
民間企業の創意工夫が 
社会課題の解決に導く

SDGsは17のゴールと169のターゲ
ット（具体目標）で構成され、貧困や
飢餓から気候変動に至るまで、21世紀
の世界が抱える課題を網羅。目標達成
に向けては、行政だけではなく、民間
企業の貢献も大きく期待されている。
近年、投資家が環境や社会への責任を
果たしているかどうかを重要な投資判
断材料とすることなども受け、従来の
CSR（企業の社会的責任）の観点をさ
らに深化させ、自社事業をSDGsで示
された社会課題解決に役立てようとす
る企業が年々増えつつある。

日本政府はこの流れをさらに加速さ
せるべくSDGs推進本部を設け、2017
年度に「ジャパンSDGsアワード」を創
設。2018年度には、「地方中小企業が
SDGs達成に積極的に取り組み、企業
成長につながる先進的な事例を示し
た 」と し て、 岐 阜 県 のSUNSHOW 
GROUPが 「SDGs特別賞」（パートナ
ーシップ賞）を受賞した。グループ全
体の社員数65名という規模の組織が、
いかなる姿勢でSDGsに取り組んでい
るのかを見ていこう。

SDGsのターゲットに合わせて 
自社事業の方向性を再定義

岐阜県岐阜市に本社を置く三承工業

株式会社は、グループ会社とともに
SUNSHOW GROUPを形成。岐阜を
中心とするエリアで、新築住宅事業、
エクステリア事業、メンテナンス事業
などを展開している。同グループでは、
主要な事業をSDGsの個別テーマとリ
ンクさせ、その目的を明文化している。

例えば、グループの中核事業である
新築注文住宅の販売は「ゴール1　貧
困をなくそう」にカテゴライズされ、

「ローコスト住宅分野の『SUNSHOW
夢ハウス』を展開し、高額な住宅ロー
ンで生活費を圧迫することを避けた、
マイホームの購入計画を可能にする。
そのことで、ひとり親世帯の支援や家
族間における生活の充実、次世代を担

う子どもの夢や教育への投資に繋げ、
相対的貧困の解消に継続的に取り組
む」と定義づけている。低価格・高品
質の住宅提供は、協力会社の理解を得
ての土地や資材の一括仕入れを行う
ことで実現した。

特徴的なのは、単に低価格住宅を建
築・販売するだけではなく、住宅ロー
ンの融資を受けにくい自営業者や在留
外国人などのために、審査を通りやす
くするアドバイスも無料で行っている
ことだ。製造業が集積する岐阜県は多
数の外国人労働者が就労しており、住
民に占める外国人比率は全都道府県中
6位の2.39％（2018年）に上る。
「住宅購入を希望する外国人の方に

融資条件を満たしていただくため、ま
ず国民健康保険料や年金などを延滞な
く納める必要があることを説明してい
ます。当然、アドバイスによる費用は
発生せず、あくまでサービスの一つで
す」と語るのは、同社常務取締役の木
村博氏だ。

ここ数年のSUNSHOW夢ハウスの
販売戸数は年平均40棟台で推移して
いるが、SDGsへの取り組みに際し、
2021年までに年60棟、2023年までに
年80棟、2025年までに年100棟の引
き渡しという数値目標を設定。建築棟
数増加に伴うスケールメリットも生か
し、低価格住宅の提供で「貧困解消」
というテーマに寄与しようとしている。

SDGsへの取り組みを 
経営戦略の中核に据える

同社がSDGsへの取り組みをスター
トさせたのは2018年の初頭のこと。
グループを率いる西岡徹人代表取締役
がSDGsの概念に感銘を受け、「17の
ゴールの多くが、自社の事業と通じ
る」と考えたことが発端だった。
「事業の発展と継続に向け、SDGsを

グループ全体の経営戦略の中核に据え
る方針を立てました。そのうえで、さ
まざまなセクションのスタッフが集い、
既存の事業内容にマッチするSDGsの
項目をピックアップしました」と木村
氏。その結果、「貧困をなくそう」をは
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SDGsで
自社の成長と
社会貢献を両立
2015年 の 国 連 サ ミ ッ ト で 採 択 さ れ た
SDGs（Sustainable Development 
Goals=持続可能な開発目標）。世界共通の
課題解決に向けて、民間企業に期待される
のは、独創的な商品やサービスだ。SDGs
を社会貢献に加えて自社の発展に結びつけ
ている企業の取り組み事例を紹介する。

