
　２０１５年９月、国連全加盟国の賛成で採択されたＳＤＧｓは、海外で活発な動きを見せている。日本で
は、２０１８年に入って認知度が高まり始めた。しかし、日本の取組は、北欧などと比較すると遅れてい
る。本稿では、取組が進んでいる海外の事例を紹介することで、ＳＤＧｓ推進のために何が必要かを考
えていく。

（１）SDGsランキングとは
　このランキングは「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク（ＳＤＳＮ：Sustainable Develop 
Solution Network）」とドイツのベルテルスマン財団が、２０１６年から報告書として発表しているもの
である。１６９のターゲットから抽出した項目の取組状況を点数化し、順位づけしている。

（２）各国の特徴
　ランキングの上位は、北欧の国で独占されている（図表１）。北欧を含む欧州に共通する特徴の一
つが、「環境政策」である。１９６７年に有害物質に関する指令が採択され、環境政策が活発となった。
１９７３年の「環境行動計画」では、持続可能な発展に通じる概念がすでに盛り込まれていた。ランキン
グ上位の国は、早くから持続可能性に取組んでいた、と言える。
　一方、日本は、年々順位を下げている。また、北欧諸国が上位で安定して推移する中、スイスも日
本と同様に順位を下げている。スイスは、目標８の「働きがいも経済成長も」や、１６「平和と公正を
すべての人に」の取組が後退したことで、大きく順位を下げた。日本が順位を下げている要因につい
ては、次ページで探っていく。

1

～パートナーシップの重要性～

海外に学ぶ日本のＳＤＧｓ推進

はじめに

　　ＳＤＧｓランキングについて1

ランキング上位国はSDGsが採択される前から、持続可能な取組を進めていた。
スイスと日本は、ランキングが大きく後退している。

➢
➢

図表１　ランキング上位国とスイス及び日本の推移（２０１７年⇒２０２０年）

上位 3ヵ国は北欧が
占め、安定推移

スイスと日本は大幅
にランクを下げた

資料：The Sustainable Development Goals Report ２０１７～２０２０を基に当研究所にて作成
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（１）福祉社会を目指す過程で進んだジェンダー平等
　スウェーデンは、ジェンダー平等が最も進んでいる国の一つだ。女性の大臣が５０％、国会議員が
４５％、トップ管理職が３３％など、政治や企業の場に女性が多くなっている。しかし、１９６０年の女性の
労働力率は５０％程度で、当時の日本と同程度の水準であった。ジェンダー平等が進んだ背景には、２０
世紀のスウェーデンが、福祉社会を目指したことが関係している。その基盤整備には労働力と財源が
必要であったため、男女の別や子どもの有無を問わず、労働力が求められた。その結果、スウェーデ
ンではジェンダー平等が進んでいった。

（２）ジェンダー平等を支える政策
　日本とスウェーデンの制度を比べると、ス
ウェーデンの保障がわずかに手厚くなってい
る（図表３）。また、男性の育休取得に関し
ては、２０１６年の日本の男性育休取得率が３.１６
％であるのに対し、同年のスウェーデンでは
２７.０％の男性が育休を取得している。これは、
育児休暇４８０日の内、２ヶ月は父親しか取得
出来ない期間を法律で設けることで実現さ
れた。

（３）ジェンダー平等を目指して
　近年、日本でもようやく、男性の育休取得
や女性管理職の割合などの性別による格差の
撤廃に向けて、取組が進み始めた。しかし、
日本とスウェーデンの達成状況を比較すると、
その取組もまだまだ不十分である（図表４）。
　また、世界では女性役員比率が高い企業の
ほうが、株主資本利益率や売上高利益率等の
経営指標が高いという傾向が表れている（図
表５）。女性の視点で経営を見ることで、組
織的な視野が広がり、リスク管理能力や変化
への適応力が向上することが理由として挙げ
られる。経営に多様な視点を取り入れ変化に
柔軟に対応することで、日本の弱みが克服さ
れたり、企業の持続可能性が向上したり、な
どの効果が期待される。

3

　　ジェンダー平等の実現に向けて3

行政が主導し、福祉社会を目指したことがジェンダー平等に繋がった。
ジェンダー平等に取組むことは、企業の業績にも好影響をもたらす。

➢
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資料：厚生労働省ＨＰ及びスウェーデン「両親休業法」より抜粋

