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ECFA セミナー2020 
―企業価値＆競争⼒向上に繋がる SDGs の解釈と実践― 

 
近年、SDGs、ESG、CSR 等といったトレンドワードが国内外のメディアを賑わせています。それぞれ違った意味を

持ちますが、共通しているのは、「企業も自然環境と社会（＝労働、人権、地域との共生、安全衛生など）に配
慮した事業活動を⾏うことを求められること」を謳っている点です。 

2010 年以降、CSR（＝企業の社会的責任）では国際規格「社会的責任の⼿引き（ISO26000）」が発
⾏され（2010 年）、GPIF（年⾦積⽴⾦管理運⽤独⽴⾏政法人）の PRI への署名（2015 年）により
ESG（＝環境、社会、ガバナンス）の考え⽅が急速に普及してきました。そして、2015 年 9 ⽉には国連で
SDGs（持続可能な開発目標 アジェンダ 2030）が策定され、⽇本国内においても、2017 年 11 ⽉に改定さ
れた経団連の企業⾏動憲章にて、「SDGs 達成への貢献」並びに「ESG に配慮した経営の推進」が明⽰されるな
ど、⺠間企業への浸透は広がる一⽅です。 

ECFA では、以前より「ECFA 会員⾏動規範」において、持続可能な社会の発展に向けて⾼い倫理観を持つと
ともに、法令遵守を越えた企業自らの社会的責任（CSR）を認識し、その責任を果たすことを謳っています。また、
昨年度より ECFA としてどのように SDGs に取り組むべきかを ECFA 内に SDGs サステナビリティ推進チームを⽴ち
上げ、SDGs の達成に貢献するプロフェッショナル集団として、社会をリードする役割を強調し、例えば「あきらめな
い、笑顔のために、最後の１人まで。」をスローガンに、⽇本を含めた様々な国・地域の社会課題の解決に貢献で
きるよう、自己研鑽を通じ課題解決に挑み続けることを検討しています。 

既に、政府省庁、⺠間企業、学術機関、市⺠社会など、様々なステークホルダーが SDGs の実現に向けて活
動を始める中、開発コンサルタントは、これまでも途上国の社会課題の解決に取り組んできましたが、さらに SDGs
の達成に向け、これまで培った我々の強みを活かし、活躍するフィールドも拡大していきたいと考えています。既に多く
の⺠間企業が SDGs や ESG をビジネスに結び付けている中、開発コンサルタントの業界としてはまだまだ⼗分ビジ
ネスチャンスとして活かしているとは言えません。 

そこで、本セミナーでは、近年の世界と国内の動向そして具体的な事例を踏まえ、SDGs の意味を紐解くととも
に、開発コンサルタントが SDGs の達成にどのように貢献していけるのか、そして、開発コンサルタントとの企業価値と
実⾏⼒向上につながるビジネスモデルはどうあるべきか等の検討に資することを目的として、本セミナー開催いたしま
す。お忙しいとは存じますが、多数のご参加をお待ちしております。 
 

⽇ 時: 2020 年 2 ⽉ 26 ⽇（⽔）14:00〜17:20（受付開始 13:30）  
会 場: ⽇本工営㈱ 九段オフィス 中庭棟大会議室（添付案内図参照） 
言 語: ⽇本語 
プログラム: 次ページをご確認ください。  
参加費: ECFA 会員 無 料 ／ 一般（会員以外)  3,000 円 
申込⽅法: 以下のフォームもしくは右の QR コードにてお申込みください。 

   https://forms.gle/BbkTQSSsQ2o4eqvB7 
申込締切: 2020 年 2 ⽉ 14 ⽇（⾦）必着 

＊一社より複数名の申込みが可能ですが会議室の定員の関係上、参加人数の調整が必要な場合はご協⼒をお願いします。 
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プログラム 
時間 内容 発表者 

14︓00〜14︓05 開会の挨拶 ECFA 会⻑ 
⽇本工営株式会社 
代表取締役社⻑ 有元 龍一 

14︓05〜14︓50 基調講演 1: 
SDGs 時代と企業をとりまく世界の潮流 

国連グローバル・コンパクト 
ボード ボードメンバー 
国際航業株式会社  
代表取締役会⻑ 呉 ⽂繍 ⽒ 

14︓50〜15︓50 基調講演 2: 
なぜ世界中が SDGs に向かっているのか 
 

株式会社シナモン  
執⾏役員会⻑  
鎌倉市参与 加治 慶光 ⽒ 

15︓50〜16︓00 休 憩  
16︓00〜16︓40 事例紹介 1: 

