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１．まえがき 

（１）ＳＤＧｓ(Ｓuｓtainable Ｄevelopment Ｇoalｓ：持続可能な開発目標)とは 

ＳＤＧｓは平成２７年（２０１５年）９月に国連で採択された、持続可能な社会を実現するための、
２０３０年（令和１２年）までに達成すべき国際目標です。具体的には、貧困、飢餓、健康・福祉、教育、
水と衛生利用、エネルギー、経済成長と雇用、気候変動、陸・海洋資源の保全等の問題解決に向けた１７
のゴール(目標)と１６９のターゲット等のことで、「誰一人として取り残さない」という共通理念のもと行政や企
業、各団体、個人において目標達成に向けた取組が進められています。
わが国においても、企業や団体がＳＤＧｓの取組を積極的に推進しているほか、各所でＳＤＧｓに関する
イベント、セミナー、フォーラムが開催され、さらには小学校の学習指導要領にＳＤＧｓが盛り込まれる等、Ｓ
ＤＧｓへの取組が近年ますます活発になっています。テレビＣＭや新聞・雑誌等を通じて、企業・団体や行政
のＳＤＧｓの取組を目にする機会も多くなっているかと思います。
以下にＳＤＧｓの１７のゴールを示しています。前述したように、ＳＤＧｓは２０３０年までの国際目標、
つまり人類の壮大なチャレンジであり、そのスケールの大きな言葉に圧倒されるかと思いますが、１７のゴールそれ
ぞれを個別に見ていくと、自分事として取り組むことができるものが多くを占めるかと思います。また中には、「自分
又は自分が所属する組織には無関係に見えるゴール」もあるかと思いますが、そういったゴールについても、「何が
できるのか？」を考えて、身近なできることからチャレンジしてみることが重要です。

－持続可能な世界を実現するための１７のゴールー
ゴール 1
あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ

ゴール 2
飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な
農業を推進する
ゴール 3
あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

ゴール 4
すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

ゴール 5
ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

ゴール 6
すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する
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ゴール 7
すべての人に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する

ゴール８
すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用および
ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する
ゴール 9
強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術革新の拡大
を図る
ゴール 10
国内および国家間の格差を是正する

ゴール 11
都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

ゴール 12
持続可能な消費と生産のパターンを確保する

ゴール 13
気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

ゴール 14
海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する

ゴール 15
陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠
化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る
ゴール 16
持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人に司法へのアクセスを
提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する
ゴール 17
持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

出典：国連開発計画（UNDP）駐日代表事務所ホームページ
（２）持続可能な企業になるために ～なぜＳＤＧｓなのか～ 

では、なぜ企業にとってＳＤＧｓへの取組が必要なのでしょうか？近年、少子高齢化、人材不足等の社会
課題が多様化・複雑化している中で、売上・利益の拡大や事業承継に悩む企業は少なくありません。企業が
将来にわたって事業を継続し、また成長し続けていくためには、長期的な視点で社会のニーズをとらえた経営と
事業展開が必要になります。
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そこで、「経営リスクを回避」するとともに、「ビジネスチャンスを獲得」して持続可能な企業になるためにＳＤ
Ｇｓを活用することができます。ＳＤＧｓに示されるような地域や社会が抱えている課題を経営の視点に取り
入れることにより、「取引先の減少」や「信用力の低下」等の経営リスクを軽減でき、加えて「課題解決に貢献す
る製品・サービスを開発」すること等によりビジネスチャンスの獲得にもつながります。さらに、ＳＤＧｓの普及ととも
に近年では、市場のニーズ、取引先からのニーズとしてＳＤＧｓへの対応が求められるようになってきており、Ｓ
ＤＧｓがビジネスにおける共通言語となりつつあります。 

（３）中小企業におけるＳＤＧｓの取組 

（２）で挙げた、企業がＳＤＧｓに取り組むメリットとも言える「経営リスクの回避」と「ビジネスチャンスの
獲得」は、中小企業にとっても例外ではありません。 
そして、中小企業がＳＤＧｓへの取組を始めるにあたっては、難しく考える必要はありません。ＳＤＧｓにつ
ながる取組は、グローバルなものだけではなく、企業経営における身近なところにも多く潜んでいます。さいたま市
では、企業が行う事業そのものはもちろん、普段から取り組んでいる従業員の労働環境整備、製品・サービスの
生産性向上、高齢者雇用の促進、省エネ活動など、企業のあらゆる活動すべてがＳＤＧｓにつながる取組と
なり得る、と考えています。 
ＳＤＧｓと自社の事業とのつながりに気づくこと、つながりを探すことで、そこから自社の強み・弱みを改めて見
直したり、ＳＤＧｓに示された地域・社会の課題を解決できる自社の潜在能力に気づくことができるはずです。 

（４）本書の目的 

本書作成にあたっては、主に以下の２点を目的としています。 

目的１：令和３年（２０２１年）４月からスタートしている「さいたま市ＳＤＧｓ企業認証制度」の解説
書(マニュアル)です。認証制度に応募する企業に手引きとして利用いただくことを目的としています。 

目的２：そして、それと同時に当該認証制度に応募する企業に限らず、これからＳＤＧｓに取り組もうとする
企業も含めたすべての企業を対象に、「ＳＤＧｓについての理解」「ＳＤＧｓに取り組むためにはま
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ず何をすればよいか」「どのようなＳＤＧｓ取組目標を立てればよいか」などといった事項について記載
をしており、企業がＳＤＧｓに取り組むための教科書として、本書を活用していただくことをもう一つの
目的としています。 

ＳＤＧｓへの取組のきっかけや、今後ＳＤＧｓへの取組を更に推進するために、本書を参考にしていただき、
取組にあたっての「気づき」となることを期待しています。 

（５）本書の使い方

①ＳＤＧｓへの取組手順 

８ページの「２．企業がＳＤＧｓ経営を推進するためのステップ」で、企業がＳＤＧｓに取り組むためにどう
いう順番で何をすればいいかを、国連が示したＳＤＧｓの企業行動指針である「ＳＤＧ Ｃｏｍｐａｓｓ」
の５つのステップ（ＳＤＧｓを理解する⇒優先課題を決定する⇒目標を設定する⇒経営へ統合する⇒報告
とコミュニケーションを行う）に沿ってわかりやすく解説しています。自社でＳＤＧｓに取り組む際の参考にしてくだ
さい。 

②さいたま市ＳＤＧｓ企業認証制度の概要 

２０ページの「３．さいたま市ＳＤＧｓ企業認証制度の概要」では、当該認証制度の認証対象や認証条
件、審査方法、審査基準等について説明しているので、応募の際に、内容をご確認ください。また、認証企業へ
の支援内容についても説明しています。 

③ＳＤＧｓチェックリストの活用 

２８ページ以降の「５．ＳＤＧｓチェックリスト」では、「さいたま市ＳＤＧｓ企業認証制度」における認証
基準となっている、３つのチェックリスト等について説明しています。チェック項目や事例等は、出来るだけ身近な
表現でわかりやすく記載しています。是非、自社のＳＤＧｓへの取組に活用してください。 

＜ＳＤＧｓチェックリストの概要＞
・マストＳＤＧｓ 
法令上守らなければならない事項やコンプライアンス上企業に求められる事項のなかで、さいたま市がＳＤＧ
ｓ企業として認証するにあたり「マスト」と考える項目、つまり「絶対に欠かせない」必須項目です。 

・ベーシックＳＤＧｓ 
業種や規模を問わず原則どの企業でもできるＳＤＧｓの取組を、事例と共に可能な限り列挙しています。
事例の中には、あえて今後の動きを先取りしたものも掲載していますが、その多くは中小企業や個人事業主の
方々でも取組可能な内容を厳選した項目です。チェック項目ごとに具体的な事例を数多く示しているので、自
社のＳＤＧｓへの取組の参考にしてください。 

・チャレンジＳＤＧｓ 
ＳＤＧｓ達成に向けた自社の目標をシートに記載していただくものです。目標の立て方や、認証にあたっての
評価の視点についても説明しているので参考にしてください。 
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④さいたま市及び埼玉県のＳＤＧｓ関連制度 

令和２年(２０２０年)１０月に、国が地方公共団体における「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」
の構築を支援するためにガイドラインを公表し、その中で「宣言」「登録」「認証」とステップアップする３階層モデル
が示されています。 
２３ページ以降の「４．さいたま市及び埼玉県のＳＤＧｓ関連制度」では、この３階層モデルのうち、宣言
又は登録に該当する、「さいたま市ＣＳ・ＳＤＧｓパートナーズ」（「宣言」制度）と「埼玉県ＳＤＧｓパート
ナー登録制度」についても解説しています。 
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★（コラム）ＳＤＧｓが生み出す新たな労働の価値
ＳＤＧｓにおいて国連が宣言している「我々の世界を変革する」の意味を、「労働の価値」という観点から考
察してみる。近い将来、AⅠやⅠoＴ等のテクノロジーにより、定型的な事務仕事は加速度的に効率化されて
いくことは間違いない。人口減少や高齢化がそれに拍車をかけるのであろう。これらの現象に加えて、日本では既
に若い世代が「会社への忠誠」とは違った価値観（ライフワークバランス等）を求めるようになってきており、仕事
に対する意識が多様化し、労働の価値も変化してきている。
ＳＤＧｓはそういった要請に答える一つの解であるだろう。ＳＤＧｓの各目標はそれぞれが普遍的な価値を
持ち、全世界の開発ニーズを取り入れたものであるため、ＳＤＧｓの達成にコミットすることにより、個々の「働く
人」が社会に貢献しているという価値観を共有することが出来る。それら働く人の一人一人の意識改革が、「バッ
クキャスティング」により自社の未来を描くことを可能にし、新たなビジネスチャンスの創出や企業のブランド化につ
ながるのである。

ＳＤＧｓのような世界規模の開発目標が合意されたことの意味は極めて大きい（ＳＤＧｓの前進である
ＭＤＧｓは途上国のみが対象であった）。ＳＤＧｓは、ある種の「パラダイムシフト」であると考えている。ステー
クホルダー資本主義（従来の株主資本主
義の対義語として扱われ、株主だけでなく
社員や顧客、地域社会などすべての人が
恩恵を得ること）の重要性を主張する声が
世界的に高まっているのは、当然ＳＤＧｓ
と無関係ではない。テクノロジーに代替えさ
れ「得ない」、多様な労働の価値を生み出
すことこそが、パラダイムシフトである。大手
や中小の区別なく、企業活動における「本
業」（つまり、ボランティアや形だけの社会貢
献とは一線を画す企業の「生業」）を、環境への貢献や CＳR の推進へ結びつけるための道標としてＳＤＧｓ
が大いに活用できるだろう。ＳＤＧｓの達成を推進することを通じて、働く人の意識改革や企業活動が「変革」
されることにより、「世界を変革する」ことに繋がるのではないだろうか。

図：ＳＤＧｓが生み出す新たな労働の価値

図：ステークホルダー資本主義の図解

社会ニーズへ対応した
商品・サービスの需要増大

先端技術や新しいアイデアによる
イノベーション

資源の偏り・枯渇労働価値の変化・
仕事意識の多様化

変化に対して、
不十分な対応箇所を
社会課題として捉える

技術革新や環境の変化により、
生活や考え方に変化が生じる。

など

変化のうち、対応が必要な箇所を
社会課題とし「SDGsとして」形容

情勢の悪化や気候変動などの外圧による
生活の変化

価値
ニーズにコミットする会社で働く人は、

「社会に貢献している」という価値観を共有できるニーズへの
コミットメント

変化群



8 

２．企業がＳＤＧｓ経営を推進するためのステップ

本章では、企業がＳＤＧｓ経営を推進し、持続可能な成長を達成するために「どういう順番で何をすればい
いか」を解説しています。ぜひ解説を参考にして、自社のＳＤＧｓ経営の推進にチャレンジしてください。 

・企業がＳＤＧｓ経営を推進するための５つのステップ 
国連が企業のＳＤＧｓ活用方法について示したＳＤＧｓの企業行動指針である「ＳＤＧ Ｃｏｍｐａ
ｓｓ」の５つのステップに沿って解説します。また、本節の作成にあたっては、「ＳＤＧｓ経営ガイド」（経済産
業省、令和元年（２０１９年）５月）も参考にしています。 

－企業がＳＤＧｓ経営を推進するための５つのステップ－

出典：ＳＤＧ Compaｓｓ『ＳＤＧｓの企業行動指針－ＳＤＧｓを企業はどう活用するか－』

出典：「ＳＤＧ Ｃｏｍｐａｓｓ」をもとに作成 

ステップ４

SDGsを
経営へ
統合する

ステップ５

報告と
コミュニケーション

を行う

ステップ１

企業にとっての
SDGsを理解
する

ステップ２

自社の
優先課題を
決定する

ステップ３

自社の
目標を
設定する
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（１）【ステップ１】企業にとってのＳＤＧｓを理解する 

ＳＤＧｓを解説する良書や情報はすでに多くありますが、自社の経営や事業との関係を理解しなければせっ
かくの学びも企業経営に十分に生かすことはできません。まずは「企業にとってのＳＤＧｓとは何か」を理解する
ことからスタートしましょう。 

ＳＤＧｓが掲げられている国連の文書「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための２０３０アジ
ェンダ」の６７条では、民間企業活動について次のように定められています。 

出典：「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」 

アジェンダに示されているのは、企業にとってのＳＤＧｓには、「経営リスクの回避」と「ビジネスチャンスの獲
得」という２つの側面があるということです。 
１つ目の側面「経営リスクの回避」は、企業として未来の「あるべき姿」を描き、企業経営に関連する法令を
遵守するだけでなく、ＳＤＧｓに示されるような社会の潮流の変化に敏感になること等が、企業の存続につなが
るということです。ＳＤＧｓは、２０３０年（令和１２年）までの世界の「あるべき姿」を示していると言われ
ています。 
２０３０年まで、さらにそれ以降も、地域に必要とされ存続し続ける企業であるためには、必要最小限の法
律だけ守ればよいといった経営姿勢ではなく、ＳＤＧｓに示される「あるべき姿」に向けて今後急激に変化する
社会の価値観や常識となってきている考え方に感度を高くする必要があります。 
２つ目の側面「ビジネスチャンスの獲得」は、企業として未来の「ありたい姿」を描き、地域や社会の課題解
決のために自社で取り組めること、あるいは自社の本業（得意分野）を通じた取組を考え実行に移すこと等が、
企業の持続可能な成長につながるということです。ＳＤＧｓに示される地域や社会の課題をヒントに、既存事
業の拡大や新規事業の創出にチャレンジすることで、ＳＤＧｓをビジネスに取り込むことができます。 
このＳＤＧｓにおける企業の「経営リスクの回避」と「ビジネスチャンスの獲得」、つまりリスクとチャンスについて
具体的に以下に示します。また、１０ページの表を見ていただくとわかりますが、ＳＤＧｓを軽視することによるリ
スクを転じればチャンスになります。 

民間企業の活動・投資・イノベーションは、生産性及び包摂的な経済成長と雇用創出を生み出していく
上での重要な鍵である。我々は、小企業から協同組合、多国籍企業までを包含する民間セクターの多様性
を認める。我々は、こうした民間セクターに対し、持続可能な開発における課題解決のための創造性とイノベ
ーションを発揮することを求める。「ビジネスと人権に関する指導原則と国際労働機関の労働基準」、「児童
の権利条約」及び主要な多国間環境関連協定等の締約国において、これらの取り決めに従い労働者の権
利や環境、保健基準を遵守しつつ、ダイナミックかつ十分に機能する民間セクターの活動を促進する。 
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－リスクとチャンスについての具体例－

＜リスク＞ ＜チャンス＞ 
大手企業などの顧客からの受注の減少 
サステナビリティに関する世界の価値観の変化を
踏まえて顧客企業の持続可能な調達※1の方針が
厳しくなり、環境負荷が大きい、又は、厳しい労働
環境のもとで供給されているような製品・サービスに
対する発注が減少する。 

事業機会の創出・拡大 
ＳＤＧｓに示される社会や地域の課題解決に貢
献する製品・サービスを開発することで、大手企業など
の顧客から支持され、売上の増加などにつながる。 
－事例－Ａ社は、環境や人の身体にも優しい「環境印
刷」に切り替えることで、持続可能な調達に関心の高
い大手企業、外資系企業、団体、大使館等との新規
取引が増加、売上が増加した。

原材料調達の不安定化
サプライヤーが気候変動対策をとっていないため
に気象災害で被災して供給が停止する、また、サ
プライヤーが持続可能な調達を考慮していないため
に従業員を不適切に働かせていることが発覚して
調達できなくなる、といったことが発生する。 
一方で、持続可能な生産※ 0F

1 をしているサプライ
ヤーからの供給が奪い合いになる。 

安定した原材料調達
持続可能な生産をしているサプライヤーとの取引を
拡大したり、新たに開拓したりすることで、安定した操
業と事業拡大が可能となる。 
－事例－Ｂ社は、自治体や企業と連携しながら複数地
域で農地を集約化し、気象災害等のリスクを分散する
ことで、加工用野菜の安定調達を実現し、儲かる農
業を実現した。

信用の失墜 
社内のみならず、バリューチェーン上の関係の強
いサプライヤーや業務委託先などが、ＳＤＧｓを
考慮せず環境破壊や人権侵害などを起こしてしま
った場合、会社の評判が落ち、社会的な信用が失
われる。 

企業イメージの向上 
ＳＤＧｓ経営を追求し、社会課題解決に貢献す
る製品・サービスの提供により、会社の評判が高まり、
企業イメージが向上する。 
－事例－Ｃ社は、従来から地域木材を利用したビジネ
スを展開していたが、従業員参加でＳＤＧｓに取り
組み始めたことで、地元自治体のＳＤＧｓ推進企業
に登録されたほか、ＳＤＧｓの講演に多数招聘され
るようになった。

人材の流出
ＳＤＧｓ経営を進める他社、他業界と比較さ
れて優秀な人材が採用できない。又は採用しても
定着しない。 

多様で優秀な人材やパートナーの確保 
ＳＤＧｓ経営を追求する社会的存在意義の高い
企業風土に惹かれ、多様で優秀な人材が定着する、
又は集まってくる。経営目標に共感する企業や非営利
組織などとの、パートナーシップも構築しやすくなる。 
－事例－Ｄ社は、古民家から得られる木材を活用し、
店舗のリノベーションで新たな価値を提供するビジネス
を展開している。環境価値を大切にするビジネスに魅
力を感じるＳＤＧｓネイティブ世代が就職を希望し、
２０～３０代の職人が８割を占めるようになった。

※1 ―・持続可能な調達（又は生産）：企業の利益だけでなく、社会や環境に対しても長期的にプラスの効

果をもたらす調達（又は生産）のことです｡
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－リスクを転じればチャンスになる－

出典：環境省「すべての企業が持続的に発展するために－持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)活用ガイド－」
をもとに作成 

★（コラム）ＳＤＧｓウォッシュにならないために
自社において、ＳＤＧｓに貢献できる取組が無い、あるいは実際にＳＤＧｓの取組を行っていないにもかか
わらず、取り組んでいるように偽装することを「ＳＤＧｓウォッシュ」と言います。 
何かしらの形でＳＤＧｓに取り組むことは良いことですが、ＳＤＧｓウォッシュになってしまうと、社内外や取
引先からの信用を失う大きなリスクに繋がります。 
 ＳＤＧｓウォッシュにならないために、ＳＤＧｓの理念や１７の目標等をしっかりと理解したうえで、ＳＤＧ
ｓを自社の経営に取り入れるとともに、ウォッシュになっていないかどうか定期的にチェックすることが必要です。 
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（２）【ステップ２】自社の優先課題を決定する 

ＳＤＧｓにおける企業のリスクを転じてチャンスとするためには、まず自社の既存事業をできるだけ細かく洗
い出し、それらを整理したうえで、優先課題を決定する必要があります。ＳＤＧｓは、地域・社会の課題を発見
し、【ステップ１】で解説した「経営リスクの回避」と「ビジネスチャンスの獲得」を実現するためのヒントとなりますが、
ＳＤＧｓの１７のゴールや１６９のターゲットに闇雲に取り組むと、企業が投入すべき資源が分散し、経営資
源の浪費につながるおそれがあります。 
そこで、さいたま市では、ＳＤＧｓの達成につながる企業経営のあらゆる活動を可能な限り列挙し、ＳＤＧ
ｓの１７のゴールとの紐づけを行うことで、「ベーシックＳＤＧｓチェックリスト」を作成しました。チェックリストを活
用することで、急激に変化する社会の価値観のほか、常識となってきている考え方、さいたま市の地域性等を踏
まえて、それぞれの企業が自分事としてＳＤＧｓを理解でき、自社の優先課題を決定するためのヒントを得るこ
とができます。 
以下では、企業が具体的に「ベーシックＳＤＧｓチェックリスト」をどのように活用し、優先課題を決定するのか
を示しています。 

①自社の既存の事業・活動を洗い出してＳＤＧｓの視点で整理する 

「ベーシックＳＤＧｓチェックリスト」（３１ページ以降）で、自社がすでに取り組んでいるチェック項目に✔
（チェック）をつけ、自社のＳＤＧｓ取組度の自己診断を行いましょう。これによってＳＤＧｓが示す地域や
社会の課題に対する自社の取組度合いを理解・整理することができます。 
このチェックリストでは、ＳＤＧｓに示される社会課題を【人権・労働】【環境】【公正な事業慣行】【製品・サ
ービス】【社会貢献・地域貢献】【組織体制】の６分類で整理しています。【人権・労働】【公正な事業慣行】
【組織体制】では、主に組織内部のガバナンスや従業員の働き方に関係する課題への取組を列挙しています。
一方で【環境】【製品・サービス】【社会貢献・地域貢献】では、国内外の環境課題や地域課題を解決するため
の取組をまとめています。 

②チェック結果を考察することで優先順位をつける 

「ベーシックＳＤＧｓチェックリスト」でチェックがつかなかった、又は、チェックはついたが更に強化したい項目は、
取り組まなければ自社の経営リスクになりえるものや、取り組むことで自社のビジネスチャンスにつながるものとなり
ます。それらを整理し、自社にとって重要性や優先度が高いものを選択してみましょう。 
これによって、自社が取り組むべき優先課題を決定できるほか、６分類のどこに強みや弱みがあるかという傾
向も分析することができます。 

