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SDGs達成を通じた中小企業の
企業価値向上・競争力強化に向けて

令 和 ３ 年 ３ 月
関 東 経 済 産 業 局
社 会 ・ 人 材 政 策 課
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中小企業がSDGsに取り組む重要性
 消費者ニーズや国際社会の規範意識等の変化も相まって、従来のような既存の市場に対してコストや品質面での技術開発

を重視したアプローチではなく、世界や地域社会・生活環境における課題やニーズを踏まえ、経営や商品開発のコンセプトを
規定し、付加価値ある商品サービスをイノベートしていくというアプローチの重要性が高まっている。

 SDGsには様々な社会的な課題が示されているため、企業の「経営資源を磨く砥石」として効果的に活用していくことで、経
営リスクを回避するとともに、課題やニーズを起点としたビジネス創出・新市場獲得や経営改革等を実現することが可能では
ないか。

生
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イノベーションの実現に向けたアプローチ
社会課題解決起点 従来型

社会的課題解決型の新商品・新サービスを開発する等
の商品開発力の向上。

世界の「共通言語」であるSDGsを活用し、国内外の様々なステーク
ホルダーとの理念共有や自社ブランディング等を通じた営業力の向上。

など

ビジネス機会の増大（攻め）

・企業価値の向上
・競争力強化
・地域内外のパートナー
との連携強化

人

大手企業や外資系企業からの要請があった際に、先んじて対応で
きるよう、SDGsにコミットして持続可能経営を行うことで取引上等
のリスク低減を図る。

 SDGsを活用して自社の経営資源を見つめ直し、持続可能な経営
を行うため、未来志向型の生存戦略を考える。

人材確保面でのアドバンテージ、社内マネジメントや人材育成への
活用等を通じた内部組織力強化。 など

リスク管理・組織力強化（守り）

×

コ
ス
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中小企業におけるSDGsの認知度等について【中小企業のSDGs認知度・実態等調査（WEBアンケート）】

 「SDGsについて全く知らない」と回答した企業は84.2%（＝中小企業のSDGs認知度15.8%）。中小企業へのSDGsの浸透は限
定的であることが確認できる。

 「SDGsを知らない企業」や「SDGsについての対応を検討・実施していない企業」にSDGsに対する印象を質問したところ、「自社には
関係ない」という認識の中小企業が４割程度であった。

【SDGsの認知度・対応状況】
(単一回答)

%

%

%

% %

【SDGs認知後のSDGsに対する印象】
(複数回答)

490社
（98.0%）

10社
（2.0%）

出典：日本立地センター、関東経済産業局「中小企業のSDGs認知度・実態等調査（WEBアンケート）」

出典：日本立地センター、関東経済産業局「中小企業のSDGs認知度・実態等調査（WEBアンケート）」



社会課題解決に資する取組を
行っている
※同設問中の選択肢１～１８（SDGsに対応する社会

課題解決事業）の回答を合算したもの

特に社会課題解決に資する取
組は行っていない

n=294 84 210

％ 28.6% 71.4%

n=311 91 220

％ 29.3% 70.7%

貢献（行動）することは難しい
【自社が直接的・主体的に貢献
（行動）できると考えるもの】

貢献（行動）することは難しい
【自社が間接的・補完的に貢献
（行動）できると考えるもの】 4

貢献（行動）できると考えるSDGsのゴールについて【中小企業のSDGs認知度・実態等調査（WEBアンケート）】

 「自社が直接的・主体的に貢献（行動）できると考えるSDGsのゴール」で最も多く回答があったSDGsゴールは「ゴール8 働きがいも
経済成長も」（13.4％）、次いで「ゴール3 全ての人に健康と福祉を」（9.6%）、「ゴール１ 貧困をなくそう」（8.4%）の順に多い。

 「自社が間接的・補助的に貢献（行動）できると考えるSDGsのゴール」で最も多く回答があったSDGsゴールは「ゴール11 住み続け
られるまちづくりを」（9.6％）、次いで「ゴール3 全ての人に健康と福祉を」（8.4%）、「ゴール16 平和と公正を全ての人に」
（7.4%）の順に多い。

【自社が貢献（行動）できると考えるSDGsのゴール】
（複数回答可。選択肢18との重複不可）

【クロス分析】SDGsに貢献することは難しいと回答した企業×既に取り組んでいる社会課題解決に資する取組の関係

回答結果のクロスを行ったところ、「SDGsに貢献することは難し
い」と回答した企業のうち、約３割が、既にSDGs貢献に寄与する
社会課題解決等に資する事業に取り組んでいることが確認できた。

※上段は回答数、下段は割合

企業の既存の取組とSDGs（社会課題）との関係性の気付きを
与える機能（トランスレート機能）が重要ではないか。
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1.自社が直接的・主体的に貢献（行動）できると考えるもの n=500 42 32 48 31 31 15 19 67 14 25 40 33 12 9 16 31 19 294
% 8.4 6.4 9.6 6.2 6.2 3.0 3.8 13.4 2.8 5.0 8.0 6.6 2.4 1.8 3.2 6.2 3.8 58.8

2.自社が間接的・補助的に貢献（行動）できると考えるもの n=500 33 35 42 31 31 28 27 28 22 28 48 30 22 25 20 37 29 311
% 6.6 7.0 8.4 6.2 6.2 5.6 5.4 5.6 4.4 5.6 9.6 6.0 4.4 5.0 4.0 7.4 5.8 62.2

※上段は回答数、下段は全対象企業数（500社）に占める
回答した企業の割合

出典：日本立地センター、関東経済産業局「中小企業のSDGs認知度・実態等調査（WEBアンケート）」
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n=500 136 85 59 45 68 60 80 150 80 159 41
% 27.2 17.0 11.8 9.0 13.6 12.0 16.0 30.0 16.0 31.8 8.2

※上段は回答数、下段は全対象企業数（500社）に占める回答した企業の割合 5

SDGsに取り組む際の有効な支援策・取引先の動向変化について【中小企業のSDGs認知度・実態等調査（WEBアンケート）】

 「SDGs推進の後押しになると思われる有効な支援策」について、最も多い回答は「 SDGsに取り組む際に受けられる投資（直接金
援支援）」（31.8％）、次いで「 SDGsに取り組む際に活用できる補助金」(30.0%)、「 SDGsに取り組んだ企業に対するお墨付
き、認定」(27.2%)の順に多い。

 「取引先の動向の変化 」について、足元では、SDGsやESG等に関連がある要求の変化等が発生しているという回答が約20％となっ
ている（「特に変化はない」以外の回答を合わせると20.6%）。

【SDGs推進の後押しになると思われる有効な支援策】
（複数回答可）

【取引先の動向の変化】
（単一回答）

79.4%

8.8%

8.4%

2.2%
1.2%

出典：日本立地センター、関東経済産業局「中小企業のSDGs認知度・実態等調査（WEBアンケート）」

出典：日本立地センター、関東経済産業局「中小企業のSDGs認知度・実態等調査（WEBアンケート）」
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地域SDGs推進企業登録制度の創設（支援モデル構築）
 当局では、長野県、慶応大学蟹江教授とともに「SDGsに取り組む中小企業の登録制度モデル」など、SDGsに取り組む
中小企業等を後押しし、企業の稼ぐ力を高めていくための支援手法や新たな仕組みを取りまとめた（平成31年２月）。

 第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2020改訂版）」においても、「地方公共団体による登録認証制度の展開」が
盛り込まれているところ。

登録・認定等を通じた「SDGsに取り組む企業の見える化」によって、地域の多種多様なステークホルダーのサポートに
より、企業の競争力強化や地方創生の取組を後押し

第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2020改訂版）【令和２年12月21日閣議決定】抜粋

地域における資金の還流と再投資を生み出すため、地方公共団体による地域事業者等を対象にした登録・認証
制度の展開（中略）など、金融面における地方創生SDGsを推進する。

地方自治体等によるSDGsに取り組む企業の登録等支援モデル

【要件1】経済・社会・環境の三側面のターゲットへのコミット
SDGsの『経済』『社会』『環境』の三側面それぞれのターゲットについて、
以下の３点を宣言することが要件イメージ

