の方々の

コミュニティを活発化する」、「草薙を

より魅力的な地域にする」、 「SDGs 認

知度向上」、「食品ロス削減の啓発活

動」、の４つを目的として行なっていま

す。毎月最終日曜日に行われている草

薙マルシェですが、本日は雨天のため

中止となりました。本来ならばそこで

行う予定だった活動をご報告させてい

ただきます。その名も「賞味期限間近

パーティー」です。食品ロスを削減す

るために家に眠っている缶詰やレトル

トなどの食品を安価で販売し、売上

金をフィリピンの貧しい地域の方々な

どに支援金として回すのが目的です。

また食品ロスを減らすだけではなく、

SDGs の 12 番目の目標、つくる責任つ

かう責任に対する意識を高めるために

も行っています。来月の草薙マルシェ

は 2 月 23 日、日曜日に午前 8 時から

11 時まで静岡鉄道草薙駅付近の「な

すべえ」で実施します。そこで本日行

う予定だった賞味期限間近パーティー

をもっとパワーアップして行いますの

で、ぜひお越しください。

というように様 な々行動を行っておりま

す。今後の展開としましては、私たち

だけの活動にとどまらず、様々な高校

であるとか、行政の方、NPO の方々

と色々なコミュニティを作って、活動し

てきたいと考えております。また学校

全体としましても高校生だけの活動に

とどまらず、小学校・中学校・幼稚園

まで私たちの学校はありますので、す

べての世代において様々な活動を展開

できればな、と考えておりますので、

引き続き私たちの活動にご理解とご協

力をいただき、そして一緒に活動を行

えることを楽しみにしております。ぜひ

よろしくお願いします。ありがとうござ

いました。

学校法人星美学園 静岡サレジオ高等学校 http://www.ssalesio.ac.jp/
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〈事例発表〉

日興美術株式会社

品川 公春

　皆様こんにちは。日興美術の品川

公春と申します。今日はよろしくお願

いします。日興美術といっても聞いた

ことがないという方も多いのではない

かと思います。私たちは葵区の流通セ

ンターにあります制作と印刷の会社で

す。昔は印刷会社と言っていましたけ

れども、今は色々やっています。デー

タを作って印刷機を回してというのか

ら、映像もあり、 AR、VR の活用や、

翻訳など、幅広く行っている会社です。

我々は SDGs という言葉を介して色々

な企業さんと 2 年くらい前からお仕事

をし始めていました。ただ、SDGsって

何という社員も多くいて、やはり理解

は一部にとどまっていました。そこで

まずは、静岡市さんが SDGs 宣言を

募集しているから、宣言しようという

ことで、推進委員会を立ち上げまし

た。そこから次に全社員からどんなこ

とをしたらいいか意見を募集したとこ

ろ、500 を超える目標が、壮大な夢

から小さなことまで色々集まりました。

推進委員会として、まずはそこに驚き、

目標を絞る作業を驚きながら始めまし

た。具体的には今一つ一つは申し上げ

ません。社内での活動ですので、細

かな課題を社員がそれぞれ実行してい

くことを始めました。日興美術として

は、この先が大事だと思っています。

この 17 の目標をまずは社員が SDGs

を自分ごとだと理解し、認識して、そ

れを推進すること、それをもとに日興

美術が持続可能じゃないと意味があり

ませんので、その知識をもとに SDGs

の普及を色々な企業さんとしていこう

と考えています。私たちができること

が何番に当てはまるのかというと、全

てです。何かと言いますと、とある企

業さんと、「御社のこの活動は何番に

属していますね、それをもう少し推進

するためにこういった広報をしながら

やりませんか」、となればその企業さ

んの何番を協力していることになりま

すし、例えば取扱説明書も作っていま

すけれども、最近多言語化した方が

いいのではないですかとか、適切なテ

キスト内容にしたほうが伝わりますよ

とか、幅広くご提案をすることで、全

ての項目に貢献したいと考えています。

とはいえ、一部事例を紹介させてくだ

さい。まず１つご紹介したいのは、お

くすり手帳です。おくすり手帳、皆さ

んお持ちだと思いますけれども、それ

をそっけない・味気ない表紙ではなく

て、かわいいデザインにして持ってみ

よう、鞄に入れてもわかりやすい、持

つことを促進する、そういったものを

自社で製品化して全国に販売していま

す。それと、「もしものかるた」という

ものを製品化しました。これは、震災

バージョンと水害バージョンとありまし

て、わかりやすいピクトグラムを使って、

お子さんからご高齢の方まで勉強でき

るものを製品化しています。また、私

たちは印刷の会社ですので、印刷を通

したことも貢献しなければと思ってい

ることで、２つ促進したいことがあり

ます。1 つは、ライメックスという素材

です。紙は木材からできていますけれ

ども、ライメックスというのは地球上

に無尽蔵にあると言われている石灰石

が主原料です。水も紙に比べると製造

段階であまり使わないということで貢

献ができるので、そういったことも促

進していっています。まずは挨拶の時

にこんな素材使っているということで

PR できるので、名刺でよく使っていた

だいています。もう１つは FSC 認証、

その認証制度の促進です。FSC は管

理された森林で伐採した木材を使っ

て、どこで紙になって、どこで印刷さ

れて、どこで印刷物に加工されるかと

いう全部の工程を追跡できている認

証制度ですが、弊社も取得しています

ので、これをお客様に理解していただ

いて利用していただくことを促進して

います。後は静岡市さんのこの SDGs 

Month（月間）で関わったことをご紹

介します。

　1 月11 日に行われた TGCしずおか

の印刷物で、今言った FSC・ライメッ

クスを採用して携わらせてもらいまし

た。それから1 月 21 日に静岡市清水

文化会館「マリナート」で行われたコ

ンサートでも、印刷物の制作・印刷

に携わっています。後は、SBS ラジ

オに出演もさせていただきまして、こ

ういった露出も増えています。学生さ

んとのイベントも刺激的でした。静

岡市の SDGs に関する学生さんのレ

ベルを体感した次第です。最近です

と、東京のコミュニティ型ワークスペー

ス「WeWork」で静岡市さんと一緒に

江戸文化と SDGs を考えるということ

をやりました。1 から17 まで合致する

ことが本当にたくさんあり、徳川家康

公が開いた江戸時代は天下泰平の世

と言われますけれども、天下泰平と書

いて SDGs と読むのではないかという

ような結論にも至っています。以上で

すが、本日は、本当なら一般社員では

なく取締役が来る予定だったのですけ

れども、今日インフルエンザにかかっ

てしまいまして、SDGs の 3 番、すべ

ての人に健康と福祉を、を皆さん身近

なインフルエンザの予防から取り組み

ましょうということで、手紙を預かっ

てきていますので、代読して終わりま

す。日興美術株式会社取締役の櫻井

雄介です。本日は急な欠席となります

ことをお詫びいたします。この度はシ

ンポジウムでの登壇の機会を頂戴し誠

にありがとうございました。SDGs マン

スでは静岡市内の企業や学生、JICA

など新たな交流を持つことができまし

た。その交流を通じて弊社の取り組
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みを発信することができ、合わせて

取り組みを高めるヒントも得ることが

できました。こういった関係を持つこ

とは通常の企業活動では容易ではあ

りません。ただ、そこは SDGs という

言葉があれば、立場や規模の大小に

関わらず交流を始められるのです。こ

のような体験こそが SDGs の本質であ

り、ぜひ多くの企業・団体に体験して

もらいたいと強く感じています。幸い

なことに SDGs 宣言をした企業・団体

は 50 を大きく超えているとお聞きして

います。この勢いを維持し、企業や市

民の SDGs への意識が高まれば、例

えば我々としても勧めたい FSC 認証

紙、ライメックスの需要の高まりにも

期待が持てます。そこで静岡市と本日

お集まりの皆さんをコアとした宣言企

業の組織化をご提案いたします。その

ためには市長のおっしゃっているオー

ル静岡での SDGs の推進が重要であ

り、官民あげての推進体制形成が有

効だと考えています。その際はぜひ我々

も力を尽くしたいと存じます。改めまし

て、本日はこのような機会を頂戴しあ

りがとうございました。弊社のさらな

る奮起をここに誓うとともに、「世界に

輝く静岡」に向けて大きな飛躍を期待

いたします。日興美術株式会社 取締

役 櫻井雄介。以上で日興美術の発表

を終わります。ありがとうございました。

Copyright  ｎｋｂ
ｊ All Rights Reserved.

Actio
n

SDGs活
動の具

体化

⾃社は
もちろ

ん、様
々なSD

Gs普及
活動を

⽀援し
ます。

私たち
⽇興美

術では

誰もが
取組め

、社会
に貢献

できる

SDGs
の活動

を軸に

様々な
提案を

実施し
ていま

す。

お薬⼿
帳

もしも
の

かるた

新素材
の

活⽤提
案

学⽣⽀
援

LIMEX

名刺の
普及

メディ
ア広報

環境に
やさし

い

カレン
ダー

イベン
ト⽀援

FSC認
証紙

の活⽤
提案

EX
SDGs

の普及

を⽀援
する

Copyright  ｎｋｂ
ｊ All Rights Reserved.

Actio
n

SDGs活
動の具

体化

地球に
やさし

いLIM
EXの名

刺を広
めてい

ます。

⼩さな
1枚か

ら⽣ま
れる

⼤きな
成果で

SDGs
に貢献

環境に
やさし

い新素
材LIM

EXを⽤
いた

名刺を
ご提案

。⼩さ
な取り

組みが
、企業

レベル
で、都

市レベ
ルでの

活⽤に
より

環境へ
の配慮

の輪が
広がり

ます。

LIMEX
は、⽔

に強く
破れに

くいほ
か、

しっと
りとし

た上質
な質感

もポイ
ント。

名刺な
ど直接

⼿に取
ってい

ただく
商品に

は最適
です。

また、
弊社で

は名刺
のほか

、メニ
ューや

パンフ
レット

、

チラシ
、商品

タグな
ど、様

々なLI
MEXに

よる印
刷物を

ご提案
してい

ます。

EX
SDGs

の普及

を⽀援
する

Copyright  ｎｋｂ
ｊ All Rights Reserved.

Initia
tives

SDGsへ
の取り

組み

7つのゴ
ールと

＋αを⽬
指し、

当社は
活動し

ます。

全従業
員がSD

Gsへの
理解や

関⼼を
持ち、

世の中
の変化

に真摯
に対応

しなが
ら、

環境に
やさし

い企業
として

事業を
通じて

持続可
能な地

域社会
の発展

に貢献
する。

①使⽤
済みの

切⼿を
回収し

国際保
健医療

活動へ
協⼒

②ペッ
トボト

ルキャ
ップを

回収し
ワクチ

ン⽀援

「⽉2回
のNO残

業DAY
」と「

週1回の
残業1時

間以内
で

帰るDA
Y」を実

施

LGBT・
ハラス

メント
の勉強

会実施

①社屋
の周囲

の清掃
実施

②地域
の清掃

活動実
施

①マイ
箸使⽤

運動実
施

②社員
の名刺

をすべ
て紙代

替素材
LIMEX

に切り
替え

全社員
にSDG

sの正し
い理解

を促す
広報活

動を実
施

お客様
のFSC

®認証紙
利⽤を

促進

⾃らが
SDGsを

推進す
る役割

を担う
意識を

持ち、
積極

的に企
業や団

体をサ
ポート

し、SD
Gsの普

及とゴ
ール

の完遂
に努め

る。

2030
年の

あるべ
き姿

EX
SDGs

の普及

を⽀援
する

Copyright  ｎｋｂ
ｊ All Rights Reserved.

Actio
n

SDGs活
動の具

体化

最先端
・新素

材の活
⽤で、

SDGs
活動を

サポー
ト

環境に
配慮し

た素材
を活⽤

した

提案に
よるS

DGsへ
の貢献

⽯灰⽯
が主原

料で、
⽔をほ

とんど
使わず

森林資
源や

⽔資源
に影響

を与え
にくい

新素材
LIMEX

に

新たな
可能性

をプラ
ス。

SDGs
に貢献

する⾼
付加価

値な印
刷物を

ご提案
します

。

⽯灰⽯
から⽣

まれた
LIME

Xと

次世代
フィル

ム粘着
シート

MATR
IXを組

合わせ
た

環境に
やさし

いタッ
クシー

ルが誕
⽣。

素材の
メリッ

トを引
き出し

、SDG
sに貢献

する

印刷ツ
ールと

して活
⽤しま

す。

EX
SDGs

の普及

を⽀援
する

Copyright  ｎｋｂ
ｊ All Rights Reserved.

