
はじめようSDGs!
～SDGsとは？ 関西みらいフィナンシャルグループの取り組み～

エスディージーズ



　貧困や気候変動、
そして最近では新型コロナ
ウイルス感染症問題等、
人類は今、これまでなかった
ような数多くの課題に
直面している！
このままでは、この世界で
暮らし続けることが
出来なくなってしまうと
言われているんだ!!!

SDGs

今と同じように毎日美味しいご飯を食べて、
家族みんなで笑って楽しく過ごしていたいな！ 
今まで通り過ごしていたら
当たり前にこんな未来が来るんだよね？ 

え!!!
違うの
？？！！！

え！！この世界で暮らし

続けられなくなるの？！それは大変！

博士！どうしたらいいの？

NO!!
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大丈夫！今、
我々一人ひとりの力を合わせれば、
きっと未来に続く世界を保てるはずだ！
2015年に世界の様々な立場の人が
話し合い、課題の解決方法を
考えたんだよ。
そして2030年までに
達成すべき目標を立てたんだ。

それが、SDGsだよ。

未来について考えたことがありますか？ 
10年後、20年後のミライはどうなっているのでしょう？

エスディージーズ
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? SDGsって何だっけ？

SDGsとは、Sustainable Development Goalsの略で、『持続可能な開発
目標』と訳されるんだ。つまり、自分だけでなく、世界中のすべての人が未来も
今みたいに地球で暮らし続けることが出来て（＝持続可能）、今よりもっと良い
世界になる（＝開発）為の目標なんだよ。

絆をつなげる！
SDGs

え！！この世界で暮らし

続けられなくなるの？！それは大変！

博士！どうしたらいいの？
貧困を
なくすこと

飢餓を
なくすこと

健康に
暮らすこと

再生可能
エネルギー

清潔な水と
衛生

新しい技術と
インフラ

ずっと
住み続け
られること

気候変動の
対策

海のいのちを
守ること

陸のいのちを
守ること

責任をもって
作る・使う

平和で
公正な社会

目標達成の為に
協力すること

学びを助ける！
質の高い
教育

ジェンダーの
平等

良い仕事と
経済成長

不平等を
減らすこと

いのちを守る！

ゴーー
ル！！

※17の目標に、わかりやすい言葉で説明を付け、テーマ毎に分類しています

エスディージーズ
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?

?
?
例えば、貧困の問題を考えてみよう。日本にも貧困はあって、特に一人親世帯
の貧困率は、50%超※と高いんだ。

?

SDGsって日本に関係あるの？
遠い世界の話のような・・・。

でも、知っている人って少ないんじゃない？

SDGsに取り組むのは、国や政府でしょ？

SDGsの認知度は、2019年から一年で13％も一気
に上がったんだよ。特に若い世代の興味が高いんだ。
また、SDGsという言葉は知らなくてもエコバッグの
活用など、すでに行動している人も多いんだよ。
SDGsを知れば、みんな関心をもって、もっと行動し
てもらえるんだ！

?

もちろん国や政府がリーダーとなっているけれど、民間企業・団
体、市民社会（NGO・NPO）、学術機関など、様々な人が力を合
わせて取り組んでいるんだよ。
地球全体の課題だから、みんなで力を合わせなければ、解
決できないものばかりなんだ。

※2016年「国民生活調査」での相対的貧困率（厚生労働省作成）より

29.1％

SDGsって何だっけ？

※2020年「SDGsに関する生活者調査」
　（株式会社電通マクロミルインサイト作成）より

SDGsの認知度

2018 2019 2020（年）

14.8％14.8％ 16％16％

企業はなぜ取り組むの？

地球全体の課題を解決するためには、様々なアイディアが必要だよ。ここに、企業に
とってのビジネスチャンスがあると考えることが出来るんだ。※

もちろんチャンスの裏にはリスクもあるよ。SDGsが目指す社会の変化についてい
けない企業や産業は、最悪の場合なくなってしまうこともあるんだよ。
SDGsは、企業価値を高めるための道しるべとも言われているよ。

※SDGsの経済効果は、年間12兆ドル。また3億8千万人もの雇用を生み出すと試算（2017年ダボス会議での調査報告より）※SDGsの経済効果は、年間12兆ドル。また3億8千万人もの雇用を生み出すと試算（2017年ダボス会議での調査報告より）
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す
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? 企業のビジネスが変わる可能性があるんだね。
じゃあ、私たちの生活に関係するのかな？