【要件２】SDGs観点で市場・社会から期待される基本的な事項
SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項について、チェックリストに基
づき、自社の取組内容を確認・提出（自己申告・エビデンス提出等）するイメージ。

※例示する計40程度の項目を参考指標として、地域の実情に応じて制度設計



 栃木県では、令和２年10月に「とちぎSDGs推進企業登録制度」を
創設（制度設計に際し、県の要望により当局も適宜アドバイス等を
実施）。

 埼玉県では、令和２年９月に「埼玉県SDGs官民連携プラット
フォーム」を設立（県の要請により、当局もPFメンバーに参画）。
同年11月に「埼玉県SDGsパートナー登録制度」を創設

7

SDGs企業登録制度の普及促進と中小企業SDGsポータルサイト
 長野県では、地域SDGsコンソーシアムにおける支援モデルの検討に基づき、令和元年度よりSDGs推進企業登録制度を開始。
令和3年1月までに7回の公募・登録が行われ計653者が登録。地域金融機関も登録企業向けのSDGs関連の金融商品
（私募債）を公表するなど、支援の輪が拡大中。

 当局においては、「SDGs推進企業登録制度」の立ち上げ支援のほか、「中小企業SDGsポータルサイト」を立ち上げ、中小企
業の先進的な取組事例の情報発信などを実施中。

長野県におけるSDGs推進の取組
2019年7月 第1期 80社登録

入口支援
●SDGs活用販路開拓モデル創出
事業（県事業）
●SDGsをテーマとした商談会
●地域金融機関によるSDGs私募
債制度の創設
●調達時の優遇措置(検討中）

出口支援

関東経済産業局「中小企業SDSsポータルサイト」

●ポータルサイト（当局HP）による中小企業取組事例や自
治体情報などを発信。

自治体情報等のリンク
を掲載

●SDGsに関する普及・啓発セ
ミナーの開催
●県内複数箇所において、
SDGs企業登録制度説明会開催
●県内一部自治体では独自の専
門家派遣支援を実施

中小企業の先進的な取組
事例を情報発信
（現在、1７社掲載中）

栃木県・埼玉県におけるSDGs推進の取組

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sdgs/index.html

2019年10月 第2期 82社登録

2020年1月 第3期 70社登録

2020年4月 第4期 145社登録

2020年8月 第5期 101社登録

2020年10月 第6期 69社登録

7

2021年1月 第7期 106社登録

地方自治体との
政策連携・情報共有

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sdgs/index.html
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自治体におけるSDGs関連登録制度整備の動き
 自治体において、独自のSDGs登録制度を整備する動きが出てきている。
 地域の企業から、自治体におけるSDGs登録制度を求める声も多い。
 内閣府地方創生事務局が、自治体向け登録認証制度ガイドラインを作成・公表（令和２年10月）

【関東経産局管内】
・長野県SDGs推進企業登録制度
・かながわSDGsパートナー（神奈川県）
・とちぎSDGs推進企業登録制度（栃木県）
・埼玉県SDGsパートナー登録制度
・つくばSDGsパートナーズ（つくば市）
・さいたま市CSRチャレンジ企業認証制度
・おだわらSDGsパートナー（小田原市）
・静岡市SDGs宣言制度
・かわさきSDGsパートナー（川崎市）

自治体におけるSDGS関連登録制度の一例
【関東経産局管外】
・おきなわSDGsパートナー（沖縄県）
・とよたSDGsパートナー（愛知県豊田市）
・真庭SDGsパートナー（岡山県真庭市）

地域企業からの声
 登録・認証制度があれば、ぜひ登録したい。
 登録制度のメリットは 、①PR効果、②大手取引先に対するイメージアップ等が考えられる。
 SDGsに取り組む意欲のある地域事業者はいるが、取り組み方が分からない

出典：内閣府地方創生事務局「地方創生SDGs金融調査・研究会 参考資料：ニーズ調査結果」より抜粋（当局が一部加工）

 地域において地方創生ＳＤＧｓに積極的に取り組む事業者等を「見える化」するための仕組みづくりを支援するた
め、令和２年10月に内閣府地方創生事務局が取りまとめ。
詳細 → https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/kaigi/pdf/sdgs_finance_guideline.pdf

地方自治体向け 地方創生SDGs登録・認証等制度ガイドライン
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 明治14年（1881年）創業の横浜の老舗印刷メーカー。印刷を通じて社会貢献を
目指す「ソーシャルプリンティングカンパニー」として本業を通じたSDGs達成に取り組む。

 FSC森林認証紙やノンVOCインキ（石油系溶剤0％）の使用、針金を使わない製本
等、環境負荷低減に特化した「環境印刷」に取り組んでいる（平成27 年度地球温暖化防止
活動環境大臣表彰、第２回ジャパンSDGsアワード「SDGsパートナーシップ賞」（平成30年12月）を受賞）。

【神奈川県】株式会社大川印刷 ～SDGsを活用した地域中小企業による新たな需要開拓～

企業概要 企業情報
企業名 株式会社 大川印刷
代表者 代表取締役社長 大川 哲郎

設立年 1881年 従業員 41人
資本金 2,000万円
業種 印刷・同関連業

本社所在地 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2053

事業概要 企画・デザイン 制作・印刷
電話番号 045-812-1131

(株)大川印刷
大川代表取締役社長

 インターネット印刷等の新たなビジネスモデルの台頭により、印刷業界は価格競争が激化。継続してCSR・CSV活動に取り組んでいたが、社会
貢献・社会課題解決を通じて、企業の稼ぐ力の向上に結びつけるステージに移行していかなければならないという問題意識を持っていた。国連が
2015年に採択したSDGsは国内外の社会課題が整理されており、中小企業でも本業を通じてSDGsに取り組むことで、ビジネス機会の獲得に
繋がると考えた。

SDGsを忘れないメモ帳
（大川印刷の製品）

【経緯・背景等】

【取り組んだ成果・効果】
LED UV印刷機

SDGs達成を通じた取組

 社会貢献型の印刷サービスとして、印刷用インキはノンVOCインキ（石油系溶剤0％）、印刷紙は違法伐採による紙でないことを証明する
FSC森林認証紙を使用することで、環境や人の身体にも優しい「環境印刷」を行い、高付加価値・適正価格でサービスを提供。

【具体的な取組、製品・サービス】

 「SDGsを忘れないメモ帳」 (SDGsの17のゴールを整理したメモパッド) 、 「セパレートエコカレンダー」 (白内障・色弱者の方にも読みやすい卓上
カレンダー)等のSDGsを意識した新製品開発も実施。市民団体と連携し、日本に在留している外国人ニーズに応えるための日本初の4か国語
版お薬手帳を開発し、大使館等から注目され、販売に結びついている（BtoC販売も新たに実施）。

 SDGsのゴールに合わせて自社の取組を棚卸し（マッピング）したうえで、経営計画にSDGsの要素を反映。更に、従業員から関心のある
SDGsのターゲットと関連する新規プロジェクトを募集してプロジェクトチームを立ち上げるなど、ボトムアップ型で目標達成に向けた活動を推進し、
全社員向けの「人財」育成にもSDGsを活用。

 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増加、売上増加。
 SDGsを旗印とした内部組織力強化（職場環境改善、社員のモチベーションアップ）と外部ステークホルダーとの連携強化を実現。

毎週オープンファクトリーも
開催している

【貴社にとってのSDGsと、その展望】
 新型コロナウイルスはSDGｓの本質的意義を問い直すものと捉え、 自社にとってSDGｓをビジネスとして取り組む「取り組み方」そのものの見直しを実施、より貢献を
広め、深めていく。環境印刷の効果（CO2削減量など）の見える化、印刷業界初の「ゼロカーボンプリント」の更なる推進を通じて顧客におけるスコープ3の削減
（温室効果ガスの間接排出量の削減）をビジネスモデルとして確立させ、2030年までに自社のスコープ3を含めたCO2のゼロ化を図っていく。