③自社の現状と優先課題を社内で共有・議論する 

明らかになった優先課題を社内で共有し、従業員参加で議論してみましょう。
従業員参加の方法は、企業によって異なり、これが正解というものはありません。重要なのは、従業員一人ひ
とりが、ＳＤＧｓに示される社会や地域の課題を自分事とし、それらを業務に関連付けて推進する意義につい
て、納得できる方法を考えることです。 
事例としては、「従業員全員参加で毎年会社のＳＤＧｓ行動計画を策定する」、「経営トップが全社会議
の冒頭に、その日の議題が、ＳＤＧｓのどのゴールに関係するかを掲げてから始める」などといったものがあります。
是非、自社で取り組めることからで構いませんのでチャレンジしてみてください。 
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－ステップ２ 自社の優先課題を決定する－
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（３）【ステップ３】自社の目標を設定する 

【ステップ２】では、自社の優先課題の決定について解説しました。ここでは、その次のステップとして、「具体的
にどのようなＳＤＧｓの取組目標を設定すればよいか」について解説します。 
なお、この【ステップ３】で設定する目標は、さいたま市ＳＤＧｓ企業認証制度の認証を受けるにあたって、
後述の「チャレンジＳＤＧｓ」（７３ページ以降）で記載いただく目標にもなります。 

①「アウトサイド・イン・アプローチ」で社会課題解決の視点から考える 

【ステップ２】で「ベーシックＳＤＧｓチェックリスト」に基づいて決定した優先課題は、各チェック項目に対応す
るＳＤＧｓ１７のゴールの何れかに、つまり地域や社会の課題に紐づいています。 
この地域や社会の課題解決の視点から自社を見たときに、自社の未来を考えてみましょう。そのような考え方
は、ＳＤＧ Ｃｏｍｐａｓｓでは「アウトサイド・イン・アプローチ」と呼ばれています。「地域や社会における
課題解決の視点から発想して、課題解決のためには何が必要かについて検討し、それに基づいて目標を設定す
ることにより、未来の市場を捉える」という考え方です。 
この「アウトサイド・イン・アプローチ」と対照的な考え方を「インサイド・アウト・アプローチ」と呼び、従来多くの企
業が経営目標設定の際に重視してきたものです。自社や業界の内部の視点から発想する考え方であり、例え
ば、前年比〇％増、同業他社比〇％増などといった目標です。 
企業がＳＤＧｓの取組目標を設定するうえでは、前者の「アウトサイド・イン・アプローチ」の考え方が重要
です。 

－インサイド・アウト・アプローチ、アウトサイド・イン・アプローチの例－

出典：「ＳＤＧ Ｃｏｍｐａｓｓ」より作成 
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②「バックキャスティング」で自社の未来の理想の姿から現在を振り返る 

 ＳＤＧｓの取組目標を設定するうえでは、「アウトサイド・イン・アプローチ」のほかに、「バックキャスティング」思
考が重要となります。例えば、１０年後、２０年後の未来において、自社の理想の姿や社会における存在意
義を描いたうえで、そこから現在を振り返って自社がやるべきことや自社にできることを考え、３年後、５年後の
目標を設定するといった方法が「バックキャスティング」です。対して、「フォアキャスティング」は、現在の取組に対す
る、地に足のついた改善を続けていくことを指します。よって、「フォアキャスティング」によって設定される新たな取組
は、現在の取組の延長線上となります。 
「バックキャスティング」は現在の取組に縛られません。新しい速度感をもち、結果的に大きな改革をもたらしま
す。ＳＤＧｓの達成には、新しい技術やそれによって生み出される新しい価値観によって従来の社会を変革す
る必要があります。よって、ＳＤＧｓの達成には、「バックキャスティング」の手法をもって取り組む必要があるとい
われています。 
 しかし、「バックキャスティング」は、実現可能性を担保するため、内部のみでなく、環境の綿密な調査が必要で
す。この調査には時間と技術を要するため、「フォアキャスティング」で地に足のついた改善を行いながら、「バックキ
ャスティング」に取り組むという、バランス感覚が大切です。 
未来の社会から現在を振り返り、【ステップ２】で決定した自社の優先課題の解決に寄与する目標を設定し
ましょう。 

－バックキャスティングの例－

出典：「ＳＤＧ Ｃｏｍｐａｓｓ」より作成 
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③目標ごとのＫＰＩ※1F

2を設定する 

①及び②で設定した目標への取組の進捗を促進・モニタリングするために、ＫＰＩを設定します。ＫＰＩとは、
目標を達成するための重要な評価指標のことで、その達成状況をモニタリングすることで、目標への取組がうまく
いっているかどうかを把握・評価することができます。自社の「あるべき姿」「ありたい姿」を実現するために、期間を
区切って、目標とＫＰＩを設定します。 
例えば、下の表のように５年ごとに区切って目標とＫＰＩを設定するといった使い方になります。 

－バックキャスティングで設定した目標とＫＰＩの例－

令和３年(2021 年) 
～令和７年(2025 年) 

令和８年(2026 年)～
令和１２年(2030 年)

あるべき自社の姿 

【目標①―１－１】 
従業員全員参加でベー
シックチェックリストの【労
働・人権】チェック項目に
全部✓をつけられるよう
にする。 

【ＫＰＩ】 
従業員の満足度アンケ
ート 
７０点以上 

【目標①－1】 
特に３０歳以下の若手
従業員の定着率向上を
図り、若者に魅力的な
福利厚生の整備や、キ
ャリアアップを後押しする
制度構築に投資する。 

【ＫＰＩ】 
３０歳以下の従業員の
満足度アンケート 
８０点以上 

【目標①】 
年齢、性別、障害、人
種などに関係なく従業員
が活躍し満足できる職
場のルールをつくる。 

【ＫＰＩ】 
社員の満足度アンケート

１００点 

【最終目標】 
さいたま市でいちばんいき
いきと働ける職場をつくる

※2 ―・ＫＰＩ：重要業績評価指標（Key Performance Indicators）は、組織の目標達成の度合いを評価する
指標のことです。リーダーシップ育成、雇用、サービス、顧客満足といった定量的計測が難しいものを定

量化する場合に使われることが多い手法です。

バックキャスティング 
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（４）【ステップ４】ＳＤＧｓを経営へ統合する 

①経営トップのリーダーシップで進める 

設定した目標とＫＰＩを社内に確実に定着させるためには、社長や取締役のリーダーシップが重要になります。 
「アウトサイド・イン・アプローチ」や「バックキャスティング」の考え方に基づいて設定した優れた目標や、従業員
参加で設定したＫＰＩであっても、経営トップのコミットメントがなければ、実効性が高まりません。経営者は、自
社の「あるべき姿」「ありたい姿」を実現するために、従業員を自らリードしていく役割が求められています。 
具体的には、経営トップから従業員に、企業としてＳＤＧｓに取り組む理由を伝えたうえで、ＳＤＧｓによっ
て「経営リスクの回避」と「ビジネスチャンスの獲得」を実現できること、またそれが他の事業目標の達成にもよい効
果をもたらすことについて、従業員の理解を得る必要があります。このように経営トップのリーダーシップによって、す
べての部門、すべての従業員が、自社におけるＳＤＧｓの取組を支持し、全社的な取組を進めることができま
す。 

②パートナーシップで取り組む 

ＳＤＧｓのゴール１７が「パートナーシップで目標を達成しよう」であるように、ＳＤＧｓに示される地域や社
会の課題は、自社の取組だけでは達成できないものが多く含まれ、取引先、行政、市民、教育機関、研究機
関等との協働・連携、つまりパートナーシップで取り組むことが重要となります。 
「ＳＤＧ Ｃｏｍｐａｓｓ」では、パートナーシップのタイプとして次の３つを紹介しています。 

－パートナーシップの３つのタイプー 

パートナーシップのタイプ 
バリューチェーン・ 
パートナーシップ 

取引先や協力先とお互いに技能、技術、資源を補完して、協働するこ
と。 

セクター別イニシアティブ 
同じ業界では同じ課題を抱えている可能性が高いため、業界全体でルー
ルの見直しなどを行っていくこと。 

多様なステークホルダーによる 
パートナーシップ 

企業と行政、大学、市民団体などが協力して複合的な課題を解決して
いく産学官民連携のこと。 

いままで、昔からの取引先など限られたパートナーと事業を進めてきた企業にとって、ＳＤＧｓ経営のためのパ
ートナーシップづくりのやり方はよくわからないかもしれませんが、すでにＳＤＧｓを共通言語としたセミナーや研修
は、行政、金融機関、支援機関等により数多く開催されています。こうした研修では、従来の事業の延長では
出会うこともなかった他の業界の方とも知り合うことができ、お互いのＳＤＧｓ課題を共有したり、議論したりす
ることもできます。 
 こうした場に重ねて参加し、自社が掲げるＳＤＧｓ経営の目標を披露することによって、その達成に協働して
くれるパートナーを色々な人が紹介してくれるようになります。このようにしてパートナーシップを広げていき、次は、
皆さんが他の企業にパートナーを紹介できるようになってください。 
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（５）【ステップ５】報告とコミュニケーションを行う 

自社のＳＤＧｓの取組を定期的に見える化し、社内外に発信しましょう。社内への発信は、ＳＤＧｓの取
組に対する従業員の理解・共感や、仕事に対するモチベーションの向上につながります。また、社外に発信するこ
とで、自社の認知度や評判の向上、取引先・ファン層の拡大等、効果的なＰＲを行うことができるほか、【ステッ
プ４】で述べた「パートナーシップ」のパートナーを見つけることにもつながります。ＳＤＧｓに取り組んでいる中小
企業の中でも、自社の取組を社内外に発信することに熱心な企業は、自社のウェブサイトやＳＮＳに情報を定
期的に掲載したり、ステークホルダーに配布する冊子（ＳＤＧｓ報告書等）を作成しています。 
 そして、社内外に発信した自社のＳＤＧｓの取組について、さまざまなステークホルダーからの声を聴くためのコ
ミュニケーションをしましょう。コミュニケーションは、自社のＳＤＧｓの取組が、客観的に見て価値があることなの
か、独りよがりになっていないか、もっと良いやり方はないのか等を知る大切な機会になります。 
また、行政等が主催するＳＤＧｓプラットフォームといった集まりの場に積極的に参加することで、コミュニケー
ションの機会を増やすことができます。埼玉県では、あらゆる人に居場所があり、活躍でき、安心して暮らせる「日
本一暮らしやすい埼玉県」実現のため、「埼玉県ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム」を設置しています。 
（参考：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0102/SDGs/saitama-SDGs.html） 
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★（コラム）脱炭素について
近年、世界各地で豪雨や干ばつ、熱波などの異常気象が頻発しています。日本でも豪雨や猛暑等が頻繁に
発生し、企業の事業活動及び市民の生活に大きな影響を与えるようになっています。このような異常気象の一
因に、人間の活動に伴う二酸化炭素などの温室効果ガスの排出による地球温暖化があるとされます。このまま
のペースで二酸化炭素の排出が続けば、地球の平均気温は２１世紀末に約４℃上昇するとされ、国内外で
取り返しのつかない影響がもたらされることが危惧されています。 
温暖化による影響を防ぐため、平成２７年（２０１５年）に「パリ協定」が採択されました。パリ協定は初
めて途上国を含む全ての国が参画した歴史的な合意で、「地球の平均気温上昇を産業革命以前に比べて
２℃よりはるかに低い水準に抑え、１．５℃に抑制する努力をする」目標を掲げています。さらに平成３０年
（２０１８年）１０月、国連の機関が発表した「１．５℃特別報告書」では、気温上昇が２℃の場合と
１．５℃の場合で温暖化の影響に大きな差があることが示され、気温上昇を１．５℃に抑える必要性が世
界中で認識されるようになっています。 
この１．５℃の目標達成のためには、令和３２年（２０５０年）に温室効果ガス排出を実質ゼロ※2F

3 と
する「脱炭素化」の必要があるとされ、世界の様々な主体が相次いで令和３２年までの温室効果ガス排出ゼ
ロ目標を宣言しています。日本政府も、令和２年（２０２０年）１０月２６日の菅首相の所信表明演説
で、２０５０年までに温室効果ガス排出実質ゼロを目指すことを宣言しました。さいたま市もこれに先立つ令
和２年７月２８日に、令和３２年までに温室効果ガス排出ゼロの「ゼロカーボンシティ」を目指すことを表明し
ています。 
２０５０年の排出ゼロ達成に向けてはあらゆる主体での抜本的な対策やイノベーションが必要とされ、企業
でも脱炭素への取組が広がっています。また調達先も含めて脱炭素を目指す動きも増えており、例えば日本の
大手自動車メーカーや世界的なＩＴ企業などが、調達先の部品メーカー等に脱炭素化を求める取組を展開し
ています。このように、今や脱炭素は先進企業や大企業のみならず、あらゆる規模の企業に関係するテーマとな
っており、脱炭素への取組状況が企業の成長性に直結するようになっています。 

－日本のエネルギー選択の流れ－

出典：資源エネルギー庁ホームページ 

※3 ―・温室効果ガス排出を実質ゼロ：温室効果ガス排出量と、森林などによる吸収量を差し引いてゼロ
にすることです。
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３．さいたま市ＳＤＧｓ企業認証制度の概要 

（１）さいたま市ＳＤＧｓ企業認証制度とは 

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企業を、さいた
ま市が認証し、支援する制度です。さいたま市では、企業のＳＤＧｓの取組＝「企業経営そのもの」であると考
えており、市内企業におけるＳＤＧｓ経営の推進を応援しています。 

（２）認証取得の主なメリット 

①さいたま市による企業ＰＲ支援 

市報、プレスリリース、ホームページ等による企業名、企業概要、ＳＤＧｓ取組内容等の紹介のほか、認証
企業のＳＤＧｓ取組事例集の作成等を通じて、企業ＰＲ支援を行います。 

②さいたま市ＳＤＧｓ企業コミュニティへの参加 

認証企業や市内外のＳＤＧｓ実践企業が集い、情報交換等を行うことで切磋琢磨する「さいたま市ＳＤ
Ｇｓ企業コミュニティ」として、ＳＤＧｓ経営に関する勉強会（原則として経営者、従業員ともに参加可）や
ワークショップ等を年に数回開催します。またその他に、コミュニティ参加企業同士の交流会や認証企業の事例
発表会を随時行っていく予定です。 
※認証取得後は、年１回のコミュニティ参加が原則義務となります。 

③認証企業への個社別支援 

認証企業からの要望に応じて、専門家派遣やビジネスマッチングによる個社別の課題解決支援を行います。
また、認証企業向けの制度融資である「さいたま市ＳＤＧｓ企業支援資金融資※3F

4」を通じて、認証企業に対
する金融支援を行います。 
※専門家派遣及び制度融資については、さいたま市の予算の範囲内で実施するものです。 

④その他の支援 

上記①～③のほか、認証企業のＳＤＧｓの取組及び経営全般に関するお困りごと・お悩みごとについて、
柔軟に対応していきます。 

（３）認証の対象 

さいたま市内に本社又は本店、支店等の事業所があり、申請日現在において通常どおり事業を営んでいる
企業、個人事業主及び中小企業組合等です。 

（４）認証条件 

さいたま市ＳＤＧｓチェックリストの各項目において、一定の基準を満たす企業を、さいたま市ＳＤＧｓ認証
企業として認証します。 

※4 ―・さいたま市ＳＤＧｓ企業支援資金融資：通常の本市制度融資と比べて金利面で好条件となる制度
融資を、認証企業に対する金融支援として実施します。
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（５）認証までの流れ（概要） 

＜認証基準＞ＳＤＧｓチェックリストにおいて、以下の基準を満たす企業を認証します。

 ・「マストＳＤＧｓ」（１０項目）全て該当すること。
・「ベーシックＳＤＧｓ」（９５項目）のうち、５０％以上に該当すること。
・「チャレンジＳＤＧｓ」において、自社のＳＤＧｓの取組に係る目標等を３つ以上設定し、そのうち１つ以
上について、自社におけるオリジナルの目標を設定すること。さらに、そのオリジナルの目標についてアウトサイ
ド・イン、本業の活用及び地域貢献度のいずれか１つ以上を含む３つ以上の評価項目が該当すること
（詳細は、７３ページ～８１ページを参照）。

 ※審査会での審査を経たうえで認証決定となります。

ステップ１ 自社のＳＤＧｓ取組状況の自己診断

本認証制度では、企業のＳＤＧｓ推進に関して、マストＳＤＧｓ、ベーシックＳＤＧｓ、チャ
レンジＳＤＧｓの３階層から構成されるチェックリスト、チェックシートを用意しています。
まずはマストＳＤＧｓ（２８～３０ページ）、ベーシックＳＤＧｓ（３１～７２ページ）の

チェックリストを活用し、自社のＳＤＧｓ取組状況を自己診断してください。

ステップ２ 自社のＳＤＧｓの取組に係る目標設定

次に、チャレンジＳＤＧｓ（７３～８１ページ）のチェックシートを活用して自社のＳＤＧｓの
取組に係る目標を設定し、その目標に関するＫＰＩの設定及び自己評価等を行ってください。

ステップ３ 審査会による認証審査

チェックリストの自己診断結果を含む所定の書類を市に提出いただいた後、市の附属機関である
「さいたま市ＳＤＧｓ企業認証審査会」にて審査を行います。

ステップ４ 審査結果通知等

さいたま市から申請企業宛てに、審査結果を個別に通知します。その後、認証企業宛てに認証
書を送付します。認証書には、自社のＳＤＧｓ取組度を示すレーダーチャート、ＳＤＧｓ目標等
を併せて記載する予定ですので、社内に掲示してください。
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（６）認証後の定期報告・更新手続き 

認証を受けた企業は、下記の定期活動報告及び更新手続きが必要となります。 

① 定期活動報告（約１年ごと） 

認証を受けた日以後の最初の４月１日以降、前年度に行ったＳＤＧｓの取組等についてのレポートを、年
度ごとに提出していただきます。具体的には、マストＳＤＧｓ及びベーシックＳＤＧｓの再チェック結果、チャレ
ンジＳＤＧｓで設定した目標に対する取組の進捗状況を、「レポート」として提出していただき、それらの内容を
確認します。 
なお、定期活動報告において認証要件を満たさなかった場合、又は適切な報告が行われなかった場合は、
認証取消となることがあります。 

②更新審査（約５年ごと） 

認証を決定した日から４年を経過した日以後の最初の３月３１日までに、更新手続きを行っていただき、
審査会での審査を行います。 
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４．さいたま市及び埼玉県のＳＤＧｓ関連制度 

さいたま市ＳＤＧｓ認証制度以外に、ＳＤＧｓを推進する市内企業が活用できる、さいたま市や埼玉県
のＳＤＧｓ関連制度の概要についてご紹介します。 
本章でご紹介する制度は、国によって示されているＳＤＧｓの「宣言・登録・認証」の３階層モデルのうち、
宣言又は登録に該当する制度で、さいたま市の企業は、自社のＳＤＧｓに関する取組状況等に応じて、制
度を選択的に活用することが可能です。 

－国によって示されているＳＤＧｓの「宣言・登録・認証」の３階層モデル－

（出典：地方公共団体のための登録・認証等制度ガイドライン 2020 年度【第一版】より作成） 

－選択的活用のイメージ（あくまでもイメージ（例））－
企業の取組※状況 活用する制度（例) 

現時点で未実施 
今後取組※を行う意欲がある 

１．◎市の宣言制度
２．〇県の登録制度
３．△市の認証制度（本制度） 

現時点である程度実施
今後取組※を継続 

１．〇市の宣言制度
２．◎県の登録制度
３．〇市の認証制度（本制度） 

現時点である程度実施し、 
一定の成果が出ている 
今後取組※を強化 

１．△市の宣言制度
２．◎県の登録制度
３．◎市の認証制度（本制度） 

※取組には、必ずしもＳＤＧｓ
取組と銘打っていなくとも、実態と
してＳＤＧｓやＣＳＲ（企業
の社会的責任）の要素に関係
する取組（職場環境の改善、
環境対策、地域への貢献活動
等）を行っている場合も該当し
ます。 

さいたま市制度 埼玉県制度 さいたま市制度
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（１）さいたま市の宣言制度 

※詳細は、「さいたま市 都市戦略本部 都市経営戦略部」宛てお問い合わせ下さい。 
（電話番号：０４８－８２９－１０３３ ファックス：０４８－８２９－１９９７） 

①名称：ＣＳ・ＳＤＧｓパートナーズ 

②目的 

さいたま市では、さいたま市を住みやすいと思う人の割合＝市民満足度を９０％と以上とするための運動を
「ＣＳ９０+運動」と名付け、様々な施策の包括的な支援や環境に対する取組などＳＤＧｓの視点を取り
入れた市民協働を積極的に展開しています。 
このＣＳ９０+運動に賛同し、市民満足度の向上及びＳＤＧｓの達成に取り組む企業・団体等に、 
「ＣＳ・ＳＤＧｓパートナーズ」宣言をしていただき、官民一体となって「住みやすいまち・住み続けたいまち」を
目指して取り組んでいきます。 

③国の制度モデルにおける位置づけ 

国のガイドラインにおいて、制度の目的等に応じて示される「宣言」「登録」「認証」の三階層の制度モデルのう
ち、「宣言」に当たる制度です。 

④宣言の対象 

さいたま市の企業・団体（包括連携協定を締結している企業や、普段から地域活動、まちづくり、スポーツ等
を通して市民とつながりが深い企業・団体など） 

⑤宣言の要件 

「ＣＳ９０+運動」賛同書の提出 
賛同書では、企業・団体の基本情報のほか、企業・団体が実施又は今後実施予定の「市民満足度の向上
につながる取組」を下記「市民満足度の向上につながる取組例」より選択（複数選択可）します。 
また、併せて具体的な取組内容を記載します（取組内容の記載は任意）。 

－市民満足度の向上につながる取組例－

ジャンル 主な取組の例
（参考） 

関連するＳＤＧｓの
ゴール番号 

①
コミュニティ・人権・
多文化共生 

自治会活動への協力、祭り・イベントへの参加・協力・支援、
ワークライフバランスの推進、女性リーダーの育成、事業所内
託児施設の設置、国際交流に関する活動 

5，10，11，16，
17 

② 環境 

再生可能エネルギーの活用、３Ｒ活動の推進、食品ロスの
削減（フードドライブへの参加等）、グリーン購入の推進、プ
ラスチックごみの削減、エコ活動や環境美化活動への参加・
協力、環境に関する意識啓発活動