? 銀行には何が出来るの？

企業経営や個人の消費・資産形成など、あらゆる経済活動は、お金を通して行
われています。お金の流れが社会の在り方に大きな影響を与えるのです。
SDGsに掲げられる環境・社会課題の解決に向けた経済活動に、より多くのお
金が使われるように変えていくことが重要であり、そこにはお金の流れを作り
出す銀行にも大きな役割、責任があります。

例えば、コーヒーを買うとしたら、香りや味などの品質、価格などの基準でどれ
が良いか選ぶよね。でも、値段が安くても、児童労働で生産されたものだった
らどうだろう？逆に値段が高くてもブラジルの台風被害の復興のためになるな
らどうかな？これを「エシカル消費」※の考え方というよ。
この考え方を意識して生活してみると、未来がもっと良い方向に変わるんだ。

※フェアトレード、地産地消、オーガニック、支援に繋がる商品を選択するなど、人や社会、環境に配慮して消費すること

『2030年SDGs達成に向けたコミットメント（関西みらい Sustainability  Challenge 2030）』

環境・社会課題をテーマとした建設的な対話等により、お客さまとともに持続
可能な社会の実現を目指します

地域の中小企業や個人のお客さまのライフステージにおいて、金融・情報仲
介機能や先進的金融サービス等を提供し、地域経済の活性化、社会や暮らし
の利便性向上に貢献します

金融コンサルティング、金融経済教育等の金融リテラシー向上の取り組みを
通じて、将来に向けた資産の形成、承継をサポートし、生涯にわたる生活の質
の向上に貢献します

社会全体の環境負荷低減に積極的に取り組み、低炭素・循環型社会の実現を
目指します
自然環境や生物多様性を保全する地域活動の輪に参加し、まちの魅力向上に
貢献します

17の目標すべて

地域経済の活性化

テーマ SDGs コミットメント

環　境

少子
高齢化

少子高齢化に起因する
将来不安の解消、次世代支援

地　域

地球温暖化・自然環境汚染
への対応

人権や多様性を尊重し、誰もが仕事も生活も充実させ自分らしく活躍できる
社会づくりに貢献します人　権

ダイバーシティ＆
インクルージョン

1-1

1-2

2-1

3-1

4-1

関西みらいフィナンシャルグループがSDGs達成にどのように
貢献していくことが出来るのか、具体的に見てみよう！
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関西みらいフィナンシャルグループの
コミットメントを見てみよう！ 約束だ

よ！

環境・社会課題をテーマとした建設的な対話等により、
お客さまとともに持続可能な社会の実現を目指します

コミットメント 1-1

地域の中小企業や個人のお客さまのライフステージにおいて、
金融・情報仲介機能や先進的金融サービス等を提供し、地域経済の活性化、
社会や暮らしの利便性向上に貢献します

コミットメント 1-2

どんな対話をしていくの？?
企業経営にとってSDGsには、チャンスとリスクの両面があり、どのように対応
していくかが重要です※1。関西みらいフィナンシャルグループでは、SDGsの視
点を取り入れた対話を進め、広くお客さまにSDGsを知っていただくととも
に、融資商品など※2を通じ、お客さまのSDGsへの対応やビジネスの発展を
積極的にお手伝いしていきます。

地域経済の活性化ってどんなことをするの？?
企業の成長が地域に賑わいをもたらし、地域経済の活性化に繋がりま
す。関西みらいフィナンシャルグループは、企業の成長ステージに即し
た最適なソリューションを最適なタイミングでご提供します。例えば中
小企業や起業したての企業に、お客さま同士の出会いの場をご提
供。金融面だけでなく、ビジネスチャンス創出に向け情報面での後押
しをします。また、現金を使わずにモノやサービスの支払いが出来る
キャッシュレスサービス※をご提供。安心便利、スマートな決済がライ
フスタイルを大きく変えていきます。

※１　例えばESG経営の推進。Environment（環境)、Social(社会)、Governance（企業統治)を考慮した経営に取り組むことがSDGsへの貢献に繋がるとされている
※2　①「SDGs推進私募債」：私募債を発行されるお客さまから受け取る手数料の一部を活用して関西みらいフィナンシャルグループがSDGs関連団体へ寄付する商品