⽇興美
術のS

DGs宣
⾔

宣⾔を
するこ

とで活
動が活

性化さ
れます

。

SDGs
の⾃社

として
の取組

みを

「⽇興
美術の

SDGs
宣⾔」

として
、

静岡市
に提出

しまし
た。

Decla
ration

SDGsに
取り組

む決意

当社が
今やる

べきこ
と、今

できる
ことを

具現化

SDGs宣
言

世 界 を 変 え る た め の 17 の
⽬ 標

Copyright  ｎｋｂ
ｊ All Rights Reserved.

Actio
n

SDGs活
動の具

体化

⾝近で
やさし

い技術
やアイ

デアが
ポイン

トです
。

オリジ
ナルツ

ールの
開発・

普及に

よるS
DGsへ

の貢献

健康に
役⽴て

ていた
だくユ

ニーク
なおく

すり⼿
帳

を安価
にお届

け。ま
た万⼀

の災害
をテー

マに、
も

しもの
時に備

えて防
災意識

を育む
役⽴つ

カルタ
な

ど、S
DGsに

貢献す
るオリ

ジナル
商品を

開発販
売。

独⾃に
開発し

た製品
は、SD

Gsに役
⽴つ様

々なメ
リット

を

備えて
おり、

「おく
すり⼿

帳」は
国内の

多くの
調剤薬

局様

から。
「もし

ものか
るた」

は幼稚
園や学

校を始
め、企

業や

官公庁
様など

防災教
育⽤途

など、
様々な

場⾯で

ご活⽤
いただ

いてい
ます。

EX
SDGs

の普及

を⽀援
する

日興美術株式会社 https://www.nkbj.co.jp



14

静岡市SDGsシンポジウム　事例発表

〈事例発表〉

静清信用金庫

中野 真吾

　皆様こんにちは。私は、静清信用

金庫経営相談部地域創生 SDGs 推進

課の中野と申します。本日はこのよう

な機会を頂戴いたしまして誠にありが

とうございます。当金庫の SDGs 取組

について発表させていただきます。よ

ろしくお願いいたします。まず簡単に、

静清信用金庫の紹介をさせていただき

ます。本店は静岡市の葵区昭和町にご

ざいます。こちらは平成 31 年 3 月末

時点の数値でございますが、預金残高

7,581 億円、融資残高 3,548 億円、全

42 店舗、職員 605 名で頑張らせてい

ただいております。おかげさまで 2022

年になんと 100 周年を迎えさせていた

だきます。ありがとうございます。さて、

本店の大きな窓に大きな SDGs のパネ

ルを設置しております。こちら全て高

さが 2 メートル くらいあるような大き

なパネルですが、このパネルを設置す

ることでもって、地域の皆様、そして

職員の皆に対して静清は SDGs に向け

て取り組んでいきますというメッセージ

を送っております。このパネルは、夜、

このパネル自体が光ります。大変綺麗

です。ですので、皆様、両替町あたり

にお越しの際は、ちょっと静清信用の

前を通っていただければこれを目にす

ることができますので、ぜひご覧下さ

い。そして SDGs 推進に向けた体制

整備ということで平成 31 年 2 月に静

清 SDGs 宣言というものを公表いたし

ました。重点推進項目といたしまして、

「地域経済の活性化」、「地域社会の

環境保全」、「人材育成の強化」、の 3

点を掲げております。こちらは、静清

信用金庫が従前より重視して参ったこ

とを、改めて SDGs を意識した上でこ

の 3 項目に重点的に取り組んで参りま

すといった決意表明でございます。そ

して静清 SDGs 宣言と同時に、静清

SDGs マップ、こちらも公表いたしまし

た。これまでの静清信用金庫の各種

取り組みを SDGs の各ゴールと紐づけ

をして整理をいたしました。当然 17 個

のゴール全て大切ですが、特に私ど

もの業務と関わりの深いこちらの 8 個

のゴールを抽出して、紐づけをして整

理をしたということでございます。そし

て昨年の 10 月、地域創生 SDGs 推進

課を設立いたしました。私がその初代

の課員という形になります。ここから

は、具体的な取り組みということになっ

てまいります。昨年の夏に販売をいた

しました SDGs 応援定期 Goals でご

ざいます。こちらは、SDGs 認知度の

向上を目的の一つといたしました。定

期預金を契約いただいた方に「みんな

の SDGs 宣言」をご提出いただきまし

た。ご自身が取り込む、また興味が

あるゴールにチェックを入れて、さらに

実施内容も記入していただく仕組みで

ございます。なんとこちら、4000 名

以上の方々にご提出をいただきまして、

その集計結果がこちらになります。も

ちろん、17 のゴールというのはランク

付けをする類のものでも全くないので

すが、皆様はどのようなことにご関心

が高いのかなという意味で集計をさせ

ていただきましたところ、海の豊かさ

を守ろう、エネルギーをみんなにそし

てクリーンに、全ての人に健康と福祉

を、が高かったという結果になりまし

た。やはり静岡といえば海ということ

で、海洋プラスチック問題等いろいろ

ございますので、やはり皆様の関心が

高かったのかなと感じております。そし

て夏もやったら冬もやりましょうという

ことで、昨年の 11 月、12 月に SDGs

応援定期預金 Goals２を販売いたしま

した。第一弾と同じくSDGs の普及を

目的といたしまして、今度は、ご契約

いただいた方に「地域の SDGs 宣言」

というシートをご提出いただきました。

前回は「みんなの」と題していましたが、

今回は地域の皆で連携して協力し合っ

て SDGs を進めていきたいというメッ

セージを込めまして、地域の SDGs 宣

言といたしました。そして、各ゴール

に関連した身近な具体的な取り組み

例をシートに記載させていただきまし

て、より皆様に SDGs の理解を深めて

いただこうというような工夫もいたしま

した。そして、昨年の 11 月に、SDGs

取り組みセミナーといったものを静清

信用金庫の大会議室において、取引

先の企業様を対象に開催をいたしまし

た。SDGs をどういうふうに中小企業

様が持続可能な成長するために活用し

ていくかというところをテーマとして開

催をいたしました。定員 100 名で募集

をしたところ、募集開始 3 日くらいで

120 名以上の募集が殺到したというこ

とで、地域の皆様の SDGs に対する

関心の高さが伺えたというところでご

ざいます。こちらは SDGs に関する包

括連携協定を締結させていただきまし

た三井住友海上火災保険様の全面的

なバックアップ、そして静岡市様との

ご協力も得ながら実施させていただき

ました。そして最近の取り組みという

ことになりますが、SDGs サポートロー

ン、こういったものの取り扱いを開始

いたしました。こちらは地域内事業所

様の SDGs 取り組み支援、こちらを目

的として昨年 12月に取り扱いを開始い

たしました。静岡市様の多大なご協力

を得まして、静岡市様の SDGs 宣言書

を作成、提出していただいた法人、個

人事業主様を対象とする融資の仕組み

でございます。こちらのサポートローン

をきっかけに、自社でも SDGs 取組を

推進していきたい・着手していきたい

という声も上がっておりまして、私の方

で静岡市様の SDGs 宣言書の作成支

援も、個別訪問して、現在行っている

という状況でございます。最後になり
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ますが、こうした SDGs 取組の方向性

ということになりますが、私ども静清

信用金庫の本分としまして、取引先企

業様の SDGs 取組のご支援に一層力

を注いでいくということ以外にないと

考えます。SDGs 取組とは、SDGs を

念頭に置いた本業支援であると考えて

おります。具体的には、販路開拓、生

産性の向上、人材育成、事業承継、

IT 活用、海外展開、リスクマネジメン

トといったご支援を、静岡市様ととも

に連携をしながら進めていくことが活

動の中心になると考えております。そし

て、それが CSR と共に CSV をより強

く意識した地域内企業様のビジネスモ

デル構築、つまりSDGs をしっかりと

目指し、かつ、しっかりと収益確保し

ていただけるビジネスモデル構築のご

支援ということになり、それがやがて

地域内事業者様、そして地域社会の

持続可能性の向上につながるのだと考

えております。こうした考えに基づい

て私ども静清信用金庫は SDGs 達成

に向け静岡市様や地域内事業者様の

方 と々も連携をしながら地域のご支援

に邁進していく所存でございます。本

日はこのような貴重な機会を頂戴しま

して誠にありがとうございました。

4

SDG
s応援定

期預⾦
「GOA

Ls」

Copyright(C)2020 THE SEISHIN SHINKIN BANK All Right Reserved

・SDGs
認知度

の向上
を⽬的

のひとつ
とした。

・定期預
⾦を契

約いただ
いた⽅に

「みんな
のSDG

s宣⾔」

をご提出
いただい

た。

・⾃⾝が
取組む

、または
興味が

あるゴー
ルに☑を

⼊れ、更
に

「実施内
容」も記

⼊してい
ただく仕

組み。

7

SDG
s取組み

セミナー
の開催

Copyright(C)2020 THE SEISHIN SHINKIN BANK All Right Reserved

・令和元
年11⽉

、静清
信⽤⾦

庫本店
の⼤

会議室
において

、取引
先企業

経営者
等を

対象に
セミナー

を開催
。

・中⼩企
業が持

続可能
な成⻑

をするた
めに

SDG
sをどう活

⽤するか
︖をテー

マとした
。

・定員1
00名で

あったが
、セミナ

ー募集
開始

後3⽇で
120名

以上の
応募が

殺到。

・SDG
sに関す

る包括
連携協

定を締
結した

三井住
友海上

⽕災保
険㈱さま

の全⾯
的な

バックア
ップのも

と、静岡
市さまの

ご協⼒
も得

て実施
したセミ

ナーは盛
況であっ

た。

3

Copyright(C)2020 THE SEISHIN SHINKIN BANK All Right Reserved

SDG
s推進に

向けた
態勢整

備 ②

せいしん
SDG

s宣⾔と
同時に

、「せい
しんSD

Gsマップ
」を公表

令和元
年10⽉

、「地域
創⽣SD

Gs推進
課」を設

⽴

これまで
の静清

信⽤⾦
庫の

取組み
をSDG

sの各ゴ
ールと

紐づけし
て整理

6

Copyright(C)2020 THE SEISHIN SHINKIN BANK All Right Reserved

SDG
s応援定

期預⾦
「GOA

LsⅡⅡ
」

・第⼀弾
と同じく

、SDG
s普

及を⽬
的とし、

定期預
⾦を

ご契約
いただい

た⽅に「
地

域のSD
Gs宣⾔

」をご提
出

いただい
た。

・「SDG
sを地域

の皆で連

携・協⼒
し合って

進めてい
き

たい」と
いうメッ

セージを
込め、

「地域の
SDG

s宣⾔」
とした。

・各ゴー
ルに関連

した⾝近

な「具体
的な取

組み例
」を

記載し
た。

・寄付も
実施予

定。

2

SDG
s推進に

向けた
態勢整

備 ①

平成31
年2⽉、

「せいし
んSDG

s宣⾔」
を公表

Copyright(C)2020 THE SEISHIN SHINKIN BANK All Right Reserved

地域経
済の活

性化

地域社
会の環

境保全

⼈材育
成の強

化

≪重点
推進項

⽬≫

5

Copyright(C)2020 THE SEISHIN SHINKIN BANK All Right Reserved

「みんな
のSDG

s宣⾔」
集計結

果

関⼼が
⾼い上

位３つ
のゴール

1位︓海
の豊かさ

を守ろう

2位︓エ
ネルギー

をみんな
に

そしてク
リーンに

3位︓す
べての⼈

に

健康と福
祉を

「SDGs
応援定

期GOA
Ls」は、

販売総
額の0.0

1％相当
額（上

限200万
円）を

寄付す
る

仕組み
となって

いる。「
静岡県

地球温
暖化防

⽌活動
推進セ

ンター」
さまと「(

公財)ふ
じのくに

未

来財団
」さまに

それぞれ
100万円

ずつを寄
付させて

いただい
た。

静清信用金庫 http://www.seishin-shinkin.co.jp
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〈事例発表〉