4，7，11，12，
13，14，15，16，
17 
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ジャンル 主な取組の例
（参考） 
関連するＳＤＧｓの
ゴール番号 

③ 健康・スポーツ 
経営の推進、受動喫煙対策、健康診断の受診率向上、市
内スポーツ活動への参加・協力、スポーツの振興 

3，11，17 

④ 教育 職場体験・インターンシップの受入れ、食育活動 4，17 

⑤ 生活安全 
交通安全や防犯活動への参加・協力、水汚染の低減・浄
化対策、食の安全への取組 

3，6，11，16，
17 

⑥ 福祉 
福祉活動への参加・協力・支援、高齢者や障害者雇用の
推進、ユニバーサルデザインの取組、バリアフリー化 

1，3，8，10，17 

⑦ 子ども・子育て 
従業員等の出産育児のサポート、パパ・ママ応援ショップ協
賛店舗への参加 

1，3，4，5，17 

⑧ 文化 
文化芸術活動への参加・協力・支援、芸術家の支援、歴
史文化資源の保存・継承に関する支援 

4，11 

⑨ 都市インフラ 
ロードサポート制度（ボランティア清掃美化活動）、緑化活
動、産学官金連携による製品開発 

6，9，11，15，
16，17 

⑩ 防災・消防 
地域の防災活動への参加・協力、災害時等における復旧
活動や物資供給活動、救命講習の実施・受講 

3，9，11 

⑪ 経済・産業 
東日本地域との経済交流、組織内におけるＣＳＲの教育・
普及活動、コミュニティビジネスの事業化、働き方改革への取
組、地産地消に関する活動 

2，4，8，9，12，
17 

⑥申請受付期間 

随時受け付けます。 
⑦宣言企業への主な支援内容 

・共同宣言書の交付 
・さいたま市のホームページ等による加入企業・団体の取組のＰＲ 
・さいたま市の各種取組やイベント情報等のご案内 等 
⑧その他 

・市認証制度に申請いただいた場合には、共同宣言を行ったものとして取り扱います（賛同書の提出不
要）。
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（２）埼玉県の登録制度 

※詳細は、埼玉県ホームページ（httpｓ://www.pref.ｓaitama.lg.jp/a0102/ＳＤＧｓ/ｓ
aitama-ＳＤＧｓ.html#partner）をご覧いただくか、「埼玉県 企画財政部 計画調整課 ＳＤＧｓ推
進担当」宛て、お問い合わせ下さい。（電話番号：０４８－８３０－２１３３） 

①名称：埼玉県ＳＤＧｓパートナー登録制度 

②目的 

ＳＤＧｓの取組を自ら実施、公表する県内企業・団体等を「埼玉県ＳＤＧｓパートナー」として県が登録
します。これにより県内企業・団体等が行う活動とＳＤＧｓとの関連性を明確にすることで県内企業等におけ
るＳＤＧｓ達成に向けた具体的な取組を促進し、企業等の価値向上及び競争力の強化を図るとともに、県
が進める「埼玉版ＳＤＧｓ」を共に推進することを目的としています。 

③国の制度モデルにおける位置づけ 

国のガイドラインにおいて、制度の目的等に応じて示される「宣言」「登録」「認証」の三階層の制度モデルのう
ち、「登録」に当たる制度です。 

④登録の対象 

埼玉県内に本社又は支社等を有し、県内で事業活動を行う企業・法人・個人事業主、ＮＰＯ、団体、大
学等が対象となります。ただし、国・地方公共団体は除きます。

⑤登録要件 

以下の２つの要件をクリアすること。 
ⅰ）環境、社会及び経済の３つの分野において、それぞれＳＤＧｓに係る取組及び指標が設定されてい

ること（要件１※）。登録から 1年経過ごとに取組の進捗状況（指標）の県への報告が必要です。 
ⅱ）ＳＤＧｓ達成に向け、実施し、又は実施する予定である取組の内容が具体的かつ明確であること
（要件２※）。 

※要件１：ＳＤＧｓ達成に向けた宣言 
ＳＤＧｓ達成に向けた企業・団体の取組方針を宣言し、三側面について重点的な取組及び指標を設定
すること。 

－三側面の重点的な取組及び指標の例－
三側面 重点的な取組（例） 指標（例） 

環境 
再生エネルギー利用率向上のため◆◆を実施する。 
申請時:再生エネルギー利用率■％ 

２０３０年:利用率●％ 
３年後:利用率▲％ 

社会 
子ども食堂の運営支援として、食堂を運営するＮＰ
Ｏの団体に対し◆◆する。 
申請時:子ども食堂への寄附■円 

２０３０年:寄附額●円 
３年後:寄附額▲円 

経済 
定年制度を廃止し、高齢者の雇用を推進する。 
申請時:高齢者雇用比率■％ 

２０３０年:比率●％ 
３年後:比率▲％ 
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※要件２：ＳＤＧｓ達成に向けた県内企業等の基本的取組事項 
ＳＤＧｓの各ゴールを踏まえ、企業・団体等が持続可能な活動のために取り組むべき６分野について基本
的事項を具体的に記載する。 

－６分野の具体的な記載例－
分野 自ら率先して取り組む具体的な内容（例） 

①人権・労働 多様な人材が活躍できるよう環境の整備に取り組んでいる。 

②環境 リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる。 

③公正な事業慣行 フェアトレード認証製品を取扱い、適正な価格で取り引きしている。 

④製品・サービス 社会課題を解決するサービスの提供に取り組んでいく。 

⑤社会貢献・地域貢献 地域活動などにより社会貢献活動に取り組んでいる。 

⑥組織体制 事故や災害などの発生時における事業継続計画を立案している。 

⑥登録期間 

登録日より原則３年間です。また、別に指定する期日までに申請を行うと更新が可能です。

⑦登録申請受付期間 

詳細は、埼玉県ホームページ（httpｓ://www.pref.ｓaitama.lg.jp/a0102/ＳＤＧｓ/ｓaitama-
ＳＤＧｓ.html#partner）をご覧いただくか、「埼玉県 企画財政部 計画調整課 ＳＤＧｓ推進担当」ま
でお問い合わせください。 

⑧登録企業のメリット 

・登録証の付与 
・登録者のＳＤＧｓの取組などを県ホームページなどで広く発信 
  ・県制度融資「産業創造資金・社会貢献企業優遇貸付」の対象 等 
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５．ＳＤＧｓチェックリスト 

（１）マストＳＤＧｓ 

認証要件：10項目すべてに該当すること 

企業が事業活動を行っていくにあたっては、会社法、税法、労働法などの様々な法令を遵守しなければ
なりません。また、企業としてコンプライアンス上求められる事項もたくさんあります。これらが欠落すると企業
が将来にわたって事業を継続していくことが不可能になります。 
マストＳＤＧｓチェックリストは、法令上守らなければならない事項やコンプライアンス上企業に求めら
れる事項のなかで、さいたま市がＳＤＧｓ認証企業として認証するにあたり「マスト」と考える項目、つまり
「絶対に欠かせない」必須項目です。全ての項目に該当することが認証の最低条件になります。チェック項
目ごとに、参考となるよう解説・事例を付してあります。各チェック項目の内容を確認し、自社が該当してい
ればチェック欄にチェックをつけてください。 
まずは全てをクリアしてベーシックＳＤＧｓチェックリストへお進みください。 

◆チェックリストと解説・事例◆ 

No. チェック チェック項目 解説・事例

１ □ 

●さいたま市内に本社又は
本店、支店等の事業所が
あり、申請日現在において
通常どおり事業を営んでい
る 

【提出書類】 
法人：登記事項証明書（現
在事項全部証明書等） 

個人事業主：開業届（控
え） 

※さいたま市内の営業拠点が
支店登記されていない場合
や、「開業届（控え）」がお手
元にない場合は、直近事業年
度の申告書や、法人市民税、
個人市民税の納付領収書等
で市内に事業所があることを確
認できる書類を提出すること。 

・さいたま市内に事業所を有する企業、個人事業主及び中小企業組
合を対象とします(ＮＰＯ、一般社団法人、一般財団法人、公益社
団法人、公益財団法人、学校法人、宗教法人、その他任意団体は
対象外)。本社が市外にあっても市内に事業所がある場合は対象とな
ります。 

・法人の場合は「登記事項証明書（現在事項全部証明書等）」を
提出して頂き、さいたま市内に事業所があることを確認します。 

・個人事業主の場合は「開業届（控え）」を提出して頂き、さいたま
市内に事業所があることを確認します。 

・さいたま市内の営業拠点が支店登記されていない場合や、「開業届
（控え）」がお手元にない場合は、直近事業年度の申告書や、法
人市民税、個人市民税の納付領収書等で市内に事業所があること
を確認できれば対象とします。その際は確認できる書類を添付してくだ
さい。 

・「通常通り事業を営んでいる」とは、休業・休眠・破産・破産申立中
等により事業収入がほとんどない状態ではないことを指します。 
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No. チェック チェック項目 解説・事例

２ □ 

●決算・配当及び税務に
関する書類の作成を適正に
行っている 

【提出書類】 
法人： 直近事業年度の「法人
税申告書（別表一）」 

個人事業主：直近の「所得税
及び復興特別所得税の申告書
（第一表）」 

※税務署の受付印があるもの。
ただし、電子申告の場合は受信
メールの写しを提出すること。 

・決算書は、税務署をはじめ、株主、取引先企業、金融機関などに経
営状態や資産状況などを報告するために作成しますが、自社の経営
状況の把握や、経営戦略の策定においても重要な役割を果たしてお
り、株主総会（取締役会設置会社の場合は取締役会）の承認を
受ける必要があります(公認会計士の監査を受けている場合は報告
が必要です)。 

・また、会社法、法人税法、金融商品取引法等の法令においても決
算書の作成や税の申告は義務付けられています。 

３ □ 
●さいたま市の法人市民
税・個人市民税について、
現在滞納していない 

・法人市民税・個人市民税については利益が出ていなくても発生しま
す。 

・納付済の領収書や納税証明書等の提出は求めませんが、定められ
た期限内に収めていることが条件です。 

４ □ 
●対象となる全ての従業員
について労働保険及び社会
保険に加入している 

・労働保険（労働者災害補償保険・雇用保険）と社会保険（健康
保険・厚生年金保険）の加入は、従業員の生活保障のために必要
不可欠です。 

・常に１人以上の従業員を使用する法人、常に５人以上の従業員を
使用する事業所には加入義務があります。 

・加入手続きは専門家である社会保険労務士に相談、依頼することを
お勧めします。 

５ □ 
●最低賃金を上回る従業
員の給与・手当を正確に支
払っている 

・毎年１０月に最低賃金が改定されるため、従業員の給与がこれを下
回らないように注意する必要があります。 

・最低賃金改定の都度、下回る従業員がいないか確認を行いましょ
う。 
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No. チェック チェック項目 解説・事例

６ □ 

●事業に関して法令に違
反し、国又は地方公共団
体から３年以内に行政処
分を受けていない 

・自社を守り、将来にわたって事業を継続していくためには、法令順守
は絶対です。自社事業に関連する法令等についてはよく把握し、違
反がないように努めましょう。 

７ □ 

●関連企業を含め、全社
的な法令違反を予防・発
見するための具体的な措置
をとっている 

※右の【事例】のいずれか１
つでも行っているか、又はそ
のほか具体的に行っているこ
とがあれば左欄を☑してくだ
さい。 

・法令順守の体制整備はしっかりと行う必要があります。マニュアルを整
備し、定期的に研修を行う等により、グループ会社も含めた全社内の
従業員一人一人の法令順守への意識を高め、相互牽制が図れる体
制を構築しましょう。 

【事 例】 
・内部通報制度を整備している。 
・実質的な監査役監査、内部監査を実施している。 
・弁護士・税理士・社労士などの法的問題の専門家と顧問契約を締
結している。 
・子会社の業務管理状況報告を徴求している。 
・コンプライアンス担当者を設置している。 

８ □ ●反社会的勢力（暴力団
関係企業等）ではない 

・さいたま市において、反社会的勢力に該当していないか確認する場合
があります。 

９ □ 

●反社会的勢力との関係
を謝絶するための具体的な
措置をとっている 

※右の【事例】のいずれか１
つでも行っているか、又はそ
のほか具体的に行っているこ
とがあれば左欄を☑してくだ
さい。 

・反社会的勢力との関係は完全に断絶しなければなりません。それには
新規取引等にあたっては事前の調査を十分に行う必要があります。 

・また、反社会的勢力による不当要求に対しては、一部の人たちだけで
なく全員で役割分担し、団結して毅然とした態度で対応する必要があ
ります。反社会的勢力への対応マニュアルを整備し、また、都道府県
暴力追放運動推進センターや警察で行う「不当要求防止責任者講
習会」を受講し、「不当要求防止責任者」を選任して、反社会的勢
力による不当要求リスクへの対応力を向上させましょう。 

【事 例】 
・与信管理において、反社会的勢力への対応に関する規定を制定して
いる。 
・取引先との覚書を交換している。 
・調査会社・興信所を利用している。 

10 □ 

●「風俗営業等の規制及
び業務の適正化に関する
法律第２条第１項」に規
定する風俗営業に該当し、
又は類似する企業ではない

【風俗営業の具体例】 
・キャバレー、クラブ、ホストクラブ、キャバクラ、雀荘、パチンコ店、ゲーム 
センター等 
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（２）ベーシックＳＤＧｓ 

認証要件：９５項目のうち、50％を超える 48 以上の項目に該当すること 

①ベーシックＳＤＧｓについて 

ベーシックＳＤＧｓでは、企業におけるＳＤＧｓの取組の中でも、「規模や業種に関わらず取り組め
る」ものを、チェックリストにして提示しています。このチェックリストは、ＳＤＧｓの１７のゴールに紐づけら
れた１６９のターゲットを基盤に、企業が「規模の大小に関わらず取り組める」、「業種に関わらず取り組め
る」といった観点を重視しながら、選定、統合、表現の変更を行って作成しました。そのため、企業が取り組
んでいる、もしくはこれから取り組むことができる事業や活動を、可能な限り幅広く網羅しています。 
上記のような性質上、ベーシックＳＤＧｓには、社会や法令から見て達成が強く求められるものから、ま
だ具体的な事例が存在しないような非常に先進的なものまで、幅広い項目が含まれています。そのため、
自社の事業やその他の取組と照らし合わせてチェックを付ける際に、チェックが付かない項目が出てくることが
予想されます。その際に、チェックが付かない項目があること自体を気にする必要はありません。自社の事業
やその他の取組の素晴らしいところ、惜しいところを発見する「気づき」を得ると共に、今後のＳＤＧｓの取
組に関する「ヒント」を得るために、ベーシックＳＤＧｓチェックリストを有効活用してください。 
②６つの中項目

ベーシックＳＤＧｓのチェックリストは、関東経済産業局が作成した「ＳＤＧｓに取り組む地域の中堅・
中小企業等を後押しするための新たな仕組み（支援モデル）」を参考に、チェック項目を【人権・労働】、
【環境】、【公正な事業慣行】、【製品・サービス】、【社会貢献・地域貢献】、【組織体制】の６つの中項目
で分類しました。 
それぞれの中項目において求められることの概要を、以下の表に示しました。チェックリスト内でさらに詳しく
説明します。 

中項目 内容 

人権・労働 人権を守る体制や企業の成長にもつながる良好な労働環境の整備に関する取組 

環境 
人間が暮らすまちを含む自然環境に対し、自社が与える負荷の軽減及び好影響の
付与につながる取組 

公正な事業慣行 企業として事業を継続していく上で、社会から強く要請される事項 

製品・サービス 
地域や社会が抱える課題を解決する、又は消費者に新しい選択肢を提供する製品
やサービスを、社会に普及させる取組 

社会貢献・地域貢献 地域や社会のニーズに応える、又は地域や社会を豊かにする取組 

組織体制 自社が継続的にＳＤＧｓを推進し、成長していくための体制づくりに関する取組 



32 

③ベーシックＳＤＧｓチェックリストの見方・使い方 

ベーシックＳＤＧｓチェックリストの見方・使い方を以下の図に示します。
全てのページの上部に中項目を記載しています。それぞれの中項目の最初のページには、その中項目に関連
するＳＤＧｓのゴールと、その中項目に取り組むことの意義が記載されています。中項目に取り組む意義では、
取り組むことで社会や企業にとってどのような効果が得られるのかなどを説明しています。
チェックリストでは、チェック項目と、その具体的な取組事例、該当するゴールが示されています。チェック項目は、
事例と併せて読むと理解しやすくなっています。 

①、②、③のいずれかに該当する場合、「チェック」の欄にチェックをつけてください。 
①自社において、事例に該当する取組を行っている。 
②事例には無いが、自社においてチェック項目に該当する取組を行っている。 
③現在は、チェック項目の内容が、自社に該当しない（例：水質汚濁物質の排出削減、特定外来生
物の侵入リスクへの対策 等）ものの、今後該当することになれば対応を行うこととしている。 

各チェック項目に関連するＳ
DGｓ１７ゴールのアイコン
を記載しています。 

チェック項目に該当する具体
的な取組事例を例示してい
ます。 

チェック項目を記載していま
す。事例と併せてご覧くださ
い。 

中項目で求められる事項
や、取り組むことでどのような
効果があるのか、について説
明しています。 

ページ上部に中項目を記載
しています。 
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人権・労働 

A 人権・労働

◆関連する１７のゴール◆

◆「人権・労働」に関する取組の意義◆
「人権・労働」では、人権を守る体制づくりや、企業の成長にもつながる良好な労働環境の整備に関す
る取組を提示しています。
具体的には、差別や過度な長時間労働などを防止する取組や、人材の多様性を認め、それを活かし
伸ばすような取組を項目として挙げています。従業員の心身の健康の増進や、労働環境の改善、働きや
すい仕組みづくりに取り組むことで、業務の質の向上、企業の経済面での成長、企業に対する地域や社会
からの評価の向上、などが期待できます。

◆チェックリストと取組事例◆

No. チェック チェック項目 事例 ゴール

1 □
全ての従業員との
間で労働条件を明
確化している

1・雇用契約書の締結、又は労働条件通知書を交付している
2・労働者名簿・出勤簿の作成やタイムカードの導入等により
勤怠管理を行っている

3・ノー残業デー、在宅勤務などの柔軟な勤務体制を実施して
いる

4・有給休暇取得率の目標値を設定している
5・やむなく従業員を削減等する際には整理解雇の 4 要件に
沿って行い、実施経過を記録している

2 □

就業規則などの行
動規範を定め、従
業員が常に参照可
能な状態にしている

1・経営方針、就業規則を策定し、法令などの改正に伴い定
期的に見直している

2・経営方針、就業規則が、食堂への備付や共有フォルダへの
保存等により、誰もが閲覧可能となっている

3・従業員に対して経営方針、就業規則を周知し浸透させる
ための具体的な取組を行っている
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3 □
従業員の労働時間
を適切に把握・管
理している

1・適法な36協定を締結し、所轄労働基準監督署へ届け出
ている

2・タイムカードや業務用 PC の管理等により労働時間を正確
に把握している

3・残業申請制度を導入している
4・職場パトロール※4F

5を実施している
5・リモートワークやフレックスタイム制度を導入し、柔軟な勤務
形態を認めている

4 □
取引先の強制労働
や児童労働等を防
止している

1・自社のサプライチェーン全体において、児童労働が排除され
ていることを確認する体制を構築している

2・取引先で強制労働等の懸念があった場合は、改善を申し
入れている
3・取引先で外国人技能実習生を受け入れている場合は、技
能実習法令を遵守しているか留意している
4・取引先が、強制労働などに加担している可能性がある状況
を改善できなかった場合、取引を中止するなどの対策を行っ
ている

5 □

従業員による交通
事故を防止するた
めの労務管理や研
修を行っている

1・交通事故を減らすため、適切な労務管理（過労運転の
防止等）に努めている

2・交通事故を減らすため、ドライバーへの安全教育を実施し
ている
3・交通事故を減らすため、ドライバーアシストシステム搭載車
両の導入を進めている

4・車両の定期的な点検、出発時の点検を義務付けている
5・万が一の事故に備えて保険に加入している
6・事故発生時の対応について、報告・連絡・相談のフローを
整備して周知している

6 □

飲酒などアルコール
の摂取により引き起
こされる問題につい
て、対策を行ってい
る

1・従業員に対して、不適切な飲酒がもたらす健康問題や飲
酒運転問題を啓発する研修を行っている

2・アルコール依存症予防のため、飲酒リテラシーの向上支援
を行っている

3・アルコール依存症予防のため、アルコール販売時には、適
度な飲酒についての説明を実施している

4・車両運転を行う者に対して、毎朝アルコールチェックを実施
している

5・万が一飲酒運転が発生した場合の対応について明確にし
ており、社内で周知している

※5 ―・職場パトロール：
衛生管理者が、従業員が働く現場を実際に見て回り、安全衛生上の問題がないか確認する行為のことで

す。衛生管理者は、労働安全衛生法により、常時５０名以上の労働者を使用する場合(正社員だけでなく
日雇い労働者やパートタイマーなどの有期契約労働者も含む)に選任が義務付けられています。確認する
項目としては、例えば事業所内の照明・換気・温度が適切か、事業所やそのトイレが清潔か、等が挙げ

られます。
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7 □
従業員の疾病予防
の取組を行っている

1・従業員に対して、定期的に健康診断を実施している
2・従業員に対して、雇用時の健康診断を実施している
3・一定年齢以上の従業員には、がん検診、歯周疾患検診
等を受診させている
4・健康診断やストレスチェック等の結果に問題があれば、産業
医の面談指導を受けさせるようにしている

5・特定健診に基づく特定保健指導に該当した従業員に、指
導を受けさせるようにしている

6・健康保険組合が保有する、レセプト（診療報酬明細書）
や特定健診（特定健康診査）から得られる情報を活用
し、保健事業を効率的・効果的に展開するデータヘルス※5F