URL：https://www.ohkawa-inc.co.jp/tag/sdgs/
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 明治元年創業、製販一貫のビジネスモデルを強みとするタオル製品製造メーカー。薬剤に
頼らない、環境と人に配慮した独自製法で商品に圧倒的な吸水性と肌へのやさしさを誇
る「１秒タオル」を開発。また、フェアトレードでの原料調達により、国内初となる日本製フェ
アトレードコットンタオルの製造・販売。

 自社の取組・経営資源を振り返るツールとしてSDGsを活用し、環境配慮経営を明確化。
地域や外部ステークホルダーとの連携、直営店での販売等を通して、「社会課題解決型
のものづくり」の普及を推進。

【東京都】ホットマン株式会社 ～SDGsを活用した内部組織力強化と新規協働機会の獲得～

企業概要 企業情報
企業名 ホットマン株式会社
代表者 代表取締役社長 坂本 将之
設立年 1951年(法人化) 従業員 405人
資本金 8,000万円
業種 繊維工業

本社所在地 東京都青梅市長淵5-251

事業概要
タオル製品全般・バスローブ・リゾートウェア・ベ
ビータオル・ベビー用品・寝具等、その他生活関
連繊維製品の製造販売

電話番号 0428-24-6500

ホットマン(株)
坂本代表取締役社長

 「タオル製品を通して一人でも多くのお客様の快適で心豊かな生活に貢献する」ことが経営理念。分業型の生産が一般的な国内タオル業界において、日本で
唯一すべての製造工程を自社で行える「一貫生産」と自社直営店で販売する「製販一貫」のしくみを構築。人・環境・地域に寄り添うものづくりによる他社と差
別化した未来志向の企業経営に取り組む。

フェアトレード１秒タオル

【経緯・背景等】

【取り組んだ成果・効果】

フェアトレード認証ラベル

SDGs達成を通じた取組

 自社の取組・経営資源を振り返るツールとしてSDGsを活用。これまでに取り組んできた工場排出ゴミの固形燃料化、ボイラー燃料の切り替えによるCO2排出
量削減等の「環境対応」や「本業のものづくり」とSDGsとの関係性を整理・見える化し、外部向けのコミュニケーションに役立てている。また従業員向けにも事業
とSDGsの関係を説明して理解を深めてもらい、モチベーションアップを図っている。

【具体的な取組、製品・サービス】

 直営店やメディアを通じてフェアトレード、SDGsの発信と普及を行うと共に、地元学校の工場見学、職場体験やインターンシップ、各種取材や講演等も積極
的に受け入れ、地域や若年層に対しても啓蒙活動を実施。

 自社での一貫生産の強みを活かし、セネガル産コットンを使用した国内初の日本製フェアトレードコットンタオル（国際フェアトレード認証取得）を生産。弱い
立場にあるコットン生産者の生活を守ると共に、サステナブルな社会の実現に貢献。また、フェアトレードによる原料調達に留まらず、安心・安全で圧倒的な吸
水性を誇る「１秒タオル」品質での生産を通じて、商品の付加価値を高める。

 社会課題解決型の高付加価値製品による企業認知度の向上、SDGsを活用した自社経営の振り返りを通じた内部組織力強化。
 持続可能な調達に関心の高い企業等との新規取引の増加、新たな協働機会の獲得 等。

フェアトレード推進POP

【貴社にとってのSDGsと、その展望】
 SDGsへの取組姿勢が企業の評価や顧客の購買行動を左右するようになり、企業のブランド価値を向上させ、新規市場開拓に繋がるものになってきてい
ます。SDGsへの取組を社会課題の解決だけでなく企業戦略の入り口と捉え、社員の誇りに繋げると共に改めて自社の強みを発揮する機会としていきます。

URL：https://hotman.co.jp/hotmansdgs

 タオルの原材料である綿花の取引において、先進国に有利で不平等な取引を余儀なくされている開発途上国が存在することを知り、 この問題を解決してサス
テナブルな世界を実現する手段の一つであるフェアトレードに賛同して取り組む。
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企業概要
 地元で社会問題化していた「空き家の古民家」に注目。日本の伝統的な工法で建築さ
れた古民家には、現在では入手が困難な樹種や大きさの構造材が使われており、それら
を「古木」としてインテリア等に活用するビジネスを展開。

 古木を活かした店舗デザインから施工まで一貫したサービスを提供している。
 長野県で木工所として創業、現在は３代目社長が引き継ぐ。

【経緯・背景等】
空き家となった古民家が社会問題化し壊されている現実に直面し、地元で建築を扱う企業として地域課題の解決に貢献
したいとの想いから。従来は古木を輸入していたが、地元の古民家の古木を活用することが解決策となると考えた。
古木に特化したビジネスをすることで他社との差別化にも成功している。

【具体的な取組、製品・サービス】
 古民家から入手できる「古木」を活かした店舗のデザインや施工、また古木を使った家具の製作・販売。
廃材となる可能性のあった木材の再利用による廃棄物削減と脱炭素化に貢献。

 空き家の移築やリノベーションによる再活用と地域資源の活用。
 古木を活かしたパートナーシップの構築。
（古木による店舗施工を実施した飲食店間連携「KOBOKU倶楽部」、古木施工ができるパートナー企業連携）。

【取り組んだ成果・効果】
 古木を使った設計施工受注は８年で約400件（2017年時）、地元長野県だけでなく首都圏からの発注も増加。
「古木」というブランドを確立しつつある。

 古木を使った家具は、大手コーヒーチェーンや銀座に完成し話題を集めた「MUJI HOTEL」へ導入実績あり。
 職人の若返りが進み、20-30代の職人が8割を占める。
 長野県SDGs推進企業登録制度へ登録。

【長野県】株式会社山翠舎～空き家が解体される際の廃材を「古木」として活用するビジネスで、空き家問題と廃棄物削減・脱炭素社会の実現に貢献～

企業情報
企業名 株式会社 山翠舎

代表者 山上浩明氏
設立年 1970年
資本金 2,000万円
従業員 25人

本社所在地 長野県長野市大字大豆島4349-10
事業概要 建築
電話番号 026-222-2211 代表取締役 山上氏

(同社提供資料より)

古木の活用空間：鎌倉『岸家』

古木で製作したチェア古木を活用した駅ビル内物販店
『信州くらうど』

古木を管理する工場：古民家から取り出した梁、柱

【貴社にとってのSDGsと、その展望】
 今後は供給体制と生産体制の確立をはかります。具体的には全国の古民家を管理するための「古木・古民家データベース（特許出願中）」の構築と、全国に施工技術を伝
える「古木研究会（VC）」の推進です。さらに、認知拡大を図りながら、ターゲットを国内に留めず、海外にも広げていきます。

銀座『MUJI HOTEL GINZA』

SDGs達成を通じた取組

（写真：同社提供資料）
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活用可能なガイドライン・ツール等（一例）

SDG Compass(GRI、国連グローバル・コンパクト、WBCSD 作成)
https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/04/SDG_Compass_Japanese.pdf

まずは何から始める？どんなツールがあるの？

 SDGs の企業⾏動指針であり、SDGs を企業がどのように活用すればよいかわかりやすく整理されて
いる。各企業の事業にSDGsがもたらす影響を解説するとともに、持続可能性を企業の戦略の中⼼
に据えるためのツールと知識を提供。

持続可能な開発目標（SDGｓ）活用ガイド(環境省作成) 
http://www.env.go.jp/policy/sdgs/index.html
 本ガイドでは、変化するビジネス環境の中で企業が置かれている状況と、企業にとってSDGsに取り

組む意義について説明した上で、具体的な取組の進め方が示されている。

地方創生SDGs官民連携プラットフォーム(内閣府地方創生推進事務局運営)
http://future-city.jp/platform/
 我が国におけるSDGsの国内実施の促進、一層の地方創生につなげること等を目的に、地方自治

体・地域経済に新たな付加価値を生み出す企業・専門性をもったNGO・NPO・大学・研究機関など、
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。会費無料で会員募集中。