スマートブルー株式会社

塩原 太一郎

　皆様こんにちは。スマートブルー代

表の塩原太一郎と申します。このよう

な機会をいただき本当にありがとうご

ざいます。私が、今日皆さんにお伝え

したいのは３つ、「なぜ、スマートブルー

はスマートブルーなのか」、「衰退する

日本の農業にどのようなソリューション

を提案しているのか」、「顧客の持続可

能性向上に貢献するとは」です。最後

に少しだけ、スマートブルーの SDGs

における取組みをお伝えしたいと思っ

ています。その前に私個人の自己紹介

をさせてください。私は 1972 年６月 5

日に家電店の長男として静岡市に生ま

れました。大学はオーストラリアへ留学

して社会学と心理学を学び、仕事でそ

の後、東南アジアを回り、数か月滞在

することになり、向こうから日本を見た

ときに、いかに環境配慮型の社会は

形成において遅れているかということ

を感じることができました。その後家

業を継ぐため静岡に戻りましたが、ど

うしてもやりたいことがあって起業を

し、スマートブルーを10 年前に設立し

ました。

　ちなみに、ここで皆さんに伺いたい

のですが 、SDGs のような地球の環

境を議論する国際的な場がいつ頃か

ら設けられたのか、ご存知の方いらっ

しゃいませんか。実は私が生まれた日

1972 年 6 月 5 日が、国連人間環境会

議が開かれ、国の代表者が集まって

地球の未来を話し合った最初の日で

す。その後色 な々会議が続いていって、 

MDGs とか、SDGs の流れにつながっ

ていきます。この 6 月 5 日を記念しま

して、世界では世界環境デー、そして

日本では環境の日と定められています。

残念ながらメディアでは取り上げられ

ないので、誕生日が来るたびに、環

境の日だなと思いつつも、自分だけ身

を引き締めて、自分が生まれた日はそ

ういう日なんだと思いながらやってい

るところです。さて、一つ目のスマート

ブルーがなぜスマートブルーなのかと

いうわけのわからない質問ですが、こ

れは、起業当初の 2010 年から、企業

理念は持続可能な地球を作りたいとい

うものでスタートしています。そして社

名にある「スマート」というのは「持続

可能な」という意味と捉えていて、「ブ

ルー」は海・空・大地で「地球」を意

味していて、合わせて持続可能な地球

を作りたい、取り戻したいという意味

で作りました。事業内容としては企業

のエネルギーマネジメントのコンサル

ティング、遊休地のコンサルティング事

業、発電所の運営やメンテナンスの事

業、アグリビジネス分野においては営

農者支援、ソーラーシェアリング、ア

グリビジネスの企画開発、農業分野の

研究や農業保持の運営などを行ってい

ます。先ほどのなぜスマートブルーが

スマートブルーなのかってところです

が、本業でやっていることがイコール

社名、また理念でもあり、またそれが

SDGs のど真ん中だと思った次第です。

最近本当に SDGs の波が来ているな

と、もう皆さんもひしひしと感じると思

いますけれども、よく10 年前に僕はこ

ういった理念を作れたなと、自分はつ

くづく運がいいなと内心思ったりしてい

ます。二つ目の、衰退する日本の農業

にどのようなソリューションを提案して

いるのか。これは磐田市にあるスマー

トブルーの圃場ですけれども、ソー

ラーシェアリングです。これは今最先

端の農業 ICT を使ってフルオートメー

ションで動く高単価な作物を作ってい

ます。一方で、今年茅ヶ崎に、それ

ほど高単価ではないけれども日々野菜

を収穫できるような日々の売り上げが

立つような圃場も今作っている最中で

す。こういった、日々の売上が立つも

の、そして年に 1 回のボーナス的な収

入があるものと組み合わせていくこと

で、農業の強靭化というか高収入化を

進めています。こちらは投資家さんに

投資いただいて、就農家さんは一切金

銭的負担をしないという仕組みになっ

ているので、新規就農に対し非常に参

入障壁を下げる仕組みとしてスタートし

ています。

　NOPPO という名前でこれを呼んで

いて、四方よしの仕組みだと勝手に僕

は言っていますけれども、投資家さん

にとっては太陽光以外に農業からの利

益も享受できる。土地オーナーさんは

スマートブルーという会社に貸せるの

で安心して貸せると。新規就農者さん

はまるで研修を始めるかのように最先

端の農業 ICT を学びながら始めるこ

とができる。そして市や県においては、

就農者のこととか耕作放棄地の問題、

そして償却資産税の増加なんかもある

と思います。こちらの圃場は太陽光パ

ネルと蓄電池を両方搭載していてオフ

グリッドで潅水システム、側壁のビニー

ルの開閉、井戸水ポンプなどを動かし

ていきます。こういう特徴を持ってい

るので、2018 年の台風 24 号の時に

は、昼間は炊飯器でご飯を炊いていた

だいて、夜は灯りの下で、携帯電話の

充電ができるような環境を提供できま

した。非常に喜んでいただいて、メディ

アでも掲載されました。三つ目、顧客

の持続可能性向上に貢献するとはどう

いうことかというと、私が考える地方

創生は、地域に 20 年後のビジョンを

語れる持続可能性の高い元気な企業

が沢山あるのが一番大事だろうと考え

ています。そのために必要になってく

る一つは、やはりRE100 もしくは RE

アクションというものを進めていくこと

が大事だろうと思っています。例えば

事務所や工場内の上に太陽光パネルを

乗せたり、自家消費で電気代を削減
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したり、蓄電池を利用して災害にも強

い耐性を築いたり、遠く離れた場所に

ある発電所の電力を都市部、静岡市

中心部の本社で使ったことにする自己

託送の仕組みを利用して高めていけた

らなと思っています。静岡市としてこの

RE アクションの達成率、全国ナンバー

ワンを目指すぐらいの勢いでやってい

きたいと考えています。それだけでは

なく、毎月一般向けに、SDGs のゲー

ム体験会を行っていて、本音は経営

者さんにたくさん来ていただきたいな

と思っているのですけれども、実際来

る方は学生さんだとか行政の方だとか 

NPO 法人の方が多くて、少し残念で

す。ともあれ、色々な場面で SDGs を

学ぶことで、企業の持続可能性を高め

るヒントをたくさん得られるので、そん

な場でまた皆さんとお会いできたら嬉

しいなと思っております。先程から皆

さんのプレゼンを聞いていて、静岡市

内の企業で SDGs をキーワードに連携

していこうという提案がありましたが、

私も全く同じ提案です。最後に、社内

で取り組んでいることを簡単に紹介し

ます。毎月、社内で研修をやっていま

す。そして、健康診断は、法的責任枠

を超えてやっていて、社員の健康に気

を付けているほか、運動会もやってい

ます。そして、女性の雇用を進めてい

て、数年前までは 3 名しかいなかった

のが今 19 名で、建設業としては異例

の 40% 近くをクリアしています。また、

働き甲斐のことで社員と共有する場を

設けています。そして、ペットボトル

買うのを会社で一切やめ、ウォーター

サーバーを使って社員がマイボトルで

水を利用できるようにしました。そして、

国の制度を頼りにしないで、売電モデ

ルじゃなくて自家消費モデルでスポッ

ト電源化して、災害に強いまちづくり

に貢献していきたいなと思っています。

ぜひ皆さんと、素晴らしい静岡市の地

方創生を達成したいと思っていますの

で、今後ともよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

という
新しい

提案

中小企
業が未

来を生
き残る

ための
ヒントが

たくさ
ん詰ま

ってま
す。

本音は
たくさ

んの経
営者の

方にご
参加頂

きたい
。

ちなみ
に学生

は無料
。

毎月一
般向け

にSDG
sゲーム

の

体験会
を開催

営農型
発電設

備 農場概
要

※� 農地に
支柱を

立てて
太陽光

パネル
を設置

し、農
業と発

電事業
を両立

する取
り組み

永らく
耕作放

棄され
ていた

�����
㎡の農

地に、
営農型

発電（
※�）の

支柱を
利用し

たハウ
スで、

自然エ
ネルギ

ーを利
用した

���を活
用し、

新規就
農者が

参入し
やすく

、防災
機能を

備えた
コミュ

ニティ
型農場

の

運営を
開始し

ました
。

メディ
ア掲載

多くの
メディ

アに取
り上げ

ていた
だきま

した

東洋経
済新報

社

産経デ
ジタル

講談社

時事通
信社

ダイヤ
モンド

社

プレジ
デント

社

静岡第
一テレ

ビ

テレビ
静岡

静岡新
聞

朝日新
聞

社名に
込めた

思い

◼ スマ
ート＝

持続可
能な

◼ ブル
ー＝海

、空、
大地＝

地球

◼ スマ
ートブ

ルー＝
持続可

能な地
球

◼ 企業
理念

「持続
可能性

の追求
」

⚫ 我が
社は持

続可能
な地球

、社会
、組織

、人間
関係創

りを通
して顧

客の個
人、又

は組織
と

しての
持続可

能性の
向上に

貢献し
、全社

員の物
心両面

の幸福
の追求

と、社
会の平

和と繁

栄に寄
与する

ことを
基本理

念とす
る。

����
年�月�

日 会社設
立 ネクスト

ライフ（
屋号）

→���
�年�月

�日スマ
ートブル

ーに社
名変更

本事業
の特徴

③ エネル
ギーの

自立を
果たし

た農場

◇ 上空の
太陽光

パネル
で発電

した電
気は、

電力会
社へ売

電する
だけで

なく、
蓄電池

を通し
て農場

内で使
用され

る電気
を全て

まかな
ってい

る。

◇ 蓄電池
からの

電気は
、点滴

灌水シ
ステム

、側面
ビニル

開閉シ
ステム

、

次世代
���機器

、井戸
用ポン

プの電
源とし

て自家
消費し

ている
。

◇ 水源は
井戸水

を利用
し、電

源は発
電した

電気を
利用す

る自給
自足

のオフ
グリッ

ドモデ
ル農場

スマートブルー株式会社 https://smartblue.co.jp/
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〈ブースセッション〉

市内 13 企業・団体の
SDGs ブースをご覧ください。

株式会社シャンソン化粧品
https://www.chanson.co.jp

スマートブルー株式会社
https://smartblue.co.jp/

日興美術株式会社
https://www.nkbj.co.jp

株式会社季咲亭
https://kisakutei.com/

リコージャパン株式会社
https://www.ricoh.co.jp/sales/about/

株式会社文理学院
https://www.bunrigakuin.com/
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学校法人星美学園 静岡サレジオ高等学校
http://www.ssalesio.ac.jp/

