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SDGs とは？①

SDGｓは2015年に国連サミットで加盟193ヵ国の全員一致で採択された「持続可能な開発目標（
Sustainable Development Goals）」。
「貧困の根絶」「働きがい」「気候変動への対策」など17の目標を揚げ、国際社会に2030年迄の
実現を求めている。 出典：朝日新聞掲載「キーワード」
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SDGs とは？②

SDGs とは？②
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我が国に於けるSDGs（2018年6月9日 SDGs推進本部会合（第3回）

【安部総理発言（抜粋）】
我が国に於けるSDGs持続可能な開発目標、すなわちＳＤＧｓは
、先進国、途上国全てが責任を持つ重要な取組です。日本は人
間の安全保障の考え方に立ち、誰一人置き去りにすることなく、
一人ひとりが持てる能力を発揮できる社会の実現に向けて、リ
ーダーシップを発揮してまいります。
７月の国連での報告や９月の国連総会も見据え、私から、次の３
点につき改めて指示します。
（中略）

第二に、地方でのＳＤＧｓの推進です。これは、まさに地方創生
の実現にも資するものです。関係閣僚が連携して、ＳＤＧｓ達成
に向けた地方の取組を促進する施策を検討・実施していくようお
願いします。

【山本内閣府地方創生担当大臣発言】
SDGsを全国的に実施するためには、広く全国の地方自治体に
よる地域のステークホルダーと連携した積極的な取組の推進が
必要不可欠であります。
このため、「環境未来都市」構想をさらに発展させ、地方自治体
におけるSDGs達成のための施策を策定し、これを積極的に推
進することにより、地方創生のさらなる実現につなげてまいりま
す。

（2018年6月9日 開催（於総理官邸）
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入試問題にSDGsが出題された中学校リスト
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出典 朝日新聞エディア（2019年7月28日号）

２０１９年に多くの中学校で入試問題にSDGsが出題され、関心度の高さが伺える。
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「SDGs未来都市」新たに31都市。計60自治体を選定
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29の自治体にSDGs未来都市選定証
が授与。（2018年6月15日 内閣府地方創生推進室）

北海道、北海道札幌市、北海道ニセコ町、
北海道下川町、宮城県東松島市、秋田県
仙北市、山形県飯豊町、茨城県つくば市、
神奈川県、神奈川県横浜市、神奈川県鎌
倉市、富山県富山市、石川県珠洲市、石
川県白山市、⾧野県、静岡県静岡市、静
岡県浜松市、愛知県豊田市、三重県志摩
市、大阪府堺市、奈良県十津川村、岡山
県岡山市、岡山県真庭市、広島県、山口
県宇部市、徳島県上勝町、福岡県北九州
市、⾧崎県壱岐市、熊本県小国町

31の自治体にSDGs未来都市選定証
が授与。（2019月7月1日 内閣府地方創生推進室）

福島県郡山市、神奈川県小田原市
新潟県見附市、富山県南砺市
福井県鯖江市、京都府舞鶴市
岡山県南粟倉村、熊本県熊本市
鹿児島県大崎町、沖縄県恩納村
岩手県陸前高田市、栃木県宇都宮市
群馬県みなかみ町、埼玉県さいたま市
東京都日野市、神奈川県川崎市
富山県、石川県小松市
愛知県、愛知県名古屋市
愛知県豊橋市、滋賀県
奈良県生駒市、奈良県三郷町
奈良県広陵町、和歌山県和歌山市
鳥取県智頭市、鳥取県日南市
福岡県大牟田市、福岡県福津市
鹿児島県徳之島町

※青色は「特に先導的な取り組み」として「SDGsモデル事業」に認
定された都市。

モデル事業は「経済・社会・環境の三側面の統
合的取り組みによる相乗効果」「多様なステーク
ホルダー連携」「自律的好循環」の3つ。2019
年度モデル事業に選定された自治体には、国か
ら上限3000万円の補助金が支給される。
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エコステージ協会
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SDGs見える化サービスの活用

All Rights Reserved.エコステージ協会 エコステージ協会
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●SDGs見える化サービスの活用

SDGsがエコステージ認証組織の中小企業に与える効果の重要な視点は、

その組織の過去からの蓄積した事業ノウハウを新しいSDGsの目的に合致さ

せてSDGsの課題解決を行なって新たな事業展開をすることである。

自社の事業をSDGsが提示する社会課題へ貢献することが、認証組織の新

しい事業を生む原動力となる。現在の認証組織は、すでにエコステージに取

り組んでいることによりSDGsの取組みを行っていることに等しいと言える。

そうした視点からSDGs見える化サービスを活用してほしい。



エコステージのPDCAサイクル

All Rights Reserved.エコステージ協会 エコステージ協会
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エコステージは組織の体力や目的に合ったステージから段階的にレベルアップが図れるよう
にPDCAの構造を構築している。すべての段階でPDCAサイクルによりマネジメントシステ
ムが運用されて、目標と達成度を測定していることが、SDGsとしてエコステージの重要な点
である。