SUNSHOW GROUPの取
り組みや想いを世の中に拡
げる発信基地として設立さ
れた「SUNSHOW.BASE」



じめとする6つの項目が選定された。
「SDGsに紐づく目標や戦略を設定

することで、既存の事業の目的や意義
を、改めて全社員に浸透させるための
よいターニングポイントになりました。
実のところ、当グループでは以前より

『自社の成長と社会貢献を両立させた
い』との観点に立ち、事業を展開して
きました。それがSDGs推進の基盤に
なったのだと思います」と、同社ダイ
バーシティ推進室主任 SDGs担当の神
田純代氏は振り返る。

取り組みの基盤となった 
組織の風土改革断行

同グループには、SDGsを推進する
ための基盤が既に形成されていた。木
村氏によると、以前の同社は下請けと
しての仕事が中心で、売上低迷に苦し
んでいた。社員の意欲も低く、社内の
意思疎通も円滑ではなかったという。

西岡社長はそんな企業風土を改革す

べく、2012年に「社会課題の解決」を
会社運営の軸に据え、「全ての皆様に
感謝の心で愛情と想いやりのある人・
物創り」という理念を打ち出した。
「まず社員に対してトップが率先し

て行動を取るようになると、瞬く間に
社内の雰囲気が向上しました。それま
では建築業界でよく見られる男性優位
の組織でしたが、互いにサポートし合
い、子育て中の女性社員が子どもを連
れて出勤する『カンガルー出勤』が受
け入れられるなど、誰もが働きやすい
職場づくりが進みました」（木村氏）。

社内の意識改革が行われたことによ
り、下請けからの脱却を目指すポジテ
ィブな体制が整った。そこで「社会課
題の解決」を事業に結び付けて生まれ
たのが、「SUNSHOW夢ハウス」だっ
た。ひとり親家庭や高齢者、外国人は
マイホーム取得を諦めがちだ。しかし、
多くの人にマイホーム取得の夢を実現
してもらうには、どうすればよいか。

同社は、20坪780万円からという低価
格・高品質注文住宅「SUNSHOW夢ハ
ウス」を自社ブランドとしてリリース
した。

事業が軌道に乗ると、社内の働き方
改革も進み、それが本業にもよい影響
を与える好循環を生み出した。働き方
への取り組みは、現在では「ゴール8　
働きがいも 経済成長も」に位置づけら
れ、さらなる拡充を模索している。
「毎週水曜日と8のつく日を『ノー残

業デー』として徹底するようになりま
した。頭ごなしに残業を禁止するので
はなく、『家族と過ごす時間を大切に
してほしい』、『自己研さんに励んでほ
しい』など、残業削減で生じた時間を
有効活用するヒントを与えることが大
切だと思います」（神田氏）。

SDGsへの取り組みにおける達成目
標としては、「資格取得、習い事支援
制度の導入」、「成果の適正評価、見え
る化を行う」、「個々における仕事の適

量化」などが掲げられ、社員の働きが
いや生きがいを高めると同時に、より
よい職場環境の整備で生産性が向上す
ることが期待されている。その他の各
ゴールについても、自社事業の持続可
能性を高めながら社会課題の解決を促
すための、独自の取り組み内容と目標
が設定されている。

SDGsの達成は、社員が考え、 
自発的に実践することが重要

同グループでは日々、SDGsに関す
る社会の動きや他社の動向などの情報
を全社員に向けてメールなどで発信し
ている。ほかにも、毎日の朝礼では、
SDGsの17のゴールが記されたサイ
コロを振り、指名された社員が出た目
のテーマに即して自身が貢献できるこ
との発表も行っている。内容は仕事に
関することだけでなく、一市民として、
あるいは親として、さまざまな視点か
ら話すことが認められている。SDGs

を達成するためには、各社員が常に
17のゴールを意識し、アンテナを張
っている必要があるからだ。
「SDGsへの取り組みは、仕事だけ

には限りません。個々の社員が仕事も
含めた生活の中で考え、自発的に実践
していくべきものです。トップダウン
の命令だけでは、なかなか浸透させる
ことはできないと思います」と神田氏
は語る。

SDGsの17のゴールは、一見すると
企業にとって利益性は少ない。しかし、

「自社の事業に置き換えて実践すれば
職場環境や企業イメージの向上をもた
らし、結果的に収益の増加や事業継続
性の強化につながります」と木村氏は
話す。神田氏はSDGsに取り組むよう
になってから、社員の視野が広がった
ことを実感していると言う。