ウォータースタンド株式会社
https://waterstand.co.jp/

静清信用金庫
http://www.seishin-shinkin.co.jp

しずおか焼津信用金庫
http://www.shizuokayaizu-shinkin.co.jp

遊びラボ静岡
http://kkplanning.jp/index.html

住友林業株式会社
https://sfc.jp/

整体の壹全
http://www.ichizen.info/



20

静岡市SDGsシンポジウム　パネルディスカッション

─ 池　上 ─

　今回、パネルディスカッションは先

にお話しいただきました 3 名にも登壇

をしていただいていますが、この 3 人

は質疑応答のところで皆さんからの質

問を受けてお答えていただくというこ

とになります。新たに 3 人の方にお話

をいただくということにしたいと思いま

すので、紹介いたします。まず、シャ

ンソン化粧品の執行役員の石上一葉さ

ん、そして続いて、2019 年度少年少

女国連大使の井上紗彩さん、そして、

最後に、静岡県立大学学長の鬼頭弘

さんです。そして、皆さん、もうだい

ぶ時間も経ちましたし、聞く一方で、

なんとなく自分も少し質問したいなと

か喋りたいなとかコメントをしたいなと

感じてらっしゃる方も多々いらっしゃる

と思いますが、もうしばらくお付き合

いいただければと思います。3 人の発

表の後に質疑応答で 2、30 分の質疑

応答の時間を取っておりますので、ぜ

ひ皆さんからの積極的な発言とコメン

トなどをいただければと思います。そ

れでは最初に石上さんの方からお話を

いただければと思います。石上さんは

地元企業の代表ということで話をして

いただければと思います。SDGs との

関連、よろしくお願いします。

─ 石　上 ─

　それでは私たちシャンソン化粧品の 

SDGs への取り組みについてお話しさ

せていただきます。私たちシャンソン

化粧品は、県内の企業としましては大

変早い段階の 2017 年の時点で SDGs

推進を支援するという宣言を独自に

行っております。ですがそれは、急に

SDGs に取り組もうと特別なプロジェ

クトをゼロから立ち上げたというわけ

ではございません。普段私達が行っ

ている企業活動ですとか先人が築い

てきた歴史を振り返りまして、そこか

ら SDGs につながる気づきを得たとい

うところが、この SDGs につながる取

組のスタートとなっております。という

ことで、ここで少し弊社の成り立ちか

らご説明させていただきたいと思いま

す。シャンソン化粧品はこれから創立

75 周年目を迎える老舗の化粧品メー

カーでございます。創立は 1946 年で

終戦の翌年のことでした。やはりこの

時期、誰もが貧しくて、また化粧品な

どなかなか使うことができない贅沢

品だったと伺っております。写真出て

おりますけれども、左側の写真が当

時の静岡市の写真で、空襲で焼け野

原だったそうです。そんな中、創業者

の初代社長の川村弘が思いましたの

が、日本もやはり欧米の女性のように

美しくお化粧をする、平和で文化的な

時代になってほしい、そんな時代が来

てほしいという思いから化粧品事業を

立ち上げるということを考えたそうで

す。そして、商品を流通させる方法と

して委託制度という訪問販売のシステ

ムを構築いたしました。このシステム

は、商品を広く流通させるというだけ

ではなく、セールスレディさんとして働

く女性の経済的自立を支援するという

〈パネルディスカッション〉

静岡市SDGsシンポジウム「地域社会と SDGs」

コーディネーター

長崎大学大学院教授

池上 清子

パネラー

外務省地球規模課題審議官

塚田 玉樹

パネラー

㈱シャンソン化粧品 執行役員

石上 一葉

パネラー

少年少女国連大使

井上 紗彩

パネラー

駐日フランス共和国大使館一等書記官

リュカ・フロマン

パネラー

静岡県立大学学長

鬼頭 宏

パネラー

ＵＮＤＰ駐日代表

近藤 哲生
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側面もございました。やはり、当時戦

争でご主人を亡くされた女性も多かっ

たそうです。そんな中、この委託制度

というシステムはセールスレディさん達

に化粧品を無償でお貸ししまして、そ

の後販売できた分だけ後日精算をする

というシステムでございました。です

から、仕入れにコストがかかりません

ので、誰でもが、敷居が低く化粧品ビ

ジネスに取り組むことができる、そう

いった環境を作り出すことができまし

た。ただ、やはり無償で商品を貸し出

しますので、当然リスクもございます。

人と人の信頼関係の上に成り立つシス

テムでございます。ですので、この委

託制度というシステムは化粧品業界の

中でも弊社独自のシステムとなっており

ます。そして、現在シャンソン化粧品

は訪問販売からエステサロンでの販売

にシフトをしております。ですが、この

委託制度というシステムは現在も継続

して行なっておりまして、エステサロン

を開業したいという女性の夢を支え続

けております。ということで、この事

業活動は目標の 5 番目であります「ジェ

ンダー平等を実現しよう」を中心にし

ながら1 番、3 番、8 番の目標にも該

当する事業内容となっております。ま

た、ご存知の方も多いと思いますけれ

ども、シャンソン化粧品は女子バスケッ

トボールチームの強豪としても知られ

ております。オリンピック代表選手の

輩出ですとか、または小中学校に選手

が赴いてバスケの楽しさを伝えるとい

う、そういった活動もやはり 5 番目や

3 番目の目標と合致するものとなってお

ります。

　こういった長年の活動が評価をいた

だきまして、2018 年 5 月に弊社の代

表取締役会長であります川村修会長

が女性のエンパワーメントというテーマ

で、国連ニューヨーク本部で行われま

した SDGs 推進会議でスピーチを行っ

ております。ということで、ここまでは

私たちが長年続けてきた事業と SDGs 

の関係についてお話ししてまいりまし

たが、ここからは現在私達が新しく取

り組んでいるプロジェクトについてご

紹介したいと思います。弊社では、こ

ちらの「肌と海を守ろう」プロジェクト

という14 番目の目標を強力に推進す

るためのプロジェクトを立ち上げており

ます。まずこのプロジェクトに取り組ん

だ背景としまして、2018 年に、大変海

の綺麗な地域であり、海洋保全に非

常に意識の高いハワイですとかパラオ

で紫外線吸収剤という化学物質を配

合した日焼け止めの販売が禁止される

という法律が制定されました。この化

学物質はごくごく一般的な日焼け止め

に普通に使われている成分でして、こ

の法律の制定は、化粧品業界では非

常に大きなニュースとなりました。日焼

け止めをつけた観光客の皆さんが海に

入って、それが流れ出ることによって、

サンゴ礁の死滅の原因になるというこ

とで、世界中で禁止の方向に広がって

いるところが背景になります。シャンソ

ン化粧品はもともと、この紫外線吸収

剤という成分がお肌への刺激になると

いうことから、こういった成分を使わ

ずに日焼け止め UV プロテクトシリー

ズを販売しておりました。この日焼け

止め規制のニュースを聞きまして、私

たちは改めて、お肌に優しいものって

環境にも優しかったのだという気づき

を得ることができました。また、今や

そういった製品が国際的なニーズとも

合致する、新たなビジネスチャンスに

つながるのではないかという気づきを

得ることができました。そういった背

景から立ち上げたのがこちらの「肌と

海を守ろう」プロジェクトです。この

プロジェクトについてざっと駆け足で

すがご説明させていただきます。まず

第一弾目としまして、私たちは国際的

なスクーバダイビングの教育機関であ

ります PADI 社の日本支社と協働し

た海洋保全イベントへ参画しておりま

す。こちらは昨年 7 月に行われた女性

ダイバーのためのイベントで、女性ダイ

バーの皆さんに肌と環境にやさしい弊

社の UV プロテクトミルクを提供させ

ていただきました。また 9 月には海の

クリーンナップイベント、海の中やビー

チのゴミを拾う、そういったイベントが

行われまして、ここでも参加者の皆さ

んに UV プロテクトミルクを配布させ

ていただきました。また、シャンソン

このプロジェクトを通じて、

シャンソン化粧品は

SDGs14番目の目標

「海の豊かさを守ろう｣を推進します。

「肌と海を守ろう」プロジェクト
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た。そして見つけたのがこのプロジェ

クトでした。スイスでは国連欧州本部、

ILO、WHO、UNHCR といった機関

を訪問し、そこから学んだことをもと

に他の大使とグループを作ってプレゼ

ンテーションを行いました。私たちの

グループでは、世界の課題を解決する

ためにはパートナーシップが大切だと

いう話をしました。グループにはスイ

スの大使の、外国人の方もいらっしゃっ

て、英語で話すのはとても難しかった

です。でもそのスイスの大使の方が私

の拙い英語に耳を傾けて頷きながら聞

いてくれる様子や、日本語を覚えて一

緒にいただきますと言ってご飯を食べ

るという体験ができて、自分自身もパー

トナーシップを体感できました。皆で

意見を共有できた時は、国の壁を越

えてパートナーシップ結べた気がして

嬉しかったのを覚えています。次に私

はスウェーデンのマルメという町に行き

ました。スウェーデンはとてもサスティ

ナブルな国と言われています。この街

では、石油ではなくなんとバナナの皮

を再利用して走るバスや二酸化炭素の

排出を抑えることができ、なおかつヘ

ルシーなベジタリアンバーガーなどが

ありました。スウェーデンの人は皆さ

ん SDGs を身近な生活に取り入れてい

て、何よりそれが当たり前だというふう

に感じました。いい意味で肩の力が抜

けているといったところでしょうか。私

にはその姿がとてもクールに見えまし

た。そして私が今まで話してきた現地

での内容はもちろん、全て SDGs とい

う目標に繋がっています。でも、SDGs

とか国連とか聞くと、どこか自分にとっ

て遠いもののように感じてしまいませ

んか。でもそれは違います。SDGs に

は長い定義がありますが、この SDGs

というのはもっと簡単で、世界中の仲

間がこれから先も笑顔で暮らしていく

ための目標だというふうに思いました。

誰一人取り残さない社会をつくるため

の目標だからこそ、私も友達も企業も

国も一緒になってアクションすることが

できます。そう、SDGs は世界共通、

も、シャンソン化粧品さんの取組を全

然知らなかったので、これから周りに

宣伝します。やはりこれは、SDGs は

ただ単に開発を進めるとかという話

だけではなくて、新しい技術なり環

境に優しい技術を大々的に皆さんに

知ってもらうということも、一つ大きな

目標なのだなというのを改めて感じた

次第です。ありがとうございました。

では引き続きまして、今度はユース、

若者から見た SDGs ということで少年

少女国連大使の井上紗彩さんにお願

いします。

─ 井　上 ─

　本日は 10 分というお時間をいただ

いて、私達の住む世界についてのお話

をさせていただきたいと思います。今

日をきっかけに皆さんの見える世界が

少し変わればな、と思っています。そ

して初めに、本日はこのような場でお

話をさせていただくことができ大変光

栄に思っております。田辺市長をはじ

めとする静岡市の皆様、本当にあり

がとうございます。では詳しいお話に

入っていきたいと思うのですが、その

前に一つ頭の隅に置いておいてほしい

ことがあります。それは自分だったら

どうするか、自分だったら何ができる

かということです。私のお話の中でこ

のことを考えながら聞いていただけた

ら嬉しいです。ではまず少年少女国

連大使の説明をしたいと思います。私

が参加したこのプロジェクトは、全国

の中高生 33 人が集まってスイスとス

ウェーデンへ行くものです。そしてそ

こから学んだことをもとに、世界の課

題について、自分では、自分の街では

何ができるかを考え、アクションを起

こします。なぜ私がこれに参加しよう

と思ったかというと、笑うことが好き

だからです。ちょっと辛い日も、少し

笑おうと思うと肩の力が抜けるじゃな

いですか。世界の課題と関係ないと思

う人もいるかもしれません。でも私に

とって当たり前の笑うということが、戦

争や差別で当たり前じゃなくなってい

るのなら、それを変えたいと思いまし

化粧品の社員もこのクリーンナップ活

動に参加して清掃活動の方を行いまし

た。私も実際にゴミを拾ってきまして、

一見綺麗に見えるビーチでも、やはり

今、非常にお菓子のゴミの袋ですとか

あるいは釣り糸、釣りのルアーといっ

たプラスチックゴミは多いなという印

象を実感として得ることができました。

また、プロジェクトの第二弾としまして、

これは今年の 1 月 11 日に行われまし

た、お話に何度か出ている「SDGs 推

進 TGC しずおか 2020」におきまして、

チャリティリストバンドの販売を行いま

した。SANGO BAND 活動と呼んで

展開し、100 円で販売しまして、その

全収益金を沖縄県の恩納村の「サン

ゴ基金」に寄付するという取り組みも

行なっております。こちらは、非常に

メディアの方でも数多く取り上げてい

ただきました。また第三弾としまして、

弊社の紫外線吸収剤フリーの日焼け止

め UV プロテクトミルクをこれから成

分規制が厳しくなるアメリカのハワイ州

で販売するということも予定しておりま

す。ということで、今までの取り組み

をご紹介させていただきましたが、こ

こで、TGC での SANGO BAND 活

動をメディアに取材いただいた映像が

ございますので、そちらの方をご覧い

ただきたいと思います。お願い致しま

す。（映像）

　SANGO BAND、今私もつけており

ますが、このような活動を通しまして

私たちの先人たちが築いてきた歴史、

そして現在の事業活動、また未来へ

向けてのアクションということで、一企

業の取り組みでまだまだ力は小さいの

ですけれども、一つ一つ積み重ねてい

きまして、持続可能な社会の一助とし

て参りたいと思っております。以上で

シャンソン化粧品の説明を終わらせて

いただきます。ご清聴ありがとうござ

いました。

─ 池　上 ─

　どうもありがとうございました。実

は私も PADI の初心者のライセンスを

持っていて時々海に潜りますけれど
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ら一緒に始めよう！　ありがとうござ