SDGs



SDGs取組みの企業行動指針【SDGsコンパス】も基本はPDCA

All Rights Reserved.エコステージ協会 エコステージ協会
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※[PDF]SDGsの企業行動指針 - SDGCompass
https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/04/SDG_Compass_Japanese.pdf

認証組織がSDGsに取り組む場合、下記の企業行動指針【SDGsコンパス】が基本となる
が、下表の様にSDGsコンパスのPDCAとエコステージのPDCAは親和性が高い。

「SDGsコンパス」は企業向けの「SDGs導入指南書」である。一部のグッド・プラクティス企業を除いて、
多くの日本の大手企業は「ステップ1」を脱して「ステップ2」に差し掛かった段階。



パフォーマンス管理項目（目的・目標）SDGs対応シート

All Rights Reserved.エコステージ協会 エコステージ協会
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パフォーマンス管理項目（目的・目標）とエコステージの活動事例とSDGs対比を示す。
エコステージ活動はSDGsと通じるところが大きい。

パフォーマンス管理項目
（目的・目標）

エコステージ活動 関連するSDGs17項目

1
地球温暖化対策
《温室効果ガス削減》

使用電力ピークカット
省エネタイプの生産設備の導入

7(エネルギー)
7(エネルギー)

2 省資源 ムリ、ムダ、ムラの排除
3S、5S、水道使用量の削減

12(生産消費形態)
12(生産消費形態)

3 廃棄物の削減・ﾘﾕｰｽ･ﾘｻｲｸﾙ（3R） 不良削減と流失不良ゼロ化
材料のリサイクルと再利用

12(生産消費形態)
12(生産消費形態)

4 化学物質管理 含有化学物質のトレーサビリティ管理
労働安全衛生アセスメント

12(生産消費形態)
12(生産消費形態)

5 生物多様性・生態系保護 敷地内の緑化率の向上
工場敷地内での地域生物繁殖の支援

15(生物多様性)
15(生物多様性)

6
環境負荷低減
《大気・水質・土壌等》

生産設備の停止時間の削減
作業工数の効率化・平準化

12(生産消費形態)
12(生産消費形態)

7
エコ商品・サービス
《環境配慮設計》

環境配慮製品・サービスの開発
エコカーの販売

9(インフラ、イノベーション)
9(インフラ、イノベーション)

8 グリーン調達 LED照明や電気自動車の導入
太陽光発電装置の導入と売電

7(エネルギー)
7(エネルギー)

9
関係組織・供給者への連鎖《サプラ
イチェーンパートナーシップ》

主要取引先とのパートナーシップ構築
顧客要望・クレームへの対応構築

8 (経済成長と雇用)
8 (経済成長と雇用)

10 情報公開 工場のショールーム化(極ピカ工場)
ホームページによる情報発信

8 (経済成長と雇用)
8 (経済成長と雇用)

11 社会貢献 地域学校の見学受け入れ
地域清掃や地域祭りへの参加等

4 (教育)
11(都市と人間居住)



「小松SDGs未来都市」選定、中小企業の活性化
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【経済分野】 たくましい産業を創生
女性が活躍する社会づくり