6

を導入している

8 □
職場の受動喫煙防
止対策をとっている

1・社内において屋内禁煙や喫煙専用室の設置により、受動
喫煙防止対策を行っている

2・健康増進法の要請に基づき、運営する店舗等での屋内禁
煙や喫煙専用室の設置に取り組んでいる

3・業務時間内を禁煙としている
4・従業員への禁煙教育を実施している
5・従業員の禁煙・卒煙に手当を出している

9 □

インフルエンザや新
型コロナウイルス感
染症等の感染症の
拡大防止策を策定
し、組織内で共有し
ている

1・必要に応じて三密回避等の感染防止策を実施している
2・感染症の拡大を防止するため、テレワークや時差出勤など、
従業員及び顧客の感染リスク低減の対策を行っている

3・業界のガイドラインを遵守している

※6 ―・データヘルス：
電子化された健康医療情報に基づいて医療保険者が提供する、加入者の健康状態に即した効果的・効率的

な保健事業のことです。平成２０年（２００８年）の特定健診制度の導入やレセプト（診療報酬明細書）

の電子化にともない、健診やレセプトなどの健康医療情報の電子的管理が進んでいます。このことによ

り、電子的に保有された健康医療情報を活用した分析や、分析に基づいて加入者に応じた保険事業を提供

することの可能性が広がりつつあります。
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10 □

労働災害について
予防から発生時の
対応までルールを定
めている

1・自社の職場環境に対し、労働安全衛生法の「事業者が講
ずべき快適な職場環境の形成のための措置」に関する指
針に基づいた対応を行っている

2・ＩＳＯ９００１※6F

7 などの品質マネジメントシステム、ＩＳ
Ｏ４５００１※ 7F

8 、ＣＯＨＳＭＳ※ 8F

9 などの労働安全衛
生マネジメントシステム認証を取得している

3・安全衛生優良企業公表制度※9F

10の認定を取得している
4・作業場の適切な照明量・空調を確保している
5・ＫＹ活動（危険予知活動）※ 10F

11 ・ゼロ災害運動・労災
予防の啓発、通勤経路の把握等を行っている

6・対象者全員に法定健康診断を受診させ、受診時の資料
を保管している

7・加入している健康保険組合や、健康診断で提携している
医療機関、産業医を利用して法令に定めるストレスチェック
を実施している

8・健康保険組合や行政などの、メンタルヘルスに関する相談
窓口を紹介している

11 □

セクシュアルハラスメ
ント、パワーハラスメ
ントなどの人権侵害
を予防するための措
置をとっている

1・パワハラ防止法などハラスメントに関する法令を遵守している
2・ハラスメント防止規定を整備し、社内に周知している
3・ハラスメントに対する相談窓口を設置している
4・ハラスメントについての社内研修を実施し予防に努めている
5・ハラスメントについての相談事項を、本人の許可なく他者に
漏らさない仕組み・雰囲気づくりをしている

6・社内だけではなく、取引先との間でのハラスメントを防止する
ための対策を行っている

7・ハラスメント問題について、弁護士や社労士に相談できる体
制を構築している

8・就職活動中の学生等に対する、セクシュアルハラスメント等
の防止に向けた取組を行っている

※7 ―・ＩＳＯ９００１：
一貫した製品・サービスを提供し、顧客満足を向上させるための、品質マネジメントシステムの国際規

格です。（一般財団法人日本品質保証機構ＨＰ：https://www.jqa.jp/service_list/management/ 
service/iso9001/）

※8 ―・ＩＳＯ４５００１：
 経営管理の一環として組織的かつ体系的に安全衛生を管理するための、労働安全衛生マネジメントシステ

ムの国際規格です。（日本規格協会グループ：https://www.jsa.or.jp/iso45001sp/ISO45001about/）
※9 ―・ＣＯＨＳＭＳ：

建設業における労働安全衛生を組織的かつ体系的に管理する仕組み（Construction Occupational Health 
and Safety Management System）のことです。建設工事が有期であり、店社と作業所が一体となって
災害防止に取り組んでいるという建設業の特性を考慮したものです。

（建設業労働災害防止協会：https://www.kensaibou.or.jp/safe_tech/cohsms/index.html）
※10 ―・安全衛生優良企業公表制度（厚生労働省）：

労働安全衛生に関して積極的な取組を行っている企業を認定・企業名を公表し、社会的な認知を高め、

より多くの企業に安全衛生の積極的な取組を促進するための制度です。

（厚生労働省：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000075611.html）
※11 ―・KY活動（危険予知活動）：

現場の作業環境や設備などを見ながら、作業の中に潜む危険有害要因の特定及びその対策について話し

合い、危険を予知する活動のことです。
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12 □

人事（採用、考
課 、 転勤 ・ 異動
等）において、報復
措置や不当な差別
等を行わず、適切
に運営している

1・人事考課基準を策定し、明示している
2・従業員の人事評価を平等にするため、成果の達成度を重
要視した評価制度を採用している

3・従業員の人事評価を平等に行うため３６０°評価※11F

12 を
採用している

4・従業員の採用において、本人に責任のない事項や本来自
由であるべき事項を基準とすることなく、職務を遂行するた
めに必要な適性、能力を基準として採否を決定している

13 □
定年を設けない又
は定年後も就労が
可能な状態にある

1・現に定年を超えた従業員を雇用している
2・就業規則において定年制度を設けていない、又は撤廃して
いる

3・実務経験豊富な従業員は、定年を設けず就労できる労働
契約としている

4・定年を超えた雇用を可能にするため、作業環境の整備を
行い、制度を設けている
5・従業員の定年後のセカンドライフについては、自治体支援
策を活用している
6・埼玉県のシニア活躍推進宣言企業※12F

13 に認定されている
又は、認定の取得を目指している

14 □
年齢制限を設けな
いなど、柔軟な採用
を行っている

1・年齢にかかわらず、人物本位、能力本位の採用を実施して
いる

2・パート、アルバイト、派遣など雇用の形態を問わず人物本
位、能力本位の採用を実施している

3・就職氷河期世代の人物について、積極的に雇用している
4・一定期間定職に就いていなかった人物について、積極的に
雇用している
5・埼玉県のシニア活躍推進宣言企業に認定されている
又は、認定の取得を目指している

15 □
同一労働・同一賃
金※13F

14を達成する取
組を行っている

1・正社員、パート社員など、社員の役割を明記している
2・従業員との合意に関する書面及び経過記録を作成してい
る

3・「パートタイム・有期雇用労働法」が求める同一労働・同一
賃金を達成する取組を進めている

4・正規・非正規社員双方の賃金決定ルール・基準を明確に
している

5・パートタイム・有期雇用労働者にも、職務内容に応じた研
修を行うとともに、勤務形態に関わらず福利厚生を利用で
きるようにしている

※12 ―・３６０°評価：
上司からだけではなく、同僚、部下、他部署の社員など各方面から評価を行う手法です。多面評価とも

呼ばれ、新しい人事評価制度のひとつとして提示されています。
※13 ―・シニア活躍推進宣言企業（埼玉県）：

定年の廃止、定年年齢の引き上げ等、シニアが働きやすい職場環境づくりなどを進める企業等を認定す

ることで、シニアが活躍できる環境づくりを進めるための制度です。

（働くシニア応援サイト：httpｓ://www.senior.pref.saitama.lg.jp/company/about-company/）
※14 ―・同一労働・同一賃金：

同一の企業及び団体における、正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労働者（有

期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者）の間の、不合理な待遇の差について、解消を目指す

取組のことです。（厚生労働省：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html）



38 

人権・労働 

16 □

障害者の勤務に適
した労働環境を整
備し、障害者を雇
用している、もしくは
雇用実績がある

1・障害者の積極的雇用を行っている
2・法定雇用率以上の障害者を雇用している
3・障害者への配慮を行い、労働環境を整備（多目的（多
機能）トイレ設置、エレベータの設置、補助者の同行を想
定した事業所のデザインなど）している

4・障害者が持つ特性や経験が、会社や事業の中で活かされ
るような職場環境づくりに取り組んでいる

5・埼玉県障害者雇用優良事業所認証※ 14F

15 を取得している
又は、取得に向けて取り組んでいる

6・埼玉労働局より、職場定着協力事業所※15F

16 に認定されて
いる又は、認定取得に向けて取り組んでいる

17 □

女性の採用、継続
就業、職域拡大、
役員・管理職への
登用について、性別
による差がないよう
に取り組んでいる

1・女性役員・女性管理職を登用している
2・女性管理職の育成計画を策定し、実施している
3・女性のリーダーを育成するための研修を実施している
4・経営計画に女性の管理職割合などに関する目標設定があ
る

5・厚生労働省のえるぼし認定※16F

17を取得している
6・女性の職域拡大のための取組を実施している
7・産前産後休業、育児休業の取得中又は復職後の従業員
へのフォロー等、継続就業のための取組を実施している

18 □

子ども（特に就学
前の乳幼児）の傷
病時に、従業員が
安心して看護に臨
めるような制度を導
入している

1・育児・介護休業法に基づき、就業規則に「子どもの看護休
暇※17F

18」を規定している
2・急な子どもの病症時に看護ができるよう、半日休暇や時間
休暇制度を定めている

3・業務の互換性を高め、休暇を取得しやすいような助勤体
制を構築している

4・在宅勤務やリモート勤務を認め、柔軟な働き方ができるよう
にしている

5・研修などにより「子どもの看護休暇」について社内に周知し
ている

※15 ―・障害者雇用優良事業所認証（埼玉県）：
障害者を率先して雇用し、その能力の活用に積極的な埼玉県内の事業所に対して付与される認証です。

認証を受けた事業所には「認証マーク」が付与され、障害者雇用への取組内容などを県のホームページ

に掲載する等、広く紹介されます。

（埼玉県：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/syougai-map/syougai13.html）
※16 ―・職場定着協力事業所（埼玉労働局）：

若年者及び障害者の雇用の確保や職場定着のために、ハローワークと協力して定着支援に取り組む事業

所に対して付与される認定です。定着率の向上を図るとともに、ハローワークが PRを行うことで人材
確保を促進することが目的です。（埼玉労働局：https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/hourei 
_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/teityaku-kyouryoku-zigyousyo.html）

※17 ―・えるぼし認定（厚生労働省）：
自社の女性の活躍に関する状況把握及び課題分析を行い、その課題を解決するための行動計画の策定と

届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業について、申請を経て厚生

労働大臣が認定する制度です。認定を受けた企業は、認定マークを商品などに付けることができます。

（厚生労働省：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html）
※18 ―・子どもの看護休暇：

育児や介護を行う労働者が子の看護のために取得する休暇のことです。令和元年（２０１９年）１２月

に育児・介護休業法が改正され、令和３年（２０２１年）１月１日からは、育児や介護を行う労働者

が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになりました。

（厚生労働省：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html）
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19 □

妊産婦の従業員又
は妊産婦が家族に
いる従業員が、安
心して出産に臨める
ような仕組みを構築
している

1・男女雇用機会均等法、労働基準法等、所定の法に基づ
く就業規則を規定し、全従業員に周知している
2・妊娠中の従業員に対する短縮勤務制度を導入している
3・妊娠した従業員に対する管理者向け研修を実施している
4・妊娠中の通勤緩和、妊娠中の休憩に関する措置、妊娠
中又は出産後の症状等に対応する措置を実施している
5・産休制度及び復帰後の対等な処遇、妊産婦のテレワーク
を実施している

6・配偶者が妊娠・出産した場合の従業員のテレワークを実施
している

20 □

介護が必要な家族
がいる従業員が、安
心して働ける環境や
制度を導入している

1・社内で介護に関する相談を受ける体制や相談窓口を整え
ている
2・従業員が休暇等の制度を利用しやすいよう、管理職・従業
員の意識啓発を行っている
3・高齢者の介護に対する理解を深める研修や勉強会を開催
している

4・介護が必要な家族がいる従業員を対象とした短時間勤務
制度を設けている

5・在宅勤務やリモート勤務を認め、柔軟な働き方が可能なよ
うにしている

6・従業員が介護離職をしないですむように、休職、復職、再
雇用の制度を導入している
7・介護サービス事業者や介護施設との連携により、必要とす
る従業員への斡旋を行う仕組みがある

21 □

障害のある家族が
いる従業員が、安
心して働ける環境
や制度を導入して
いる

1・業務配分の見直しや人員補助など、休暇や短時間勤務
などで同僚などに負担がかからないような仕組みを設けてい
る

2・在宅勤務やリモート勤務を認め、柔軟な働き方が可能なよ
うにしている

3・障害者を養護する従業員が、介護や自身の働き方につい
て気軽に相談できる窓口を設置している

4・業務配分や勤務形態の見直し、休暇を取得しやすい職場
環境にするために、上長や管理職に対して研修を行ってい
る

5・働きながら障害者を養護する大変さ、障害の多様性につい
て、職場全体で理解を深める勉強会や研修を行っている
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22 □
仕事と不妊治療の
両立を支援している

1・不妊治療を受けている従業員について、プライバシーの保
護を徹底している

2・在宅勤務やリモート勤務を認め、柔軟な働き方ができるよう
にしている

3・人事など管理部門や専門家に、治療や自身の働き方につ
いて相談できるようにしている

4・就業規則において、休暇取得事由に不妊治療を定めてい
る

5・不妊治療を理由に休暇を取得する際、休暇の申請先を必
ずしも上長ではなく従業員が相談しやすい人にするなど、
休暇を取得しやすい仕組みづくりを行っている

6・会社や組織（健康保険組合を含む）が社内・社外の不
妊治療の費用を助成する制度について把握している

7・不妊治療と仕事の両立に関し、利用可能な制度につい
て、社内に定期的に発信している

8・不妊治療と仕事の両立の推進について、社内研修等で啓
発している

23 □

従業員の健康課題
の把握、心身の健
康づくりなど、健康
経営に取り組んでい
る

1・従業員の健康課題について把握する取組を行っている
2・会社全体として、従業員の健康づくりの計画を策定してい
る

3・社員食堂などでの食育プログラムを考案し、実施している
4・さいたま市健康マイレージ※18F

19の事業所申込を行っている
5・さいたま市健康経営企業※19F

20 の認定を受けている又は、認
定の取得を目指している

6・埼玉県健康経営実践事業所※ 20F

21 の認定を取得している
又は、認定の取得を目指している

7・経済産業省の健康経営優良法人※21F

22 の認定を取得して
いる又は、認定の取得を目指している

8・保険者が実施する、健康経営に関する認定等を取得して
いる又は、認定等の取得を目指している

※19 ―・健康マイレージ（さいたま市）：
歩くことを中心として、楽しみながら継続的な健康づくりを支援する仕組みです。通信機能付き活動量

計又はスマートフォンアプリを利用して、歩数や各種検診の受診に応じてポイントが付与されます。付

与されたポイントに応じ、景品の抽選応募や各種ポイントに交換ができます。

（さいたま市：https://www.city.saitama.jp/002/001/005/p048099.html#kenkou）
※20 ―・健康経営企業（さいたま市）：

「企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても大きな成果が期待できる」との基盤

に立って、健康管理を経営的な視点から考え、戦略的に実践する企業を顕彰する制度です。

（さいたま市：https://www.city.saitama.jp/006/007/002/026/003/p059322.html）
※21 ―・健康経営実践事業所（埼玉県）：

埼玉県民が健康で生き生きと暮らすことができる健康長寿社会の実現を目指して、事業所における従業

員等の健康に配慮した経営を促進するため、健康経営に取り組む事業所・団体を「埼玉県健康経営実践

事業所」として認定する制度です。

（埼玉県：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/saitamakenkenkoukeieininteiseido.html）
※22 ―・健康経営優良法人（経済産業省）：

地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を

実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。（経済産業省：
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24 □

従業員が安心して
子育てに取り組める
職場環境や福利厚
生を導入している

1・子育て世代の従業員が、自宅で乳幼児の面倒を見ながら
初等教育を受ける準備が進められるよう、テレワークや裁量
労働制を実施している

2・就業時間の変更やワークシェアリング※22F

23 等により復職体制
を整備している
3・出産・育児休暇の期間延長、適用事由・対象の拡大、取
得推奨の啓発等を行っている

4・関連する手当を支給している
5・事業所内保育所を設置し、子どもを預けて働ける環境を整
備している

6・子育てサポート企業として、厚生労働省のくるみん認定※23F

24

を取得している又は取得に向けて取り組んでいる

25 □

性別を問わず、家
事・育児・介護と両
立しやすい職場の
実現に努めている

1・育児休暇制度を導入している
2・介護休暇制度を導入している
3・育児や介護のための短時間労働の導入など、フレキシブル
な労働時間設定の制度がある

4・フレキシブルな労働時間を設定している場合、労働時間と
賃金の関係が適切であるかなど、実態を定期的に確認し、
制度を見直している

5・性別に関わらず、育児や介護に取り組む実態に理解を深
める研修や勉強会を開催している

6・時間外労働時間縮減のための取組を実施している
7・各種制度を利用しやすいよう、管理職・従業員の意識啓
発を行っている

26 □

従業員間のコミュニ
ケーションや交流を
促進させるための取
組を行っている

1・社内クラブ活動の支援や、会社負担による懇親会を実施
している

2・従業員の家族を含めた福利厚生の拡充に努めている
3・社内の親睦会、運動会等を実施している
4・勉強会や体験談の共有の場など、従業員の有意義なコミ
ュニケーションの場をつくっている

5・社内でチャットツールなどを活用することで、従業員間のコミ
ュニケーションを促進している

6・従業員の間でのコミュニケーションの場などの創出において、
従業員の自由なアイディアを取り入れる工夫をしている

7・従業員が自ら新たなコミュニケーションの場をつくって活動で
きる環境づくりに取り組んでいる

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html）
※23 ―・ワークシェアリング：

労働力人口が今後更に減少する問題に対応するため、高齢者、女性などのうちこれまで働いていなかっ

た方々を含めて、誰もが意欲と能力に応じて働ける職場環境を整備することが重要です。ワークシェアリ

ングとは、雇用機会、労働時間、賃金という３つの要素の組み合わせを変化させることを通じて、一定の

雇用量を、より多くの労働者の間で分かち合うことを意味します。
※24 ―・くるみん認定（厚生労働省）：

次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づき、従業員の仕事と子育ての両立のための行動計画を策

定・実施するなど、一定の要件を満たした企業を子育てサポート企業として認定する制度です。女性の

育児休業取得率や労働時間数、男性の育児休業等取得率などについて、認定基準を満たすことが必要に

なります。（厚生労働省：https://shokuba.mhlw.go.jp/published/special_01.htm）
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27 □
従業員の福利厚生
を充実させている

1・福利厚生サービスや福利厚生クラブに加入している
2・従業員の人間ドック受診に対する補助を行っている
3・公益財団法人さいたま市産業創造財団のワークジョイさい
たま※24F

25に加入している

28 □
従業員の賃金引上
げに取り組んでいる

1・業務改善助成金等、従業員の賃金引上げを図るための国
等の支援制度を受けている

2・目標管理制度や考課制度を導入し、賃金を引き上げられ
る制度を設けている

29 □
若者の採用と定着
につながる取組を行
っている

1・さいたま市と埼玉労働局が実施する就職面接会に積極的
に参加し、若者を採用している
2・インターンシップを受け入れている
3・就職難の若者採用に積極的に取り組んでいる
4・若手や中途入社従業員向けにメンター制度※ 25F

26 を整備し
ている

5・若者に安定した就労機会を提供するため、非正規雇用者
から正従業員への登用を行っている
6・新人研修の実施や独身寮の設置など、若手が定着する取
組を行っている
7・若者の早期離職を防止するため、厚生労働省のユースエー
ル認定※26F

27 や埼玉労働局の職場定着協力事業所※16 認
定を取得している

8・会社独自の奨学金返還支援制度を設けている

※25 ―・ワークジョイさいたま：
公益財団法人さいたま市産業創造財団の勤労者福祉サービスセンターのことです。さいたま市内の中小

企業の福利厚生の充実、福祉の向上を図るとともに、地域の中小企業の振興及び地域社会の発展に寄与

することを目的としています。（公益財団法人さいたま市産業創造財団 勤労者福祉サービスセンター：

https://www.sozo-saitama.or.jp/workjoy/）
※26 ―・メンター制度：

上司とは別に、年齢や社歴が近い先輩社員が、新入社員や若手社員をサポートする制度のことです。新

入社員や若手社員が相談しやすくするためのものです。
※27 ―・ユースエール認定（厚生労働省）：

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する

制度です。これらの企業の情報発信を後押しすることなどにより、企業が求める人材の円滑な採用を支

援し、若者とのマッチング向上を図ります。

（厚生労働省：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html）
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30 □
ダイバーシティ経営
※

27F

28を心掛けている

1・ダイバーシティ経営の方針・計画を策定している
2・ダイバーシティの取組を推進する体制を構築し、かつ経営ト
ップが実行に責任を持っている

3・ダイバーシティ経営に関する自社の方針や取組について、情
報開示やステークホルダーとの対話を行っている
4・えるぼし認定※17を取得している又は、取得に向けて取り組
んでいる

5・経済産業省のダイバーシティ経営企業※28F

29 に選定されてい
る

31 □

研修の受講や独立
開業の支援など、
従業員の能力を向
上させるための機会
の提供を行っている

1・自社にとってあるべき人材像を明確に定義し、人材育成の
ための OJT と OFF-JT※29F

30のプログラムを用意している
2・資格手当や資格取得奨励金を給付し、従業員の取組意
欲を高めている
3・異業種交流会への派遣を行っている
4・社内外における研修の受講奨励や、大学院、研究機関へ
の派遣を行っている

5・社内ベンチャーや独立に向けた創業支援を行っている

32 □

従業員の住環境の
確保や向上を支援
する取組を行ってい
る

1・従業員向けに家賃補助制度を導入している
2・従業員に低廉な賃料で社宅を斡旋している
3・職住近接や、自宅でテレワークが問題なく行える環境整備
（電気代の補助、ネット回線接続料金の補助など）に取
り組んでいる

4・従業員の働き方のひとつとしてワーケーション※30F

31 などの選択
肢を選べるようにしている

※28 ―・ダイバーシティ経営：
「多様な人材」を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、企業の成長・発展につ