いました。

─ 池　上 ─

　井上さん、本当に、高校生だから

特別ということはないかもしれないけ

れど、やはり井上さんは素晴らしいと

思うわ。（井上：ありがとうございます。）

やっぱりそうやって、皆さんに自分か

らアクションを起こす、自分から発信

することの大切さというのをよくご存知

なので、やはりSDGs って自分だけで

やっているのではなくて、自分が良い

と思ってやっているわけでもなくて、や

はり周りに発信する、周りのネットワー

クと繋がることが重要ですね。パート

ナーシップということを先ほどからずっ

と、発表の中で 2、3 回、おっしゃっ

ていましたけれども、そういった重要

なメッセージを井上さんからもいただき

ました。ありがとうございます。それ

では最後に発表をいただきますのは、

静岡県立大学の鬼頭学長です。学長

からは、地方大学と SDGs というふう

なテーマを中心にお話をいただければ

と思います。よろしくお願いします。

─ 鬼　頭 ─

　私に与えられたテーマは地方大学と

SDGs の取組というテーマでございま

した。今私は、公立大学協会の会長

をやっておりますので、まず概観とし

て、地方における大学の役割というの

を、抽象的ですけれども、考えをご披

露させていただきたいと思います。今、

日本には 800 近くの 4 年制の大学が

ございますけれども、そのうちの 93

校が公立の大学です。ただ 2 県だけ 4

年制の公立大学を持ってない県がござ

いますけれども、全都道府県に国立で

あれ私立であれ、大学はありますので、

地方における大学の役割というのは共

通した課題であろうかと思います。我々

は 2014 年から 5 年度にわたりまして、

「地（知）の拠点」事業、COC 事業、

お耳になさった方もいらっしゃるかと

思いますが、取り組んできました。さ

らに拡大しようじゃないか、SDGs の

取組を通じて人と人を結び、地域をつ

間を通して、私には皆さんに伝えたい

ことがあります。それは、SDGs は特

別なことではないということです。高

校生として SDGs の活動をしていると、

それがすごいことや特別なことのよう

に、よく言われます。でも SDGs は私

にとって日常です。誰でもアクションが

できる、それが SDGs。だからこそ、

ここにいる皆さんも今日から一歩を踏

み出せるんです。SDGs を特別から日

常にするために、半径 5 メートルから

小さなアクションを積み重ねていきま

しょう。皆さん一人一人のアクションが

やがて大きな波となり、そうしたらきっ

と世界は変わります。そしてその小さ

な積み重ねにはパートナーシップが必

要不可欠だということも伝えたいと思

います。私は SDGs でたくさんの仲

間や友達に出会うことができました。

SDGs や世界のことについて一緒に語

り合うたびに温かい気持ちになります。

今月の SDGs マンスの中でも様々なイ

ベントを通して刺激をもらいました。

先程お話しいただいたサレジオの皆さ

んや企業の皆さんとも何度もお会いし

てたくさんお話しさせていただきまし

た。突然ですけれども、みなさんは今

隣にいる人のことをどのくらい知ってい

ますか、知ろうとしていますか。無理

矢理に仲良くなれと言っているわけで

はありません。ただ近くにいる人に関

心を持ち、一緒に話したり考えたりす

ることが、世界に関心を持ち、世界の

仲間と一緒に SDGs について考える鍵

となるはずです。まずは自分の周りか

らパートナーシップを結ぶことが大切

だと思います。ここから手をつなぎま

しょう。ということで、私は高校の仲

間数人と、今後高校生の SDGs コミュ

ニティを作ることを考えています。そこ

で募集します。私たちと一緒に活動し

てくれる中高生、そして私たちとのアク

ションをサポートしてくれる企業の皆さ

ん、この後どんな形でもいいので声を

かけていただけたら嬉しいです。ここ

から一緒に友達になって、一緒にアク

ションを起こしていきましょう。今日か

世界を見るためのメガネなのです。そ

れをかけると課題やその解決策がはっ

きりと見えてきます。SDGs を知った後

はそれで終わらず、その眼鏡をかけて

周りを、ここ静岡市を見渡してみてくだ

さい。自分の好きなことと SDGs はつ

ながっているかもしれません。私達の

住む街と SDGs はつながっているかも

しれません。それに気づけたらきっと

景色が鮮やかに見えるはずです。

　では私自身は、帰国後この SDGs メ

ガネをかけて何をしたのか、マイアク

ションを三つお話しします。まず一つ目

は、SNS での SDGs の普及です。静

岡に帰ってきて思ったのは、静岡市は

SDGs のアクションで溢れているという

ことです。お店ではプラスチック廃止

などのエコな取組をたくさん見つける

ことができるので、それを SNS でシェ

アしています。また私自身もマイタンブ

ラーを持ち歩いたり、フェアトレード

商品を購入したりと小さなことですが

行なっています。そして二つ目は、自

ら企画したワークショップの開催です。

「持続可能な社会のための高校生の私

たちが始めるアクション」と題し、参

加者の皆さん、主に高校生が SDGs

を自分事として捉えられる企画を考え

ました。身近な課題を出し合って解決

策を一緒に考える時間では、参加者

の皆さんが肩書きや年齢など関係なく

語り合っていて、とても素敵な時間だっ

たと思います。今後も SDGs に関する

イベントを企画していきたいと考えてい

るので、その際はぜひご参加ください。

三つ目は、おにぎりアクションという取

組です。これはおにぎりの写真を一枚

投稿すると、子どもたちに給食 5 食分

に当たる100 円が寄付されるというも

のです。ハッシュタグを付けて投稿ボ

タンを押すだけで、寝転がってでもで

きます。私の友達もこのアクションをし

てくれて、私のクラスだけで 1495 食分

の投稿になりました。おにぎりアクショ

ンのおかげで友達と幸せをシェアでき

た気がします。このように今日もアク

ションを続けています。最後にこの時
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外の、健康とか政治との関わりとか、

全部で 11 の項目について国際的な評

価をしていまして、これが高いところ

ほど出生率が高くて、その水準が低い

と出生率が低い傾向があります。日本

は、どちらかというと低い傾向にある

ということが分かっています。特に女

性の置かれた立場です。それが特に

顕著に出てくる。それからまたもう一

つ、グレタ・トゥンベリさんも参加して

話題になりましたけれども、世界経済

フォーラムという会がダボスでござい

ました。この世界経済フォーラムが毎

年、ジェンダーギャップ指標というも

の出しております。これは非常にたくさ

んの項目からなりますが、要は女性の

置かれた立場が高いのか低いのかと

いうことです。これとの関係も、実は

出生率と強い関係を持っています。図

では日本を赤で示してありますけれど

も、日本はジェンダーギャップが大き

いです。つまり女性の置かれた立場は

弱い、あるいは低い、そういうところ

は出生率も低いです。つまりはこのよ

うに、SDGs というのは、なんか遠い

あるいは難しい話な気がしますけれど

も、非常に身近な暮らしと密接した問

題であるということだろうと思います。

今日はもしかしたらこの場でいい大人

達が、ボーっとしてんじゃないよって叱

られてしまうかもしれないと思ったの

ですけれども、井上さんが優しい言葉

で、みんな一緒にやりましょう、身近

な半径 5 メートルから進めましょうって

言ってくださったので、非常に勇気が

湧いてきました。同世代で繋がるのも

結構ですが、縦に、色 な々年齢の人も

一緒になって繋がって、やっていけた

らいいなと思います。今日は長い時間

ご清聴くださいましてありがとうござい

ました。

─ 池　上 ─

　鬼頭先生ありがとうございました。

私も久しぶりにお目にかかれてうれし

かったですし、しかも今日の発表の中

で、なんと出生率が低い国はジェンダー

に優しくない、ジェンダー指数が低い

を掲げました。全ての項目が必ずどこ

かに引っかかってきまして、重点的に

今進めようとしているのがここに掲げ

た五つです。第一に、1 番の貧困をな

くそうということで、もうすでに学生が

学生食堂を使って”Table For Two”

という取組を進めています。それから

3 番の目標、すべての人に健康と福祉

をですが、これは薬学校から出発し

た本学の源流を考えると、一番大学

設立の趣旨ともつながってくるものです

から、健康を守る専門職、看護師で

あるとか薬剤師であるとか管理栄養

士であるとか、そういう人たちを育て

ておりますので、こういう専門職を目

指す学生諸君の実践の場として大いに

利用していただきたいと思っています。

それから、大学ですから当然ですけ

れども、4 番の質の高い教育をみんな

にということですが、本学の授業等を

さらに社会に公開して、多くの方に学

習機会を提供していくということ。そ

れから 5 番のジェンダー平等を実現し

ようということで、特に本学では外国

人とか障害者の方達との共生というこ

とを強く意識しておりますが、新たに

ジェンダーマイノリティの教育について

も学生に対してしっかりとやっていくと

いうことを計画しております。そして最

後に、これまでの COC の実践とつな

がってくるのですけれども、住み続け

られるまちづくりをということで、ここ

では一定の授業科目を履修した学生、

実践に携わった学生に、コミュニティ

フェローという称号を出して大学卒業

後も地域で活躍してくれることを願っ

ているということでございます。

　さて私は、人口の研究をやってまい

りまして、その関係で、池上先生とは

もう多分 30 年来のお付き合いをさせ

ていただいております。ここで久しぶり

にお目にかかることができて大変嬉し

かったです。今回は SDGs の 5 番の

ジェンダー平等ということに関してお話

したいと思います。OECD が Better 

Life Index というものを出しておりま

す。これは所得とか経済的な指標以

くり、未来へつなぐ、そういう知的な

ハブとして役割だてようじゃないかと

いうことを、今考えております。これ

は各地方の大学にとって共通の課題だ

と思っております。具体的には企業と

違って大学にはどんな役割があるか、

やはり特徴があろうかと思います。ま

ず第 1 に、教育機関ですから、SDGs

に関わる人材を育成するということ。

それから研究者が集まっておりますの

で、SDGs に関わる研究を推進すると

いうこと。そしてまた大学の取組とし

て、学生・教職員それぞれの関わりに

おいて、社会貢献を実践するというこ

と。そして最後に、これはどの組織に

も共通しておりますけれども、その組

織自体が SDGs の目指すところと合致

するものでなければいけない。つまり

働きやすい環境でなければならないと

いうふうに思っております。これは非常

に抽象的な話ですが、私どもは、先

ほどもご紹介いただいた企業の皆さん

と違って、だいぶ SDGs に関しては出

遅れております。昨年の 11 月 28 日に

「静岡県立大学 SDGs 宣言」を公表い

たしまして、2020 年 4 月1日から本格

的にスタートするということを宣言いた

しました。大学相談窓口も作っており

ます。こんなことを一緒にやらないか、

どうしたらできるだろうかというような

ことを、一緒に考えながら進めていき

たいと思います。私は、地方の大学あ

るいは県立大学の役割として、地域を

つくる、未来をつくるということを掲げ

てまいりましたけれども、SDGs に絡

めてもう少しこれを拡大しようじゃない

かと思いまして、次のようなスローガン

を考えました。つまり「地域をつくる、

地域を結ぶ、未来へつなぐ」という言

葉でございます。単独の組織でできる

わけございませんので、地域の様々な

団体・組織と一緒になって連帯する、

市民の皆さんと連携する、あるいは他

大学と連携していく、ということで静

岡市の住みやすい環境を作っていきた

いと考えております。とりあえず静岡市

に提出した宣言の中では、五つの目標
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く難しいと思うんですけども、地球レ

