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本日は、SDGs をテーマにお話をさせ
ていただきたいと思います。
【SDGs とは】
ご存知の方も多くいらっしゃるとは思
いますが、まずは、基礎的な内容として
「SDGs」とは、からはじめさせていただきます。
「SDGs」とは、「Sustainable Development Goals」の略で、
世界のリーダーが 2015 年９月の国連サミットで採択した「持
続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に掲げられた 17 の
目標を、一義的には意味しています。このロゴは見たことが
あるかと思いますし、今、私の胸にあります SDGs バッジも
17 の目標の色を表しています。
【17 の目標】
ロゴだけでは内容が分かりませんので、こちらは 17 の目
標の概要です。
例えば、目標１「貧困をなくそう」は、「あらゆる場所で、
あらゆる形態の貧困に終止符を打つ」、目標 7「エネルギー
をみんなにそしてクリーンに」は、「すべての人々に手ごろ
で信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセス
を確保する」という目標が定められています。
【採択の経緯】
SDGs は、2015 年９月の国連サミットにおいて 193 ヶ国全
会一致で採択され、2016 年１月１日に正式に発効されまし
た。2030 年を期限に、先進国を含む国際社会全体の開発目
標として、17 の目標、169 のターゲット、232 の指標が定め
られています。先進国、途上国問わず各国が力を結集し、経
済・社会・環境を巡る広範な課題に統合的に取り組み、「誰
一人取り残さない」社会の実現を目指すことが重要なテーマ
となっています。
【経済界の取組み】
経済界でも、SDGs への取組みは広がっています。2017 年
11 月に経団連が「企業行動憲章」を改定し、SDGs の達成が
前面に押し出されており、企業が「持続可能な社会の実現を
牽引する役割を担うこと」を明示したことにより大企業が経
営戦略として SDGs を意識する動きが加速しています。
【日本証券業協会における取組み】
証券業界においても、率先してこの問題に取り組む姿勢を
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明確に打ち出しています。日本証券業協会は、SDGs で掲げら
れている社会的な課題に積極的に取り組んでいくため、
『証券
業界における SDGs の推進に関する懇談会』を設置しました。
更に、その懇談会の下で、具体的なテーマを検討する会議
体として、
「貧困、飢餓をなくし地球環境を守る分科会」、
「働
き方改革そして女性活躍支援分科会」、「社会的弱者への教育
支援に関する分科会」と３つの分科会が設置されました。投
資の世界でも、SRI、社会的責任投資という概念から、現在
は ESG 投資という考え方が拡大しています。ESG とは、環
境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）
の頭文字を取ったものです。今日、企業の長期的な成長のた
めには、ESG が示す３つの観点が必要だという考え方が世
界的に広まってきています。
【世界の経済は「サステナブル」にシフト】
実際に国や企業でも、SDGs や ESG をテーマにサステナ
ブルな取組みが加速しています。皆さんもニュースでご覧に
なったかもしれませんが、今年の７月から、スーパーやコン
ビニエンスストアなどすべての小売店を対象に、レジ袋が有
料となりました。消費者に身近なレジ袋を有料化し、プラス
チックごみの削減に向けた意識改革を促すことが目的です。
アウトドアウェアを扱うパタゴニア日本支社では、さらに一
歩進んで、今年の４月から直営の 22 店舗で買い物袋を全廃
することを決定しました。
これは一例に過ぎませんが、あらゆる企業が、持続可能な、
サステナブルな世界の実現に向けて、事業活動の中で試行錯
誤する動きが始まっているということです。
ここからは、当社グループの取組みについてご紹介させて
いただきます。
【SDGs の取組み】
現在の大和証券グループの SDGs に資する取り組みを、大
きく４つのテーマに沿ってまとめました。
「金融」のテーマでは、2018 年 11 月に大和証券グループ
本社として初めて、グリーンボンドを発行しました。５年債
100 億円を調達し、再生可能エネルギー発電プロジェクト・
グリーンビルディングへの投融資資金に充当しています。そ
のほか、2018 年８月には株式会社商船三井が発行した国内
事業会社による初の個人投資家向けグリーンボンドを引受・
販売しました。こうした取組みを通じて、インパクト・イン
ベストメント分野の推進を図っています。
【主な外部評価】
今までご紹介させていただきました取組みについて、外部
機関から高い評価をいただいております。
当社グループ会社の大和ネクスト銀行の「応援定期預金」
が、SDGs の達成に貢献するものとして、特筆すべき功績が