地球にやさしいエネルギーへの転換

はつらつと働き、産業を成⾧

新しい技術を積極導入

飢餓をなくそう

【社会分野】家族みんなの幸せづくり
予防を合言葉に健康⾧寿

ここちよいすまいづくり・まちづくり

やさしいまちづくり

貧困をなくそう

人や国の不平等をなくそう

【環境分野】ここちよい環境との共生
地球温暖化対策と災害に強いまちづくり

海や河川美しい水環境づくり

森林や土、豊かな自然環境の保全

安全な水とトイレを世界中に

責任をもった生産と消費

【共創とひとづくり】
未来を創るひとづくり

共創のまちづくり

＜ 小松のまちづくり指標 ＞

出典 広報こまつ8

17の項目の中で、下記
5項目は中小企業の活
性化から始まる。

8.働きがいの経
済成⾧も

9.働きがいも経
済成⾧も

10.人や国の不
平等をなくそう

11.住み続けら
れるまちづくりを

12.つくる責任
つかう責任



環境基本方針とSDGs

環境基本方針

1. 当社は、お客様の環境ニーズを把握共有し、環境に配慮した製品開発やエ

ネルギーの消費効率の向上等により、お客様における環境経営度の向上に

貢献する。

2. 当社は、事業活動を通じ環境に影響を与える要因を的確に捉え、技術的・

経済的に可能な範囲で省エネルギー・環境負荷の低減に努めるとともに環

境マネジメントシステムの継続的改善及び汚染の予防を図ります。

3. 当社は、環境関連法を含む法令および、当社が同意するその他の要求事項

を確実に遵守します。またお客様およびお取引先の要望にお応えできるよ

う最大限の努力をいたします。

4. 当社は、従業員の環境教育を実施し、環境方針の徹底並びに新しい環境に

関する知識を共有し実践に役立てます。

5. 当社は、従業員が取組む活動として毎年設定する実施事項について、具体

的な目的・目標を設定し、推進するとともに、妥当性と有効性を見直しし

ます。

6. この方針が従業員に十分理解され、その達成に向けて全従業員が行動出来

るように努めます。また、社外にも公開し、関係者との協業に努めます。

〇〇〇〇年〇〇月〇〇日 改定
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇

直接的、且つ緊密にSDGsのGoalに関連しているとは言えませんが、環境基本方針の示す趣旨、目指すとこ
ろはSDGsの考え方と合致していると考えられます。

エコステージ協会
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環境経営マネジメント項目とSDGs

【品質環境管理項目より】 Goal #
電力使用量 削減 7／9／12／13

Co2排出量削減 9／12／13

再資源化率 向上 12

産業廃棄物 削減 12

労働災害 ゼロ化 3／8

環境関係資格保有者 拡大 4／８

【その他エコステージ・システム項目より】
法的要求及び順守義務の特定 12／13

力量、教育・訓練、認識 4／8

緊急事態への準備・対応 11

【その他の運用・活動・取り組みより】
障害者の雇用促進 8／10

外国人技術実習生の受入 8／10

活発な改善活動 8

環境経営の様々な活動は、SDGsの17目標169ターゲットと紐付けることが出来ます。
出来ればより直接的、且つ密接な関係性を保つとなお良いでしょう。また逆にSDGs視点から活動テーマ、
実施項目を検討することも求められてくると想定されます。

エコステージ協会
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第三者評価委員会によるSDGs取組み書の発行

認証番号:
認証日:
認証期限:

〇〇〇〇株式会社 殿

一般社団法人 エコステージ協会
〇〇第三者評価委員会

評価機関:□□□□株式会社

第三者評価委員会による認証組織のSDGs取組みの評価後、エコ
ステージ活動によるSDGs取組み項目を示す書類を発行する。

All Rights Reserved.エコステージ協会
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＊ISO9001・14001・27001・45001等認証企業 の
場合はSDGs取組み書のみを発行する

持続可能な開発目標（SDGs）への取組み修了書

（★☆☆）
貴社はエコステージ活動により持続可能な開発
目標（SDGs）への取組みプログラムを修了し
たことを証します。
貴社はエコステージ活動により持続可能な開発
目標（SDGs）への取組みを行っています。

エコステージ協会



エコステージ協会
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エコステージ導入

経 営
改 善

エコステージとSDGs の関係

持続可能な企業
SDGｓ

・地球環境対策

・法令・その他要求遵守

・環境リスク回避

・社会的評価対応 等々

環 境
改 善

・不良率低減

・在庫削減

・納期達成率

・人材育成 等々

近江商人の三方よし…「売り手よし、買い手よし、世間よし」

持続可能な開発目標
（Sustainable 

Development Goals）

儲かるマネジメントに繋がる！



第三者評価委員会によるSDGs評価レベル

取組みレベル(３ッ星評価) 表記する内容例

★（星１つ）
SDGsに関連した目標を設定
し、活動を実施している

我社はエコステージ活動により持続可能な開発目標
（SDGs）に関する取組みを行っています。

★★（星２つ）
SDGsに関連した目標を設定
し、成果を上げている

我社はエコステージ活動により持続可能な開発目標
（SDGs）に関する取組みを行ない、貴社目標への
成果を上げています。

★★★(星３つ）
SDGsに関連した目標を設定
し、高い成果を上げており、
その結果を開示している

我社はエコステージ活動により持続可能な開発目標
（SDGs）に関する取組みを行ない、貴社目標以上
の高い成果を上げ、その活動を開示しています。

ES活動からのSDGs見える化の表記例

All Rights Reserved.エコステージ協会
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