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会 長 挨 拶

声に思わず目頭が熱くなりました。
世界の未来といえば、11 月には、COP26（第
26
回気候変動枠組条約締約国会議）も開かれま
会長 福田 和子
した。気候変動への関心は、1990
年代生まれの
皆さんこんにちは！
いわゆるＺ世代が、このことを強く訴えており
会場にお集まりの皆様、
Zoom で参加の皆様、ご ます。2018 年から、当時 15 歳だったスウェーデ
出席有難うございます。 ンの環境活動家 グレタ・トゥーンベリさんは、
「長く生きるのは私達です。我々は生きたい。」
先週は、RI 2770 地区
と何度も繰り返しております。無関心では、い
大会がありました。日
られません。我がクラブも環境問題意識向上委
曜日のところ多くの皆
員会が有ります。緒方 学 委員長を筆頭に何か
様、長時間にわたりご
行動を起こし、未来が深刻にならないよう努め
出席賜り有難うござい
ましょう。緒方委員長、是非とも環境問題に関
ました。事務局３人の
してよろしくお願いいたします。
方もお手伝い有難うございました。コロナ禍で
これにて会長挨拶といたします。
ありますがリアルでの開催となり、クラブ紹介
では大宮西 RC ならではの声援がありました。
ロータリーの目的・四つのテスト
有難うございました。
13 日の RI 会長代理をお迎えしての晩餐会は、
人数制限もあり一人で出席いたしました。懇親
【本日のリーダー】
会の出し物では、1700 年代制作のヴァイオリン
による演奏（ストラヴィンスキー）を聞かせて
荻原 直樹 会員
いただき、音色にうっとりとなりました。
14 日、本大会においては、大宮西 RC 染谷 義一
直前会長がガバナー特別賞を受賞し、満場の拍
手をいただきました。
お客様紹介、米山記念奨学生紹介
恒例の記念講演は、ビジネス小説「もしも徳
小沢隆
副会長 内山泰成
川家康が総理大臣になったら」の作者でもある
■さいたま市役所経済局商工観光部
経済政策課
眞邊明人様による「歴史から考える社会の危機
支援係 徳田 真悟 様
とリーダー」でした。巧みな話術で、あっとい
■2021 学年度米山記念奨学生
う間に時間は過ぎてしまいました。
グェンティガンさん（Zoom 参加）
私が一番感動したのは、淑徳与野高等学校 音
（ご紹介：副会長 藤嶋 剛史）
楽部による合唱でした。20 人ほどの女子生徒
が、聞き覚えのある曲を綺麗な声で披露してく
幹 事 報 告
れました。歌声に引き込まれ、自身のその時代
幹事 押野 一郎
を思い出しながら聞き入りました。目の前にい
①先日の地区大会は 30 名の参加が
るこの子供達がいずれ大人になり、それぞれの
ありました。心より御礼申し上げ
道へ歩み、どんな風に成長するか。その時、素
ます。地区から記念品（扇子）が
晴らしい日本になっているか。世界中が大変に
届いているのでポスティングして
なってしまうのか。でも、この娘たちは心に夢
おります。
を描き、どんな世の中になろうと打ち勝って欲
②12 月 20 日はクリスマス夜間例会
しい！一生懸命マスクの中から歌い、響き渡る
を予定しております。二次会会場

心に夢を

奉仕に行動を
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として、清水恒信会員のお店を考えております。
お店が長い歴史に終止符を打つということで、最
後に、多くの会員の参加をお待ち申し上げており
ます。
③年に一度「抜萃の綴り」という冊子が送られて
きます。東京のロータリアンがこの一年間で気に
なった文章を取りまとめたご本となっておりま
す。ご興味のある方は差し上げられるので、事務
局まで。

委員長報告・派遣役員報告
■親睦委員会 委員長 岡部 勉
12 月 20 日（月）
、クリスマス夜間
例会を開催します。17 時受付開
始、18 時点鐘。ご家族の参加は１
名までとさせていただきます。奮っ
てのご参加、お待ちしています。
■女子部会 会長
福田 和子
11 月 29 日（月）
、大宮駅前早朝掃除
を行います。ベストを着て行いま
す。ご都合の合う方は、６：30 集合
ですので、お越しください。

卓

話

さいたま市役所経済局商工観光部
経済政策課支援係 徳田 真悟 様

既存の事業活動の中でも振り返ってみると、17 の
ゴールに寄与しているもの、貢献できるものは必
ずあると考えています。
・2017 年の世界経済フォーラムの中で、SDGｓに
取り組むことで「約 1,240 兆円を超える経済価値
と３億 8000 万人の雇用が創出される」という推計
が発表され、SDGｓに取り組むことがビジネスチ
ャンスにつながることも認識され始めています。
・環境や社会からの恩恵を受けて活動を行ってい
ることを鑑みれば、事業活動を行う主体は SDGs
を意識することが必要。
経済性だけに目を向けていると、環境破壊やブラ
ック企業問題に発展し、ひいては事業継続を困難
に。環境やステークホルダーを意識した持続性に
目を向けなければなりません。
→そのためには、環境・社会・経済の３側面に与
える影響に配慮したバランスのよい経営、いわゆ
る「トリプルボトムライン」が重要。
経済性をおろそかにしすぎると、
従業員等の給料を適正に払えず、
サービス残業の誘発や貧困に
加担するおそれ、低賃金のために地域全体として
の経済規模の縮小や、SDGｓに取り組むための行
動に移せなくなるなどの影響をあたえかねませ
ん。
そして需要が減るため生産活動も停滞し、分配も
さらに減りといった悪循環に陥る恐れも。