なげようとする経営スタイルを指します。「多様な人材」には、性別、年齢、国籍、障害の有無などだけ

でなく、キャリアや働き方など、様々な側面の多様性が含まれます。
※29 ―・ダイバーシティ経営企業（経済産業省）：

ダイバーシティ経営に取り組む企業のすそ野拡大を目的に、多様な人材の能力を活かし、価値創造につ

なげている企業を表彰する制度です。（経済産業省：

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100ｓen/outline/index.html）
※30 ―・ＯＪＴとＯＦＦ-ＪＴ：

一般的にＯＪＴとは、実際の職場（現場）で働きながら業務に必要な知識やスキルを学ぶことです。対

してＯＦＦ-ＪＴは、職場を離れて、セミナーや研修等で知識やスキルを学ぶことです。
※31 ―・ワーケーション：

仕事（ｗｏｒｋ）と休暇（ｖａｃａｔｉｏｎ）を組み合わせた造語で、自宅や職場を離れて、休暇を過

ごしながら働くという働き方のことです。



44 

人権・労働

33 □

外国人・性的少数
者（性的マイノリテ
ィ）・社会的弱者の
社会参画がしやす
い環境づくりをしてい
る

1・事業所などをバリアフリー化している
2・法定雇用率以上の障害者を雇用している
3・障害の特性に応じた業務方法の見直しを行っている
4・人材採用・昇進等において、性別、性自認、性的指向、
年齢、障害、疾病、国籍、学歴、宗教、支持政党などを
理由に差別していない

5・職場や事業所にユニバーサルデザイン※31F

32を取り入れている
6・刑余者についても、人物本位、能力本位の採用を実施し
ている

7・人種・性別・年齢・障害に関係なく、ハード面・ソフト面の両
面から誰もが使いやすいトイレや更衣室等の環境の整備に
取り組んでいる

8・性自認や性的指向に係る性的少数者の「パートナーシッ
プ」に基づくパートナーを配偶者と認める人事制度（結婚
休暇、出産休暇、結婚祝い金）を用意している

9・性別・年齢・障害の有無・国籍等に関わらず、多様な立場
の方が多様な意見を言い合える環境づくりをしている

34 □

外国人が職場や地
域になじみ、相互の
理解を育むための
取組を行っている

1・日本人従業員に向けた、外国人労働者に対する差別を無
くすための研修を実施している

2・外国人従業員を採用した際には、契約時、入社時に必要
事項を丁寧に過不足なく説明している

3・社内システムや書類などが、言語に関わらず使用しやすいも
のになっている

4・外国人従業員が地域住民及び取引先と共生するために
日本の文化・習慣（生活ルール・マナー等）を学ぶ場を提
供している

5・外国人従業員に日本語を学んでもらうとともに、外国語講
座の講師をつとめてもらっている

6・日本語能力テストの受験料を補助するなど、外国人従業
員の能力開発を支援している

7 ・日本人従業員と外国人従業員が、互いを理解し尊重し
合える関係づくりにつながる機会を設けている

※32 ―・ユニバーサルデザイン：
文化や障害の有無、性別、言語などが異なっていても、できる限り幅広い人びとが使用できるデザイン

のことです。
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B 環境

◆関連する１７のゴール◆

◆「環境」に関する取組の意義◆
「環境」では、人間が暮らすまちを含む自然環境に対して、自社が与える負荷の軽減及び好影響の付
与につながる取組を提示しています。
一口に環境問題と言われるものには、市区町村のような地域から世界規模のものまで、様々なスケール
のものが含まれます。テーマとしても、気候変動、大気・水質汚染、森林の荒廃、生物多様性の劣化など、
様々です。環境問題は、人間と自然の関係の問題であると言われ、企業活動を行う上でも深く関わってき
ます。企業は、自然環境やそのシステムを理解した上で、環境負荷を適切に管理し、持続的な保全と活
用を行う必要があります。自社の資金、人財、空間資源、技術などの資源を活用しながら、前述したよう
な取組に参画することができれば、地域や社会を先導するリーディングカンパニーとなることが期待できます。

◆チェックリストと取組事例◆

No. チェック チェック項目 事例 ゴール

35 □

従業員及び地域住
民の健康維持のた
め、職場環境及び生
活環境の向上に努
めている

1・大気汚染に配慮し、環境配慮型車両（電気自動車、ハイ
ブリッド車等）を導入している

2・職場のシックハウス（屋内空気汚染）を防ぐために、定期
的に専門業者の調査を入れている

3・環境マネジメントシステムＩＳＯ１４００１※32F

33 の取得な
ど、環境関連の第三者認証を取得している

4・法令で義務付けられた有害化学物質のリスクアセスメントを
行い、適切な防護対策を従業員に守らせている

5・廃棄物を有効に活用又は再利用し、持続性が高い循環型
の事業を実施している

※33 ―・ＩＳＯ１４００１：
環境マネジメントシステムに関する国際規格です。社会経済的ニーズとバランスをとりながら、環境を

保護し、変化する環境状態に対応するための組織の枠組みを示しています。業種・業態を問わず、あら

ゆる組織が利用し、認証を取得することができます。（一般財団法人日本品質保証機構：

https://www.jqa.jp/service_list/management/service/iso14001/）
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36 □

水質汚濁物質（窒
素、リン、カリウム、重
金属、有害化学物
質、油分等）の排
出削減に関する取
組を行っている

1・水汚染の低減・浄化に向け、工場の排水処理技術やシス
テムの導入を行っている

2・その他物品や什器、サービスを購入する際に、金額だけでは
なく水質に対する環境性能を考慮して購入している

3・自社やその事業が水質に及ぼしうる悪影響についての整理
や、排水処理、水質汚染防止に関するマニュアルの作成を
行い、教育・研修を実施している

4・自社やその事業による水質悪化を防止するための削減目
標、行動目標を設定している

5・自社やその事業が排出している水質汚濁物質の量を、何ら
かの指標を用いて計測・記録する取組を行っている

6・水汚染の低減に向け、化学肥料や農薬の使用を避けたオ
ーガニック農法※33F

34を実施している
7・環境負荷低減活動や環境保全対策などについて、地域住
民や行政と相互に理解を深め、信頼関係を築く取組として
「環境コミュニケーション」を実施している

37 □

海洋生態系の保全
の一環として、河川
への廃棄汚染物質
の流出を防止してい
る

1・マイクロプラスチック、マイクロファイバー※34F

35 などの河川・海洋
への流出防止に関する取組を行っている
2・事業所が位置する流域を把握し、その事業による廃棄汚
染物質の河川への流出が、どの地域にどのような悪影響を
与えうるのか、把握した上で予防と発生時の対処についてマ
ニュアルを策定し、教育・研修を実施している

3・海洋生態系の保全上の、河川生態系の保全の重要性に
ついて、社内で研修や勉強会を行っている
4・地震発生時の有害化学物質貯蔵容器落下・破損による、
工場排水の流出防止対策を行っている

5・有害化学物質貯蔵施設の浸水による、河川への流出防
止対策を行っている

6・有害化学物質を河川に流出させないため、工場排水の最
終処理を確実に行っている

7・有害化学物質の貯蔵タンク・工場内配管等の定期点検を
行い、腐食・破損等による流出防止に努めている

※34 ―・オーガニック農法：
有機農法、有機栽培のことです。化学合成農薬や化学肥料に頼らず、土壌の持つ力を活かして環境への

負荷をできる限り少なくする農法です。生産者が有機の基準に基づいて生産したものであることを、第

三者機関が証明する「有機（オーガニック）認証」もあります。

（一般社団法人オーガニック認証センター：http://organic-cert.or.jp/organic.html）
※35 ―・マイクロプラスチック・マイクロファイバー：

プラスチックごみから派生した、非常に微細で目に見えないプラスチックのことです。一般に、マイク

ロプラスチックは５ｍｍ以下の微細なプラスチック、マイクロファイバーは８μm（マイクロメート
ル）以下の繊維状のプラスチックを指します。海洋など生態系へのプラスチックごみの流出状況を把握

することや防止することが求められています。



47 

環境

38 □

大気汚染物質（窒
素酸化物 、硫黄酸
化物、粒子状物質、
揮発性有機化合物
等）の排出削減に
関する取組を行って
いる

1・社用車をより環境性能の良いものに入れ替える取組を行っ
ている、もしくは入れ替えに向けて計画を立てている
2・国の補助金などを活用し、新構造規格に適合しない機械の
改修、買換え等を積極的に行っている

3・その他物品や什器、サービスを購入する際に、金額だけでは
なく大気に対する環境性能を考慮して購入している

4・自社やその事業が大気に及ぼしうる悪影響についての整理
や、大気汚染防止に関するマニュアルの作成を行い、教育・
研修を実施している

5・自社やその事業による大気汚染を防止するための削減目
標や行動目標を設定している

6・自社やその事業が排出している大気汚染物質の量を、何ら
かの指標を用いて計測・記録する取組を行っている

7・環境負荷低減活動や環境保全対策などについて、地域住
民や行政と相互に理解を深めて信頼関係を築く取組とし
て、「環境コミュニケーション」を実施している

39 □

土地利用にあたっ
て、地域住民の住環
境や生き物との共生
に配慮している

1・事業所などの新設・増改築などを行う際には、地域の地
形、生物多様性、景観に十分配慮している

2・事業所などの新設・増改築などを行う際に、地域住民の意
見を汲み取る仕組みを構築し、可能な限り合意形成を行っ
ている

3・事業所周辺の環境や生物の保全活動に協力している
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40 □

地域の特定外来生
物の侵入に対するリ
スク対策活動に参加
している

1・外来生物の防除に関わる法律（外来生物法※35F

36 ）を遵
守している

2・環境省が作成した「外来種被害予防三原則」※36F

37 を遵守
している

3・企業活動に伴う外来種の非意図的侵入（輸送、愛玩動
植物の輸入と販売、種子や卵の混入した土壌の運搬な
ど）の予防、及び侵入時の対応についてガイドラインを策定
している

4・企業活動における外来種の侵入に関するガイドラインを社
内及び取引先に広く公開し、浸透させる取組を行っている

41 □

製品やサービスの提
供プロセス・営業プロ
セスにおいて、法令で
規制されている有害
物質の混入や違法
な営業行為などを発
生させないための具
体的な措置をとって
いる

1・製品やサービスの提供プロセスなどにおける、化学物質や廃
棄物の削減に関する取組を行っている

2・製造上使用する設備については、法令に適合するものを設
置・使用している

3・定期的に禁止化学物質や制限化学物質の最新情報を入
手し、かつその削減に取り組んでいる

4・廃棄物の削減目標を掲げ、実践している
5・設備の法定点検を実施している
6・調達方針を策定し、明示している
7・業務・材料の標準化を図っている
8・作業工程のチェックを強化している
9・再発防止策の実施、事案の記録作成を行っている

※36 ―・外来生物法：
特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人

の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを目指す法律です。特定外来生物とは、

外来生物（海外起源の外来種）の内、特に生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼす恐れが

あるものを指定したものです。同法により、特定外来生物は、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入とい

った取扱いが規制されています。（環境省：https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/index.html）
（さいたま市：https://www.city.saitama.jp/001/008/001/p012362.html）

※37 ―・外来種被害予防三原則：
外来種を「入れない」「捨てない」「拡げない」、という予防のための三原則です。第一に、生態系等への

悪影響を及ぼすかもしれない外来種はむやみに非自然分布域に「入れない」ことが重要です。もし、す

でに非自然分布域に入っており、飼っている外来種がいる場合は絶対に「捨てない」ことが必要です。

そして、野外で外来種が繁殖してしまっている場合には、少なくともそれ以上「拡げない」ことが大切

になります。（環境省：https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/invasive.html）
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42 □
水の使用量を把握
し、水利用の効率化
に取り組んでいる

1・オフィスの水道に節水型水栓を設置するなどして、使用量を
削減している

2・工場内の水を循環利用し、水資源の有効活用を実現して
いる

3・冷却・冷房用水、水洗トイレ用水、散水などの用途には、リ
サイクルした再生水の雑用水を利用している

4・雨水貯留タンクの設置と共に、雨水利用施設を設け雨水
の利用を行っている

5・自社やその事業が水の過剰な取水・使用に及ぼしうる影響
についての整理や、過剰な取水・使用の防止に関するマニ
ュアルの作成を行い、教育・研修を実施している

6・自社やその事業による過剰な水資源の使用を防止するため
の削減目標や行動目標を設定している

7・水道使用量を把握・記録したうえで、削減目標を設定、周
知している

8・自社やその事業が取水している水資源の量、排出している
水資源の量を何らかの指標を用いて計測・記録する取組を
行っている

43 □
温室効果ガスの排
出量の削減に関する
取組を行っている

1・さいたま市「生活環境の保全に関する条例」に従って「温室
効果ガスの削減等に関する計画（環境負荷低減計画）
※

37F

38」を提出している
2・省エネ性能の高い設備・機器の導入を行っている
3・日々の節電などについて、会社全体での取組として呼びか
けている

4・事業で使用するガソリンなどの燃料や、電力・ガスの使用量
を検針票等で把握・記録している

5・燃料や電力・ガスの使用量の削減に向けた目標を設定し、
社内に周知している

6・自社やその事業が温室効果ガスの排出に及ぼしうる影響に
ついての整理や、温室効果ガスの排出量の削減に関するマ
ニュアルの作成を行い、教育・研修を実施している

7・クルマから環境にやさしいエコな通勤手段に転換することを
社内に周知し、エコ通勤優良事業所認証※ 38F

39 を取得して
いる

※38 ―・温室効果ガスの削減等に関する計画（環境負荷低減計画）：
該当する事業所は、さいたま市長宛てに環境負荷低減計画を提出することが「生活環境の保全に関する

条例」で定められています。また、当該事業所は、環境負荷低減主任者を選任し、計画の内容を公表す

ることも必要です。（さいたま市：https://www.city.saitama.jp/001/009/015/008/p059820.html）
※39 ―・エコ通勤優良事業所認証：

公共交通利用推進等マネジメント協議会により、エコ通勤に関して高い意識を持ち、エコ通勤に関する

取組を積極的に推進している事業所を認証・登録し、その取組を国民に広く紹介する制度です。

   （公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団：http://www.ecomo.or.jp/index.html）
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44 □
自社のエネルギー利
用の効率化に取り組
んでいる

1・営業車には、ＣＯ２を排出しないＥＶやＦＣＶなどの低
公害車を導入している

2・省エネ機器の導入を進め、製品ライフサイクルを通じたエネル
ギー効率改善に努めている

3・製品の輸送では、トラック輸送から鉄道輸送への切り替えに
よるモーダルシフト※39F

40 を進め、環境負荷の低減に努めてい
る

4・クールビズ又はウォームビズの取組を行っている
5・自社やその事業が、エネルギーの過剰な利用に及ぼしうる影
響の整理や、エネルギーの過剰な利用の防止に関するマニ
ュアルの作成を行い、教育・研修を実施している

6・自社やその事業による過剰エネルギーの使用を防止するた
めの削減目標や行動目標を設定している

7・自社やその事業が使用しているエネルギーの量を、何らかの
指標を用いて計測・記録する取組を行っている

8・事業で使用するガソリンなどの燃料や、電力・ガスの使用量
を検針票等で把握・記録している

9・クルマで移動する場合には「エコドライブ」を徹底するよう周知
し、「エコドライブ活動コンクール※40F

41」に参加している

45 □
再生可能エネルギー
を使用している

1・再生可能エネルギーを電源の一部として利用している
2・事業所内にソーラーパネルや風力などの設備を設置し、事
業者自らが発電を行っている

3・グリーン電力証書※41F

42等を活用している
4・電力会社の再エネ電力メニューを選択している

※40 ―・モーダルシフト：
トラック等の自動車で行われている貨物輸送を、環境負荷の小さい鉄道や船舶の利用へと転換することを

いいます。環境負荷の低減は多くの企業で取り組まれていますが、その中で輸送（物流）における環境

負荷の低減には、モーダルシフトや輸配送の共同化、輸送網の集約等の物流効率化が有効です。

（国土交通省：https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/modalshift.html）
※41 ―・エコドライブ活動コンクール：

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団による、エコドライブを普及推進するための様々な活動の

一環として「エコドライブ活動コンクール」を開催しています。その中で優れた取組を行っている事業者

及び団体を表彰し、その取組内容を紹介することで更なる普及を図っています。（公益財団法人交通エコ

ロジー・モビリティ財団：http://www.ecomo.or.jp/environment/ecodrive/ecodrive_top.html）
※42 ―・グリーン電力証書：

風力、太陽光、バイオマス（生物資源）由来の自然エネルギーにより発電された電気について、その環

境付加価値を、証書発行事業者が第三者認証機関（一般財団法人日本品質保証機構）の認証を得て、「グ

リーン電力証書」という形で取引する仕組みです。
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46 □

固体廃棄物の適切
な管理を行い、リデュ
ース、リユース、リサイ
クル、シェアリング、長
寿命化※ 42F

43 など、廃
棄物を削減するため
の取組を行っている

1・廃棄物処理業者を利用している
2・マニフェスト制度により適切な廃棄物の処理を行い、マニフェ
ストを保管している

3・使用済の製品、部品、容器の回収を行い、リサイクルしてい
る

4・廃棄物削減のため、注文生産を実施している
5・簡易包装の取組を行っている
6・レジ袋の削減を実施している
7・(飲食店などでの)割り箸削減を行っている
8・固体廃棄物の量を把握し、リユース、リサイクルなどによって
削減している

9・空き缶・空き瓶・ペットボトル等、リサイクルできるものと、その
他のできないものの分別を行っている

47 □
環境に配慮した原材
料、部材、什器・備
品を使用している

1・省エネ活動や、エコカー・ＬＥＤ照明などの省エネ機器の導
入を行っている

2・事業所において、木材を使用した什器の導入や緑化を行っ
ている

3・グリーン購入、グリーン消費※43F

44を会社全体で推進している
4・ライフサイクルアセスメント※44F

45を導入している

※43 ―・リデュース、リユース、リサイクル、シェアリング、長寿命化：
廃棄物について、削減（リデュース）、再使用（リユース）、再利用（リサイクル）から成る３Ｒの取組

は日本において広く知られています。近年、生産から消費という直線型の経済モデルを脱し、モノの価

値をできる限り損なわないように循環させる「サーキュラー・エコノミー」という経済モデルの考え方

が広まりつつあります。３Ｒに留まらず、共有（シェアリング）や長寿命化など、様々な取組の可能性

が広がってきています。
※44 ―・グリーン購入・グリーン消費：

購入の必要性を十分に考慮し、環境負荷ができるだけ小さい製品を、環境負荷の低減に努める事業者か

ら優先して購入することです。（グリーン購入ネットワーク：https://www.gpn.jp/about/）
※45 ―・ライフサイクルアセスメント：

ライフサイクルアセスメントは、製品やサービスのライフサイクルを通じた環境への影響を評価する手

法です。また、ライフサイクルアセスメントは、ＩＳＯ１４０４０において規格化されていますが、そ

の詳細な手法については、各々の目的に照らし合わせて実施することとされています。

（環境省：https://www.env.go.jp/earth/ondanka/lca/index.html）
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48 □

事業所などの新設、
増改築を行う際に
は、生き物との共生
を意識した取組を行
っている

1・事業所における緑地やその場所における取組を評価・認定
するＡＢＩＮＣ※45F

46やＳＥＧＥＳ※46F

47などの認証を取得
している又は、取得に向けて取り組んでいる

2・地域の生物多様性※ 47F

48 に配慮して、自社保有地内で在
来種などを活用した緑地の創出を行っている

3・自社を含めた地域内で、街路樹や公園・緑地・水辺の整
備・保全管理に協力する活動を行っている

4・自社を含めた地域内で、地形、生物多様性について地域
住民と協働するなどして、調査・再発見・可視化する取組を
行っている

5・自社を含めた地域内で、地形、生物多様性及びその保全
の重要性について、地域内の他社にも普及啓発する取組
を行っている

6・事業所を中心とした地域内の土地に関して、環境保全や
循環性、コミュニティの形成に十分配慮した管理を継続して
いる

※46 ―・ＡＢＩＮＣ：
 一般社団法人いきもの共生事業所推進協議会が提供している、事業所における生物多様性に貢献する環境

の整備と維持管理、及びその場所におけるコミュニケーション活動について評価・認証を行うサービス

です。（ＡＢＩＮＣ：https://www3.abinc.or.jp/）
※47 ―・ＳＥＧＥＳ：

公益財団法人都市緑化機構が提供している、企業緑地の社会及び環境側面における貢献や価値を評価

し、認証するサービスです。オフィスや、マンションや商業施設などの事業所について、その緑地及び

その場所での取組を評価し、価値の見える化をサポートします。（ＳＥＧＥＳ：https://seges.jp/）
※48 ―・生物多様性：

遺伝子、生物種、生態系、景観、地域などのさまざまなスケールにおける個性とつながりのことです。

生物多様性を保全する上では、遺伝子や生物種、景観などの「地域性」を大切にすることが必要です。

地域性を守る上では、その土地ならではの特性・個性と、他の生物種や場所などとの空間的なつながり

と、過去から未来への時間的なつながりを破壊しないようにすること、保全することが求められます。

（環境省：http://www.biodic.go.jp/biodiverｓity/）
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49 □
フードロス削減に貢
献している

1・さいたま市食品ロス削減プロジェクト「チームＥａｔ Ａｌｌ
※

48F

49」に参加している
2・社員食堂のフードロス削減に取り組んでいる
3・返品された商品を従業員対象に社内販売し、売上を寄附
してフードロスを削減している

4・食品を販売する際に、消費期限の近いものから購入しても
らうように消費者啓発に取り組んでいる

5・消費期限の近い商品の値引き販売を実施している
6・食べられるが流通できない食品を、フードバンク※49F

50などで有
効活用している

7・フードシェアリング※50F

51 のプラットフォームやアプリを活用してい
る

8・余剰・破損・規格外品を有効活用する事業を推進している

50 □
地域の山の自然を
守る活動をしている

1・植林、間伐などの山林保全を行う団体への支援を行ってい
る

2・健全な森づくりに向けた、林業経営団体への支援を行って
いる

3・山や森林など、自然を守る活動に参加している
4・山地生態系の保全に貢献する新技術や商品の開発を行っ
ている

5・地域の山や森林それぞれの特性や、その価値について、従
業員や地域の人びとに対して普及啓発を行っている

51 □
河川、森林、湿地
等の水に関わる環境
保全に関わっている

1・近隣河川の清掃活動を行っている
2・湿地や河川の保全活動に参加している
3・事業所周辺の河川や湿地の保全活動を行っている
4・水道水源の上流の河川や森林の保全活動を行っている
5・地域の河川、森林、湿地それぞれの特性や、その価値につ
いて、従業員や地域の人びとに対して普及啓発を行ってい
る