ベルで大きな方向性を意思決定すると

いうのは、これはものすごく難しいこ

とだと思います。気候変動については、

パリ協定という国際的な約束がありま

すし、核兵器の廃絶についても色 な々

条約がありますけれども、必ずしも全

ての国が参加しているわけではない。

そういう政治的現実の中で、どういう

ふうに国際社会全体としての方向性に

みんなが向かっていくか、これは今

我々が直面している非常に厳しい政治

の現実だと思いますけれども、やはり

先ほどの話のように我々の半径 5 メー

トルから、まず一歩を踏み出すしかな

いかなと私は思います。それができて

徐々に地球全体、人類全体の方向性

というのは、そういう方向に向かって

いくことを期待するしかないと思ってお

ります。

─ 池　上 ─

　ありがとうございました。フランスで

はどうかというのをリュカさんの方から

も話していただきたいと思いますけれ

ども、ここでやはり一つ気をつけてお

かなければいけないのは、パリ協定か

ら、ある国が最近脱退しましたね。信

じられない行動をあの大統領がしたわ

けですけれども、そういうことを考え

ると政治的なコミットメントはやはり最

低限必要じゃないかなという気がしま

す。政治的なリーダーが、やはりグロー

バルな課題を十分そして正確に理解し

て、それを政策に落としていく、また

は行動をとるということが必要かなと

いうふうに思います。この問題は、少

し多めに時間を取って、皆さんからご

意見を聞こうと思うのですけれども、

まずリュカさん、それから石上さんも、

どうぞご発言ください。

─ フロマン ─

　合意ができたといっても、先ほど私

のプレゼンでも触れた２℃の目標に向

かっているかというと、必ずしもそうで

はないですよね。やはり政治的リーダー

シップも必要ですし、市民レベル、企

業レベル、地方自治体レベルでも、低

─ 質問者 ─

　私は、東海大学海洋学部から参りま

した。おそらく国連開発計画駐日代表

の近藤様への質問だと思いますけれど

も、SDGs の 1 番貧困をなくそうにつ

いて、日本における貧困の定義とそれ

から現状について教えていただきたい

と思います。

─ 池　上 ─

ありがとうございます。それではもうお

一方、お願いします。

─ 質問者 ─

　はい、私も、東海大学海洋学部か

ら参りました。SDGs の目標 5 番目に

あたるジェンダー平等の問題に関しま

して、女性の出産後退職率をみますと、

第一子の出産後の 4 割ほど離職され

ているということで、離職に関する対策

などはあるのかと聞きたいところです。

─ 池　上 ─

　ありがとうございました。それでは

最初の方の質問については、どなたか

お答えがありますか。2 番目が貧困の

話で、UNDP の所管分野なので、近

藤代表からどうでしょうか。

─ 近　藤 ─

　最初の質問はコメントが難しい質

問ですけれども、回答いたします。

SDGs が採択されてから 5 年経ったに

も関わらず何で世界は破滅に向かって

いるのかという趣旨だったと思います

けれども、地球あるいは人類が自分た

ちの向かう方向性というのを修正して

いくというのは、ものすごい労力とも

のすごいコミットメント、決意というか

政治的な情熱が必要だと思います。自

分一人で行動を決めるということであ

れば話は簡単というか、自分自身の問

題ですね。ただ例えばクラスの中で意

思決定をする、こうなるともう色 な々意

見が出てきて対立するし、仮に意思決

定したとしても、それに賛同しない人

というのは、おそらくその決定に従う

ことはないでしょう。これは日本国内

の色 な々政治の中でも同じ現実がある

と思います。そのレベルに行かずとも、

過程の中でも意思決定というのはすご

国だと。つまり女性に優しい社会は誰

にでも優しい社会なのだという、ジェ

ンダー指数が高くなればその社会全体

が誰にでも優しい社会になると結論付

けられるのかなと思いながら伺ってお

りました。アカデミアの役割としては、

人材の育成とか研究とかということは

もちろんありますけれども、他の大学

との連携という話で、またパートナー

シップということが出てきたと思いま

す。さあ皆様、これで皆様が質問して

いただける時間がやってまいりました。

ぜひ皆さん積極的にご意見、コメン

ト、質問などお願いいたします。なる

べく時間内にたくさんの方が話をして

いただき、質問をしていただけるよう

に、短めに質問をしていただきたいな

と、大変恐縮ですけれどもそういうお

願いを最初にさせていただきます。同

時にこちら側に座っている方も、お話、

お答えしていただく時にはなるべく短く

適切に、的確にお答えをしていただけ

ればと思います。それではご質問、コ

メント、ご意見のある方は手を挙げて

いただけますでしょうか。まず 3 名か

ら聞きたいと思います。もし、誰に質

問を答えて欲しいかということがありま

したら、それもお名前をおっしゃって

ください。

─ 質問者 ─

　私は、駿河総合高校の 2 年生です。

本日はありがとうございます。壇上の

方々には会場を代表してお答えいただ

きたいんですけど、ぜひ皆さんに考

えていただきたいことがあります。今

SDGs が採択されてから 5 年という話

が最初にありまして、SDGs がこれだ

け普及してきたにも関わらず、先日世

界終末時計が 120 秒から100 秒に進

んで、これだけ環境が悪化していって

いるというのはなぜだろうなということ

をお答えいただきたく、お願いします。

─ 池　上 ─

　ありがとうございます。高校 2 年

生からシビアな質問が最初から出まし

た。では質問をまず聞きますので、次

の方どうぞ。
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MDGs、ミレニアム開発目標の時は、

絶対的貧困は 1日 1ドル未満で生活し

ているという話だったのが、ある日突

然これが 1.90ドルになりました。これ

は世界銀行が決めているという話です

が、ある日突然そうやって変わったり

するので、絶対的貧困の基準というの

は、少し気をつけて見ていただければ

と思います。相対的貧困については厚

労省が日本の貧困の定義を持っていま

すよね。

─ 塚　田 ─

　おっしゃる通り貧困というのは絶対

的貧困と相対的貧困という二つの大き

な区別というかアプローチがあって、

日本の場合はもちろん絶対的貧困はあ

まり意味がなくて、1日 1ドルとか 2ド

ルという生活は、物理的にできないの

で、どちらかというと相対的貧困が意

味をなします。これがどの水準かによっ

てその人の経済的な水準というのが評

価されると思うのですけれども、結論

から言うと、日本には公的な相対的貧

困に関する定義はまだございません。

作ろうという試みがずっとありますが、

なかなか政治的にも難しい状況がある

というふうに承知しております。という

のも、貧困というのは経済的な指標で

はなかなか測れないものでして、先ほ

ど近藤代表がおっしゃったように、や

はり格差をどう反映するかということに

よって、かなり主観的な評価も入って

きてしまうので、他国ではそういう公

的な貧困を示すガイドラインがある国

もあると聞いておりますけども、日本

ではまだないという状況です。ただ一

般的には、全国平均の世帯収入以下

の場合は、相対的貧困と評価するこ

とが多いと聞いております。SDGs は、

さきほど私の冒頭の発言で申し上げた

ように、目標に向かってどのくらい進

捗したかというのを評価する、モニター

するというのが大事でして、今回政府

でもしっかり実施指針を作って、色々

な指標をモニターしていきましょうとい

うことを決めたのですけれども、貧困

をどうモニターするかというのは、こ

で国保に入っている方は、病気になる

と 3 割負担で、全員が医療を受けら

れます。だから生活保護という制度が

あって、万が一収入の道が病気等で

断たれてしまっても、健康で文化的な

最低限度の生活が保障されると、憲

法に従って生活保護を受けられるわけ

です。そうしますと 1 日１ドル 90 セン

トはだいたい 200 円で、月給にします

とだいたい 6000 円。6000 円以下だ

と絶対的貧困かと言いますと、そもそ

も日本で月給 6000 円とはなかなか考

えにくいですけれども、もし他のすべ

てのサービスが保証されていたら、そ

の方は必ずしも絶対的貧困とは言えな

いと、国連としては考えています。そ

ういったサービスから置き去りにされ

てしまった人をどうするかということで

すが、UNDP では昨年、格差に関す

る報告書を出しました。これによりま

すと、格差・貧困層というのは必ずし

も経済的な所得のレベルだけで決まる

ものではないです。例えばインターネッ

トへのアクセスがない、一定レベルの

大学教育くらいまでは受けていないと、

なかなかチャンスに恵まれなくなってし

まうなど、そういった様々な機能的な

格差の向こうに追いやられてしまって

いる人がいて、そういった人たちの何

が問題かというと、まさに気候変動の

政治的なコミットメント、そういった政

治プロセスに参加できなくなってしま

うくらい格差の底辺に追いやられてし

まっている人がいたら、その方が仮に、

所得がもっと多くても、格差の観点か

ら言うと、貧困層になってしまうという

考え方をしております。

─ 池　上 ─

　 ありがとうございます。 貧 困の

定 義というのは、相対的貧困と絶

対的貧困という二つの定義があります。

先進国は概ね相対的貧困ということ

で、これについては塚田審議官から

お話しいただこうと思いますけれど

も、その前に、皆さん 10 年くらい前

に､ SDGs の前には MDGs というの

があったのを覚えてらっしゃいますか。

炭素・脱炭素に向けてその戦略をしっ

かり実施する必要があるので、今はまだ

少しだけですが、今後２℃以内に向け

るための社会全体の努力が必要です。

─ 石　上 ─

　私ども企業も、これからの努力が

非常に必要だと考えておりまして、例

えばオーガニック製品ですとか、フェア

トレードの原料を使った化粧品という

ところに、少しずつ取り組んでいると

ころではございます。ただ今の時点で

は、まだフェアトレードですとかオーガ

ニックの原料は、それ自体が非常に高

価だったりしまして、企業活動を行う

以上、一気に全部変えるというのは正

直難しいところはございますが、やは

り一つ一つの企業がそういった原料を

使ったり、あるいは容器ですとかプラ

スチックのバッグですとか、そういった

ものも環境負荷がかからないものに変

えたり、そういった努力を業界内でも

多くの企業が続けていきますと、当然

使う量も増えてきますので、原料として

も単価が抑えられてより企業が使いや

すくなる。そういった良い循環をやは

り私どもが作っていけるように、業界

全体でも取り組んでいかなければいけ

ないなと思っております。

─ 池　上 ─

　ありがとうございます。次は、二つ

目の質問にありました貧困の話につい

て伺いたいと思います。近藤代表いか

がですか。

─ 近　藤 ─

　日本の貧困の定義ということで、政

府を代表して今日は外務省の塚田地球

規模課題審議官がいらっしゃっており

ますので、そちらの方が正しい答えを

くださると思いますけれども、SDGs

の貧困の定義というのは、明文化され

ておりまして、1 日 1ドル 90 セント以

下で暮らさなきゃいけない人を絶対的

貧困層と定義しまして、そういう人達

が今だいたい世界に６億人から7 億人

いると言われています。では日本はど

うかといいますと、日本の場合には、

まず国民健康保険があり、日本国民
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法律で社会のあり方を変えるというの

は、多分やり方として好まないかもし

れないですけれども、フランスでは効

果的なやり方でした。

─ 池　上 ─

　なるほど。フランスは子ども手当

というのでしょうか、日本の 10 倍以

上の金額が各家庭に配られたりして、

色々なことがあって出生率が上がった

という話ですが、その基本にあるの

は、やはり男性も女性も育児に参加す

るというふうなことがあるということを

本で読んだことがあります。石上さん

は、何か追加でありますか。

─ 石　上 ─

　やはり私ども企業、会社それぞれが、

女性社員の産休・育休ですとか時短勤

務の制度を整えていくというところが

非常に重要かと思っております。シャン

ソン化粧品の方でも、13 年ほど前に

産休・育休、その後 3 歳までの時短

勤務制度というのを整えまして、実は

私がそれを利用した第一号でした。今

二人の娘がいるのですけれども、やは

り、そういった制度をそれぞれの団体

が整えていくということ、私たち女性

社員もしっかりと声を上げて経営者と

ディスカッションをして、よりよい制度

にしていくこと、そういったところがや

はり重要だと思っております。そういっ

た制度のおかげもあり、そこから弊社

の管理職の女性の割合が非常に増え

てまいりまして、今、課長以上の管理

職に占める女性の割合が 3 割を超えて

いるという状況にありますので、これ

からも引き続き取り組んでまいりたい

と思っております。

─ 池　上 ─

　30%、それは素晴らしいですね。皆

さまご意見ありがとうございました。

まだお聞きになりたい質問があると思

いますので、もう1 回 3 名から、質問

を受け付けたいと思います。皆さん申

し訳ないですが、短めにお願いします。

─ 質問者 ─

　私は、静岡県立大学国際関係学

部 3 年生です。私は食品とか農業に

までのとおりでいいのかどうか、もっ

と柔軟なライフコースの考え方を普及

させるべきではないでしょうか。先に

子育てをしてそれから高等教育を受け

る、そして仕事に就くということが

十分できるということを保証されてい

れば、早く子供を持ちたいという方も

いるかもしれない。まだまだ工夫の

余地はあろうかと思います。でも私は

諦めないということが最も大事だと思

います。

─ 池　上 ─

　静岡県の合計特殊出生率は 2.07 に

なるかもしれないというのはすごいで

すね。（鬼頭：すぐにはいかないです

けど、今までのトレンドを延長するとあ

と40 年で、達成するということです。）

今、日本全体では総人口はどんどん

減っている段階ですよね。もう減り始

めて 10 年以上になると思いますけれ

ども、ただ今静岡県を見ると少しずつ

出生率が上がっているので、「そのまま

延長すると」という前提があるとはい

え、凄い希望があり、すごいなと。静

岡はそのくらいやっぱり暮らしやすい

地域ですかね。さて、実は出生率とい

うことになると、リュカさん、フランス

は世界的にも出生率を回復したという

意味では、大きな成功の国といわれて

いますけれども、成功した事例の中で

女性の離職に対して、何か政策とか特

別なことがあったのでしょうか。

─ フロマン ─

　このテーマにおいても、必要なのは

政治的リーダーシップでしょう。フラン

スでは法律で社会を変えるというやり

方が結構定着していて、例えば男女平

等に関して、政治的同数というのが決

まっています。20 年ほど前のフランス

議会は、今の日本の議会と同じくらい

の男女比率でしたが、同数というのを

法律で義務化し、徐々に浸透し、今

では社会で当たり前のこととなりまし

た。実際には、政治的な男女平等だ

けにとどまらず、職場でも、例えば会

社での管理職につく女性の数も同数に

しましょうとなっています。日本では、

れについては結構もめまして、結局ま

だ結論は出ていません。ということで、

格差だとか貧困というのは、これまで

のように経済が拡大していた時には大

きな政治問題になりにくかったですけ

れども、これから少子高齢化、人口

が停滞していく中で、先進国とはいえ

この問題は大きくなってくると思われま

す。そんな中で SDGs をどう日本国内

に定着させていくか、まさに貧困とか

格差をどう評価するかということが問

われているのではないかと思っており

ます。

─ 池　上 ─

　ありがとうございます。井上さんは

何か貧困についてコメントありますか。

（井上：ありません）では三つ目の質問

に移りますが、離職については、鬼頭

先生にお願いしてよろしいでしょうか。

─ 鬼　頭 ─

　出産・子育てと仕事の両立が難しい

というのが、日本の一番大きな問題で

あることは事実だと思います。ですか

ら、今ある制度をフルに活用できるよ

うな職場環境を作っていくということ

が、かなり大きな効果があると思いま

す。その証拠に、静岡県では 2003 年

が合計特殊出生率一番低かったわけ

ですが、いまだに 1.5 くらいですけれ

ども、なんとかかんとか上がっていま

す。2018 年まで 15 年間かけて少しず

つ上がってきたこれを、さらにトレンド

を延長すると、静岡県では 2061 年に

2.07 までいく可能性があります。そう

やって少しずつ上がってくるということ

があるから、やはり諦めてはいけない

だろうと思います。ただそのためには、

今の制度だけで十分だろうかと。今の

制度でも育休は十分に取りにくいので、

大臣が育休を取るということが、あん

なに大きなニュースになるくらいですか

ら、まだまだそれを普及させる余地が

大きいと思います。さらにもっと踏み

込んで言えば、女性の方にからはもし

かしたら反対意見が出るかもしれない

けれども、結婚・出産に踏み切る時

期と教育を受ける時期というのを、今
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もう少し触れることが大事かなという