⺠間企業によるサステナブルな事業事例 
「メイジ・カカオ・サポートによるカカオ農家支援」 

明治ホールディングズ株式会社 
サステナビリティ推進部 
企画グループ⻑ 
山下 舞子 ⽒ 

16︓40〜17︓00 事例紹介 2: 
開発コンサルティング企業による事業事例 
「開発コンサルタントによる SDGs に係る取組み」 
〜大阪府他、自治体の SDGs に関する動向〜 

アイ・シー・ネット株式会社 
ビジネス・インキュベーション・グループ  
山中 裕太 ⽒ 

17︓00〜17︓15 ECFA の SDGs に関する取組み 
「開発コンサルタントが SDGs に貢献できること」 

ECFA サステナブル推進チーム 
チームリーダー 
⽇本工営株式会社 
コンサルタント海外事業本部 
環境・⽔資源事業部 環境技術部 
SDGs&CSR 戦略ユニット ユニット⻑ 
菊池 淳子 ⽒ 

17︓15〜17︓20 閉会の挨拶/今後の展望  ECFA 教育研修委員会 
業務執⾏理事 ECFA 専務理事 
⾼梨 寿 

17︓20〜17︓50 ネットワーキング、名刺交換等 
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基調講演 2 
株式会社シナモン 執⾏役員会⻑  鎌倉市参与 
加治 慶光 氏 
富⼠銀⾏、広告会社を経てケロッグ経営大学院 MBA 修了。⽇本コカ・コーラ、タイム・
ワーナー、ソニー・ピクチャーズ、⽇産自動⾞、オリ・パラ招致委員会、等を経て⾸相官邸
国際広報室にて震災対応、SNS、ダボス会議、クールジャパン、観光政策等を担当。そ
の後アクセンチュアにてブランディング、働き⽅改革、SDGs、地⽅拡張等を担当後現職。
観光庁マーケティング戦略委員。共訳・共著“戦略の経済学”等。 
 

事例紹介 2 
アイ・シー・ネット株式会社 ビジネス・インキュベーション・グループ 
山中 裕太氏 
2013 年に広島大学大学院国際協⼒研究科 修了後、人事コンサルティング企業にて、
大⼿アパレルメーカー、外資系保険会社などで採⽤や人事制度のコンサルティング業務に従
事。その後、新規事業部の責任者として、介護業界や外国人材業界での新規事業の⽴ち
上げを⾏う。アイ・シー・ネット株式会社へ⼊社後はビジネス・インキュベーション・グループに属
し、中小企業やスタートアップの海外進出支援やスタートアップ発掘のイベントを多数開催。 
現在は、事業開発部で外国にルーツを持つ子ども向けの教育事業や大阪万博を⾒据えた
自治体との連携による新規事業の⽴ち上げなどに従事している。 
 

事例紹介 1 
明治ホールディングズ株式会社 サステナビリティ推進部 企画グループ⻑ 
山下 舞子 氏 
2001 年⼊社。菓子開発研究所を経て、2019 年 3 ⽉まで菓子商品開発部に
てチョコレート商品全般の開発に従事。特に専任担当として携わった『明治 THE 
chocolate』の開発においては、品質からパッケージデザインに至るディレクションを
⼿掛けた。2019 年 4 ⽉より現部署へ異動。サステナビリティという観点で新たな
価値創造に取組んでいる。 

基調講演 1 
国連グローバル・コンパクト ボード ボードメンバー 国際航業株式会社 代表取締役会⻑ 
呉 文 繍 氏  
1998 年 Japan Asia Holdings Limited を共同創業。グループ主要会社の代表取締役
社⻑などを経て、2013 年より国際航業株式会社代表取締役会⻑。2013 年から 2015 年
まで国連防災機関（UNDRR）の⺠間セクターグループ（現在の ARISE）の議⻑を務め、
現在は UNDRR ARISE 理事。世界経済フォーラム Infrastructure and Urban 
Development Industry Group 2017 年度共同議⻑、Alliance of Climate CEO 
Leaders メンバー。国連グローバル・コンパクト・ボード ボードメンバー、グローバル・コンパクト・
ネットワーク・ジャパン理事、内閣官房のナショナル・レジリエンス懇談会 委員。 
国⽴台湾大学⽂学部卒業、Harvard Business School Advanced Management 
Program 修了。 



住所：東京都千代田区九段下1-14-6 九段坂上KSビル　中庭棟大会議室


