同時発表：株式会社 みなと銀行、独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部

令和 4 年 1 月 19 日公表資料

ビジネスで持続可能な社会を構築！SDGｓ経営を支援します
～SDGs 経営シンポジウムの開催ほか取組紹介～
近畿経済産業局は、SDGs 経営の推進及び地域金融機関との連携推進の一
環として、SDGs 経営に先進的に取り組まれている株式会社みなと銀行との共催
で、「SDGs シンポジウム in 姫路」を令和 4 年 3 月 10 日（木）に開催します。
また、近畿経済産業局 HP において、SDGs 経営を目指す企業の参考になるよ
う、管内の中小企業や団体の SDGs の取組をインタビュー記事などのコンテンツ
を盛り込んだサイトを設置します。
さらに、初めて SDGs を活かした経営を進められる企業のために、（独）中小企
業基盤整備機構 近畿本部では、『まんが版 中小企業の SDGs はじめの一歩』
（協力：近畿経済産業局）を作成しました。
このような取組により、より多くの企業が、SDGs 経営に取り組みやすくなり、社
会課題を解決できる新事業への参入や新規顧客の確保、事業資金の調達、企
業イメージの向上等に繋がることを期待します。
１．「SDGs シンポジウム in 姫路」開催概要 【資料１】
日 時： 令和４年 3 月 10 日(木) 13:00～16:30
会 場： あいめっせホール （イーグレひめじ 3 階）
（兵庫県姫路市本町 68-290）
主 催： 近畿経済産業局、株式会社みなと銀行
協 力： 姫路市、姫路商工会議所、（独）中小企業基盤整備機構 近畿本部
参加費： 無料
対 象： SDGs 経営に関心のある企業 150 名
申込み： 下記 URL からお申込みください。
https://bp.resona-gr.co.jp/public/application/add/11588
プログラム：
(1) 主催者挨拶
株式会社みなと銀行 代表取締役会長 服部 博明 氏
近畿経済産業局 局長 伊吹 英明
(2) 来賓挨拶
姫路市 市長 清元 秀泰 氏
(3)

企業の実践事例の紹介
神姫バス株式会社 代表取締役社長 長尾 真 氏

(4) 講演① 「SDGs を企業経営に活かす」
近畿経済産業局 通商部 国際課長 小橋 厚司
講演② 「中小企業のための SDGs 活用」
（独）中小企業基盤整備機構 近畿本部 副本部長 村上 裕二郎 氏
(5) パネルディスカッション
●コーディネーター 兵庫県立大学大学院 教授 加藤 恵正 氏
●パネラー
・姫路商工会議所 会頭 齋木 俊治郎 氏
・シモダフランジ(株) 代表取締役社長 下田 信治 氏
・(株)サキノ 代表取締役 崎野 圭子 氏
・起業プラザひょうご姫路 玉田 恵美 氏
(6) 閉会挨拶 姫路商工会議所 会頭 齋木 俊治郎 氏
(7) 個別相談会
２．SDGs 経営促進に繋がるサイトの設置について 【資料２】
近畿経済産業局では、SDGs 経営を目指す企業や、すでに SDGs 経営に取り組み、
一層進めようとする企業のご参考になるよう、関西の中小企業や団体の SDGs の取
り組みを取材し、当局の HP での紹介を開始しました。現在、8 社の事例を掲載してお
り、今後、さらに取材・紹介していく予定です。
３．『まんが版 中小企業の SDGs はじめの一歩』について 【資料３】
SDGs を活かした企業経営に取り組みたい中小企業のために、独立行政法人 中小
企業基盤整備機構 近畿本部は、『まんが版 中小企業の SDGs はじめの一歩』を作
成し、本日公表されました。

（本発表資料のお問い合わせ先）
近畿経済産業局 通商部 国際課長 小橋 厚司
担当者：小谷、田村
電 話：０６－６９６６－６０３１
FAX ：０６－６９６６－６０８７

