2018 年 2 月 14 日
プレスリリース

「SDGs の本業化」実践へのアプローチを考察する
日本企業調査レポート 2017 年度版

「未来につなげる SDGs とビジネス～日本における企業の取組み現場から～」発刊決定
～GCNJ/IGES 共催シンポジウムも同日開催～
一般社団法人 グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ）および公益財団法人 地球環境戦略研究
機関（IGES＝アイジェス）は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」について、日本企業の取組み実態に関する
最新の調査結果をとりまとめた、SDGs 日本企業調査レポート 2017 年度版「未来につなげる SDGs とビジネス～日
本における企業の取組み現場から～」を 3 月 14 日（水）に公表いたします。

昨年の第１回調査レポートでは、日本企業による SDGs への取組みの全体像を提示しました 1。その続編となる

今回のレポートでは、GCNJ 会員（254 企業/団体 2）へのアンケート調査結果と 30 企業/団体へのヒアリング調査結
果をもとに、企業による取組みの経年変化を概観するとともに、「SDGs の本業化」を実践するためのアプローチにつ

いて考察します。また、ヒアリング調査を行った企業の取組み事例 25 社分を掲載し、SDGs 実践の情報としてご活
用いただける内容となります。
同日午後には公開で GCNJ/ IGES 共催シンポジウム「経営のコミットメントで SDGs を実践、世界を変革する」を開
催。SDGs にコミットする経営者を招き、SDGs と経営戦略との融合、SDGs の本業化について、その先進の取組みを
ご紹介いただきます。

【メディアブリーフィング開催】
当日はレポート発刊に伴い、メディアブリーフィングを実施いたします。本レポート執筆者がレポート詳細を解
説するとともに、質疑応答の時間もご用意しております。メディア関係各位におかれましては、参加ご検討の
ほど、よろしくお願いいたします。
・日

時

：2018 年 3 月 14 日（水） 11：00～12：00

・場

所

：地球環境戦略研究機関（IGES） 東京サステイナビリティフォーラム
（東京都港区西新橋 1-14-2 新橋 SY ビル 4F アクセスはこちら）

・説 明 者 ：グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ）事務局次長 上野 明子
地球環境戦略研究機関（IGES） 小野田 真二
・お申 込 み：メディアブリーフィングへの参加を希望される方は、以下担当者へご連絡ください。
地球環境戦略研究機関 (IGES) 担当： 庄かなえ
Tel: 046-855-3700 （代表）
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Email: iges_pr@iges.or.jp

GCNJ・IGES「動き出した SDGs とビジネス ～日本企業の取組み現場から～」（2017 年 4 月発行）
http://ungcjn.org/sdgs/pdf/elements_file_2966.pdf
アンケート実施 2017 年 9 月時点での GCNJ 会員数

【シンポジウムについて】
GCNJ/ IGES 共催シンポジウム「経営のコミットメントで SDGs を実践、世界を変革する」をレポート発刊と同日に開

催いたします。基調講演では、株式会社ユーグレナ代表取締役社長出雲充様に、経営ビジョンと SDGs の関わりに
ついてご講演いただきます。パネルディスカッションでは、SDGs にコミットする経営者を招き、SDGs と経営戦略との
融合、SDGs の本業化について、その先進の取組みをご紹介いただきます。
また当日は、調査レポートの内容について、執筆者による詳細解説も行います。
：2018 年 3 月 14 日（水） 14：00～17：10 （受付開始：13：30）

日

時

場

所

：東京都ウィメンズプラザ （東京都渋谷区神宮前 5-53-67 アクセスはこちら）

主

催

：一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(GCNJ)
公益財団法人 地球環境戦略研究機関（IGES）

定

員

：230 名 （先着申込み順です。定員に達し次第、申込締切予定）

申 込 方 法 ：右記登録フォーム （https://tinyurl.com/y754d3mh）より、お申込みください。
【プログラム概要】
14:00～14:10

