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【コラム】「印刷会社が導入するSDGsとは」　ファイルティーチャー　代表　世古真一

謹賀新年
明けましておめでとうございます

昨年 2019 年は景況の回復を追いかけている間に” とばり” が下りてしまいました。
今年 2020 年は東京オリンピック競技会開催の記念すべき年。私達業界もこの記念すべ
き年に肖って大いに飛躍したいものです。一方、国連サミットで SDGs（持続可能な開
発目標）が採択された以降、政府・大学・企業が様々な取り組みを展開しています。当
CLICK もいささか乍らお役に立たせて頂けるように盡力致します。　　　　　（編集室）
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誠伸商事株式会社
代表取締役社長 福 田　和 也

2020年　元旦
謹 賀 新 年

社員一同

謹んで新春のお慶びを申し上げます
旧年中は一方ならぬご高配を賜り

厚く御礼を申し上げます

2020 年̶貴社のさらなるご発展を
お祈り申し上げますとともに
本年も変わらぬお引き立てのほど
宜しくお願い申し上げます。

【新年賀詞】
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【年頭所感】
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印刷ビジネスの動向と展望  2019-2020
公益社団法人 日本印刷技術協会
　　         研究調査部 主幹研究員  藤井建人

【特集】【特集】
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杉本：SDGs推進フォーラムを立ち上げられ
たとお聞きしましたが、どのような活動をさ
れるのですか？
世古：私は長年印刷会社を始め様々な企業で、
企業理念と個人の考え方が一致するところに

モチベーションが高まる研修プログラムを企
画開発してきました。およそ、社員研修のプ
ログラムというと、経営者が旗振りをしてい
るから仕方なくやろうというふうになりがち
です。そのような目標ではなくて、社員自ら
が自分のこととして考えて目標を見つけて実
践していくプログラムが必要だと考えていま
した。そんな状況の時に国連で採択された
SDGsこそ、企業だけでなくすべての一人ひ
とりが、人類の持続可能な開発ということを
意識するべきです。そして、それを意識しや
すくなるような研修プログラムを提案してい
き、本CLICKの一助となれば幸いと考えて
おります。

杉本：SDGsを企業が導入する時、何に一番
注意して取り組まなければならないと思われ
ますか？
世古：それは、疎外感をなくすことです。
SDGsを推進する上での関係者の中の話し合
いのことです。2015年 9月の国連サミット
で採択された、国連加盟193か国が2016年
から2030年の15年間で達成するために掲
げた目標のことで、17の大きな目標と、それ
らを達成するための具体的な169のターゲッ
トで構成されているものをSDGsと略して話
を進めていますが、そのことを知らない人が、

エスディージーズという響きだけでわかった
ような、わからないような、顔をしてコミュ
ニケーションをしていたとしたら、わからな
い人にとっては自分だけ仲間外れにされてい
る「疎外感」を感じさせてしまいます。世界
のすべての人が「持続可能な開発目標」を旗
印にして活動しようとしている矢先から、個
人レベルで疎外感を感じてしまえばその目標
を達成する見込みは低くなってしまうと思う
のです。

杉本：疎外感を感じさせないSDGsの導入と
はどうあるべきなのでしょうか？
世古：面倒なことではありますが、抽象的な
表現を具体的に勉強し合うことです。つまり、
SDGsは、（Sustainable Development Goals）
のことで、（エス・ディー・ジーズ）と呼ん
でいますが、日本語の意味は「持続可能な開
発目標」ということで、国連が2030年まで
に達成するために掲げた目標が１７個あっ
て、その１７個の内容を知ることから始まり、
その一つ一つの目標を実現する行動内容は１
６９個用意してありますよ・・・で、自分た

ちの企業としては、私個人としては、この
中のどの目標を仕事や生活の中で取り組む
ことができるだろうか？を考えて、お互い
に意識し合うことなんです。そこが第一歩
だと思います。抽象度の高い言葉を理解し
あっている人同士では、コミュニケーション
の速度が上がります。しかし、知らない人
が中にいると、目標を共有できなくなるこ
ともあります。抽象と具体を行ったり来た
りしながら、根気よく進めていくことが導
入の際に留意するべきことだと思います。
杉本：2020年のCLICKでは、「持続可能な
開発目標」を意識して経営に取り入れ、社
員が一丸となって行動できるようになるた
めの役立つアイデアを得られる記事をテー
マに考えていきます。そして、紙面だけで
はなく、出来得れば、全国各地で勉強会等
を開催し、1年を通してみなさんと意見を
交換しあえる場も作って行きたいと考えて
います。CLICK編集室としてこれから先の
未来を切り開いていきたいと思いますので、
よろしくお願いします。
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印刷会社が導入する SDGs とは

ファイルティーチャー　代表　世古真一
　聞き手：CLICK編集室　スタッフ　杉本なつみ

　CLICK2019年11月号では、ハリウコミュ
ニケーションズ株式会社の針生英一代表取
締役（宮城県印刷工業組合　理事長）に印
刷会社がSDGsに取り組む理由～SDGsを
通じた質的な成長～と題して、寄稿してい
ただきました。目先の印刷物の仕事を追い
求めるだけでなく、高齢者の情報化支援を
きっかけとして、SDGsの目標の中にある
ものに当てはまるかどうかという基準で、
地域の中のビジネスの種を見つけて、地域
にとって必要とされる仕組みを企画すれ
ば、本業である印刷にも着実につながって
いくという導入事例をご紹介していただき
ました。CLICK編集室では今年、2020年
は「社会全般とりわけ印刷産業でも」
SDGsの導入を考える企業は増加してくる
と見込んでいます。そこで、印刷産業に関
わり、独自の視点で地域の印刷会社の事業
企画を提案しているファイルティーチャー
の世古真一氏にSDGsの方向性についてお
伺いしました。

【コラム】
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■本社〒145-0062東京都大田区北千束2-9-10TEL.03-5751-3011
■静岡支店〒422-8034静岡県静岡市駿河区高松2-17-11TEL.054-340-1191■北関東営業所〒321-0104栃木県宇都宮市台新田1-6-9TEL.028-684-1981
■東北営業所〒983-0841宮城県仙台市宮城野区原町3-8-9TEL.022-299-6661■新潟営業所〒950-0853新潟県新潟市東区東明7-2-24TEL.025-286-9040

誠伸商事株式会社 www.seishin.co.jp
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