6・地域の水循環や、自然の水などの恵みを供給する生態系
サービスに関して、従業員や地域の人びとに対して普及啓
発を行っている

※49 ―・チームＥａｔ Ａｌｌ（さいたま市）：
食品ロスの削減を推進するため、事業者とさいたま市で作るプラットフォームです。食品ロスの削減に

取り組む事業者、事業者組合、特定非営利活動法人等をチームＥａｔ Ａｌｌ参加事業者として登録し、

宣言することで、協働して食品ロスの削減を推進していくことを目的としています。

（さいたま市：https://www.city.saitama.jp/001/006/012/003/001/p068929.html）
※50 ―・フードバンク：

安全に食べられるにもかかわらず、包装の破損や過剰在庫、印字ミスなどの理由で、流通に出すことが

できない食品を企業などから寄贈していただき、必要としている施設や団体、困窮世帯に無償で提供す

る活動のことです。
※51 ―・フードシェアリング：

廃棄されてしまう商品を、消費者のニーズとマッチングさせることで、食品ロスの発生を防止・低減す

る取組のことです。
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52 □

森林の量と質を維持
するための、持続可
能な森林の保全管
理に貢献している

1・ＦＳＣ認証紙※51F

52や再生紙などの紙を使用している
2・森林認証のある木材を調達している
3・間伐材を利用している
4・地域の林業などが抱える課題や最新の情報を確認し、自
社としてできることに取り組んでいる

5・事業所の木質化等、木材利用を推進している（床・腰板
等、事業所の木質化、木材の備品購入等）

53 □

気候変動及びその
対策についての普及
啓発に取り組んでい
る

1・さいたま市環境会議が実施する環境出前講座※52F

53 「地球
温暖化と家庭の省エネ」や、さいたま市環境創造政策課が
実施する環境出前講座「家庭でできる温暖化対策」などに
ついて、従業員の受講を推進している

2・環境省や自治体の提供する情報を活用し、気候変動の問
題について社内啓発を実施している

3・気候変動によって自社事業や地域社会が受ける影響や、
自社が与えている影響について考え、意識啓発する機会を
社内で設けている

4・社内で気候変動教育プログラムや、気候変動問題の普及
啓発を行うツール（パンフレット、アプリなど）をつくっている

※52 ―・ＦＳＣ認証紙：
森林環境を守るために「生態系に配慮した適切な管理をしている森林か」「適切に管理された森林から生

産された木材を原材料として使用しているか」などを、世界的な厳しい基準で審査していく森林認証制

度に合格した製品のことです。FＳC（Forest Stewardｓhip Council：森林管理協議会）が評価・認証し
ています。厳しい審査に通過した森林や木材・木材製品には FＳCマークをつけることができ、環境に配
慮した製品であることの証明となります。

（環境省：https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/a04_14.html）
※53 ―・環境出前講座（さいたま市環境会議／さいたま市環境創造政策課）：

さいたま市環境会議や、さいたま市環境創造政策課などが、地球温暖化対策、省エネなどのテーマで行

っている出前講座です。

（さいたま市地球温暖化対策地域協議会：http://www.saitama-sgw.jp/study/schoolviｓit/）
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C 公正な事業慣行

◆関連する１７のゴール◆

◆「公正な事業慣行」に関する取組の意義◆
「公正な事業慣行」では、企業として事業を継続していく上で、社会から強く要請される事項を提示して
います。
具体的には、汚職・贈収賄を禁止・防止することや、知的財産や個人情報を保護すること、企業及び
その事業に関する情報を適切に開示していることなどを挙げています。これらの項目に適切に対応することで、
地域や社会からの評価を維持し、事業の持続可能性を高めることが期待できます。

◆チェックリストと取組事例◆

No. チェック チェック項目 事例 ゴール

54 □

従業員及びその家
族が、あらゆる組織
犯罪に巻き込まれな
いように啓発を行って
いる

1・違法取引防止にむけたガイドラインなどを策定し、従業員や
その家族に周知している

2・「反社会的勢力に対する基本方針」を策定している
3・市や金融機関の協力を得て、従業員及びその家族が特殊
詐欺やインターネット利用詐欺に巻き込まれないように啓発
している

55 □

個人情報、機密情
報などの重要な情報
について、管理体制
を構築している

1・個人情報の特定、法令や条例などの規範の確認、リスクの
洗い出し、情報に対する役割・責任・権限の検討、内部規
定・計画の策定、緊急事態への準備、運用手順の策定と
いったプロセスで、個人情報の保護体制を構築している

2・個人情報などの保護についてガイドラインを策定し、定期的
に見直している

3・個人情報保護ガイドラインを社内及び社外に適切に周知し
ている

4・従業員に対して情報セキュリティに関する研修を行い、従業
員の情報管理リテラシーを定期的にチェックしている
5・情報システムへのセキュリティ対策を行っている
6・従業員への情報セキュリティに関する研修を行っている
7・情報セキュリティ対策を行うための部署、担当を配置してい
る

8・マイナンバーを適切に管理している
9・書類やＰＣなどを放置せず、適切に管理している
10・個人情報を適切に管理し、プライバシーマーク※ 53F

54 など関
連認証を取得している

※54 ―・プライバシーマーク：
日本産業規格（ＪＩＳ Ｑ １５００１）に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を

整備している事業者等を評価し、プライバシーマークを付与する制度です。（一般財団法人日本情報経済

社会推進協会：https://privacymark.jp/system/about/outline_and_purpose.html）
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56 □

公職者を含めたステ
ークホルダーとの適法
な関係を保持するた
めの措置をとっている

1・公職者との交際方針を策定し、方針に基づいた役員・従業
員の監督を行っている

2・贈収賄防止と公正な取引に関する会社方針を作成し、従
業員に周知している

3・政治献金などの支出記録を保存している
4・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、従業員に教育し
ている

5・交際費支出チェックを厳格に行っている
6・調達基準、与信管理規程を策定している
7・内部告発制度を導入している
8・リスクコントロールに向けた、定期的な外部監査の導入を実
施している

57 □

会社情報について、
外部からアクセスしや
すい仕組みを設けて
いる

1・会社のウェブサイトを定期的に更新し、最新情報が見られる
ようにしている

2・会社のホームページは、ウェブアクセシビリティ※54F

55に関する日
本工業規格（ＪＩＳ Ｘ ８３４１-３：２０１０）
に基づき、高齢者や障害者なども閲覧しやすくしている

3・従業員には、外出先からでも社内イントラネットを見られるよ
うにしている

4・会社のホームページは、スマートフォンでの閲覧に対応させて
いる

5・会社案内や会報誌を発行している
6・従業員向けに会社情報をメールマガジンなどで配信している
7・会社のホームページは多言語に対応させている
8・ＳＮＳなどを活用して会社や事業の情報を発信している

※55 ―・ウェブアクセシビリティ：
高齢者や障害のある方など、ホームページ等の利用に何らかの制約があるなど、利用に不慣れな人々を

含めて、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用できるようにすることです。
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D 製品・サービス

◆関連する１７のゴール◆

◆「製品・サービス」に関する取組の意義◆
「製品・サービス」では、地域や社会が抱える課題を解決する、又は経済と環境の両方に好影響を与え
る、又は消費者に新しい選択肢を提供する製品やサービスを、社会に普及させる取組を提示しています。
社会貢献や地域貢献、労働環境の整備、環境保全に資する活動については、自社の事業や提供し
ている製品・サービスと完全に切り離して考えるのではなく、自社の事業や製品・サービスを通じて社会の課
題やニーズに応えることが求められています。そうすることによって、地域や社会のニーズに応えることができ、
企業の経済的な成長との好循環が期待できます。

◆チェックリストと取組事例◆

No. チェック チェック項目 事例 ゴール

58 □
生活困窮世帯の支
援につながる取組を
行っている

1・商品を購入しやすいよう小口販売制度を導入している
2・商品を購入しやすいよう共同購入制度を導入している
3・商品の定期購入が必要な所へは、割引制度を導入してい
る

4・製品のサービス化（消費者に繰り返し新しい製品を購入さ
せるのではなく、消費者がその製品を「使用する」という行為
をサービスとして提供する) による購入型販売から利用型販
売を提供している

5・定期購入による割引制度を設けている
6・消費者のシェアリング（共有）やリペアリング（修理）の権
利を保障することで、金銭的にも節約できるサービスを提供
している

7・国際フェアトレード認証ラベル※55F

56 が付いた商品の購入に努
めるなど、原材料や製品などを適正な価格で調達する取組
を行っている

8・貧富の差による差別を行わないよう社内研修等で徹底して
いる

9・生活困窮者に向けた自立相談支援機関の周知を行ってい
る（チラシの設置等）

10・生活困窮者を対象とした求人提供を行っている

※56 ―・国際フェアトレード認証ラベル：
その原料が生産されてから、輸出入、加工、製造工程を経て完成品となるまでの各工程で、国際フェアト

レードラベル機構（Fairtrade International）が定めた国際フェアトレード基準が守られていることを証
明するものです。（FAIRTRADE JAPAN：https://www.fairtrade-jp.org/about_fairtrade/intl_license.php）
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59 □
生活困窮世帯に対
して食に関する支援
を行っている

1・子ども食堂やフードパントリー※ 56F

57 への協力、寄附等の活動
を行っている

2・包装の傷みなどで品質に問題がないが流通できなくなった食
品を、生活困窮者などに配給するフードバンクの取組を行っ
ている

3・社員食堂での健康食販売代金の一部を、途上国の給食
支援に充てるＴＡＢＬＥ ＦＯＲ ＴＷＯ※ 57F

58 の取組に
参加している

60 □

小中高生やひとり親
家庭、働く世代、高
齢者世代などの食育
に資する取組を行っ
ている

1・食事習慣の可視化、改善に活用できるサービス・ツールなど
の開発を行い、提供している

2・「さいたま市食育なび※58F

59」に登録している
3・学校給食や事業所及び高齢者向けの弁当等に地元産食
材を提供している

4・野菜の摂取量を増やし、食塩の摂取量を減らす食事を提
案し、提供している

※57 ―・フードパントリー：
企業等で食品ロスとなりそうな食品を集め、ひとり親家庭や生活困窮者等に食品を配布する施設のこと

です。地域の子育て世帯の貧困状態の改善ならびにフードロス問題の解決を目指し、また地域のどの子

どもたちも安心して生活できる支援の輪を広げることを目的としています。
※58 ―・ＴＡＢＬＥ ＦＯＲ ＴＷＯ：

先進国で１食とるごとに開発途上国に１食が贈られるプログラムです。肥満や生活習慣病予防のために

カロリーを抑えた定食や食品を購入すると、１食につき２０円の寄付金がＴＦＴを通じて開発途上国の

子どもの学校給食になります（２０円というのは、開発途上国の給食１食分の金額）。

（ＴＢＬＥ ＦＯＲ ＴＷＯ：https://jp.tablefor2.org/）
※59 ―・食育なび（さいたま市）：

食育を総合的に推進していく取組の一環として、さいたま市の食に関する情報拠点・ポータルサイトと

する取組です。平成２０年（２００８年）１０月に開設し、これまで市民や食育関連団体、民間事業

所、ならびに市がそれぞれの場所や媒体で発信・受信していた情報を一元化しています。

（食育なび：http://www.saitamacity-shokuiku.jp/）
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61 □

製品及びサービスに
ついて、経済性と環
境性を両立するため
の取組を行っている

1・経済と環境の両面から見て持続可能な製品やサービスを創
出するべく、社内外から積極的な情報収集を行っている
2・ＱＣサークル活動※59F

60 により、職場内で品質管理活動を行
っている

3・製造する製品の耐用年数長期化に努め、廃棄処分削減
に努めている

4・製造する製品の軽薄短小化に努め、資源使用量のミニマム
化に努めている

5・製造する製品にはエコマークの取得に努めている

62 □
インフラの整備・管理
を実施、又は協力し
ている

1・地域（さいたま市等）の公共施設やインフラの整備や管理
の業務に携わっている

2・さいたまロードサポート制度※60F

61に参加している
3・地域の清掃美化活動に参加している
4・販売促進に向けキャッシュレス決済(クレジットカード、電子マ
ネー、デビットカード)を導入している

5・ビッグデータやＩＴを活用した運行管理を行い、ドライバー不
足や低積載率を解消する取組を行っている

63 □
移動の格差の解消
に貢献する取組に関
わっている

1・車椅子やストレッチャーごと乗れる福祉車両を保有している
2・買い物難民、通院する高齢者などのための事業（「さいたま
市高齢者等の移動支援事業」への協力を含む）を行ってい
る

3・『新たなモビリティサービスによる「まち」づくり協議会』※61F

62に関
わっている

4・ターミナルケアを受けられている方に、家族とその方が望む場
所へ無料でお連れする活動を行っている

5・バリアフリー法に基づき、移動等円滑化の促進に関する取組
を行っている

※60 ―・ＱＣサークル活動：
品質管理（ＱＣ）に関わる活動全般を指します。製品の品質向上を試みる活動や、従業員や顧客満足度

の向上を目指す活動、品質やコストに関わる課題解決を目指す活動などが挙げられます。
※61 ―・ロードサポート制度（さいたま市）：

さいたま市が管理する道路において、清掃美化活動を行う団体を認定することで、住民と行政が協力し

て快適で美しい道路環境づくりを推進する制度です。道路愛護活動に意欲的な概ね１０名以上の団体

で、かつ、道路の一定区間（市管理道路の概ね１００メートル以上）について、原則として月１回以上

の清掃美化活動を実施できる団体であれば、参加可能となっています。

（さいたま市：https://www.city.saitama.jp/001/010/018/007/003/p006920.html）
※62 ―・新たなモビリティサービスによる「まち」づくり協議会：

バスやタクシーなどの複数の交通手段を、最適な移動経路で、一括で提供するＭａａｓ（マース）など

の新しいモビリティサービスによるまちづくりに関する協議会のことです。さいたま市をはじめとする

自治体が参加しています。
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64 □

事業を通じて、生活
困窮世帯の児童や、
成人に対する教育
又は能力開発を支
援している

1・生活困窮世帯の児童や成人を対象にした、居場所づくり・
教育・能力開発・体験の場の創出などに関するサービスを提
供している

2・自社のノウハウを活かした研修や勉強会、シンポジウムなどを
開催し、社内から地域、社会の人びとの教育及び能力開発
に貢献している

3・高校生や大学生などと事業において協働し、事業に携わる
機会を提供している
4・無料学習塾やカルチャーセンターなどの運営に協力している
5・職業訓練所やポリテクセンターの技能訓練の講師派遣に協
力している

6・困窮世帯児童の学習支援を行う団体などに協力している

65 □
事業を通じて障害者
等の就労支援の取
組を支援している

1・障害者就労支援事業所への業務委託（アウトソーシン
グ）を活用している

2・障害者就労施設等で生産された物品を調達している
3・障害者の就労支援のため、自社のノウハウを活かした実習
や研修などの受け入れを行っている

4・障害者と事業において協働し、事業に携わる機会を提供し
ている

5・障害者の就労支援を行っている施設や団体の運営に協力
している

66 □

災害やその他非常時
における自助・共助・
公助を支援する製
品・サービスについ
て、開発と提供を行
っている、又は活用を
している

1・製品・サービスを開発する際に、災害やその他の非常時にも
活用できるという観点を取り入れている

2・災害時、非常時にも活躍する製品を開発、販売、又は使
用している
3・災害時、非常時に自社のノウハウなどを活用した製品やサー
ビスを提供する体制を整えている

4・自社で購入する製品・サービスについては、災害時や非常
時にも活用できるという観点で購入している

67 □

自社の製品やサービ
スが顧客のエネルギ
ー効率化に貢献して
いる

1・節電サービスの提供や、省エネ製品等の製造、販売を行っ
ている

2・ＬＥＤ等の省エネルギー型照明器具を販売している
3・屋根、壁、床等の断熱材を販売している
4・太陽熱温水器の販売を行っている
5・空調機のメンテナンスや清掃サービスを展開している
6・建物の緑化サービスを行っている
7・生産設備の省力化診断サービスを行っている



61 

製品・サービス

68 □

製品やサービスの持
続可能性を向上させ
るためのイノベーション
に取り組んでいる

1・持続可能な製品やサービスを創出するべく、定期的な情報
収集、ステークホルダー間での情報共有、協働などを行ってい
る
2・製品材料として環境負荷の少ない材料を採用するなどし
て、持続可能性の高い製品の提供を行っている

3・設備導入の検討にあたっては、設備廃棄までの経済性に加
え、資源やエネルギー消費・環境負荷の最小化を目標にラ
イフサイクルマネジメントの視点で検討している

4・オーバースペックの設備による、資源の浪費を避けるため、設
備能力の適切化を行っている

5・作業工程の見直し、ＱＣ活動、原価管理に関する情報の
共有と教育を行っている

6・バリューエンジニアリング、選別受注、取引先・材料・発注方
法の見直し等を行っている

7・環境に配慮し、夜間電力やコージェネレーション※62F

63 の適用
を進めている

8・共同運送の活用により、環境に配慮すると共に、実車率を
向上させる生産性アップの取組を行っている

69 □
地産地消※ 63F

64 に取り
組んでいる

1・地域で生産された農産物や副産物などを活用した商品・サ
ービスの開発に取り組んでいる

2・地産地消商品の販売を行っている
3・市内事業者を優先して調達を行っている
4・生産者情報の表示を行っている

※63 ―・コージェネレーション：
コージェネレーション（熱電併給）とは、発電した際に生じる廃熱も同時に回収するシステムです。回

収した廃熱は、蒸気や温水として、工場の熱源、冷暖房・給湯などに利用できます。熱と電気を無駄な

く利用できれば、燃料が本来持っているエネルギーの約 75～80％と、高い総合エネルギー効率が実現可
能となります。

（資源エネルギー庁：https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/other/cogeneration/）
※64 ―・地産地消：

地元で生産されたものを地元で消費することで、生産者と消費者の双方にメリットが大きい消費行動で

す。
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70 □

地域の物産品を製
造・販売・使用する
など、地域の活性化
に貢献している

1・地場商品の製造に関わっている
2・地域のイベントに参加している
3・地域づくりに取り組む自治会・ＮＰＯ及びボランティア団体
の活動への参加又は協力を行っている

4・地元産品販売コーナー及び生産者等の直売コーナーを設
置している

5・地元産品のＰＲ及び販売促進に協力している
6・地域のイベントに協力している
7・空き店舗の活用促進に協力するなど、まちのにぎわいづくり
に貢献している

71 □
地域間の連携及び
交流を促進する取
組を行っている

1・都市、農村、山村、漁村など、多様な地域と連携し、地域
の特性や特産品を活かした製品・サービスを生み出し、提
供している

2・さいたま市が進める東日本連携事業に協力している
3・まるまるひがしにほん※64F

65の店に登録している
4・まるまるひがしにほんで実施される商談会に参加している
5・生産地や生産者を商品に表示するなど、地域の特性を見
える化する取組を行っている

6・地域ごとの特性や取組について紹介するパンフレットやアプリ
などのツールを開発・提供するなどしている

7・地域と地域、地域と人、人と人が対等に気軽につながって、
情報を共有したり、意見交換をしたりできるサービスを提供し
ている

※65 ―・東日本連携センター まるまるひがしにほん：
 東日本の「食」や「地域の産業」を中心に「ヒト・モノ・情報」が集結し、交流・発信・活性化を促す地

方創生の場として大宮に開設された、東日本の自治体や企業等が交流するプラットフォームです。

（https://www.city.saitama.jp/006/007/020/010/004/index.html）
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72 □
生き物と共生する住
宅開発やまちづくり事
業に取り組んでいる

1・生物多様性に配慮した住宅・建設プランなどを提供している
2・開発を行う際に事前に地域の生態系などについて調査を行
い、その結果に基づいて建設を行っている

3・地域の生物多様性について普及啓発と住民への学びを提
供するサービスを行っている
4・自社で提供している住宅・建設物について、生きものと共生
する事業所を認定するＡＢＩＮＣ※46 や、民間事業者が
所有する緑地を認定するＳＥＧＥＳ※47 などの認証を取
得している又は、取得に向けて取り組んでいる

73 □
地域金融機関のＳ
ＤＧｓ支援サービス
を活用している

1・ＳＤＧｓ私募債を発行して資金調達している
2・ＳＤＧｓに取り組む企業向けの制度融資を活用している
3・再生可能エネルギー事業（太陽光、風力、バイオマス等）
に対し地元金融機関の融資を活用している

74 □

新規事業も含めた
事業の積極展開や
起業支援等により、
地域の産業や雇用
創出に貢献している

1・新規事業の開業手続き支援を行っている
2・新規事業の事業計画作成支援、新製品開発支援、販路
支援、プロモーション支援を行っている

3・感染症の蔓延により、輸入が困難となった物資についての増
産や新規生産を行っている

4・社内ベンチャー制度を整備している

75 □

科学研究及び学術
の振興を図るため、
技術の進歩・変革に
挑戦している

1・大学などの外部機関と、科学研究や新しい製品・サービスに
ついて、意見交換やアイディア出しなどを行っている

2・大学などの外部機関との共同研究を推進している
3・技術課題の解決に向け産学連携を活用し、研究成果を学
会などで発表している

4・新製品の開発などに向け、公設試験研究機関を活用して
いる

5・大学などの研究機関やその研究プロジェクトに対して、出資
するなどして協力している
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76 □
他企業とのビジネスマ
ッチングに積極的に
取り組んでいる