開会挨拶

14:10～14:30

SDGs 日本企業調査レポート 2017 年度版 調査結果発表

14:30～14:45

休憩

14:45～15: 30

基調講演
株式会社 ユーグレナ 代表取締役社長 出雲充 様

15:30～16:35

パネルディスカッション：テーマ「経営トップが語るサステナビリティ経営と SDGs の取組み」
（パネリスト）
株式会社クレアン 代表取締役 薗田綾子 様
住友林業株式会社 代表取締役 執行役員副社長 早野均 様
不二製油グループ本社株式会社 代表取締役社長 清水洋史 様
株式会社 ユーグレナ 代表取締役社長 出雲充 様
(モデレーター)
朝日新聞社 記者 北 郷 美 由 紀 様

16:35～16:50

質疑応答

16:50～17:00

GCNJ SDGs タスクフォースによる今後に向けた提言

17:05～17:10

閉会挨拶
※上記の予定プログラムは変更となる可能性がございます。

＜関連情報＞
【GCNJ/IGES インタビューシリーズ：SDGs がつなげる企業の未来】
SDGs 達成並びに持続可能な社会実現に向けた、各企業・団体の取組みに関するインタビュー連載企画。SDGs・サステ
ナビリティを経営に統合していくための取組みや工夫、チャレンジについて、各企業・団体の生の声を掲載しています。
（掲載企業一覧） オムロン株式会社／キリンホールディングス株式会社／ヤマハ株式会社／住友林業株式会社／帝
人株式会社／コニカミノルタ株式会社／パタゴニア日本支社／ダイキン工業株式会社／東京海上ホールディングス株
式会社／大日本印刷株式会社

※掲載順、2018 年 2 月 9 日時点

http://www.ungcjn.org/sdgs/archive/index.html

一般社団法人 グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ: Global Compact Network Japan）について
国連グローバル・コンパクト（UNGC）は、各企業・団体が責任ある創造的なリーダーシップを発揮することによって、人権、
労働、環境、腐敗防止の10原則とSDGsを実践し、持続可能な成長を実現するための世界的な組織です。グローバル・コ
ンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ）は、2003年12月に日本におけるローカルネットワークとして発足しました。日本にお
けるUNGC活動の推進と、サステナビリティ戦略の実践を目指す企業や組織に対して、学習・協働・発信などのためのプ
ラットフォームを提供することによって持続可能な世界を実現することをミッションに活動を行っています。
GCNJ は SDGs の達成に向けて会員の皆様や関連機関と共に様々な活動を推進しています。関連する情報等はこちら
をご参照下さい。 http://www.ungcjn.org/sdgs/index.html
公益財団法人 地球環境戦略研究機関（IGES: Institute for Global Environmental Strategies）について
IGES（アイジェス）は、地球規模、特にアジア太平洋地域における持続可能な開発の実現に向け、国際機関、各国政府、
地方自治体、研究機関、企業、NGO 等と連携し、気候変動、自然資源管理、持続可能な消費と生産、グリーン経済な
どの分野において実践的な政策研究を幅広く行っています。1998 年、日本政府及び神奈川県の支援により設立。本部
は神奈川県葉山町に所在し、約 100 名の研究者を擁し、その約 3 分の 1 は外国籍です。関西（兵庫県）、北九州、北
京、バンコクの各センター・事務所と共に、グローバル及びアジア太平洋地域のネットワークを生かした戦略研究を展開し
ています。
IGES では、SDGs を取り巻く国内外の状況や各国・各アクターの動向について、以下の SDGs ポータルサイトに随時掲
載しています。是非ご覧ください。 http://www.iges.or.jp/jp/sdgs/index.html

【本件に関するお問い合わせ】
一般社団法人 グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ）
事務局 担当：泉沙織
Tel: 03-5412-7235 Email: s.izumi@ungcjn.org URL: http://www.ungcjn.org/
公益財団法人 地球環境戦略研究機関 (IGES)
担当： 庄かなえ
Tel: 046-855-3700 （代表） Email: iges_pr@iges.or.jp URL: https://www.iges.or.jp