ことと、自分が本当に求める食べ物が

どういったものなのかというのも、きっ

ちりと自分で考えて購買行動につなげ

ていくということの素地ができていけ

ば、地域・地域でだんだんと進めてい

けるのかなとは思っています。答えに

なっているか分かりませんけれども、

以上です。

─ 池　上 ─

　ありがとうございました。具体的に

オーストラリアのお話をもう少し知りた

いということであれば、このセッショ

ンが終わってから直接お願いします。

それでは二番目の、どう広報で伝えて

行ったらいいのかということは、非常

に難しい問題ではありますけれども、

例えば UNDPという外の機関から見

て、どうやって日本で伝えたら効果的

なのかというのを、教えていただけま

すか。

─ 近　藤 ─

　UNDP は世界 170 カ国で開発プロ

グラムをやっていると申し上げました

が、それぞれの国に固有の課題、優

先課題というのが必ずあります。日本

の場合には、課題であるとともに非常

に強みなのは、やはり度重なる自然災

害の大きさだと思います。SDGs にな

ぜ持続可能という名前がついているか

というと、今の世界は持続可能ではな

いからです。過去にも気候変動によっ

て色々な種が絶滅しているわけですけ

れども、次に絶滅するのはヒトじゃな

いとは、なぜ言えるのかなと。そうい

うことに立ち向かうのが日本の強みで

あり、またそのことに一番苦しめられ

ている国である日本としては、やはり

去年のような大きな台風が来る、ある

いは今差し迫っている南海トラフ直下

型地震への備えといったところで、や

はりこれは日本人だけの問題じゃなく

て、ここでの日本人の取り組みが世界

の人へのメッセージにあたるものだとい

うことを、行政の政策担当者も、また

私たち住民も知っていく必要があると

思います。

─ 質問者 ─

　私は、常葉大学教育学部 3 年生で

す。今日はご講演ありがとうございま

した。教育に関係して質問なのです

が、将来を担う子供たちに、小中高と

SDGs に関して、どのように関わってい

くのか、どのようなことを教えていくの

か、認知からその行動まで公立の小中

学校でどのような活動を教師がしてい

くべきなのかを疑問に思いました。よ

ろしくお願いします。

─ 池　上 ─

　ありがとうございます。それでは最

初の質問は、農業の話ですので、ス

マートブルーさんにお願いしてよろしい

でしょうか。ステージに上がっていた

だけますか。

─ 塩　原 ─

　私もオーストラリアに留学していたに

もかかわらずコミュニティガーデンにつ

いては存じあげないので恐縮です。ど

ういった農家さんがそういう小規模の

農業をやっているのかというバックグ

ランドが分からないのですけども、ま

ず一つは、日本や東南アジアの場合は

分散作法といって元々小規模農家が集

まっている方針を国として長年通ってき

たという歴史がある一方で、国の国土

は小さくても比較的規模を拡大してこ

られたヨーロッパの諸国もあれば、元々

国土が大きくてそもそも大規模の農業

やっている、農業やっていればフェラー

リ乗れるみたいな国では、例えばアメ

リカではコーン作るとものすごい補助

金出るから儲かるなんて国もあります。

そういった状況の中で小規模農業が

これから必要とされていくというのは、

どうしてもTPP など色 あ々る中で効率

だけを追い求める農業の限界を感じて

いる方もたくさんきっといらっしゃって、

DNA組み替えだとかまですることにな

る疑問を感じる方もいらっしゃいます。

そういった中で、小規模でも顔の見え

るものがあるということが安心感に繋

がるということはあると思うので、こ

れから皆さんがかなり若い段階から教

育の中で農業をもう少し詳しく学んで、

関してお伺いしたいですけれども、私

は 1 年間オーストラリアに留学に行っ

てきて、そこでコミュニティガーデン

という取組を学んできました。都市

農業であったりとか少量規制食品

生産者と呼ばれる人たちが、どう

地域の人と関わりながら農薬だった

りとか環境に配慮した農業生産の

消費形態を作っていくかという研究

をしていて、それを日本で、静岡市

でやりたいと思っているのですけれ

ども、それを日本国内でもっと広げ

ていくためにはどういう制度が必要で、

どう貧困だったりとか色々な課題とつ

なげていけるかアイデアがあれば、特

にフランスでは市民農園とか都市農業

が結構発達しているので、もし何かア

イデアとかあれば教えていただきたい

なと思います。

─ 池　上 ─

　ありがとうございました。これに関

しましては、後からスマートブルーの

取締役の方、すみませんが答えていた

だければと思います。次の方どうぞ。

─ 質問者 ─

　私は、今日ここにお集まりの方は皆、

意識が高い方だろうなと思いますけれ

ども、どうやってこれから、一般市民

に SDGs を広めていったらいいのかと

いうことについて、ひとつ提言をしよう

と思って来ておりました。しかし既に

行政の方で考えている、例えば小・中

学校で講座を持つというようなことが

あったので、提案はやめます。なかな

か我々一般市民がこの SDGs というの

を聞いてもなんなのというのは未だに

多いと思います。それをどうやって広

めていくかというのは、井上さんが言っ

てくださったように、半径 5 メートルか

ら広めていこうかと思いますが、それ

を広めていく方法、政策はどのような

ものがあるかということを聞きたいと

思います。

─ 池　上 ─

　ありがとうございます。これもとても

重要で、かつ難しい課題です。もうお

一方、続けて質問をどうぞ。
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る貧困の定義と現状というところにも

絡めてお話しさせていただきます。学

校で教育として SDGs をやる意義・意

味は何でしょうか。私は教育に一番関

心があって、教育がマイテーマでもあ

るのですけれども、SDGs においての

それは、人がそこに集まっているとい

うことだと思います。教育としてといっ

ても例えばインターネットで検索して分

かる SDGs の知識とかをずっと教えて

いるだけで意味があるのかと言われ

たら、私はそうではないのかなと思っ

ています。その場でしかできないこと、

その場で友達と語り合うとか、想像力

を膨らませて自分には何ができるのか

と考えることが、教育として SDGs を

教えていく上で大切なのではないかな

と思います。貧困の話でも日本におけ

る子どもの相対的貧困の数は 7人か

8 人に 1 人と言われていると思います。

私たちは恵まれていて、その子たちの

こと全て想像することはできないけれ

ども、そういう子たちのことを想像し

て、周りにいる人たちに寄り添った上

で何ができるのかということを教育の

現場で考えていく、身近な課題と関連

づけて考えていくということが重要な

んじゃないかなというふうに思います。

（池上：しかも半径 5 メートルくらいの

人たちと一緒にですよね。）はい。半

径 5 メートルといっても、自分から半

径 5 メートルでアクションを始めたとし

ても、その半径 5 メートルが重なって

いくと思います。だからこそ、私が今

ここで皆さんに伝えたことを、皆さん

が家に帰ってお話ししたら、またどん

どん繋がっていくかもしれない。そう

やって少しずつ種をまいていくこと、と

いうのも広げていく上で重要なんじゃ

ないかなと思います。

─ 池　上 ─

　ありがとうございます。時間が残り

あと 5 分ですけれども、お二人だけ聞

きたいと思います。では、お一人目ど

うぞ。

─ 質問者 ─

　私は、今日は沼津から参りまして、

すぐ忘れられてしまいます。あともう一

つ、どのように教育現場で SDGs を教

えていくかというご質問があったと思

いますが、私は身近にある、例えば水

や食べ物、日々食べているものがどこ

から来て、どれだけのお金がかかって、

どれだけのインパクトを、どれだけの

コストを社会に与えて、我々の口の中

に入っていくかというのを教えてはどう

かと思います。例えば外国産の牛肉は

一体どういうふうに、どこから生まれ

て我々の口に入っているかというのを、

教室でみんなに考えてもらうということ

をすると、すごくSDGs というものの

意味を理解する上でいいのではないか

なと思います。あるいは水、我々日本

人は、ほとんどタダ同然で水を飲んで

いますけれども、国際社会ではものす

ごいコストをかけないと、きれいな水

が手に入らない人が何億人っているわ

けです。だからそういうものを考える

上では、やはり我々が日常触れている

水と食べ物を題材にするのが一番いい

のではないかなと。カネ、水、食べ物、

これが一番いいと、私は思います。

─ 池　上 ─

　それが三種の神器ですか。私もつい

昨日聞いた話ですけれども、動物タン

パク質を同じ1 グラムとるのに、特に日

本に対して持ってくるのにお金がかかる

のは牛肉だそうです。一方で大豆のよ

うな植物タンパクと動物タンパクを比べ

ると、大豆を1とすると牛肉は 70 倍コ

ストがかかると。コストつまりエネルギー

をそれだけ使っているということですよ

ね。同じタンパク質でも、牛肉の場合

は色 な々他のエネルギーをたくさん消費

して私たちの口に入ると言われて、そん

なに違うんだというのを、昨日私も数字

として実感したばかりです。さて、教育

の話なので、井上さん、教育現場でど

んな内容だったら SDGs を認知しやす

い、または自分の問題として感じやす

いのかと、ご自分の体験か何かあった

ら教えていただけますか。

─ 井　上 ─

　先ほど答えられなかった日本におけ

─ 池　上 ─

　ありがとうございます。塚田さんは

いかがですか。政府としてどういう広

報活動の戦略を取っているのかという

のがありましたら一言お願いします。

─ 塚　田 ─

　広報活動も大事だと思うのですが、

どうすればその理解が深まるかという

ところについて申し上げます。これは

私見も含めての意見になりますけれど

も、静清信用金庫さんが非常に面白

いプレゼンをされていたと思っており

まして、私は、一般の方々に SDGs を

ご理解いただくには、金融が鍵だと

思っております。なぜかというと、人

間の行動を最後に動かすのは金だと、

私は思っております。世の中の色々な

現象、あるいは経済活動を動かすの

は、やはり最後は資金、カネだと思う

のです。そういう意味で、今、色々な

自治体さんが必要な資金を集める時

に、例えば債券を発行するということ

がありますけれども、例えば環境債

とか SDGs 債を発行されてはどうかと

思っています。公共目的のためにお金

を集める時に、一般の方々にとっては

利回りが良い方がいいし、リターンが

大きい方がいいですけれども、やはり

単に儲けるだけじゃなくて、なにか世

の中のために役立つものにお金を投資

したいという人は結構いらっしゃると

思います。私は SDGs を普及する上で、

そういう資金的なインセンティブが必

要ではないか、純粋に慈善でお金を

あげるというのだとあまり長続きしな

い、持続可能じゃないだろうと。少々

儲けというかリターンがあるという形で

金融商品みたいなのを組み合わせるこ

とで、一般の方々に SDGs のためにお

金を投資しようという動機づけを与え

るために、私は金融というのが一番い

いと思うんです。ぜひ金融機関の皆様

には、SDGs 関連の商品を作っていた

だく、これが、世の中に SDGs が普及

する一番効果的な方法ではないかなと

思っております。綺麗ごとだけ言ってい

ても、なかなか皆さん納得しないし、
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のようなので、どう退避を支援するか