SDGｓについて、簡単にわ
かりやすく解説していただ
きます。また、さいたま市
の取り組みについてもご説
明いただきます。
●ご紹介
プログラム委員会
副委員長
山崎 一祥

企業にとっての SDGｓ
■SDGｓを知っていますか？
・さいたま市民の SDGｓ認知度
2019 年：22.4％ → 2020 年：66.7％
『認知率』は、年代が下がるにつれ高くなる傾向
があり、18～29 歳で 78％、若い世代がけん引役と
なっていくことが期待されます。
・さいたま市内の企業の SDGｓの認知度・取組状
況について
認知度は市民同様に高い（68.8％）のに比べ、取
り組み状況はかなり低い状況（13.4％）です。
どうして事業者は SDGｓに取り組まないのでしょ
うか？
→「具体的な取り組み方が分からない」から。
■【企業にとっての SDGｓ＝経営そのもの】と
さいたま市では考えています
さいたま市では「企業のあらゆる取組は SDGｓの
達成に繋がる」と考えています。

・SDGｓの取組を広げるためには
可処分所得の中央値の半分に満たない相対的貧困
は、日本においても７人に１人いるといわれてい
ます。
ひとりひとりが意識を向け、フェアトレード商品
を購入する等、エシカル消費をこころがけること
で、SDGｓのゴールに向けた取組ができるかもし
れません。
企業だけでなくみなさんひとりひとりが意識して
社会全体で取り組んでいくことが重要。
■さいたま市の取組み
①「民間シェアサイクル事業」の推進
2013 年５月に事業開始→なかなかポートを増やす
ことができず、ポート数が大きく不足→民間事業
者との連携…利用促進・エリア拡大。
シェアスクーターや超小型ＥＶも含めた実証実験
を 2025 年 3 月末まで延長し実施。

環境に優しい + 地域内の新たな移動・回遊性を高
める→市民の利便性向上・経済波及が可能に。
②食品ロス削減の取組
日本では年間約 612 万ｔの食品ロスが出ており、
さいたま市では年間約 1 万４千トン、市民一人一
日あたりでお寿司１貫分（30ｇ）のロス。
施策①Saitama Sunday Soup
（日曜日は食べつくスープ！）
「野菜」などの生鮮食材を、まとめてスープにし
て食べつくす新しいライフスタイルを発信。
施策②フードドライブ
民間事業者とも連携し、市内２０か所に回収窓口
を設置。
施策③チーム Eat All
食品ロスの削減に取り組む事業者等をチーム Eat
All 参加事業者として登録。
③2019 年 3 月末に、大宮駅東口に東日本連携セン
ター、愛称「まるまるひがしにほん」をオープン
…経済局の取り組み、交
流・発信・活性化を促す
地方創生の場として開
設。
来場者数 200 万人突破。
最近は、同じ地域資源を
持つ離れた市町村同士
や、周辺の複数の市町村
が共同して出展するな
ど、少しずつ連携の輪が広がっています。
■さいたま本市の SDGｓ認証制度と
その他登録・宣言制度

企業が、日々の経営活動や経営課題がＳＤＧｓの
達成に繋がっているという気づきを得るととも
に、企業の自律的な SDGｓの取組を後押しするこ
とを目的に、作成したもの。
・チェックリストは、
「マスト SDGｓ」
「ベーシッ
ク SDGｓ」「チャレンジ SDGｓ」の３階層から構
成され、チェック項目形式又は記入シート形式と
なっています。
①マスト SDGｓ
マストと考える項目＝絶対に欠かせない必須項目
として 10 項目を設定。
②ベーシック SDGｓ
規模や業種に関わらず取り組めるもの、つまり原
則としてどの企業でも実践できる SDGｓの取組
を、95 のチェック項目として列挙。
③チャレンジ SDGｓ
各企業が掲げるオリジナルの SDGs 目標を記載。
★申請から認証まで まとめ
①自社の SDGｓ取組状況の自己診断。
マスト及びベーシック SDGｓのチェックリストに
基づき、自己診断をしてください。
↓
②目標設定
チャレンジ SDGｓのチェックシートを活用して自
社の SDGｓ目標を設定し、その目標に関する KPI
の設定および自己評価を行ってください。
↓
③審査会による認証審査
市の附属機関である「さいたま市 SDGｓ企業認証
審査会」にて専門家等による審査を行います。
↓
④審査終了後、結果を個別に通知
★さいたま市 SDGｓ推進マニュアル
企業が SDGｓに取り組むための教科書及び「さい
たま市 SDGｓ企業認証制度」に応募する企業の手
引きとして活用できます。市のホームページ上で
公開中です。

さいたま市 SDGｓ企業認証制度
SDGｓの理念を尊重し、経済・社会・環境の３つ
の分野を意識した経営活動を。
推進する市内企業を、さいたま市が認証し、継続
的に支援する制度です。
・対象は、さいたま市内に本社・本店・事業所等
を有する企業、個人事業主、中小企業組合。

「ハイライトよねやま」に掲載

掲載

認証取得の主なメリット
①企業 PR 支援
②コミュニティへの参加
③個社別の支援
④金融支援
⑤市の発注業務の加点
・認証条件となる SDGｓチェックリスト

ガンちゃんも参加した芋掘り行事が掲載されています。