1・ビジネスマッチングによる製品・サービスの開発、販路開拓等
を推進している

2・自治体等が実施するマッチング事業（彩の国ビジネスアリー
ナ※65F

66、ＢＩＺ ＳＡＩＴＡＭＡ※66F

67等）を活用している

77 □

地域のさまざまな機
関と連携して、生産
性を高めたり、新たな
ビジネスを起こす取
組を進めている

1・産学官金連携による製品開発を進めている
2・国や県の研究開発補助金（サポイン事業※67F

68 等）を活用
している

3・自治体が運営、参加している協議会やネットワーク（医療
イノベーション埼玉ネットワーク※68F

69 、埼玉大学産学官連携
協議会※69F

70等）に参加している

※66 ―・彩の国ビジネスアリーナ：
中小企業の受注確保・販路開拓、技術力向上等を目的に毎年開催されている国内最大級のビジネスマッ

チングイベントです。企画展示、セミナーなどが行われます。
※67 ―・ＢＩＺ ＳＡＩＴＡＭＡ：

国内外の大手企業から課題解決を求める技術ニーズを収集し、公開された技術ニーズにものづくり企業

が提案を行うニーズプル型オープンイノベーション方式の展示商談会です。商談会や展示会の開催や、

技術提案に関する事前のマッチングサポート、事後の商談フォローなどを行います。
※68 ―・戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）：

中小企業・小規模事業者が、大学、公設試験研究機関などの研究機関等と連携して行う、製品化につな

がる可能性の高い研究開発、試作品開発など、販路開拓への取組を一貫して支援する事業です。

（関東経産局：https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sapoin/index.html）
※69 ―・医療イノベーション埼玉ネットワーク：

埼玉県とさいたま市が共同で運営している、医療機器等の関連企業や大学・研究機関、医療機関、これ

から参入を目指す企業などが参加するプラットフォームです。医療機器等に関するセミナーの実施、最

新動向の共有、研究開発に関する各種支援メニューの紹介など、関連情報の提供や会員相互の交流の機

会の提供などを行っています。（埼玉県先端産業創造プロジェクト：https://www.pref.saitama.lg.jp/ 
leading-edge-project/medical/network/about.html）

※70 ―・埼玉大学産学官連携協議会：
埼玉大学産学官連携協議会は、埼玉県内の経済団体と埼玉大学が設立発起人となり、協議会会員企業等

と埼玉大学の研究を有機的に結びつけ、地域産業の一層の発展を図ることを目的に設立された任意団体

です。（埼玉大学：http://www.saitama-u.ac.jp/coalition/kyougi/kyougi_about/）
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E 社会貢献・地域貢献

◆関連する１７のゴール◆

◆「社会貢献・地域貢献」に関する取組の意義◆
「社会貢献・地域貢献」では、地域や社会のニーズに応える、又は地域や社会を豊かにする取組を提
示しています。
企業は、資金、人財、会議室や駐車場などの空間資源、ノウハウなど、様々な資源を持っています。こ
れらの資源を活かして地域や社会のニーズに応えることで、地域や社会からの評価が高まるだけではなく、
従業員の新しい学びや、新しい製品やサービスのアイディア、新しいパートナーシップが生まれる可能性もあ
ります。既にある地域や社会のニーズに応えることから始めて、新たなニーズを掘り起こすところまで発展でき
れば、更に可能性は広がります。

◆チェックリストと取組事例◆

No. チェック チェック項目 事例 ゴール

78 □
自然災害発生時に
地域防災を支援でき
る体制を整えている

1・ＢＣＰ（事業継続計画）※ 70F

71 の整理、担当者の配置
や、権限及び運用マニュアルの確認等により備えを行ってい
る

2・大地震等の災害発生時に、帰宅困難者を受け入れる一時
滞在施設に指定されている

3・埼玉県地域防災サポート企業・事業所※71F

72に登録している
4・自治会に加入し、地域の防災訓練に参加している

※71 ―・ＢＣＰ（事業継続計画）：
企業などが、自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を

最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき

活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

（中小企業庁：https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_c/bcpgl_01_1.html）
※72 ―・地域防災サポート企業・事業所（埼玉県）：

災害や事故が起きた場合、地元の市町村や自主防災組織と協力して防災・救援活動などを行う企業・事

業所として登録する制度です。（埼玉県：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/bousai-support2.html）
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79 □
地域の犯罪防止に
協力している

1・地域の防犯パトロール活動に協力している
2・社内や敷地内に監視カメラを設置しており、もしもの時に警
察に協力することが可能である

3・街路灯の設置に協力し夜間の防犯に貢献している
4・「子ども避難所 110 番の家」事業所となっている
5・子どもたちの登下校の見守り活動に協力している
6・「子ども安全協定」を締結している

80 □
小中学校と連携する
など、子どもの豊かな
学習を支援している

1・地域の子どもたちの工場見学を実施している
2・さいたま市中学生職場体験事業「未来（みら）くるワーク
体験※72F

73」を受け入れている
3・ボランティアで「子ども大学※73F

74 」に取り組み小学生を教育し
ている

4・埼玉県内へ環境出前授業※74F

75を実施している
5・小中学生の起業家教育に携わっている
6・チャレンジスクール推進事業※75F

76 において、運営ボランティア・
講師等として協力している

81 □

高校や大学と連携す
るなど、多様な教育
機会の提供や、次世
代を担う人材の育成
に資する取組を行っ
ている

1・高等学校・大学等のインターンシップを受け入れている
2・従業員に技術的・職業的スキルを身につけてもらうための研
修制度がある

3・高等学校・大学等と連携した事業活動又は研究開発を行
っている

4・高等学校・大学等での講義に講師として参加している
5・会社独自の奨学金制度を設けている

※73 ―・未来（みら）くるワーク体験（さいたま市）：
さいたま市立中・特別支援学校の生徒の、勤労観、職業観をはぐくみ、学ぶことの意義を考える機会を

提供することを目的とした取組で、地域の事業所に協力頂き、職場体験を実施しています。

（さいたま市：https://www.city.saitama.jp/003/002/008/006/p022289.html）
※74 ―・子ども大学：

平成１４年（２００２年）にドイツのチュービンゲン大学から始まった取組です。埼玉県では、子ども

の学ぶ力を育むとともに、地域で地域の子どもを育てる仕組みを創るため、子ども大学の開校を推進し

ています。各子ども大学では、大学のキャンパス等を会場に、大学教授や地域の専門家等が講師とな

り、子どもの知的好奇心を刺激する講義や体験活動が行われています。

（埼玉県：https://www.pref.saitama.lg.jp/f2215/kodomodaigaku/index.html）
※75 ―・環境出前授業（埼玉県）：

民間企業等が有する環境保全のノウハウや環境学習プログラムなどの提供を通して、学校における環境

学習を支援するため、環境問題や環境教育に関心が高い企業等を「環境学習応援隊」として登録し、学

校に派遣する制度です。（埼玉県：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0501/ouentai.html）
※76 ―・チャレンジスクール推進事業（さいたま市）：

さいたま市では、「放課後チャレンジスクール」及び「土曜チャレンジスクール」を、市立小・中学校全

校で実施しています。放課後チャレンジスクールとは、放課後等に小学校の余裕教室等を活用して、子

どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）を設け、子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな

人間性をはぐくむ活動です。土曜チャレンジスクールとは、土曜日等に希望する児童生徒の自主的な学

習（補習・宿題等）や体験活動をサポートし、子どもたちに学ぶ楽しさを教え、基礎学力の向上や学習

習慣の定着を図るものです。

    （さいたま市：https://www.city.saitama.jp/003/002/005/p008423.html）
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82 □
地域の文化遺産や
自然遺産の保護・保
全に貢献している

1・地域の伝統ある祭礼に協力もしくは参加している
2・従業員による文化遺産や自然遺産の保全活動への参加を
推進する取組を行っている

3・地域の伝統的な祭礼、伝統芸能、伝統技術などについて、
その保存に協力している

4・地域の自然資源、文化的資源が枯渇することが無いよう、
保全活動に取り組んでいる

83 □
住みやすいまちづくり
の活動に関わってい
る

1・地元のまちづくり協議会等、まちづくりの活動に参加してい
る
2・遊休不動産などの地域資源を活用したまちづくりに取り組ん
でいる

3・地域住民に自社の求人情報を広く公開し、地元人材を積
極的に採用している
4・地域の集いの場（サロン）※76F

77の活動に協力している
5・近隣地域の防犯パトロールに協力している
6・地域の道路、公園、河川の清掃活動に協力している

84 □
地域の誰もが集いや
すい場所を提供して
いる

1・オフィスビルの緑地やオープンスペースを公開空地として開放
し、イベント等に活用している

2・地域の集いの場（サロン）の活動に場所を提供している
3・地域住民や団体の活動の場として、空き会議室などの貸し
出しを行っている
4・地域に対して、自社のカフェスペースや駐車場などを休日に
開放するなどの取組を行っている

85 □

地域にＳＤＧｓの
考え方や取組を浸
透させる活動を行っ
ている

1・地域の学校で自社のＳＤＧｓの取組を紹介し、校外学習
も受け入れている
2・持続可能なサプライチェーンの管理に対する（工場等）見
学の受け入れを実施している

3・学校のＳＤＧｓ教育の支援として、出前授業を実施して
いる

4・地域住民などを対象に行うＳＤＧｓ教育プログラムを社内
で考案する取組を行っている

5・ＳＤＧｓの達成に向けて、地域の市民活動団体や市と協
力して事業を行っている

※77 ―・地域の集いの場（サロン）：
さまざまなテーマで地域の人びとが集い、経験や課題などを共有し合う場のことです。さいたま市で

も、介護者サロン、子育てサロンなどが開催されています。
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86 □

開発途上国の課題
解決のために、国際
機関、ＮＧＯ等とパ
ートナーシップを組む
などして、取り組んで
いる

1・社内でエコキャップ活動※77F

78を行っている
2・自社の技術やノウハウが活かせる国際貢献活動に参画して
いる

3・ウォーターエイド※78F

79の活動に協力している
4・自社の人材、ノウハウなどを活用して、国際機関やＮＧＯ
の活動に協力している

※78 ―・エコキャップ運動：
ペットボトルのキャップを収集し、その売却益を発展途上国に寄付する取組です。取組を通して、リサ

イクルの促進、ＣＯ２の削減、発展途上国の医療支援、リサイクルの過程での障害者・高齢者の雇用促

進などを達成することが目的です。
※79 ―・ウォーターエイド：

水・衛生分野に特化して活動する国際ＮＧＯです。令和３年（２０２１年）現在、世界３４か国に拠点

を置き、アジア、アフリカ、中南米など計２６か国で水・衛生プロジェクトを実施しています。寄付を

することで、それぞれの地域に合った技術で給水設備やトイレの設置を行い、その技術をコミュニティ

に根付かせる取組を支援することができます。

（Ｗａｔｅｒ Ａｉｄ：https://www.wateraid.org/jp/who-we-are）
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組織体制 

F 組織体制

◆関連する１７のゴール◆

◆「組織体制」に関する取組の意義◆
「組織体制」では、自社が継続的にＳＤＧｓを推進し、成長していくための体制づくりに関する取組を
提示しています。
事業そのものやＳＤＧｓの取組を継続するための重要事項の一つは、自社の組織体制をしっかりと整
えることです。取組の実施及び見直しのスケジュール、担当者、全体の体系などをひとつの計画やガイドライ
ンの中に組み込んでおくことで、取組を持続可能な形で継続することが可能になります。
ここでは、そのための具体的な項目として、災害の発生時の対応の策定、従業員の意見の吸い上げや
事業の見直し、企業理念やＳＤＧｓと本業の関連性を社内に浸透させるための取組や体制構築、パー
トナーシップの構築などを提示しています。

◆チェックリストと取組事例◆

No. チェック チェック項目 事例 ゴール

87 □

災害に遭遇した場合
でも事業を復旧し、
継続するための計画
や準備がある

１・緊急連絡網を作成し、緊急時の連絡体制を整備している
２・防災用品を備蓄している
３・防災訓練を実施している
４・企業総合保険などへ加入している
５・経済産業省の事業継続力強化計画※79F

80 の認定を取得し
ている

６・ＢＣＰ（事業継続計画）を策定している

88 □

気候変動により発生
又は増大する災害に
対して、事前の防災
対策に関する計画や
準備がある

1・気象災害（台風や豪雨など）による事業への被害を防
止・軽減するために、ハザードマップを確認して、避難計画や
事前防災対策を行っている

2・避難ガイドラインを策定している
3・ハザードマップを活用した、避難訓練を実施している
4・シミュレーションによるシナリオ分析を活用し、調達に関するリ
スク管理を行っている

5・取引先の気候変動問題への理解と取組（計画）を確認
している

6・事業所を水害の少ない場所に選定している

※80 ―・事業継続力強化計画（経済産業省）：
中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度です。認定を受

けた中小企業は、税制措置や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。

（中小企業庁：https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bouｓai/keizokuryoku.htm）
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89 □

従業員とコミュニケー
ションを図り、意見を
汲み上げる仕組みを
有している

1・朝礼などで従業員の意見を汲み上げる機会を設けている
2・従業員に対してアンケート調査やヒアリングなどを行っている
3・意見投稿用の目安箱や従業員向けのサイトを設けている

90 □

従業員の生産性を
向上させるために、
業務の効率化を進
め、ムダな業務の削
減に努めている

1・ムダな業務プロセスを洗い出し、ムダな会議、ムダな書類作
成などを削減している

2・グループウェア※80F

81などの業務効率化ソフトを導入している
3・生産現場のＰＤＣＡサイクルによる管理を実施している
4・品質、納期も含めた業務効率化のためＱＣサークル活動を
取り入れている

5・生産性向上のための省力化、合理化投資を行っている
6・社内でチャットツールなどを活用するなどして、従業員間の連
携が取りやすい環境整備を行っている

7・デジタルツールやシステムの導入により、業務の効率化を図っ
ている

8・定型業務を自動化することで、労働時間短縮を実現してい
る

91 □

経営上の方針、目
標、計画等の中でＳ
ＤＧｓへの取組の
意義や位置づけを明
確化している

1・従業員参加型で、ＳＤＧｓの達成に貢献できるような中
長期的な経営戦略を策定している

2・ＳＤＧｓの考え方を取り入れた経営ビジョンを作成し、サプ
ライチェーンを巻き込んだ事業戦略を構築している

92 □

自社のＳＤＧｓに
関する取組について
情報開示を行ってい
る

1・ウェブサイトにＳＤＧｓ宣言やＳＤＧｓへの取組に関する
情報を開示している

2・サステナビリティ報告書や、統合報告書などの定期報告書を
作成している

3・自社のＳＤＧｓに関する取組を対外的にニュースリリースし
ている

4・自社のＳＤＧｓに関する取組について、取材や記事掲載
に協力している

※81 ―・グループウェア：
ネットワークを使用することで、スケジュールなどの情報の共有やコミュニケーションを取りやすく

し、業務の効率を上げるためのツールの総称です。
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93 □

従業員に対してＳＤ
Ｇｓ及び、事業を通
じてＳＤＧｓを推進
する取組についての
周知・教育を行って
いる

1・さいたま市ＳＤＧｓ企業認証書を社内にて掲示するなど、
自社のＳＤＧｓへの取組を従業員に対して広く共有してい
る
2・社内報などで自社のＳＤＧｓへの取組や事業とＳＤＧｓ
との関連性などを周知している

3・従業員向けにＳＤＧｓに関する勉強会や研修会を実施し
ている

4・さいたま市のＳＤＧｓセミナー等※など、社外の研修会に参
加している

5・ＳＤＧｓへの取組に向け、従業員で定期的にＳＤＧｓ
勉強会を行い、理解を深めている

6・各部門に適用した、サステナビリティ（持続可能な開発）に
関する研修を実施している

7・従業員全員で令和１２年（２０３０年）の世界での自
社のあるべき姿を議論し、ＳＤＧｓを活用してその姿を実
現するための計画を作成している

94 □

ＳＤＧｓ活動の実
践に際して、組織外
部の多様な組織など
と連携している

1・会社案内・自社サイト・雑誌などへＳＤＧｓ情報を掲載し
ている

2・地域のイベントに参加している
3・ＳＤＧｓ関連のイベントに出展・参加している
4・さいたま市のＣＳ・ＳＤＧｓパートナー※ 81F

82 又は埼玉県Ｓ
ＤＧｓパートナー※82F

83に登録している
5・埼玉県や内閣府のＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム※83F

84

に入会している
6・社内提案制度を導入している
7・顧客対応窓口を設置している
8・顧客満足度調査を実施している
9・被災地の復興支援活動を実施している

※82 ―・さいたま市のＣＳ・ＳＤＧｓパートナー：
住みやすいと思う人の割合＝市民満足度を９０％以上とするための運動を「ＣＳ９０＋運動」と名付

け、このＣＳ９０+運動に賛同し、市民満足度の向上及びＳＤＧｓの達成に取り組む企業・団体等に「Ｃ
Ｓ・ＳＤＧｓパートナーズ」宣言をしていただき、官民一体となって「住みやすいまち・住み続けたい

まち」を目指して取り組んでいます。

（さいたま市：https://www.city.saitama.jp/006/007/002/008/p062519.html）
※83 ―・埼玉県ＳＤＧｓパートナー：

ＳＤＧｓの取組を自ら実施、公表する県内企業・団体等を「埼玉県ＳＤＧｓパートナー」として県が登

録します。これにより、県内企業等におけるＳＤＧｓ達成に向けた具体的な取組を促進し、企業等の価値

向上及び競争力の強化を図るとともに、県が進める「埼玉版ＳＤＧｓ」を共に推進することを目的として

います。（埼玉県：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0102/sdgs/saitama-sdgs.html）
※84 ―・ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム（内閣府）：

ＳＤＧｓの国内実施を促進し、より一層の地方創生につなげることを目的に、広範なステークホルダーと

のパートナーシップを深める官民連携の場として、内閣府が設置しているプラットフォームです。

（地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム：https://future-city.go.jp/platform/）
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95 □

事業の付加価値を
より高めるため、事業
の見直しや新たな事
業への進出などを行
っている

1・デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）※ 84F

85 など、今後の
成長分野へ投資を行っている

2・中長期経営計画を作成し、再構築が必要な事業の仕分
けを行っている

3・事業の再構築を進めるための異業種交流や提携を進めて
いる

4・事業の再構築のための新製品・新サービスの開発推進を行
っている

5・事業再構築のための組織改革に取り組んでいる

※85 ―・デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）：
   企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基

に、製品、サービス、ビジネスモデル、業務そのもの、組織、企業文化・風土を変革することです。
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（３）チャレンジＳＤＧｓ

認証要件：①目標を３つ以上設定すること 
        ②以下に記載するタイプのうち、タイプ３の目標を必ず1 つ以上設定すること 
        【タイプ１】ベーシックＳＤＧｓチェックリストで、チェックがつかなかった項目に取り組むという目標 

【タイプ２】ベーシックＳＤＧｓチェックリストで、チェックがついた取組をさらに向上させるという目標 
【タイプ３】自社で考えるＳＤＧｓの達成に向けたオリジナルの目標（必須） 
③タイプ３の目標については自己評価チェックシートを作成すること 

①チャレンジＳＤＧｓ概要 

チャレンジＳＤＧｓは、ＳＤＧｓ達成に向けて企業が掲げる目標を記載いただくものです。さいたま市ＳＤ
Ｇｓ企業認証制度の応募にあたっては、チャレンジＳＤＧｓ（目標記入）シートに、自社のＳＤＧｓの取
組目標や具体的な取組内容、ＫＰＩを設定し、さいたま市に提出していただきます。チャレンジＳＤＧｓにて
記載頂く内容は、以下の通りです。 

－チャレンジＳＤＧｓ（目標記入）シートに記載する記入項目と留意点－
No. 記入項目 記載時の留意点

１ 目標 

① 約５年という期限にて実現可能であり、かつ適切な目標を設定してください。 
② １つ以上、「本業を活かした取組」にできるよう、目標を設定してください 
③ 文頭に目標タイプを記載してください（例：【 タイプ１ 】、 【 タイプ３ 】） 
④ タイプ 1.2 の場合、ベーシックリストの内、どのチェック項目に対応しているか記載してください 
⑤ 各目標タイプは自由に組み合わせることができます 
（例：目標①【タイプ１】、目標②【タイプ１】、目標③【タイプ３】など） 
⑥ 目標のうち一つは、事業性を持った取り組みを設定することを推奨しています 
 （詳細は p.7５チャレンジＳＤＧｓ（目標記入）シートに取り掛かる前にを確認ください） 

２ 
関係する
ＳＤＧｓ
のゴール 

① 関係する１７のゴールの番号を全て記載してください（例：１、２、５、６、17 など） 
② 当項目で掲げたＳＤＧｓゴールへの貢献が、「４ 目標達成に向けた取組内容」の文脈から
読み取れるよう記載してください 
③ ＳＤＧｓターゲットとの関連性について、検討できていることが好ましいです 

３ 
目標達成
期限 

① 認証期間とあわせるため、原則として申請年度により一律設定となります 
（認証期間：申請年度の 4年経過以降の 3月） 
令和４年度中申請→令和９年3月  令和 5年度中申請→令和 10年 3月 

４ 
目標達成
に向 け た
取組内容 

① 内容を具体的（誰が、どこで、何を、どのように等）に記載してください 
② 取組の結果、「１ 目標」で掲げた目的が達成されるようなストーリーが述べられていると好まし
いです 

５ ＫＰＩ 

① 定「量」的な指標を記載してください（可能な限り数値で記載してください） 
② 「３ 目標達成年限」における目標値と共に、現状と目標達成年限までの各年度末の目標
値を示してください 
③ 「４ 目標達成に向けた取組内容」を「３ 目標達成年限」まで実施した際に、達成が可能
な現実的な数値にて設定してください 
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また、目標・具体的な取組内容・ＫＰＩ設定のコツは、以下の２点です。
１．地域や社会における課題解決の視点から発想して、課題解決のためには何が必要かについて検討し、そ

れに基づいて目標を設定する。（アウトサイド・イン・アプローチ：詳細は１４ページを参照）
２．令和１２年(２０３０年)又はそれ以降の未来における自社の社会的な存在意義や理想の姿を描いた