ということで、今まさに首相官邸を中

心に連絡会議をやっているところで、

おそらく週明け（2020 年 1 月 27 日以

降）の早い段階で何らかの決定がなさ

れると思います。それとはまた別の次

元の話として、こういった国際的な広

がりが懸念されるような感染症が発生

した場合、まず一義的には、その国の

責任で必要な手当を迅速に取るという

ことになります。そこからさらに広がる

危険性があるかどうか、これは WHO

が最終的な判断を行いますが、国際

的に懸念される公衆衛生上の緊急事

態が宣言されるかどうか、それが宣言

されると各国は国内的・国際的に措置

を取る権利といいますか、例えば渡航

を禁止する、入国を制限するといった

何らかの検疫上の措置をとるこういっ

たことをしてもいい、あるいはすべき

であるという勧告が出されます。もち

ろん強制力はないですけれども、そう

いった国際的な協力がないと、やはり

感染症は阻止できないので、各国が

連携して対処していくということで、そ

ういった国際的な枠組み、国際的な

合意があります。このあいだの WHO

では、まだそれを宣言するには至らな

いだろうという判断がなされましたが、

今後死者が増える、あるいは、人から

人への感染がより広範に見られるよう

になると、おそらく緊急事態宣言が出

される可能性は十分あると思いますの

で、ここ数日は WHO の動きを注意深

く見守っていく必要があるかなと思い

ます。

─ 池　上 ─

　ありがとうございます。最後の質問

は、食品の話だったのですが、もう

一度質問の趣旨を教えていただけます

か。10 と 16 に関してあまり言及されて

ないということですか。

─ 質問者 ─

　そのとおりです。私たちはエシカル

食品について学んでいるんですが、今

回のシンポジウムを通して、10 と 16 が

あまり触れられてないのではないかな

部食物学科 1 年生です。私たちは食

品について学んでいるのですが、その

中でも 17 の目標の中で、10 の人や国

の不平等をなくそう、16 の平和と公正

をすべての人にというのがあまり触れ

られてないというふうに感じたのです

が、それはどう対策するべきか教えて

いただければなと思います。

─ 池　上 ─

　ありがとうございます。コロナウイル

スについて、実は私は保健医療が専門

なのでお答えします。こういう時には、

基本的にはパンデミックなりその流行

しているところの政府が、一義的に責

任を持って、今おっしゃられたような

水や食料、医薬品を提供するとかの

必要な措置をとるということになってい

ます。今回でいえば中国政府の責任で

行うということです。多分、中国政府

はあの地域を見捨てているというわけ

ではなくて、なかなか入りにくい、ロ

ジスティックに物を運びにくいというの

が現実だと思いますけれども、それは

それとして、やはり人の命が関わるこ

となので、なるべく早くに中国政府が、

食料なり水なり医薬品というのを、そ

の地域に届けていくというのが必要だ

と思います。それからもう一つ、WHO

が今回のコロナウイルスをパンデミック

にするかどうかという判断では、まだ

しないという決定をしました。ですの

で、WHO の介入というのは、やや遅

れてくると思います。そうすると国際的

に、あとはバイラテラル、二国間援助

でどういう形で中国政府に支援がいく

かという話になってくるのかなという気

がします。塚田さん、日本政府がどう

いう対応をするのか、伺ってよろしい

でしょうか。

─ 塚　田 ─

　日本政府が今すぐ介入するというこ

とにはならないと思いますが、日本政

府の最初の取るべきアクションは、や

はり日本国民の身体・生命を保護する

ということで、今 490 名の日本人が武

漢市内におり、そのうち多くの方が日

本への退避を希望しているということ

静岡市さんがこんなに SDGs を熱心に

やっておられるということは本日初め

て知りました。今日は SDGs そのもの

というより、別のことを質問したいと

思います。国内ではなくて中国の話で

すが、ご存知のとおり武漢で発生した

新型肺炎が流行して武漢市が封鎖さ

れているという状況で、世界的な健康

の面で言えば、多分それが妥当なので

しょうけれども、武漢にいる私の友人

に聞いてみますと、交通封鎖というの

は、市街だけじゃなく市内のバスとか

地下鉄とかタクシーとかも全部止まっ

ているらしいです。自家用車も使用で

きないので、移動しようとすれば徒歩

か自転車ということらしいです。した

がって、食料品ももうなくなってきまし

て、先ほどお話に出ました水、食糧、

医薬品すべて手に入らないという状況

になっているようです。それで、SDGs

の 3 番にすべての人に健康と福祉をと

いうのがありますけれども、この項目

だけ「すべて」と文字が入っていますね。

そうしますと武漢の人にとってみれば、

健康面ではある意味ではいいのかもし

れませんが、福祉という面ではもう全

然ダメだという状況になった時に、こ

れをどう考えるべきなのか。なぜこの

項目だけ「すべて」と入っているのか

私は分からないですが、そうしますと、

全世界に今回のような病気が蔓延して

人類が滅亡するかもしれないという場

合、そのためにはある程度は犠牲に

なって守らなければいけないというこ

となのか。その友人に聞きますと、我々

は中国政府に見捨てられたんじゃない

かと言う方もいらっしゃるようです。そ

の辺のことをお聞きしたいです。

─ 池　上 ─

　ありがとうございます。コロナウイ

ルスの話というのは本当に今一番新し

い、ホットなイシューなので、またどな

たかからもご意見出るかもしれません。

ではもうお一人、最後の質問者になり

ますが、お願いします。

─ 質問者 ─

　私は、静岡英和学院大学短期大学
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は、人間は、「人間とは何か」というこ

とを自問自答しながら生きていくとい

うことが大事になってきます。人間も

動物の一種である以上、まず自分が

生きていかなければいけない、食って

いかななければいけないということで

ありますので、弱肉強食の世界であり

ます。そういう中で SDGs は利己的に

生きることではなく、利他的にみんな

が一緒に生きていこうという人間にし

かない「理性」で物事を考えていこう

ということを求めるものであります。例

えば企業だって儲けなければいけない

ですが、儲けるためには何でもやるぞ、

ではダメで、事業性と社会性を両立し

てなお企業をサスティナブルに存続し

ていかなくてはならないという大変な

ハンディキャップの中で、しかし経済

活動をしていかなければならないわけ

です。そういう背伸びをしながら、や

せ我慢をしながら、SDGs を理性的

に、利他的にやっていこうという方々

が今日集まってくれたと私は思ってい

ます。だから、たまに集まってエネル

ギーをもらって頑張ろうという場がすご

く必要だなと痛感しました。そこで今

から音頭を取る前に、先ほどの事例発

表の中で日興美術さんの櫻井取締役

からオール静岡市の推進組織作った

らいかがですかという提言をいただき

ましたので、それを前向きに検討して

いきたいと思います。（会場：拍手）あ

りがとうございます。そしてもう一度

こうやって集まって、静岡市は日本の

SDGsを牽引する自治体に、都市になっ

ていくぞ、という事をお互いに励まし

合う、そんな組織を作りたいと思いま

す。もう一度伺いますが、そうしたら

皆さんまた積極的に参加していただけ

ますでしょうか（会場：拍手）

　では発声の音頭を取りましょう。今

日のタイトルは、ご存知のように「みん

なで進める SDGs」でありますので、

私がこれから「静岡市で SDGs をみん

なで進めよう！」と呼びかけますので、

皆さんは「進めよう」と返していただき

たいです。1 月11日に行われた TGC、

の 70 万人の市民の皆さんを代表して、

「静岡市から SDGs を進めよう！」とい

う呼びかけを行って、我々の決意表明

としたいと思いますが、皆様いかがで

しょうか。（会場：拍手）ありがとうご

ざいます。それでは、このステージ上

のレイアウトを変えさせていただきます

ので、お時間をいただければと思いま

す。そしてその前に、今日のパネルディ

スカッションで発表していただきました

こちらの 6 人の方に、もう一度拍手を

いただけますでしょうか。（会場：拍手）

ありがとうございました。

　それでは準備が整ったようですの

で、掛け声のご発声は田辺市長にお

願いしたいと思います。よろしくお願い

します。

─ 市　長 ─

　本日は、本当に長丁場のシンポジウ

ムに、最後まで熱心に参加をしていた

だきまして、ありがとうございました。

そして私自身、市民の皆さん、企業の

皆さんの発表を聞かせていただいて、

新しく学ばせていただきました。刺激

を受け、よしやるぞ、という気持ちに

させていただきました。どうもありが

とうございました。そして先ほどから

指摘をされているように、皆さま方一

人一人がこの SDGs という2030 年ま

での国際社会の壮大なルール変更に

向けて、自分が何をできるのかという

ことで得たものがあったでしょうか。

今日は SDGs Month（月間）のファイ

ナルを飾る事業であり、また新しいス

タートの日でもあります。こうやって同

じ志を持つ皆さんが一同に会して啓発

を受けて、私も頑張る、あなたも頑張

れ、とエネルギーを貰ったりあげたり

する場所というのはすごく大事であり

ます。先ほど高校生から厳しいご指摘

をいただきました。何をやっているの

か、SDGs の傍らで世界の終末は刻々

と迫っているではないかということで

すね。これはいわば、みんな一人一人

は世界平和を求めているのに、世界中

から戦争はなくならないじゃないかと

いうことと同じです。つまり根源的に

と思ったので、そこを教えていただけ

ればなと思いました。

─ 池　上 ─

　なるほど。10 と 16 について触れ

られてないというところについて、

UNDP の近藤さんにお願いします。

─ 近　藤 ─

　10「格差をなくそう」、16 は正式に

いうと、「SDGs に向けて平和で包摂

的な社会を推進しすべての人々に司法

へのアクセスを提供するとともにあら

ゆるレベルで効果的で責任ある包摂的

な制度・政策を構築する」です。なか

なか掴みにくい話ですけれども、すべ

ての人たちに対して行政として、ある

いは統治機構として責任をもってサー

ビスを提供しますという、静岡市役所

の行動がゴール 16 そのものです。行

政の責任者、しかもトップの市長がこ

の問題に正面から向き合っているとい

う姿がまず、第一歩だと思います。10

の方は、格差をなくすということです

が、先ほども申しましたが、やはり格

差というのは捉え難いものです。とい

うのは、自分が格差のどちら側にい

るかというのが問題なわけですけれど

も、多くの人は格差の有利な側にいる

場合が多いわけです。そうすると格差

の不利な側にいる人の気持ちはなかな

か分からなくなります。先ほどの貧困

の定義の中でも話をさせていただきま

したけれども、SDGs の目標である「誰

一人取り残さない」を達成するために

は何をするべきかというと、一番取り

残されそうな人の所に最初に行くこと

です。それがゴール10「格差をなくそう」

の最大のアクションだと思います。今

日のシンポジウムの中でもいくつかそ

ういう議論があったように思いました。

─ 池　上 ─

　ありがとうございます。まだ質問の

手がたくさん上がっていたので、全員

の方にお答えできないのは大変恐縮で

すけれども、ここで本日の締めくくり

といたします。今日は、会場には来ら

れていない静岡市民の方が 70 万人近

くいらっしゃるということですので、こ
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重要な言葉を、皆さんもう一度思い返

してみてください。一つはパートナー。

自分一人じゃなくて、みんなで一緒に

進めていきましょう。今市長が声をか

けてくださったとおりのことだと思いま

す。そして二つ目は、SDGs を他人事

だと思わずに、自分ごととして何か行

動をとってください。もう既に移してい

る人はそれを他の人に伝えていってく

ださい。この二つが今日私たちみんな

で感じたり考えたりしたことだったかな

という気がします。皆さんいかがでしょ

うか。（一同：拍手）ありがとうござい

ます。では司会の方にバトンタッチし

たいと思います。よろしくお願いします。

─ 小　黒 ─

　皆様、本日は長時間にわたりご参

加頂きまして誠にありがとうございま

した。最後に、本日ご講演いただきま

した皆様、ご発表いただきました皆様

に、今一度盛大な拍手をお願いいたし

ます。（会場：拍手）それでは以上をも

ちまして、「静岡市 SDGs シンポジウム

～地域社会と SDGs ～」を閉会いたし

ます。本日は誠にありがとうございま

した。

─ 市　長 ─

　もうちょっとゆっくり、ゆっくりもう

一度発言してください。

─ フロマン ─

　オン プー ル フェール

─ 市　長 ─

　それではみなさん準備はよろしいで

しょうか。会場の一体感で、1 チーム

で、今日ここにいらっしゃった方々が、

今日発表された皆さんから色々な意見

や提言や刺激を受けたことを、また周

りの方々にぜひ伝えていただきたい。

そして自分自身が、我が事として何か

SDGs に役に立つ、そんな暮らしをし

ていただきたい、そんな想いを込めま

して、私から呼びかけの音頭を取らせ

ていただきます。本日のタイトルに準じ

ます。静岡市はみんなで SDGs を進め

よう！（一同：進めよう！）進めよう！（一同：

Yes We Can！）進めよう！（一同：On 

Peut Faire！）うまくいきました。どう

もありがとうございました。（一同：拍

手）皆さん着席ください。それでは最

後のまとめ、ファイナルコメントを池上

清子先生にお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

─ 池　上 ─

　はい、では二つだけ。今日出てきた

2 年目でありました今年のスローガンは

「LET’S TAKE ACTION」であり

ます。これも小さな行動でありますの

で、ぜひ皆さんご起立をお願いできる

でしょうか。今日のシンポジウムは色々

やってきましたが、もう皆さんは SDGs

が何かという初歩的な知識は持ってい

る方々ばかりだろうと思います。どちら

かといえば今日は中級・上級コースで

ありますので、このやり取りも少しレベ

ルを上げていきたいと思います。私が

進めようと言いましたら、右手で進め

ようと返してください。これを三唱する

というのはよくあるパターンですので、

今日は、進めよう進めようと繰り返す

のではなく、1 回目は、日本語で私が

呼びかけますので、日本語で進めよう

と返してください。もう1 度進めようと

言ったら、皆さん元気な声で、英語で

「Yes We Can」と言っていただけま

すか。そして 3 回目は、今日は忙しい

中、フロマンさんが、フランス大使館

からいらしてくれましたので、「Yes we 

can」を私たちができるフランス語で言

いたいと思います。フロマンさん、フ

ランス語では何て言うんですか。

─ フロマン ─

　On Peut Faire
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