②「SDGsコンサルファンド」：資金調達をされたお客さまにSDGsに関する簡易コンサルティングをりそな総合研究所が無料で行う商品

※　国内初、提携ウォレットサービスを無償提供「りそなキャッシュレス・プラットフォーム」（今後、みなと銀行導入予定）※　国内初、提携ウォレットサービスを無償提供「りそなキャッシュレス・プラットフォーム」（今後、みなと銀行導入予定）

ESG
経営？
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?
環境にやさしい取り組みを推進※1するとともに、環境に配慮した商品サービス※２

の開発・提供、対話を通じて、お客さまを始めとする社会全体の環境負荷低減に積極
的に取り組んでいきます。大量の温室効果ガスを排出する石炭火力発電事業にかか
るプロジェクトファイナンスへは、災害時対応等の真にやむを得ない場合を除き、新規
融資は行いません。また、びわ湖の護岸清掃や、淡路島全島一斉清掃など、大切な資
源を守る取り組みも積極的にも参加しています。

社会全体の環境負荷低減に積極的に取り組み、
低炭素・循環型社会の実現を目指します
自然環境や生物多様性を保全する地域活動の輪に参加し、
まちの魅力向上に貢献します

コミットメント 3-1

やっぱりお金の勉強って
大事なの？?

人生100年時代の資産形成、その成否は金融リテラシー※1の有無です。ロー
ンや金利、税金など、お金と上手に付き合う為の知識と判断力の差が10年、
20年先の資産に大きく影響します。幅広い世代の金融リテラシー向上※2に
取り組むとともにりそなグループの機能を活用し、資産形成、承継等あらゆ
るニーズに独自で魅力あふれる商品・サービスでお応えします。

金融コンサルティング、金融経済教育等の
金融リテラシー向上の取り組みを通じて、将来に向けた資産の形成、
承継をサポートし、生涯にわたる生活の質の向上に貢献します

コミットメント 2-1

※1　お金の知識・判断力
※2　小学生向けのキッズマネーアカデミーの他、特別支援学校に通う生徒への就業支援活動を展開。大人向けには、セミナー・個別

相談会を休日やお客さまの職場等でも開催

銀行と環境問題ってあまり結びつかないんだけど…

※1　温室効果ガス排出量の削減をはじめとする環境目標を設定し、PDCAを展開。また、地域の森林の整備、植栽などの環境保全活動を実施
※２　法人のお客さまを対象とした環境配慮型の融資商品など

06

はじめようSDGs!



あとがき

自分らしく活躍ってどういうこと？?
関西みらいフィナンシャルグループでは、従業員一人ひとりが持てる力を最
大限発揮して活躍できるようダイバーシティマネジメントや働き方改革を推
進しています。従業員一人ひとりがワーク・ライフ・バランスを充実させ豊か
な人生を送ることが自分らしい活躍につながります。また、SDGsの視点を加
えた各種研修※を通して、性的少数者や仕事と家庭の両立等への理解を深め
ています。

人権や多様性を尊重し、誰もが仕事も生活も充実させ
自分らしく活躍できる社会づくりに貢献します

コミットメント 4-1

※LGBT研修、イクボスセミナー、仕事と育児や介護の両立支援セミナー、人権啓発研修等

2015年9月25日、ニューヨークの国連本部において、150を超える加盟国首脳が参加し、地球上の
すべての人にとって最も重要な問題を話し合い、17の目標「SDGs（持続可能な開発目標）」を決めま
した。
SDGsは、今の私たちだけでなく、未来を生きるすべての人が地球で幸せに暮らし続けられる世界を
つくるための目標です。
目標の達成期限は2030年ですが、達成に向けて早急に行動を始める必要があり、そのためには、ま
ず一人でも多くの人がこの目標についての理解を深めることが必要です。SDGsは、中小企業のお
客さまの経営や個人のお客さまのライフスタイルなどにも影響を及ぼすものであり、関西みらい
フィナンシャルグループは、金融機関としてその重要性を理解し、積極的に働きかけていきます。
なぜ今SDGsが重要なのか、達成に向けた関西みらいフィナンシャルグループの取り組みを知っても
らいたい、一緒に考えてもらいたいと思い、このハンドブックを作りました。
大人も子どもも、国籍も超えて世界が一丸となって取り組む
SDGsについて、楽しみながら理解できるよう、本ハンドブッ
クを使っていただけると幸いです。