【SDG Compassで示されている
導入ステップ】

【地方創生SDGs官民連携プラットフォーム】

12

プラットフォームクローバー(（一社）サステナブルトランジション運営)
https://platform-clover.net/
 SDGsの達成を支援する事を目的に作成されたオンラインSDGsプラットフォーム。産（民間企業等）・官

（国・自治体等）・学（小中高大等）・民（市民・NPO等）、が連携し、ニーズとシーズの顕在化、オープ

ンイノベーションの創出（ニーズとシーズマッチング）し課題が解決される事をもって、持続可能な社
会に移行すること促進する場。会員登録は、誰でも可能で無料で会員募集中。

【プラットフォームクローバー】



（参考：長野県資料）SDGs推進企業登録制度のポイント

長野県SDGs推進企業登録制度

企業等におけるSDGsの活用
①企業等のブランディング・イメージ向上
②人材確保・育成、従業員のモチベーションアップ
③経営リスク管理
④ステークホルダー（金融機関、投資家など）との連携
⑤販路拡大
⑥社会課題解決起点の新商品・サービスの開発

① 経営方針や「環境・社会・経済」の重点的な取組を目標設定
とともに宣言（要件１）

② SDGsの17ゴール・169ターゲットとひも付けた42の具体的
な項目を提示し、項目ごとに企業等の取組を記載（セルフ
チェック）（要件２）

→ 登録企業等のＰＲ等
県HP等への掲載、登録マーク使用によるPR（企業等のホームページ、
パンフレット、 社員証、名刺など）
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（参考：長野県資料）SDGs達成に向けた宣言書（要件１）
（様式第２号）

SDGs達成に向けた宣言書（要件１）

令和元年 ６月１０日
住所 ○○市○○町

企業名 株式会社○○
代表者 △△ △△ 印

当社は、SDGsの内容を理解し、SDGs達成に向けた方針及び取組を下記のとおり宣言します。
記

SDGs達成に向けた経営方針等

【記載留意点】
・上記については「SDGs達成に向けた経営方針等」を記載いただくとともに、（様式第３号）「SDGs
達成に向けた具体的な取組」（要件２）に記載いただいた取組を踏まえ、「SDGs達成に向けた重点的
な取組」を記載してください。

・重点的な取組及び指標の進捗状況については、年1回以上進捗管理を行い、状況を記載してください。
・指標は、原則として数値目標を記載してください。
・「環境」、「社会」、「経済」の3側面の全てについて重点的な取組を記載してください。なお取組が
複数の分野にまたがる場合は、それぞれの分野に「○」をしてください。

３側面
（主な分
野に○）

SDGs達成に向けた
重点的な取組

2030年に向けた指標 進捗状況

環境
社会
経済

・製造工程において
排出されるCO2排出量
削減（2019）

・CO2排出量の50％削減
（2019 ▲t ⇒ 2030 ●t）

・各部署で年１回CO2排出量を
測定、ＨＰで公表
○％削減（2019→2020）

環境
社会
経済

・女性管理職比率を
引き上げ（2019）

・女性管理職比率の 20％増加
（2019 ▲%⇒ 2030 ●％）

・部課長への登用推進、女性管
理職比率をＨＰで公表
○％（○ﾎﾟｲﾝﾄＵＰ）に引上げ
（2019→2020）

環境
社会
経済

・地元の木材を活用
した新商品開発
（2019）

・地元木材活用の商品数増加
（2019 ▲商品⇒ 2030 ●商品）

・「△△」、「□□」など○件
の新商品を開発
（2019→2020）

弊社の経営理念である「すべての人々が幸せを感じられる社会の実現」は、SDGsの達成と目的を同じ
くするものであり、社員一人ひとりがそのことを自覚し、それぞれの役割を果たしていくことにより、
SDGsの達成に貢献していきます。

SDGs達成に向けた経営方針等を
記載してください。

・「SDGs達成に向けた具体的な
取組」（要件２）の内容を踏ま
え重点的な取組及び目標を記載
してください。
・「進捗状況」には、「SDGs達
成に向けた重点的な取組」の翌
年の状況を記載してください。

「環境」、「社会」、「経済」
の３側面の全てについて、該当
する取組を記載してください。

記載例
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（参考：長野県資料）SDGs達成に向けた具体的な取組（要件２）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、
差別がないことを確認している

基本
・雇用、教育、昇進・登用、福利厚生などあらゆる雇用条件
で、差別しない体制を構築し、経営トップが積極的に関与し
ている（研修の実施、相談窓口の設置）

5.1
5.2
5.5

8.5
8.7
8.8

10.2
10.3

16.1
16.2
16.7

2

【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整
備している

基本
・ハラスメントを禁止する旨を就業規則に明記している
・研修の実施、相談窓口を設置している
・職場いきいきアドバンスカンパニー認証を取得済

5.1
5.2
5.5

8.5
8.8

16.1

3
【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる

基本

・労働基準法等の改正内容を経営者を含め共有している。
長時間労働是正のための労働生産性の改善、時間管理、
多様な働き方を許容する勤務体制の整備・対応を行ってい
る

8.5
8.8

4
【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している

基本
・外国人技能実習制度技能実習生等の外国人労働者への
適切な処遇や労働環境の整備を行っている
（交流会、意見交換会の開催など）

4.4
8.7
8.8

10.2
10.3

5
【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる

基本

・社員向けの労働安全衛生講習会の実施、社内ホームペー
ジ等を活用して周知徹底している
・安全衛生優良企業公表制度認定（厚生労働省）を取得し
ている

3 8

6
【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策に取り組んでいる

基本

・メンタルヘルスに関する方針と計画を策定している
・メンタルヘルスに関する職場の理解を促進するための研修
を実施している
・【予定】メンタルヘルスに対応した休職規程等を整備する

3

7

【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に
取り組んでいる

基本
・多様な人材が活躍できる社内チャレンジ制度を設けている
・【予定】多様な人材の活躍状況をHPや広報誌等で積極的
に発信する

5.1
5.5

8.5
10.2
10.3

8
【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している

基本
・職務や役割に応じた研修体系を整備し実施している
（主任研修、管理監督者研修　他）

4 5.5 8 9

9
【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿って対応している

基本

・【予定】パートタイム労働法、労働契約法等の改正内容を
理解し、同一労働同一賃金等の原則に沿った体制の整備・
対応を行う
・職場いきいきアドバンスカンパニー認証を取得済

5.5 8.5
10.2
10.3

10
【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる

チャレンジ
・都道府県協会けんぽ、健保連に「健康企業宣言」を行って
いる
・健康経営優良法人認定（経済産業省）を取得している

3 8

11
【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理に取り組んでいる

基本
・廃棄物の種類・量など現状を把握し、台帳を整備している
・削減のための計画を策定している（2019年-2024年）

11.6 12.4 14.1

12
【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量を把握している

基本
・省エネ診断、その結果を踏まえた省エネ計画を策定し推進
している（2019年策定）

7.3 　 13

13
【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制に取り組んでいる

基本
・算定ツールなどを利用して温室効果ガス排出量を把握し、
削減の計画を策定している（2019年-2024年）

7.2
7.3

12.4 13.3

14

【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に取り組
んでいる

基本
・法令で規制されている有害化学物質を把握し、削減のため
の計画を策定している（2019年-2024年）

3.9 6.3 11.6 12.4

15
【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している

基本

・環境に配慮した材、製品、サービスの提供を通じて生物多
様性保全に配慮している
・【予定】事業全体における生物多様性への依存と影響を把
握し、負の影響を削減するための計画を策定する

6.6 15

16
【３Ｒの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる

基本
・工場の資源利用の削減、再利用を推進している
・海洋汚染につながるプラスチック製容器包装への対応とし
て、使い捨てプラスチック使用の削減等を推進している

12.5 14.1

17
【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に取り組んでいる

チャレンジ
・自社の水源を含む水利用状況を把握し、使用量削減等の
計画を策定している（2019年度策定）

6.4
6.6

具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。）

主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目

SDGs達成に向けた具体的な取組（要件２）（様式第４号別紙）

カテ
ゴリ

非該
当

チェック項目
取組
レベル

人
権
・
労
働

環
境

記載例

15


要件２（申請様式）印刷用（20190424) (例あり最終版)