SDGsで高める企業の魅力

SDGsシンポジウム in姫路
SDGsは、2015年9月に国連で採択された持続可能な開発目標のことで、2030年の達成を
目指し、企業や市民、行政は積極的な参加が求められています。
その市場機会は、世界で年間約12兆ドルとされ、国内の大手企業やグローバル企業はイノ
ベーションによる成長戦略に、またSDGs未来都市に選ばれた姫路市など、各自治体はその視
点を生かした街づくりに取組んでいます。
一方、西播地域では、個々の具体的な活動は、これからの段階です。SDGsは難しいお題目
ではなく、「やれる人（企業）がやれるところから、すぐに始める」が基本です。
このシンポジウムは、参加者が①本業を通じて、②地域の特色・産官学連携を活用し、③す
ぐに始める、等の視点から、SDGsに理解を深めて頂くことを目的に開催します。
当日は、基調講演の他、各界を代表する方々によるパネルディスカッションも催し、終了後
には個別相談の時間も設けています。ご参加はチラシ裏面をご参照の上お申し込み下さい。
今後のコロナウイルスの感染拡大の状況等により、やむを得ず中止とする
場合がございます。ご了承ください

日時
開式
ご挨拶

2022年

3月10日 木

13：00-16：30

あいめっせホール姫路（イーグレひめじ）
姫路市本町68-290 ℡（079）287-0800

主催者 みなと銀行 代表取締役会長
近畿経済産業局 局長
ご来賓 姫路市市長

服部 博明
伊吹 英明
清元 秀泰

「神姫バスで実践する地域発SDGs取組みについて」
「基調講演」

第1 部

SORA（水素バス）の導入、コロナ禍で始めた貨客混載 他
講師

参加費無料
定員150名

※登壇者や講演テーマ
は、予告なく変更する
場合がございます。
ご了承下さい。

神姫バス株式会社 代表取締役社長 長尾 真 氏

「SDGsを企業活動に活かす、経済産業省の支援活動について」
近畿経済産業局が地元企業に示す未来図、後押しする中小企業整備機構

13:00～14:20

プ
ロ
グ
ラ
ム

他

講師 近畿経済産業局 通商部 国際課長
小橋 厚司
中小企業基盤整備機構 近畿本部 副本部長 村上裕二郎 氏

テーマ「企業活動とSDGs、ビジネスで役立つ短期・長期の視点」
討論「パネル
ディスカッション」

第2部
14:30～16:00

●コーディネーター 兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 教授
●パネラー
株式会社 サキノ 代表取締役
シモダフランジ 株式会社 代表取締役社長
起業プラザひょうご姫路
姫路商工会議所 会頭
みなと銀行 代表取締役会長
●討論まとめ

閉式ご挨拶
個別相談
16:00～16:30

近畿経済産業局

加藤 恵正 氏
崎野 圭子 氏
下田 信治 氏
玉田 恵美 氏
齋木 俊治郎 氏
服部 博明

姫路商工会議所 会頭 齋木 俊治郎 氏
中小企業基盤整備機構

みなと銀行

※個別相談をご希望される方は申込フォームにチェックをお願いします。

【主催】

主催：関西みらいフィナンシャルグループ みなと銀行、近畿経済産業局
後援：相生市、たつの市、姫路市、兵庫県中播磨県民センター、相生商工会議所、姫路商工会議所、龍野商工会議所

【後援】

表示有効期限

2022年3月7日

開

みなと銀行 代表取締役会長

服部 博明

近畿経済産業局

たつの市出身。2016年、みなと銀行の頭取、
21年より会長。神戸経済同友会の代表幹事として、
SDGsを生かした地域創生の旗振り役を担う。
金融を通じて地元経済を活性化するとともに、産
官学金が連携した社会・環境問題解決への取組を
促し、地域エコシステムの構築を目指す。