うえで、そこから現在を振り返って自社がやるべきこと、やりたいことを構想し、３年後や５年後の目標を設
定する。（バックキャスティング：詳細は１５ページを参照）

上記１を通して、「社会課題の理解」ができます。社会課題は多様ですが、会社としてどの課題へ優先的に
取り組むかを考える際、上記２の「理想の姿・実現したい社会」で描いた像が行動指針となります。
理想の社会へ到達するためには、その道程に存る社会課題を取り除かなければなりません。ひいては、「理想
の社会を実現するため、どの社会課題であれば、自分の会社が解決に貢献できるのか？」を問うことになります。
そして多くの企業は「本業＝企業独自の技術を活かした社会活動の解決」を目指すことになるはずです。
現代社会において、企業が担う大きな役割は経済活動つまり本業の実施です。その為、企業は自社資源の
多くを本業の発展に費やしています。結果、本業には企業の技術が集約されており、革新が産まれる素地があり
ます。一方社会課題は、様々な要因要素が絡み合い、解決には相応の技術や情報が必要となります。先述の
通り、企業の技術の粋は本業に集約されます。よって、「どの社会課題であれば、解決に貢献できるか？」という
問いに対する答えは、自然発生的に「本業＝企業独自の技術を活かした社会活動の解決」になるはずです。
ここまで、企業の技術を用いた課題解決の必然性を説明しましたが、磨き上げた技術を解題解決のために無
償で使用すると、当然企業の資源は減少します。先述の通り社会課題は様々な要因要素が絡み合っており、
解決には粘り強く取り組むことが必要です。企業が社会課題の解決へ粘り強く、持続的に貢献するためには、
事業性を伴った取組、つまり収益を上げながら社会課題を解決できる仕組みづくりが重要となります。

・KPI とは？…Key Performance Indicator／重要業績評価指標のこと。
・KPI って何に使うの？…KPI は、ゴール達成へのプロセスを定量化したものです。達成度合いを経過時間
ごとに計量し、当初計画からのズレを確認することで、計画立案時には想定外であった、もしくは過少・過大
評価していた課題を認識することに役立てます。
また、このズレに対する認識を用いて、定期的にアクションプランの改善や目標の上方・下方修正をする事が
できます。
・KPI と KGI って何が違うの？…KPI はゴールの数値ではありません。KGI は Key Goal Indicator／
経営目標達成指標のことです。言い換えれば、KGI の達成が目標の達成となります。KPI は目標達成の
過程を示す数値です。
・KPI と KGI はどのように立てるの？…老後の生活を経済面で豊かにしたいという目標があったとします。こ
の時、「定年退職までの 10年で 2000 万円貯金する」という KGI が建てられます。これを年次ごとの目標
値に単純変換すると「1 年で 200万円貯金する」という KPI が設定できます。KPI 設定に必要なのは、
「目標」と「目標値＝KGI」の設定です。
・単純に、目標値をタイムフレームで割り算すれば、KPI が設定できるの？…両者の割り算という単純作業
では、実現性が担保されません。実現性を担保するためには、企業の事業計画と社会経済の変化を鑑みる
必要があります。例えば、何か事業を始めた場合、売り上げは通常右肩上がりに変化し、初年度の売り上げ
と 4 年目の売り上げは異なるはずです。またこの成長曲線は社会経済の変化に影響を受けます。成長と外
部からの影響を予測することで、実現可能性を担保したKPI が設定できます。

KPIとは？
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②チャレンジＳＤＧｓ（目標記入）シートに取り掛かる前に 

事業者の作成したチャレンジＳＤＧｓ（目標記入）シートを確認すると、「目標」を達成するための「具体
的な取組内容」は、大まかに 2 つに分類できます。それは、「ソーシャルビジネス」と「慈善活動」です。 

・「ソーシャルビジネス」…「ソーシャルビジネス」は、社会貢献性の高い商品・サービスの開発や販売など、ビジ
ネスによる社会課題解決のことを指します。その為、活動は本業に関連することが多く、企業利益が伴います。
（例：バスなど公共の移動手段が、自治体の資源の枯渇によって保障できない状況にある、限界集落に対す
るモビリティ提供サービスなど） 
・「慈善活動」…「慈善活動」は、利益をあげることを目的とせず、社会課題の解決に対して一方的に支援す
ることを指します。（例：清掃活動、寄付など） 

日本の企業は、社会貢献活動として、バブル期にＣＡ（コーポレートアート）を通じた美術品の購入および
一般公開を実施しました。当活動は好景気とともに大きな予算を伴って実施され、「慈善活動＝企業の社会
貢献」という印象を強く民衆に植え付けました。この印象は根深く、社会貢献を通した自社の利益増大を目的と
する「ソーシャルビジネス」に対して、ＣＡのイメージと対比するものとして違和感を感じてしまう傾向が今でも見ら
れます。 
しかし、さいたま市としては、以下の理由から「ソーシャルビジネス」を目標設定することを推奨しています。 

①【持続性】資源の枯渇によって優先的にコストカットの対象となる「慈善活動」に比べ、利益を出すことから継
続性がある。 
②【公益性】「ソーシャルビジネス」は社会課題の解決に資するとともに利益を伴うため、事業の発展が会社の売
り上げにつながり、貢献した社員の待遇を良くすることができる。待遇の改善および「社会へ貢献できている」と
いう充実感は、社員のやりがいを創出し、更なる努力を促進するといった好循環を産む。また、社会への貢献
性に対し、ステークホルダーから理解・共感を産み、連携強化へつながる。 
③【イノベーション】事業性を伴う以上、自社の資源を最大限に利用しようと努力するため、課題に対し適正な
技術を発明することで、従前よりも効率の良い課題解決方法が発見できる可能性がある。また、開発した技
術は自社の強みとなる。「慈善活動」は自社事業と関連の無い分野に対し実施できる反面、自社の強みが
利用できず、活動で得た技術を本業に還元することが難しいことがある。 

様々な利点のある「ソーシャルビジネス」ですが、一方で「残り続けている社会課題は、解決策が見出せていな
い＝解決が困難である課題である」と考えられ、これらを解決しつつ、十分な収益を生む社会貢献事業の仕組
み作りは“非常に難しい”と考えられます。限られた資源の中で、収益を担保しつつ、かつ課題を解決する仕組み
をづくるためには、既存のサービス・製品による取組だけではなく「課題を解決する画期的なアイデア(イノベーシ
ョン)」を伴いながら、「事業への共感者・支援者」と協力することが重要です。 
「課題を解決する画期的なアイデア」は、③【イノベーション】で述べているとおり、企業活動による、知の蓄積に
よって創造することが可能であり、「事業への共感者・支援者」は、同じく「ソーシャルビジネス」を実施する企業や
団体とのパートナーシップによって、能動的に生み出すことができます。 
チャレンジＳＤＧｓ目標設定時には、慈善活動だけに目を向けるだけでなく、事業性を伴う挑戦的な目標

設定をご検討ください。 
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③チャレンジＳＤＧｓ（目標記入）シート「目標」、「取組」および「ＫＰＩ」具体例 

目標【タイプ１】 ベーシックＳＤＧｓチェックリストで、チェックがつかなかった項目に取り組むという目標の例
チェックがつかな
かった項目 

「目標」例 「取組」例 「ＫＰＩ」例

設
定
例

【タイプ１】チェッ
ク項目 １７ 
「 女 性 の 採
用、継続就業、
職域拡大、役
員・管理職への
登用について、
性別による差が
ないように取り組
んでいる」 

さいたま市でいちばん
いきいきと働ける職場
をつくる。 

☆作成時のポイント 
今から５年先まで
の取組や方向性を示
しながら、１５ページ
の「－バックキャスティン
グで設定した目標とＫ
ＰＩの例－」における
「あるべき自社の姿」を
示す。 

女性労働者の継
続雇用割合を上
昇させるため、以下
2 点の取組を実施
する。 
①女性活躍推進
法を尊重し、令和
７年（２０２５
年）までに「えるぼ
し認定」を取得す
る。 
②女性管理職志
望者向けセミナー
の年次開催。 

・「女性労働者の継続雇用割
合」÷「男性労働者継続雇
用割合」が雇用管理区分ご
とにそれぞれ８０%以上。 

【各年での目標値】 
現状値：５０％。過去5年
の変化幅は、年次平均Δ
７%。 
令和 4年 3月：５７％Δ７ 
令和 5年 3月：６４％Δ７ 
令和 6年 3月：７１％Δ７ 
令和 7年 3月：７５％Δ４
*¹ 
令和 8年 3月：８０％以上
*¹Δ７％の変化率は、数値の
上昇により鈍化が予想される。 
☆作成時のポイント 
 進捗状況を確認するために、
各年の目標値を設定する。ま
た、ＫＰＩの妥当性に関する
根拠を可能な限り提示する。 
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目標【タイプ２】 ベーシックＳＤＧｓチェックリストで、チェックがついた取組をさらに向上させるという目標の例
チェックがつかな
かった項目 

「目標」例 「取組」例 「ＫＰＩ」例

設
定
例

【タイプ２】チェ
ック項目 ７１
「地域間の連
携及び交流を
促進する取組を
行っている」 

さいたま市の経済を活
性化させる。 

以下の取組によっ
て、取り組む自治体
や事業者との交流機
会を増やす。 
①さいたま市企業認
証制度コミュニティ活
動への年次 3 回参
加。 
②埼玉県の主催す
る○○分科会への加
入（2022 年度に
実施） 
③営業課に当事業
のタスクフォースを編
成（2022 年までに
編成） 

・ＳＤＧｓに取り組む自治体
又は事業者との協働事業数
１事業⇒３事業 
【各年での目標値】 
現状値：1事業。現在、実施
には至っていない交渉中の案
件数は１事業。 
令和 4年 3月：1事業 
令和 5年 3月：1事業 
令和 6年 3月：2事業（令
和３年時点で交渉した事業
の実施には、おおよそ 2 年が
必要と予想される。） 
令和７年３月：２事業 
令和８年３月：３事業（令
和 4 年時点より渉外を開始
する見込みであり、事業実施
に平均 4年を費やす為） 

目標【タイプ３】 自社で考えるＳＤＧｓの達成に向けたオリジナルの目標の例
「目標」例 「取組」例 「ＫＰＩ」例

設
定
例
Ａ

【タイプ３】 
社訓である「人の健康を守
る」を実現する。 

①若手に対する環境づくり 
1.社内Ｒ＆Ｄセンターで開発す
る先端技術に関する若手学習
セミナーの開催（年次２回） 
2.育児休暇取得に係る奨励制
度を整備・実施（２２年策
定、２３年実施） 
②女性に対する環境づくり 
1.キャリアアップセミナーの開催
（年次 2回） 
③管理職に対する環境づくり 
1.部署間情報共有ワークショップ
の開催（年次2回）… 

・令和７年（２０２５年）まで
に各属性（①～③）の年次
退職率を１０％以下に減少さ
せる。 
【各年での目標値】 
現状値：①１３%②１５％③
１２％ 
令和4年3月：①○％②○％
③〇％ 
…  
令和8年3月：①○％②○％
③〇％ 
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設
定
例
Ｂ

【タイプ３】
健康に暮らせるまちづくりに
貢献する。 

他の政令市と比較し、一世帯
あたりのスパゲティ購入額が高
いさいたま市の特性を活かし、
地域の健康促進に資する以下
の取組を実施する。 
①家庭でも外食でも地域の野菜
を多く摂取できるパスタ料理を
開発し、ＳNＳへ掲載する
（月次 1回）。 
②自社レストランの提供する各メ
ニューにより摂取できる栄養価
を見える化する。（2022 年度
までに実施） 

・新聞、インターネット記といったメ
ディアへ、本事業に関する記事
の掲載数を、延べ１０件以上
にする。 
【各年での目標値】 
現状値：０件。 
令和 4年 3月：１件*¹ 
令和 5年 3月：２件 
令和 6年 3月：３件 
令和 7年 3月：９件*² 
令和 8年 3月：１０件以上 
*¹次年度以降、弊社と提携する
料理雑誌における、年度実施
の健康食品特集へ、記事掲載
を依頼する予定。 
*²各年で行われるさいたま市の
料理イベント○○に出店し、取
材等を積極的に受け入れる予
定。

タイプ３の目標設定に当たっては、「２．（３）【ステップ３】自社の目標を設定する」の１４～１６ページ
を参考にしてください。 
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④チャレンジＳＤＧｓ（自己評価）シートの記入について 

チャレンジＳＤＧｓの目標記入シートにて設定した【タイプ３】の目標について、チャレンジＳＤＧｓ（自己
評価）シートを作成いただきます。（自己評価）シートでは、設定いただいた目標や取組について。さいたま市
が定める 6 つの評価軸で自己評価をしていただきます。 
作成の上での必須要件は以下のとおりです 

 （１）下記の６つの評価軸①~⑥のうち、3 つ以上の評価軸で自己評価を記載してください 
 （２）（１）のうち最低１つ以上は①~③のいずれかの評価軸で評価してください 
※可能であれば、６つの自己評価軸全てについて記入してください。 

－チャレンジＳＤＧｓ（自己評価）シートにて設定する６つの評価軸－

目標の自己評価軸 審査会で評価される視点 

① アウトサイド・イン アウトサイド・イン・アプローチの考え方に基づいて取り組むものであるか。 

② 本業の活用 自社の本業（得意分野）を通じて取り組むものであるか。 

③ 地域貢献度
目標や取組が、さいたま市の地域を対象として行われ、市域によい影響を与える
ものか。 

④ 誰一人取り残さない
目標や取組が、社会的に弱い立場におかれた人々にも焦点を当てているもの
か。あるいは、格差や不平等の解消に貢献するものか。 

⑤ パートナーシップ 
従業員参加で取り組むものであるか。あるいは、取引先、関係団体、官公庁、
又は地域住民とのパートナーシップで取り組むものであるか。 

⑥ 統合性 
目標や取組が、ＳＤＧｓの１７のゴールの内、複数のゴールに対する視点を持
っているか。 

※上記６つの目標の自己評価軸は、企業のＳＤＧｓ目標設定における重要な視点として、ＳＤＧｓの理
念等に基づき、さいたま市が設定したものです。 

【タイプ３】の目標は、自社で考えるＳＤＧｓの達成に向けた“オリジナル”の目標であり、前例のない取組で
あることから、その取組と社会課題の関連性や、地域との親和性・貢献性について、客観的に評価をする必要
があります。そのため、【タイプ３】の目標を設定し、（自己評価）シートを作成される際は、以下のうち、いずれ
か１つ以上の評価軸にて自己評価し、（自己評価）シートにご記載ください。 
チャレンジＳＤＧｓチェックシートで設定いただいた目標については、さいたま市ＳＤＧｓ企業認証審査会に
て審査がなされます。 

⑤目標自己評価シートの書き方について 

目標自己評価シートにおける必要要件や書き方のコツを、次ページ以降の「書き方」にてまとめています。シ
ートの作成時にご参照ください。 
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「チャレンジＳＤＧｓ目標自己評価シートの書き方」

「チャレンジＳＤＧｓ目標自己評価シート」に関する、６つの評価軸について記載事項・留意点を記します。

①アウトサイド・イン 

【記載事項】
(ア) アウトサイド・イン・アプローチの考え方に基づいて取り組むものであることを証明するため、解決に貢献できる社会課題を明
確に挙げてください（例：労働格差、気候変動、等。）

(イ) （ア）の解決に貢献する手法を、具体的に述べてください（例：育児休暇に関する奨励制度の施行により、子育て世
代とその他の世代間における労働格差の是正へ貢献、等。）

【記載時の留意点】
・取り組みたい社会課題を設定した動機と、解決した結果が記載できていることが好ましいです。

②本業の活用 

【記載事項】
(ア) 本業の内容と、本業を活かした取組がどのように環境・社会へ影響するかを記載してください（ＩＣＴにより物流を効率
化する活動を生業としている企業は、輸送時に必要なエネルギーの効率化を通して環境汚染の低減に貢献していると言
える。また、ＩＣＴを活かしたネットワークを二次的に創出し、流通システムの合理化、情報共有の促進、情報セキュリティ
の向上等によりサプライチェーンの底上げを図ることで、パートナーシップの実現に貢献している、等。） 

【記載時の留意点】
・まずは本業の内容をご説明いただき、その次に解決できる社会課題を提示し、最後にどのように課題を解決するのかを説明頂く
と文章が整理されます。（例：弊社は○○を行っている企業であり、△△という社会課題の解決に貢献できる。それは弊社の○
○で開発された××という技術が CO2 の排出量を低減させ、△△の課題を解決するためである、等。）

③地域貢献度

【記載内容】 
(ア) 企業（本社が市外の場合には、市内にある事業所）の所在地近隣にいる地域住民及び環境への影響を記載してく
ださい。

【記載時の留意点】
・周辺地域に属する「誰に」、「何によって」影響を与えた結果、「どの様な」周辺地域の変化が起きるかを説明することが好ましい
です。（例：周辺住民のうち、生活インフラまでの移動に課題を抱える高齢者に対して、弊社のコミュニティタクシー手配アプリケ
ーションを用いることで、地域福祉が充実するとともに、彼らの購買活動によって経済活動が促進される、等。）

―アウトサイド・インとは？― 
・アウトサイド・イン（Outｓide-In）って何？…２０１５年９月に国連サミット採択されたＳＤＧｓ
（持続可能な開発目標）のビジネス指南書「ＳＤＧｓコンパス」にて使用されました。アウトサイ
ド・インとは、端的に言えば、社会課題の中から自社の優先課題を設定し、この課題解決に取り組む
ことを指します。これは、企業が社会に対して有する責任を果たす、といった CＳR活動に端を発する
考え方といわれています。 
・優先的に取り組む社会課題ってどう決めればいいの？…「どの社会課題であれば、自分の会社が解
決に貢献できるのか？」を考えるとよいでしょう。ほとんどの場合、「自分が得意なことで課題解決し
たい」と考えるはずです。企業の場合、自然と「本業を活かした課題解決」となるでしょう。 
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④誰一人取り残さない 
【記載内容】 
(ア) 目標や取組が、「誰」を対象とするか明示してください（例：女性、子ども、等。）
(イ) （ア）で示した対象が有する、「何の」格差や不平等の解消に貢献できるのかを記載してください。
【記載時の留意点】
・当項目は、格差や不平等の解消に貢献する取組のほか、事業活動によって負の影響を受けるステークホルダーへの影響を改
善できる取組も該当します（例：弊社の商品である○○は海外から原料を回収しているが、当取組によって原料生産者の収
益が向上するとともに、彼らの労働環境を改善することができる、等。）

⑤パートナーシップ 

【記載内容】 
(ア) 設定した目標や取組に関係するステークホルダー（企業などの組織が活動を行うことで影響を受ける利害関係者や協
働関係者。例としては株主・経営者・従業員・顧客・取引先など）を記載してください。

(イ) 活動を通して（ア）に与える効果を記載してください。（例：○○という取組を通し、従業員に対して、ニーズに合った柔
軟な働き方を提供する。同時に、業務受注先企業の、人権に関するサプライチェーンマネジメントのリスク低減に貢献でき
る、等。）

【記載時の留意点】
・取組を通してステークホルダーとの間で発生する相乗効果や良い循環などがあればご記載ください。

⑥統合性 

【記載内容】 
(ア) 設定した取組が、経済・社会・環境の３要素に配慮していることを、貢献するＳＤＧｓのゴールを明示しながら説明して
ください（例：当取組は、ＳＤＧｓのゴール○、○、○、ターゲット△、△、△に□□という点で貢献できることから、経済
のみならず社会や経済面に配慮した取組である、等。） 

【記載時の留意点】
・取組が経済・社会・環境面に対して、どの様に貢献ができているかを説明することで、より分かり易い表現になります。

―統合性とパートナーシップ― 
ＳDGｓにおけるゴールとターゲットのうち、どれか一つが欠けた場合、持続性な開発目標は達成

されない、という認識のもと、企業・個人政府といったあらゆる人々が、様々な手段や資源を用い

て課題へ取り組む必要があります。しかしながら、個人または個々の企業の持つ技術、資源は有限

であり、時間的な制約もあるため、彼ら/彼女らが個人で対応できる課題は限定されてしまいま

す。そのため、ステークホルダー間でパートナーシップを持ち、互いの技術や資源を活かしつつ、

ゴール・ターゲットの全てに統合的な形で取り組むことが肝要です。 

加えて、現代の課題は、経済・社会・環境といった要素が絡み合い、複雑で規模も大小様々な形を

しています。これらの課題に対応する為には、異業種交流や消費者との交流、同業他社との業界団

体による環境配慮に関する取り決めの策定など、ステークホルダー間協力が必要です。このことか

らも、パートナーシップ構築は重要であると考えられます。 
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６ あとがき

最後までお読みいただきありがとうございました。ＳＤＧｓについての理解が深まりましたでしょうか。本マニュア
ルのチェックリストの項目や事例・解説をお読みいただいてお分かりになったと思いますが、企業が取り組むことが
可能なＳＤＧｓ活動は、身近なものから自社と関係が薄いと思われるものまで、非常に広範囲にわたっていま
す。 
本市が作成したチェック項目や事例の中には、あえて今後の動きを先取りしたものも掲載していますが、チェッ
ク項目や事例の多くは、中小企業や個人事業主の方々でも取組可能な内容を厳選してリスト化しています。 
是非これを機会に、本マニュアルを自社のＳＤＧｓ活動に活かしていただければと思います。また、「さいたま
市ＳＤＧｓ企業認証制度」にご興味を持った方は、自社の目標を設定し、是非「さいたま市ＳＤＧｓ企業
認証」の取得にチャレンジして下さい。 
なお、さいたま市は「さいたま市ＳＤＧｓ企業認証」を取得した企業の皆様に対して、以下のような認証取
得のメリットをご用意しています。 

－認証取得のメリット概要－

さいたま市は今後も企業の皆様のＳＤＧｓ活動を全力で応援していきます。

〇さいたま市による企業ＰＲ支援 
市ホームページ等のほか、認証企業のＳＤＧｓの取組に関する事例集の作成により、認証企業のＳＤ
Ｇｓ活動をＰＲします。 

〇ＳＤＧｓ企業コミュニティの形成 
認証企業等からなる企業コミュニティを形成し、勉強会や参加企業間の交流・情報交換の機会を提供
します。 

〇課題解決支援の実施 
各企業からの要望に応じて専門家派遣等、課題解決に係る支援を行います。 

〇制度融資による金融支援
認証企業向けの本市制度融資による支援を行います。 

〇認証企業への情報提供 
メールマガジン、市のホームページ、ＳＮＳ等により認証企業への情報提供を行います。 

※上記内容については、変更となる場合があります。 