						（様式第４号別紙） ヨウシキ ダイ ゴウ ベッシ				SDGs達成に向けた具体的な取組（要件２） タッセイ ム グタイテキ トリクミ ヨウケン



						カテゴリ		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				1		人権・労働 ジンケン ロウドウ				【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、差別がないことを確認している サベツ キンシ セイベツ ネンレイ ショウ コクセキ シュッシン サベツ フセ キョウイク タイセイ ソウダン タイセイ セイビ サベツ カクニン		基本 キホン		・雇用、教育、昇進・登用、福利厚生などあらゆる雇用条件で、差別しない体制を構築し、経営トップが積極的に関与している（研修の実施、相談窓口の設置） コヨウ キョウイク ショウシン トウヨウ フクリ コウセイ コヨウ ジョウケン サベツ タイセイ コウチク ケイエイ セッキョクテキ カンヨ ケンシュウ ジッシ ソウダン マドグチ セッチ										5.1
5.2
5.5						8.5
8.7
8.8				10.2
10.3												16.1
16.2
16.7

				2						【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整備している キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ		基本 キホン		・ハラスメントを禁止する旨を就業規則に明記している
・研修の実施、相談窓口を設置している
・職場いきいきアドバンスカンパニー認証を取得済 キンシ ムネ シュウギョウ キソク メイキ ケンシュウ ジッシ ソウダン マドグチ セッチ シュトク ズ										5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

				3						【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ ボウシ ト ク		基本 キホン		・労働基準法等の改正内容を経営者を含め共有している。長時間労働是正のための労働生産性の改善、時間管理、多様な働き方を許容する勤務体制の整備・対応を行っている ケイエイシャ フク キョウユウ タヨウ																8.5
8.8

				4						【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している ガイコク ジン ロウドウ モノ ガイコク ジン ロウドウシャ タイ サベツ ジンケン シンガイ カクニン		基本 キホン		・外国人技能実習制度技能実習生等の外国人労働者への適切な処遇や労働環境の整備を行っている
（交流会、意見交換会の開催など） ギノウ ジッシュウセイ ショグウ ロウドウ カンキョウ セイビ オコナ コウリュウカイ イケン コウカンカイ カイサイ								4.4								8.7
8.8				10.2
10.3

				5						【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ ト ク		基本 キホン		・社員向けの労働安全衛生講習会の実施、社内ホームページ等を活用して周知徹底している
・安全衛生優良企業公表制度認定（厚生労働省）を取得している シャイン ム ロウドウ アンゼン エイセイ コウシュウカイ ジッシ シャナイ トウ カツヨウ シュウチ テッテイ						3										8

				6						【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策に取り組んでいる ロウドウシャ リョウコウ イジ タイサク ト ク		基本 キホン		・メンタルヘルスに関する方針と計画を策定している
・メンタルヘルスに関する職場の理解を促進するための研修を実施している
・【予定】メンタルヘルスに対応した休職規程等を整備する カン ホウシン ケイカク サクテイ カン ヨテイ						3

				7						【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に取り組んでいる ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン ト ク		基本 キホン		・多様な人材が活躍できる社内チャレンジ制度を設けている
・【予定】多様な人材の活躍状況をHPや広報誌等で積極的に発信する タヨウ ジンザイ カツヤク シャナイ セイド モウ ヨテイ タヨウ ジンザイ カツヤク ジョウキョウ コウホウシ トウ セッキョクテキ ハッシン										5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

				8						【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している ジンザイ イクセイ テキセツ ノウリョク カイハツ キョウイク クンレン キカイ ジュウギョウイン テイキョウ		基本 キホン		・職務や役割に応じた研修体系を整備し実施している
（主任研修、管理監督者研修　他） ショクム ヤクワリ オウ ケンシュウ タイケイ セイビ ジッシ シュニン ケンシュウ カンリ カントクシャ ケンシュウ ホカ								4		5.5						8		9

				9						【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿って対応している コヨウ ケイタイ カカ		基本 キホン		・【予定】パートタイム労働法、労働契約法等の改正内容を理解し、同一労働同一賃金等の原則に沿った体制の整備・対応を行う
・職場いきいきアドバンスカンパニー認証を取得済 ヨテイ トウ ズ										5.5						8.5				10.2
10.3

				10						【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる ト ク		チャレンジ		・都道府県協会けんぽ、健保連に「健康企業宣言」を行っている
・健康経営優良法人認定（経済産業省）を取得している						3										8

				11		環境 カンキョウ				【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理に取り組んでいる ハイキブツ ハイキブツ カンリ テキセツ オコナ テキセツ ショリ ト ク		基本 キホン		・廃棄物の種類・量など現状を把握し、台帳を整備している
・削減のための計画を策定している（2019年-2024年） ハイキブツ シュルイ リョウ ゲンジョウ ハアク ダイチョウ セイビ サクゲン ケイカク サクテイ ネン ネン																						11.6		12.4				14.1

				12						【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量を把握している オンシツ コウカ ゲンジョウ ハアク ジシャ シヨウリョウ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク		基本 キホン		・省エネ診断、その結果を踏まえた省エネ計画を策定し推進している（2019年策定） ショウ シンダン ケッカ フ ショウ ケイカク サクテイ スイシン ネン サクテイ														7.3										　		13

				13						【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制に取り組んでいる ショウ オンダンカ タイサク ケイカク トリクミ ジシャ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハイシュツ ヨクセイ ト ク		基本 キホン		・算定ツールなどを利用して温室効果ガス排出量を把握し、削減の計画を策定している（2019年-2024年） サンテイ リヨウ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク サクゲン ケイカク サクテイ														7.2
7.3										12.4		13.3

				14						【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に取り組んでいる ユウガイ カガク ブッシツ ホウレイ トウ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク シヨウリョウ ヨクセイ オヨ テキセツ シヨウ ト ク		基本 キホン		・法令で規制されている有害化学物質を把握し、削減のための計画を策定している（2019年-2024年） ホウレイ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク サクゲン ケイカク サクテイ						3.9						6.3										11.6		12.4

				15						【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している セイブツ タヨウセイ ジシャ カツドウ セイブツ タヨウセイ セイタイケイ アクエイキョウ オヨ ハイリョ		基本 キホン		・環境に配慮した材、製品、サービスの提供を通じて生物多様性保全に配慮している
・【予定】事業全体における生物多様性への依存と影響を把握し、負の影響を削減するための計画を策定する ヨテイ ジギョウ ゼンタイ セイブツ タヨウセイ イゾン エイキョウ ハアク フ エイキョウ サクゲン ケイカク サクテイ												6.6																		15

				16						【３Ｒの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる ト ク		基本 キホン		・工場の資源利用の削減、再利用を推進している
・海洋汚染につながるプラスチック製容器包装への対応として、使い捨てプラスチック使用の削減等を推進している コウジョウ シゲン リヨウ サクゲン サイ リヨウ スイシン ツカ ス シヨウ スイシン																								12.5				14.1

				17						【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に取り組んでいる ミズ カンリ ミズ シゲン リヨウ ジョウキョウ テキセツ カンリ リヨウ コウリツ カイゼン ト ク		チャレンジ		・自社の水源を含む水利用状況を把握し、使用量削減等の計画を策定している（2019年度策定） ジシャ スイゲン フク ミズ リヨウ ジョウキョウ ハアク シヨウリョウ サクゲン トウ ケイカク サクテイ ネン ド サクテイ												6.4
6.6

						カテゴリ		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				18						【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格を取得している カンキョウ ドウトウ カンキョウ キカク シュトク		チャレンジ		・ISO14001、エコアクション21を取得している（2019年度） シュトク ネンド						3.9						6		7										12		13.3		14		15

				19						【環境情報開示】
・環境の取り組みに関する情報を正しく開示している カンキョウ ジョウホウ カイジ カンキョウ ト ク カン ジョウホウ タダ カイジ		チャレンジ		・ＨＰ等で環境情報を公開し、環境報告書を発行している ハッコウ																								12.6