同グループは2018年3月、JR岐阜
駅に接する複合商業施設の一角に、自
社の事業や商品に関する情報や、多く

の人にSDGsを知ってもらうための情
報発信スペース「SUNSHOW . BASE」を
開設。商業施設を訪れた人が気軽に立
ち寄って休憩できる場として機能させ
ている。いまや同グループの事業や活
動は広く知られるところとなり、SDGs
に関心を持つ多数の企業が視察に訪れ
るようになった。
「交流が生まれた大手企業とパート

ナーシップを組み、SDGs関連イベン
トなどを共催するようになりました。
他業界の企業とリレーションを図るこ
とは、新たなビジネスチャンスの発掘
にもつながるはずです」（神田氏）。

既存事業をSDGsと関連づけること
で得られた収穫は多岐にわたる。SDGs
に取り組むのは、人員にゆとりのある
大企業だけではない。柔軟な体制と機
動力を生かせば、中堅・中小企業でも
十分な成果を上げられることを、同グ
ループの取り組みは証明している。
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三承工業株式会社
ダイバーシティ
推進室 主任
SDGs担当
神田 純代様

同社では子連れ出勤が可能な「カンガルー出勤」を
制度として取り入れている

780万円から建てられる
「SUNSHOW夢ハウス」
のイメージパース。価格
を抑えても、材質にはこ
だわりを持つ

三承工業株式会社
常務取締役
木村 博様

Corporate Profile
SUNSHOW GROUP
本社 岐阜県岐阜市 水主町2-53
創業 2006年
社員 65名（グループ全体）
http://www.sunshow.jp/

第2回「ジャパンSDGsア
ワード」の授賞式における
記念写真。左から3人目が
西岡徹人代表取締役



フジテックでの取り組み
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フジテックでは、今年度からスタート
した中期経営計画において、SDGsへの
取り組みをコーポレート戦略の柱の一つ
といたしました。

当社は「人と技術と商品を大切にして、
新しい時代にふさわしい、美しい都市
機能を、世界の国々で、世界の人々と
ともに創ります」という経営理念の下、
グローバルな事業活動によって各国の
振興と経済発展に貢献し、世界の人々
と文明、文化を相互理解し、共存共栄
を図っていくことを目指しています。

実際、都市の発展には高層ビルが必
要であり、これはエレベータやエスカレ
ータがなくては成り立たないものです。
こうした社会インフラは、世界中で必要
とされており、その中でより“安全・安
心 ”で快適な生活を皆さんにご提供する
ことが、私どもの使命です。これらの事
業活動は、SDGsの開発目標に沿ったも
のであり、フジテックはグループ会社も
含め、社員一同が誠実に仕事に取り組
むことにより、自然とSDGsに貢献でき
るものと考えています。

具体例として、環境負荷低減に向け
て、エレベータのリニューアル推進によ
るCO2削減があります。既設のエレベ
ータのリニューアルにより、45％の電力

消費量の低減が期待できるというデー
タもあり、中期経営計画の初年度として
力を入れていきます。そのほかにも、AI
やGPS、GIS（地理情報）を積極的に活
用することで、現場対応の自動スケジュ
ール化、トラブルへの事前対応を可能
とする仕組みづくりにも取り組んでいま
す。これらの取り組みにより、当社にと
って最も重要な「“安全・安心 ”の追求」
を図り、質の高い社会インフラの整備に
貢献していきます。

今後は、活動目標をKPI化し、結果
を数値として皆さんに確認していただく
準備も進めております。フジテックの
SDGsへの取り組みにご期待ください。

SDGsで「“安全・安心 ”の追求」を図る

フジテックのSDGsへの取り組み

テーマ 事業内容 環境・社会とのつながり
コーポレート
ガバナンス
強化

・内部統制システム有効稼働
・�リスクマネジメントシステム 

の有効稼働
・�フジテックの諸理念を 

誠実に実現

デジタル化
推進

・�業務システムの連携統合、 
自動化
・�AI、IoT等の活用による 

サービスの自動化、 
同QCDの最適化

・�質の高い社会インフラを 
整備

・�業務改革で働き方改革

環境負荷
低減

・�ENコード※に準拠
・�保守、モダニゼーションの

推進
・�ロジスティックの改善

・�素材は環境規制に高度適合
・�最新技術により省エネ実現
・�故障復旧出動、ロジスティック 

の改善は環境負荷減

グローバル
人材育成

・�サービス品質向上につなげ
る人材育成

・�“安全・安心”の追求による 
質の高い社会インフラ整備

私が専門とする研究分野は、地球の
水循環システムです。「安全な水とト
イレを世界中に」が17の目標の1つに
掲げられたことや、国連大学の副学長
を兼務するようになったことから、
SDGsをいかに日本社会に浸透させる
べきかを考えるようになりました。