式

局長

伊吹英明

中小企業庁総務課長、東京オリパラの内閣官房統
括官等を歴任し、21年10月より現職。
地域企業の支援や、産学官金によるイノベーショ
ン、新市場開拓等を狙う地域ブランドの支援等、
「2025年大阪・関西万博」を見据え、ビジネス分
野でのSDGs推進を意識しながら、関西経済の成長
に向けた取組を行う。

ご
姫路市市長

清元 秀泰

2019年4月より現職。医学博士でもあり、東日本大震災では東北大学病院救
急医療班チームを指揮。姫路市は、昨年5月にＳＤＧｓ未来都市に選定、10
月にはWHO西太平洋地域委員会を開催する等、国際会議観光都市・MICE都
市をめざす。

挨

拶
神姫バス株式会社 代表取締役社長 長尾 真 氏

基

姫路市を拠点に、900を超えるバス路線の系統を有する東証2部上場企業。
長尾氏は2013年より現職、環境やエネルギーの持続性から水素バスの導入
や貨客混載に取組む。
姫路商工会議所の副会頭。地域連携にも取り組み、自治体や金融機関等と連
携して、地域インフラの中核を担う。

調

近畿経済産業局 通商部国際課長 小橋 厚司

講

演

兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科 教授 加藤 恵正 氏
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中小企業基盤整備機構 近畿本部 副本部長 村上 裕二郎 氏
中小機構は経済産業省所管の独立行政法人。
村上氏は2019年より現職、中小企業のSDGs経営の
必要性を強く認識し、ガイドブック等の発刊の他、
近畿各地でSDGs経営に関する窓口相談やセミナーを
開催する等幅広く活動中。

2017年、関西SDGsプラットフォームをJICA関
西等と共同で設立。企業がSDGsを経営に取り入
れることで、新事業への参入や顧客の確保、イ
メージの向上等につながるよう、セミナー等の
事業を展開。

株式会社サキノ

2014年より現職、都市・地域政策や地域産業に関わ
る研究の他、阪神淡路大震災を経験し、災害からの
復興研究でも著名。学会や自治体等の各種委員も歴
任、街づくりを多面的に捉え、SDGsが促すイノ
ベーションにも注目。

シモダフランジ 株式会社 代表取締役社長 下田信治 氏

代表取締役 崎野 圭子 氏

たつの市でダスキン兵庫西工場を経営、環境循環設
備の導入の他、女性のライフステージに寄り添った
職場づくりを重視。2000年より現職、あかしSDGs
推進審議会や日本政策公庫の女性経営者の会代表幹
事など、公職も多数。

起業プラザひょうご姫路 玉田 恵美 氏

相生市で創業の鋳造フランジ・継手の製造メーカー、
事業は発電プラント向けから、送電、建築・土木、
航空宇宙、近年は風車部品の拡販にも注力。2019年
にはサスティナビリティ方針を公表。相生商工会議
所の副会頭。

赤穂市出身、神戸ポートピアホテル等に勤務の後、
1
2002年から現職。姫路市周辺市町で各種委員を歴
任、起業家や産官連携事業を支援。3/8の国際女
性デーに合わせ、2019年から国際女性フェスタを
実施し、女性の自立を支援。

姫路商工会議所 会頭 齋木 俊治郎 氏
ものづくりから、小売・観光など8千社近い会員を擁する姫路商工会議所の会
頭。会議所は、今年100周年の節目を迎え、地元企業へのSDGs普及に努める。
地元中堅化学メーカーである山陽色素株式会社の社長、環境や社会貢献等の視
点からも経営を実践する。

下記サイトにアクセスしていただき、申込フォームよりお申込み下さい。

https://bp.resona-gr.co.jp/public/application/add/11588
本セミナー参加申込にかかる個人情報は、主催者間で共有させていただきます。また、本申込に記載された個人情報は、本セミナー運営の他、主
催者からのご案内に利用させていただきます。なお、利用目的の全文など個人情報の取扱いについては、ホームページをご覧ください。（共同利
用を行う個人情報の管理において責任を有する者の名称：みなと銀行）