「ロータリーは機会の扉を開く」
Rotary Opens Opportunities

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
あったと認められ、安倍内閣総理大臣を本部長とする SDGs
推進本部より、第３回「ジャパン SDGs アワード」特別賞、
「SDGs パートナーシップ賞」をいただきました。また、ESG
指数の世界最大手である MSCI 社より、ESG 格付が初めて
「A」に格上げとなりました。
その他、数多くの外部機関からも、高い評価をいただいて
います。経済産業省および東京証券取引所が認定する「なで
しこ銘柄」、「健康経営銘柄」を６年連続でダブル受賞。こち
らは、全上場企業の中でも４社のみしかありませんので、大
変名誉なことだと思います。ですが、注目されている SDGs
という壮大な目標の前では、これまでの取組みは、まだまだ、
ほんの一部分の貢献にすぎません。日本の金融機関として、
今後、何が出来るか、何をすべきかを真剣に考え、そして、

それを実行に移すことが、これからは重要なのだと思います。
最後に、ウィズコロナで加速する「Society5.0」について
触れたいと思います。Society5.0 とはデジタルの活用で、経
済発展と SDGs の両立を目指すという未来社会のコンセプト
で、政府の提唱のもと経団連が中心となって取り組んでいま
す。
コロナ危機に伴い、私たちの生活は一変しました。行動変
容を促し、ニューノーマルの時代に突入しつつあります。自
動運転、AI、遠隔医療、ドローン配送等これらのテクノロジー
は 760 兆円の市場規模が見込まれるといわれています。豊か
で便利な未来社会への変化が経済成長と社会的課題解決の実
現をもたらしてくれることを期待したいと思います。

司 会：志賀康朗幹事
〔点鐘・ロータリーソング（我らの生業）・ロータリーの
目的（黒須幸雄会員）・四つのテスト（鈴木雄大会員）〕

◆出席委員会（軽部良一委員長）
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★ 誕生祝

基本会員数 出席者
51 名

メーキャップ数

32 名

―

◆ロータリー財団委員会（阿部弘行委員長）
八幡恭朗さん、松﨑倫久さん、越智正典さん、鈴木東
雄さん、飯野光世さん、有賀行秀さん、森雄治さん、清
水和政さん、小野佐重喜さん、阿部弘行さん。 以上10件
◆米山記念奨学会委員会（鈴木弘康副委員長）

渡邊 有さん

八幡恭朗さん、松﨑倫久さん、鈴木東雄さん、飯野光
世さん、有賀行秀さん、森雄治さん、清水和政さん、小
野佐重喜さん、阿部弘行さん、鈴木弘康さん、大久保健
以上12件
蔵さん、関口武司さん。

（９月４日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆会長挨拶ならびに報告
先週土曜日に開催された、地区の公共
イメージ・IT 委員会セミナーで、2019 －
20 年度に行われたロータリー認知度アン
ケート調査の結果が報告されました。ア
ンケートのロータリーのロゴマークを見
たことがありますか？という設問では、
実に 84％の人が見たことがないと回答しています。ロー
タリークラブまたはロータリーという団体についてみた
り聞いたりしたことがありますかという質問にも、45％
の方は見たり聞いたりしたこともないと答えています。
自分たちが思っている以上にロータリーの認知度は低い
です。まずは会員の一人ひとりが、自分の周りにロータ
リーはこういうことをやっているよと伝えることが、大
事ではないでしょうか。今月はロータリーの友月刊です。
ロータリーの友も活用しながらロータリーが何をしてい
るのかを伝えていきましょう。

⃝ＲＩ日本事務局から「財団ＮＥＷＳ」が
届きました。
⃝９月ロータリーレートは１ドル＝ 106 円
です。
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♥八幡恭朗さん（村田副委員長、卓話よろしくお願いし
ます）♥志賀康朗さん（村田さん卓話よろしくお願いし
ます）♥渡邊有さん（誕生祝ありがとうございます）♥
村田祐二さん（本日卓話よろしくお願いします）♥清水
和政さん（村田さん卓話宜しくお願いします）♥鞍田炎
さん（村田さんの卓話楽しみにしています）♥中村将之
さん（卓話宜しくお願いします）♥大久保健蔵さん（村
田さん卓話よろしくお願いします）♥有賀行秀さん（卓
話よろしくお願いします）♥鈴木東雄さん（村田さん卓
話よろしく）♥飯野光世さん（村田会員卓話よろしくお
以上11件
願いします）

★本日の例会案内 ９月10日（木）12：30 ～
会員卓話 今成俊克会員
お食事メニュー＝チキンソテー シャリアピンソース
★次回の例会案内 ９月17日（木）12：30 ～
会員卓話 中村将之会員
お食事メニュー＝ひつまぶし
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