スウェーデン日本
 ５ ．ジェンダー平等を実現しよう

傾向達成度傾向達成度

↑●↓●制度に対する満足度

↑●→●女性議員の割合

↑●→●性別による賃金格差

N/A●N/A●家事労働に費やす時間差

図表４　主な項目の達成度状況比較

達成度：　達成　●＞●＞●＞●　最大の課題
資料：図表１に同じ

資料：国家戦略室「女性の活躍による経済活性化を推進する
　　　関係閣僚会議資料」より

図表５　企業の業績と女性役員比率

スウェーデン日本産前産後休暇

産前産後７週間ずつ。
産前産後の２週間は取得が義務

産前６週間前と産後８
週間（双子の場合は１４
週間前から取得可能）

休業期間

なしなし取得要件

スウェーデン日本育児休暇
両親で合わせて４８０日子どもが１歳になるまで休業期間

なし（就労の有無は問わない）有期労働契約（３１日未
満）の場合は取得不可取得要件

①３９０日は所得の約８０％
②残りの９０日は日額１８０クローム

休業開始時の賃金の
５０％給付の内容

図表３　日本とスウェーデンの出産・育児、
　　　　給付金に関する制度の概要
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（１）自然が溶け込んだ生活
　フィンランドは日本より面積がやや小さく、
国土の78％が森林の、自然に囲まれた国家だ。
フィンランド人にとって、恵まれた自然環境
は欠かせない存在である。家の近くの森に果
物を採りに行ったり、冬には凍った湖でス
ケートを楽しんだり、と日常の中に自然が溶
け込んでいる。自然と触れ合う機会が多いこ
とから、自然環境への意識が高く、目標14，15の達成度にもその結果が表れている（図表６）。

（２）フィンランドの取組事例
　近年、有名な観光地ではオーバーツーリズムが課題となっている。それに対し、観光地の文化や自
然、経済に好影響を与えよう、という考えがレスポンシブルツーリズムだ。フィンランドでは、国と
企業が連携して、豊かな自然を守るために、この取組を進めている。
　2019年、フィンランド政府観光局は、サステナブルな観光に取組む企業や地域を認定するプロジェ
クト（「Sustainable Travel Finland」）をスタートした。観光業界の持続可能な発展の促進が目的とさ
れている。観光局によって認定された企業や地域は、マーケティングのサポートが提供されたり、政
府観光局のＨＰで紹介されたり、などのメリットがある。このプロジェクトのポイントは旅行会社な
どの企業だけでなく、観光地などが地域単位でも取組める点である。政府や企業だけでなく、その地
域に暮らす人も巻き込んだ、国を挙げた取組となっている。

（３）陸の豊かさを守るために
　日本でも持続可能な観光を目指す取組が、見ら
れるようになってきた。リゾート施設を運営する
㈱星野リゾートは、自家水力発電や地熱システム
で約７割の電力を自給自足している（図表７）。
また、軽井沢事業所では廃棄物の再資源化100%
を達成しており、埋立ゴミの削減に繋がっている。
　ゴミの削減などはすぐにでも始められる取組だ。
画期的なアイデアを考えることにこだわり過ぎず、
まずは取組を始めてみることが重要である。その
先に、熊本独自の方法で、陸の豊かさを守る取組
が始まることが必要となってくる。

　　陸の豊かさを守る4

フィンランドでは、政府と民間の連携で持続可能な観光を推進している。
画期的なアイデア出しに執着せず、まずは取組を進めることが重要だ。

➢
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資料：星野リゾート・リート投資法人ＨＰより

図表７　水力発電と地熱システムの割合

フィンランド日本
１５．陸の豊かさも守ろう

傾向達成度傾向達成度

↑●↓●絶滅危惧種の生存

↑●↑●生物多様性にとって重要となる
陸地の平均保護面積割合

N/A●N/A●陸上及び淡水中の生物多様性に
おける外来種の影響

図表６　主な項目の達成度状況比較

資料：図表１に同じ
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（１）先進事例の共通点
　スウェーデンでは行政が主体となり、福祉国家実現に向けた取組を推進した。それが国民も巻き込
んだ機運となったことで、ジェンダー平等が進んだ。また、フィンランドでも行政が企業と一緒に
なって、レスポンシブルツーリズムを推進し、陸を守る取組に繋がった。いずれも共通して言えるの
は、行政が起点となり、連携が動き始めたということである。行政、国民、民間企業の連携によって
進められる取組は、持続可能な世界を目指すための重要なテーマである。

（２）日本における行政を軸とした連携
　日本でも自治体が起点となり、連携が進みだ
そうとしている。２０１９年１月、「ＳＤＧｓ日本モ
デル」宣言が発表された（図表８）。これは地
方自治体が旗振り役となり、地方からＳＤＧｓを
推進し、課題解決と地方創生を目指す考えを示
したものである。
　この宣言は神奈川県、横浜市、鎌倉市共催、
全国のＳＤＧｓ未来都市の協力を得て開催された
「ＳＤＧｓ全国フォーラム２０１９」で発表された。
令和２年２月５日現在では全国２０６自治体が本
宣言に賛同しており、本県からは熊本県、熊本市、小国町、水俣市、菊池市が賛同している。

（３）熊本における行政の取組
　２０１８年に小国町、２０１９年に熊本市、そして２０２０年に水俣市、と３年連続で県内の自治体が、ＳＤＧｓ
未来都市に認定された。小国町と熊本市は自治体ＳＤＧｓモデル事業にも選定されている。選定以降、
ＳＤＧｓの更なる推進に向けて、自治体と企業の連携が進んでいる（図表９）。
　目標１７の達成は、日本の最大の課題の一つとなっている。自治体－企業や自治体－自治体などの連
携を積極的に進め、地方発の取組で現状を改善していくことが必要となってくる。