				20						【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ ト ク		チャレンジ		・工場やオフィスへの太陽光パネルの設置と利用、グリーン電力の使用に努めている コウジョウ タイヨウコウ セッチ リヨウ デンリョク シヨウ ツト														7.2												13

				21						【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達に取り組んでいる ハイリョ チョウタツ ト ク		チャレンジ		・認証製品（森林、パーム油、ゴム、コーヒー等プランテーションにより生産される原材料、天然水産物および養殖水産物）を利用している
・非合法材を使用していないことの確認を行っている カクニン オコナ																								12.2		13		14		15

				22		公正な事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ				【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に周知している オショク ゾウシュウワイ ボウシ オショク ゾウシュウワイ キンシ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン		・汚職・贈収賄禁止等を含む行動規範を整備し、社内浸透を図っている オショク ゾウシュウワイ キンシ トウ フク コウドウ キハン セイビ シャナイ シントウ ハカ																																16
16.5

				23						【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に周知している コウセイ キョウソウ フセイ キョウソウ コウイ カンヨ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン		・不正競争行為を含む行動規範の整備と社内研修を実施している フセイ キョウソウ コウイ フク コウドウ キハン セイビ シャナイ ケンシュウ ジッシ																																16

				24						【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク		基本 キホン		・特許、商標等知的財産権の取得・管理している
・【予定】製品開発における特許侵害調査を実施する シュトク ヨテイ セイヒン カイハツ トッキョ シンガイ チョウサ ジッシ																8.2
8.3		9

				25						【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ		基本 キホン		・「個人情報に対する基本方針」を定めて公表し体制を整備している
・社内研修を行い情報管理ルールを周知徹底している
・EUの顧客データがある場合は、GDPR（EU一般データ保護規則）を踏まえた対応を行っている タイセイ セイビ シャナイ ケンシュウ オコナ ジョウホウ カンリ シュウチ テッテイ フ タイオウ オコナ																 				 												16

				26						【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している フンソウ コウブツ		チャレンジ		・自社製品の原材料サプライチェーンを把握している ジシャ セイヒン ゲンザイリョウ ハアク																																16

				27						【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等と、人権侵害の防止、生物多様性や生態系への悪影響の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）について認識を共有し、共に取り組んでいる カンリ ジギョウ トウ ジンケン シンガイ ボウシ アクエイキョウ ボウシ リンリメン テキセツ タイオウ オショク ボウシ ニンシキ キョウユウ トモ ト ク		チャレンジ		・取引先との対話を通じた人権侵害防止等の取組状況の確認活動を行っている
・Sedex(サプライヤーエシカル情報共有プラットフォーム)等を活用したサプライチェーン上のリスク管理を行っている トリヒキ サキ タイワ ツウ ボウシ トウ トリクミ ジョウキョウ カクニン カツドウ オコナ トウ カツヨウ カンリ オコナ										5						8				10				12		13		14		15		16		17

				28		製品･サービス セイヒン				【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している セイヒン アンゼンセイ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク		基本 キホン		・製品・サービス使用時に想定されるリスクの洗い出しと対策を実施している
・製品安全確保の観点を踏まえた取扱説明書を作成している セイヒン シヨウジ ソウテイ アラ ダ タイサク ジッシ セイヒン アンゼン カクホ カンテン フ トリアツカイ セツメイショ サクセイ						3.9																		12.4

				29						【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している ヒンシツ ホショウ コウチク		基本 キホン		・顧客からのクレーム対応など、品質を保証する仕組みを構築している
・顧客の声を社内共有するための基本方針・体制・ルールを策定、役職員向け研修の実施している
・【予定】ISO9001を取得する コキャク コエ シャナイ キョウユウ キホン ホウシン タイセイ サクテイ ヤクショクイン ム ケンシュウ ジッシ ヨテイ シュトク																		9

				30						【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ ト ク		チャレンジ		・製品設計時におけるライフサイクルでの環境影響の把握を行っている セイヒン セッケイ ジ カンキョウ エイキョウ ハアク オコナ												6												12		13		14		15

				31						【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開に取り組んでいる シャカイ カダイ カイケツ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ テンカイ ト ク		チャレンジ		・特定の社会課題解決をテーマとした製品開発を推進している（○○、△△の開発） トクテイ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ スイシン カイハツ		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

								非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				32		社会貢献・
地域貢献 シャカイ コウケン チイキ コウケン				【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響を把握し適切に対応している チイキ ハイリョ ジシャ ジギョウ チイキ アタ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ		基本 キホン		・地域との対話・見学会などを実施し、対話に基づき、事業の地域への影響の把握を行い改善に努めている チイキ タイワ ケンガクカイ ジッシ タイワ モト ジギョウ チイキ エイキョウ ハアク オコナ カイゼン ツト								4										9				11		12				14		15				17

				33						【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる シャカイ コウケン カツドウ キフ シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク		チャレンジ		・地域の防災活動に参画している
・地域の次世代を担う人材（学生・子ども等）への交流・育成機会（キッズスクール等）を提供している
・県の消防団協力事業所表示制度に加入している チイキ ジセダイ ニナ ジンザイ ガクセイ コ ナド コウリュウ イクセイ キカイ トウ テイキョウ ケン ショウボウダン キョウリョク ジギョウショ ヒョウジ セイド カニュウ								4										 				11						14		15		 		17

				34						【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している チイキ チショウ チサン		チャレンジ		・【予定】地域の原材料の優先的利用を促進する ヨテイ チイキ ゲンザイリョウ ユウセンテキ リヨウ ソクシン																8		9				11		12		13						 

				35		組織体制 ソシキ タイセイ				【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している リネン オヨ ケイエイ モクヒョウ		基本 キホン		・経営理念を明文化している
・経営者が理念を持ち、適時、経営理念、経営目標を社員に説明し、共有している ケイエイ リネン メイブンカ ケイエイ モノ リネン モ テキジ ケイエイ リネン ケイエイ モクヒョウ シャイン セツメイ キョウユウ																8		9																17

				36						【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク		基本 キホン		・社内報や掲示板等で法令順守（コンプライアンス）の重要性を全社員に向けて発信している
・コンプライアンス研修を実施している シャナイホウ ケイジバン トウ ジュウヨウセイ ゼンシャイン ム ハッシン ケンシュウ ジッシ																																16

				37						【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制を整備している ソシキ タイセイ キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイオウ タントウ センモン ブショ タイセイ セイビ		基本 キホン		・責任者（担当役員）、CSR管理者を任命している セキニンシャ タントウ ヤクイン カンリシャ ニンメイ																																16

				38						【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダー（※）との対話により、自社の活動がステークホルダーに及ぼす影響を把握し、適切に対応している（※利害関係者：消費者、投資家等及び社会全体） タイワ タイワ ジシャ カツドウ オヨ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ リガイ カンケイ シャ ショウヒシャ トウシカナド オヨ シャカイ ゼンタイ		基本 キホン		・適宜ステークホルダーと対話し、自社活動のステークホルダーへの影響を把握し、具体的な内容に努めている テキギ タイワ ジシャ カツドウ エイキョウ ハアク グタイテキ ナイヨウ ツト																																16		17

				39						【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスを整備している トクテイ ヒョウカ セイビ		チャレンジ		・リスクマップ等を活用してリスクの洗い出し、評価を行った上で、適切な対策を講じている トウ カツヨウ アラ ダ ヒョウカ オコナ ウエ テキセツ タイサク コウ																																16

				40						【社会的責任】
・ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の考えに基づき企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対して、責任を持った対応に取り組んでいる シャカイテキ セキニン カンガ モト キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイ セキニン モ タイオウ ト ク		チャレンジ		・CSR方針の策定、CSRマネジメントプロセスを整備している ホウシン サクテイ セイビ																																16		 

				41						【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している ジギョウ ケイゾク ジコ サイガイ ジギョウ ケイゾク ケイカク リツアン		チャレンジ		・【予定】事業継続計画（BCP）の策定、定期的な訓練を実施する
・【予定】レジリエンス認証を取得する ヨテイ ジギョウ ケイゾク ケイカク サクテイ テイキテキ クンレン ジッシ ヨテイ																		9				11				13
13.1						16