みなと銀行 https://www.minatobk.co.jp/policy/privacy.html

●セミナー内容について：みなと銀行 姫路地域本部
担当：藤井
TEL：079-223-3761
みなと銀行 法人業務部
担当：九鬼・戸本 TEL：078-333-3201
●セミナー申込について：ビジネスプラザこうべ
担当：倉本
TEL：078-351-5591

会 場

あいめっせホール
姫路市本町68番地290 イーグレひめじ3階
※イーグレひめじ地下駐車場（251台/有料）

企業等の SDGs 取組事例の紹介について

近畿経済産業局では、企業の SDGs の取組促進の一環として、関西の中小企業や団体
の SDGs の取り組みを HP において紹介しています。
これから SDGs 経営を目指す企業及びすでに SDGs 経営に取り組んでおり、一層進め
ようとする企業は、ぜひご参考にしてください。
１．HP 掲載先
http://knk-hp/2kokusai/SDGS/jirei_from2021fy/sdgs_jirei_from2021fy.html
２．現在の紹介事例一覧（HP から抜粋）

資料３

News Release

2022 年 1 月 19 日
独立行政法人
中小企業基盤整備機構

～初めて SDGs を活かした経営を始める中小企業のために～

「まんが版 中小企業の SDGs はじめの一歩」を作成・公開
中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）近畿本部は、SDGs の視点を取り入れた企
業経営への関心の高まりを背景に、近畿経済産業局の協力のもと、中小企業・小規模事業者へ
のさらなる SDGs の浸透を目的とした「まんが版 中小企業の SDGs はじめの一歩」を作成し、公
開しました。
本冊子は、昨年 3 月に近畿経済産業局と事業構想大学院大学の協力のもと作成した、中小企
業が本業において SDGs を活用し、持続可能な企業経営を行っていくために参考となる「中小
企業のための SDGs 活用ガイドブック」をもとに、さらに読みやすく親しみやすくするため、ポイン
トをしぼった“まんが”で作成しております。
今後、ホームページへの掲載やセミナー等での活用を通じて本冊子を周知し、SDGs 達成への
貢献を目指す大阪・関西万博を控える関西から、中小企業の SDGs 経営を促進してまいります。
「まんが版 中小企業の SDGs はじめの一歩」の特長
これからの企業経営に大きな影響を与える SDGs について、この取組みへの理解を深めていた
だくために、“まんが”で SDGs とは何か、具体的な取り組み方、進め方のイメージをつけてもらう
構成となっています。“まんが”にすることで、さらに親しみやすく、わかりやすい解説となり、中小
企業に経営力の強化に向けたヒントをつかんでいただきます。加えて、冊子のサイズを A5 版で
作成し、手軽で持ち運びやすくしました。
■「まんが版 中小企業の SDGs はじめの一歩」
https://www.smrj.go.jp/ebook/sdgs-comics-kinki/
■「中小企業のための SDGs 活用ガイドブック」について
https://www.smrj.go.jp/regional_hq/kinki/news/2020/favgos000001dlat.html
＜中小機構における SDGs への取り組みについて＞
中小機構では、SDGs の考えを尊重し、中小企業・小規模事業者の SDGs への理解促進と趣
旨に沿った事業活動への支援を通じて SDGs の達成に貢献してまいります。
詳しくは次の URL よりご覧ください。https://www.smrj.go.jp/org/policy/sdgs/index.html

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞
中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベー
ションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機
関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接
的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供
を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
独立行政法人中小企業基盤整備機構

近畿本部連携支援部連携支援課（担当者：豆谷）

住所：大阪府大阪市中央区安土町 2-3-13 大阪国際ビルディング 27 階
電話：06-6264-8621