　　パートナーシップの重要性5

スウェーデンとフィンランドに見られる共通点は、行政を軸とした「連携」。
国内でも行政が起点となった取組が進み始めている。

➢
➢

資料：自治体及び企業ＨＰをもとに当研究所にて作成

連携内容企業自治体時期

電気自動車を活用した持続可能なまちづくりに向けて
日産自動車㈱
熊本日産自動車㈱
日産プリンス熊本販売㈱

熊本市２０１９年７月

地域防災力の向上を始め、持続可能な社会の実現に向けて三井住友海上火災保険㈱熊本市２０１９年１１月

SDGs推進に関する連携肥後銀行、当研究所熊本市２０２０年１月

SDGs推進に関する連携肥後銀行、当研究所小国町２０２０年５月

再生エネルギーの地産地消JFEエンジニアリング㈱
JNC㈱水俣市２０２０年８月

図表９　県内自治体と民間企業の連携状況

図表８　「SDGs日本モデル」宣言

備考：神奈川県にて開催された「ＳＤＧｓ全国フォーラム２０１９」に
　　　おいて、全国９３の自治体（当初）の賛同を得て発表されたもの。

資料：神奈川県ＨＰより
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（１）取組が順調な目標
　ここまでは日本の弱みについて触れて
きたが、北欧よりも達成状況が良い目標
もある。それらの目標も推進を緩めてし
まえば、評価の悪化につながりかねない。
好調な目標は、日本の強みとして継続的
な推進とアピールが求められる。
　取組が進んでいる目標の中でも、特に
達成度や傾向が優れている項目を抽出し
た（図表１０）。日本に暮らしていると、
「小学校への入学率」や「行政機関への出
生登録率」が１００％なのは、当然のことの
ように感じられる。しかし、そのような
項目がＳＤＧｓのターゲットに選ばれているということは、達成できていない国があるということでも
ある。それらの国の参考となれるよう、達成できている国の責任として、日本の取組を発信していく
ことも重要となってくる。

（２）熊本の好事例
　最後に、熊本市の好事例を紹介したい。コロナ禍で日本全国の学校が休校期間の対応に追われる中、
熊本ではいち早くオンライン授業が始まった。全国に先駆けて、オンライン授業が進んだ背景には
２０１８年から取組が始まった「教育 Ｉ ＣＴプロジェクト」がある。これは熊本の未来を担う子どもたちの
 Ｉ ＣＴ学習環境日本一を目指し始まった、いわば熊本の未来への投資である。㈱ＮＴＴドコモと連携を
図り、学習環境を整備した。Ｉ ＣＴ学習環境が悪いという社会課題解決のために、行政が民間と連携し
て取組を進めた事例である。
　「教育」というテーマを改善するために始めた取組が、結果として「技術革新」や「パートナーシッ
プ」に繋がっている。ＳＤＧｓの推進においては、このように複数の目標が互いに関わり合うことも少
なくない。推進したいＳＤＧｓの目標が、他の目標にどのような影響を及ぼし得るか検討することも重
要となってくる。

　今後は、「パートナーシップ（連携）」がキーワードとなってくる。自社の取組だけでは解決が難し
い課題も、異業種や他社と連携を図ることで解決できるかもしれない。その過程で、日本の弱みを克
服し、また強みを更に伸ばしていくことで、日本のＳＤＧｓ達成に近づく。そして、それは世界の持続
可能性を高める事にも繋がっていく。ＳＤＧｓの理念は、「誰一人取り残さない」だ。ステークホルダー
を取り残さず、また自社が取り残されることのないよう、どのような連携が可能なのか日頃から考え、
行動していく必要がある。

　　日本の強み6

達成状況が好調な目標も、継続した取組が求められる。
ＳＤＧｓ推進においては、複数の目標が関連していることを意識することが必要である。

➢
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おわりに

傾向達成度年度評価１６．平和と公正をすべての人に

↑●２０１８１００％行政機関への出生登録率

↑●２０１６０.０％５～１４歳の児童労働率

↑●２０１９２９.４pt報道の自由（０～１００pt）

資料：図表１に同じ

傾向達成度年度評価 ４ ．質の高い教育をみんなに

↑●２０１７１００％小学校への入学率

↑●２０１６９１.０％保育園、幼稚園への入園率

↑●２０１８６０.７％大学や専門学校の入学率（２５～３４歳対象）

図表10　目標 ４ ， ９ ，１６の評価

傾向達成度年度評価 ９ ．産業と技術革新の基礎をつくろう

↑●２０１８９１.３％ネットにアクセス可能な人口の割合

↑●２０１７３.２％GDPに占める研究開発費の割合

↑●２０１８４.２pt質の高い物流インフラ（１～５pt）