				42						【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている ジギョウ ショウケイ ジギョウ ショウケイ カン ケントウ タイサク オコナ		チャレンジ		・後継者候補がいる
・サクセッションプラン（後継者育成計画）を作成し、検討を進めている コウケイシャ コウホ サクセイ ケントウ スス																8		9																17



						上記以外で設定した取組項目 ジョウキ イガイ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

						独自に設定したSDGsに資する取組 ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組 グタイテキ トリクミ		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17





						【記載留意事項】
・「取組レベル」の「基本」の項目のすべてに「具体的な取組」が記載されていることが登録の必須条件となります。なお、今回の宣言に合わせて、今後、取り組む予定のものにあっても「具体的な取組」を記載いただければ登録
　が可能です。（今後、取り組むものについては、「具体的な取組」の前に【予定】と記載してください。）
・「非該当」欄については、「チェック項目」が事業形態上（個人事業主等）、該当しない場合にチェックし、その理由を「具体的な取組」欄に記載してください。
・「具体的な取組」には、チェック内容に関する具体的な取組を記載するほか、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、できるだけ、その旨を併せて記載してください。
　（※職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度、消防団協力事業所表示制度など） キサイ リュウイ ジコウ トリクミ キホン コウモク グタイテキ トリクミ キサイ トウロク ヒッス ジョウケン コンカイ センゲン ア コンゴ ト ク ヨテイ グタイテキ トリクミ キサイ トウロク カノウ コンゴ ト ク グタイテキ トリクミ マエ ヨテイ キサイ ヒ ガイトウ ラン コウモク ジギョウ ケイタイ ジョウ コジン ジギョウヌシ ナド ガイトウ バアイ リユウ グタイテキ トリクミ ラン キサイ グタイテキ トリクミ ナイヨウ カン グタイテキ トリクミ キサイ カンレン コクサイ キカン クニ ケン シチョウソン ナド ニンショウ ニンテイ ナド シュトク バアイ ムネ アワ

						〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ







要件２（申請様式）印刷用（20190422ver)

						SDGs達成に向けた取組（要件２） タッセイ ム トリクミ ヨウケン



						カテゴリ		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組内容
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ナイヨウ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		今後の取組 コンゴ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				1		人権・労働 ジンケン ロウドウ				【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、差別がないことを確認している サベツ キンシ セイベツ ネンレイ ショウ コクセキ シュッシン サベツ フセ キョウイク タイセイ ソウダン タイセイ セイビ サベツ カクニン		基本 キホン														5.1
5.2
5.5						8.5
8.7
8.8				10.2
10.3												16.1
16.2
16.7

				2						【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整備している キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ		基本 キホン														5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

				3						【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ ボウシ ト ク		基本 キホン																				8.5
8.8

				4						【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している ガイコク ジン ロウドウ モノ ガイコク ジン ロウドウシャ タイ サベツ ジンケン シンガイ カクニン		基本 キホン												4.4								8.7
8.8				10.2
10.3

				5						【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ ト ク		基本 キホン										3										8

				6						【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策に取り組んでいる ロウドウシャ リョウコウ イジ タイサク ト ク		基本 キホン										3

				7						【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に取り組んでいる ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン ト ク		基本 キホン														5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

				8						【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している ジンザイ イクセイ テキセツ ノウリョク カイハツ キョウイク クンレン キカイ ジュウギョウイン テイキョウ		基本 キホン												4		5.5						8		9

				9						【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿って対応している コヨウ ケイタイ カカ		基本 キホン														5.5						8.5				10.2
10.3

				10						【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる ト ク		チャレンジ										3										8

				11		環境 カンキョウ				【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理に取り組んでいる ハイキブツ ハイキブツ カンリ テキセツ オコナ テキセツ ショリ ト ク		基本 キホン																										11.6		12.4				14.1

				12						【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量を把握している オンシツ コウカ ゲンジョウ ハアク ジシャ シヨウリョウ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク		基本 キホン																		7.3										　		13

				13						【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制に取り組んでいる ショウ オンダンカ タイサク ケイカク トリクミ ジシャ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハイシュツ ヨクセイ ト ク		基本 キホン																		7.2
7.3										12.4		13.3

				14						【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に取り組んでいる ユウガイ カガク ブッシツ ホウレイ トウ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク シヨウリョウ ヨクセイ オヨ テキセツ シヨウ ト ク		基本 キホン										3.9						6.3										11.6		12.4

				15						【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している セイブツ タヨウセイ ジシャ カツドウ セイブツ タヨウセイ セイタイケイ アクエイキョウ オヨ ハイリョ		基本 キホン																6.6																		15

				16						【３Rの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる ト ク		基本 キホン																												12.5				14.1

				17						【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に取り組んでいる ミズ カンリ ミズ シゲン リヨウ ジョウキョウ テキセツ カンリ リヨウ コウリツ カイゼン ト ク		チャレンジ																6.4
6.6

						カテゴリ		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組内容
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ナイヨウ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		今後の取組 コンゴ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				18						【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格を取得している カンキョウ ドウトウ カンキョウ キカク シュトク		チャレンジ										3.9						6		7										12		13.3		14		15

				19						【環境情報開示】
・環境の取り組みに関する情報を正しく開示している カンキョウ ジョウホウ カイジ カンキョウ ト ク カン ジョウホウ タダ カイジ		チャレンジ																												12.6

				20						【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ ト ク		チャレンジ																		7.2												13

				21						【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達に取り組んでいる ハイリョ チョウタツ ト ク		チャレンジ																												12.2		13		14		15

				22		公正な事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ				【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に周知している オショク ゾウシュウワイ ボウシ オショク ゾウシュウワイ キンシ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																				16
16.5

				23						【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に周知している コウセイ キョウソウ フセイ キョウソウ コウイ カンヨ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																				16

				24						【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク		基本 キホン																				8.2
8.3		9

				25						【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ		基本 キホン																				 				 												16

				26						【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している フンソウ コウブツ		チャレンジ																																				16

				27						【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等と、人権侵害の防止、生物多様性や生態系への悪影響の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）について認識を共有し、共に取り組んでいる カンリ ジギョウ トウ ジンケン シンガイ ボウシ アクエイキョウ ボウシ リンリメン テキセツ タイオウ オショク ボウシ ニンシキ キョウユウ トモ ト ク		チャレンジ														5						8				10				12		13		14		15		16		17

				28		製品･サービス セイヒン				【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している セイヒン アンゼンセイ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク		基本 キホン										3.9																		12.4

				29						【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している ヒンシツ ホショウ コウチク		基本 キホン																						9

				30						【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ ト ク		チャレンジ																6												12		13		14		15

				31						【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開に取り組んでいる シャカイ カダイ カイケツ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ テンカイ ト ク		チャレンジ						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

								非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組内容
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ナイヨウ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		今後の取組 コンゴ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				32		社会貢献・
地域貢献 シャカイ コウケン チイキ コウケン				【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響を把握し適切に対応している チイキ ハイリョ ジシャ ジギョウ チイキ アタ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ		基本 キホン												4										9				11		12				14		15				17

				33						【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる シャカイ コウケン カツドウ キフ シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク		チャレンジ												4										 				11						14		15		 		17

				34						【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している チイキ チショウ チサン		チャレンジ																				8		9				11		12		13						 

				35		組織体制 ソシキ タイセイ				【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している リネン オヨ ケイエイ モクヒョウ		基本 キホン																				8		9																17

				36						【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク		基本 キホン																																				16

				37						【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制を整備している ソシキ タイセイ キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイオウ タントウ センモン ブショ タイセイ セイビ		基本 キホン																																				16

				38						【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダー（※）との対話により、自社の活動がステークホルダーに及ぼす影響を把握し、適切に対応している（※利害関係者：消費者、投資家等及び社会全体） タイワ タイワ ジシャ カツドウ オヨ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ リガイ カンケイ シャ ショウヒシャ トウシカナド オヨ シャカイ ゼンタイ		基本 キホン																																				16		17