特に関心を寄せているのは、各国政
府や国際機関とともに主要なアクター
である民間企業の取り組みです。かつ
ては社会を安定させるのは公的機関の
責務だと考えられていましたが、近年
は民間企業にもその役割が求められま
す。「社会の安定的発展は自社の利益
になる」という視点で、事業そのもの
によってコミットするのが、SDGsが
CSR活動とは異なる点です。

既に欧州の一部の国ではSDGsが企
業活動の規範として機能しており、
SDGsを実践しない会社は取引相手と
してふさわしくないとみなされます。
また、社会意識の高い人材は志望企業

がSDGsにどれだけ取り組んでいるか
をチェックするため、リクルーティン
グにも影響を及ぼすようになりました。

日本ではまだそこまで進んではいま
せんが、最近は環境・社会・ガバナン
スへの取り組み状況から投資対象を選
別するESG※投資が活発です。これを
受けて多くの大手企業が、ESG投資
を促す手段としてのSDGs推進に力を
入れ始めています。

一方、中堅・中小企業はどうでしょ
うか。近江商人の「三方よし」の思想
に代表されるように、日本企業には古
くから「社会あっての我が社」という
意識が根づいているように思います。

「買い手よし・売り手よし・世間よし」
の考え方は、SDGsの概念と見事に合
致するものです。利益の一部をさまざ
まな形で社会に還元するだけではなく、
自ら労力を投じて地域貢献をする経営
者が多いことからも、そもそも日本企
業にはSDGsに結びつきやすい土壌が

あるように感じられます。
企業に期待されるのは、SDGsの達

成に寄与するイノベーションの創出で
す。もちろん新規事業による社会貢献
にも果敢に挑んでいただきたいのです
が、まずはその会社が得意とする本業
をSDGsに結びつけることが重要だと
思います。例えば、昇降機メーカーな
ら、より多くの施設に昇降機を設置し
てバリアフリー化を推進することが
SDGs実践の一つとなります。自社の
既存事業が17のゴール・169のター
ゲットのどれと関連づけられるかを分
析するところからスタートすれば、無
理なく取り組むことができるでしょう。

企業がSDGsを実践する意義は、自
社と社会双方の持続可能性を追求する
点にあります。コストの圧縮などで目
先の収益を高めるだけではなく、5年
先・10年先に社会はどうなっている
べきで、自社はどのような事業によっ
てその実現に貢献しようとするのか。

持続可能性は、経営者がそのようなビ
ジョンをしっかりと描くことから導か
れるはずです。企業が存続しなければ、
社会貢献も持続できません。その意味
では、「その会社がなくなると困る人
がたくさんいればいるほどよい企業」
と言えるかもしれません。

2001年に策定されたMDGs（ミレ
ニアム開発目標）は、先進国と開発途
上国の格差解消が命題でしたが、格差
は先進国の中にも存在します。SDGs
は地球上に存在するあらゆる格差を解
消しようとするものですから、ローカ
ルな企業が雇用を生み出すだけでもそ
の目的にかないます。

今後、企業の取り組みを評価する指
標が策定される可能性がありますが、
それに縛られることなく柔軟な姿勢で
社会課題の解決にチャレンジし、胸を
張ってその成果を発信するべきです。
そのような企業が増えることで、
SDGsは進展していくのだと思います。

沖 大幹（おき たいかん）
1964年生まれ。東京大学工学部
土木工学科卒。同大学院工学系
研究科修士課程修了。東京大学
生産技術研究所助教授などを経て、
2006年より同教授。16年10月よ
り国際連合大学上級副学長、国際
連合事務次長補。19年より東京大
学未来ビジョン研究センター教授。
同大学総長特別参与も務める。

※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。2006年、国際連
合が投資家のとるべき行動として責任投
資原則を打ち出し、ESGの観点から投資
するように提唱。欧米の機関投資家を中
心に企業の投資価値を測る新しい評価項
目として関心を集めるようになった。

東京大学 未来ビジョン研究センター教授　沖 大幹様

SDGsの達成に向けて
企業が担うべき役割

多様な社会課題を解決するため、業種や規模を問わずあらゆる企業が
積極的にSDGsを実践することが期待されている。「SDGs企業戦略フ
ォーラム」の座長も務める東京大学の沖 大幹教授が、自社と社会の持
続可能性を実現させる取り組みのあるべき方向性について提言する。
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