				39						【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスを整備している トクテイ ヒョウカ セイビ		チャレンジ																																				16

				40						【社会的責任】
・ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の考えに基づき企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対して、責任を持った対応に取り組んでいる シャカイテキ セキニン カンガ モト キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイ セキニン モ タイオウ ト ク		チャレンジ																																				16		 

				41						【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している ジギョウ ケイゾク ジコ サイガイ ジギョウ ケイゾク ケイカク リツアン		チャレンジ																						9				11				13
13.1						16

				42						【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている ジギョウ ショウケイ ジギョウ ショウケイ カン ケントウ タイサク オコナ		チャレンジ																				8		9																17



						上記以外で設定した取組項目 ジョウキ イガイ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

						独自に設定したSDGsに資する取組 ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組内容 グタイテキ トリクミ ナイヨウ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17











						【留意事項】
・自社の企業活動に該当しない項目は、非該当欄をチェックし、その理由を「具体的な取組内容」へ記載してください。
・「取組レベル」の「基本」の項目のすべてに具体的な取組内容が記載されることが、登録の必要条件となります。
・申請時点では取組んでいないものであって、今後、宣言に合わせて取り組む項目については、「具体的な取組内容」の右欄の「今後の取組」欄にチェックをしてください。
・「具体的な取組」には、チェック内容に関する具体的な取組を記載してください。
　また、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、その旨を併せて記載してください。
　（※ … 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度（信州ふくにん）、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度など） リュウイ ジコウ ジシャ キギョウ カツドウ ガイトウ コウモク ヒガイトウ ラン リユウ グタイテキ トリクミ ナイヨウ キサイ トリクミ キホン コウモク グタイテキ トリクミ ナイヨウ キサイ トウロク ヒツヨウ ジョウケン シンセイ ジテン ト ク コンゴ センゲン ア コウモク グタイテキ トリクミ ナイヨウ ウラン コンゴ トリクミ ラン グタイテキ トリクミ ナイヨウ カン グタイテキ トリクミ キサイ カンレン コクサイ キカン クニ ケン シチョウソン ナド ニンショウ ニンテイ ナド シュトク バアイ ムネ アワ ショクバ ニンショウ セイド シンシュウ フクシ ジギョウショ ニンショウ ヒョウカ セイド シンシュウ ニンテイ シンリン ニンショウ セイド シンリン キュウシュウ ヒョウカ ニンショウ セイド ナガノケン ケン サンザイ コテイ リョウ ニンショウ セイド

						〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ







要件２（申請様式）印刷用（こっちを使う） (宣言後ve (2

						SDGs達成に向けた取組（要件２） タッセイ ム トリクミ ヨウケン



						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				1		人権・労働 ジンケン ロウドウ						【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、差別がないことを確認している（または確認する） サベツ キンシ セイベツ ネンレイ ショウ コクセキ シュッシン サベツ フセ キョウイク タイセイ ソウダン タイセイ セイビ サベツ カクニン カクニン		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.7
8.8				10.2
10.3												16.1
16.2
16.7

				2								【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整備している（または整備していく） キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ セイビ		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

				3								【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる（または取り組んでいく） ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ ボウシ ト ク ト ク		基本 キホン																		8.5
8.8

				4								【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している（または確認していく） ガイコク ジン ロウドウ モノ ガイコク ジン ロウドウシャ タイ サベツ ジンケン シンガイ カクニン カクニン		基本 キホン										4.4								8.7
8.8				10.2
10.3

				5								【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる（または取り組んでいく） ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ ト ク ト ク		基本 キホン								3										8

				6								【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策に取り組んでいる（または取り組んでいく） ロウドウシャ リョウコウ イジ タイサク ト ク ト ク		基本 キホン								3

				7								【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に取り組んでいる（または取り組んでいく） ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン ト ク ト ク		基本 キホン												5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

				8								【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している（または提供していく） ジンザイ イクセイ テキセツ ノウリョク カイハツ キョウイク クンレン キカイ ジュウギョウイン テイキョウ テイキョウ		基本 キホン										4		5.5						8		9

				9								【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿って対応している（または対応していく） コヨウ ケイタイ カカ タイオウ		基本 キホン												5.5						8.5				10.2
10.3

				10								【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる（または取り組んでいく） ト ク ト ク		チャレンジ								3										8

				11		環境 カンキョウ						【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理に取り組んでいる（または取り組んでいく） ハイキブツ ハイキブツ カンリ テキセツ オコナ テキセツ ショリ ト ク ト ク		基本 キホン																								11.6		12.4				14.1

				12								【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量を把握している（または把握していく） オンシツ コウカ ゲンジョウ ハアク ジシャ シヨウリョウ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハアク		基本 キホン																7.3										　		13

				13								【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制に取り組んでいる（取り組んでいく） ショウ オンダンカ タイサク ケイカク トリクミ ジシャ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハイシュツ ヨクセイ ト ク ト ク		基本 キホン																7.2
7.3										12.4		13.3

				14								【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に取り組んでいる（または取り組んでいく） ユウガイ カガク ブッシツ ホウレイ トウ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク シヨウリョウ ヨクセイ オヨ テキセツ シヨウ ト ク ト ク		基本 キホン								3.9						6.3										11.6		12.4

				15								【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している（または配慮していく） セイブツ タヨウセイ ジシャ カツドウ セイブツ タヨウセイ セイタイケイ アクエイキョウ オヨ ハイリョ ハイリョ		基本 キホン														6.6																		15

				16								【３Rの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる（または取り組んでいく） ト ク ト ク		基本 キホン																										12.5				14.1

				17								【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に取り組んでいる（または取り組んでいく） ミズ カンリ ミズ シゲン リヨウ ジョウキョウ テキセツ カンリ リヨウ コウリツ カイゼン ト ク ト ク		チャレンジ														6.4
6.6

						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				18								【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格を取得している（または取得していく） カンキョウ ドウトウ カンキョウ キカク シュトク シュトク		チャレンジ								3.9						6		7										12		13.3		14		15

				19								【環境情報開示】
・環境の取り組みに関する情報を正しく開示している（または開示していく） カンキョウ ジョウホウ カイジ カンキョウ ト ク カン ジョウホウ タダ カイジ カイジ		チャレンジ																										12.6

				20								【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる（または取り組んでいく） サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ ト ク ト ク		チャレンジ																7.2												13

				21								【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達に取り組んでいる（または取り組んでいく） ハイリョ チョウタツ ト ク ト ク		チャレンジ																										12.2		13		14		15

				22		公正な事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ						【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に周知している（または周知していく） オショク ゾウシュウワイ ボウシ オショク ゾウシュウワイ キンシ ホウシン カカ シャイン シュウチ シュウチ		基本 キホン																																		16
16.5

				23								【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に周知している（または周知していく） コウセイ キョウソウ フセイ キョウソウ コウイ カンヨ ホウシン カカ シャイン シュウチ シュウチ		基本 キホン																																		16

				24								【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる（または取り組んでいく） チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク ト ク		基本 キホン																		8.2
8.3		9

				25								【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している（または管理していく） コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ カンリ		基本 キホン																		 				 												16

				26								【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している（または確認していく） フンソウ コウブツ カクニン		チャレンジ																																		16

				27								【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等と、人権侵害の防止、生物多様性や生態系への悪影響の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）について認識を共有し、共に取り組んでいる（または取り組んでいく） カンリ ジギョウ トウ ジンケン シンガイ ボウシ アクエイキョウ ボウシ リンリメン テキセツ タイオウ オショク ボウシ ニンシキ キョウユウ トモ ト ク ト ク		チャレンジ												5						8				10				12		13		14		15		16		17

				28		製品･サービス セイヒン						【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している（または構築していく） セイヒン アンゼンセイ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク コウチク		基本 キホン								3.9																		12.4

				29								【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している（または構築していく） ヒンシツ ホショウ コウチク コウチク		基本 キホン																				9

				30								【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる（または取り組んでいく） カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ ト ク ト ク		チャレンジ														6												12		13		14		15

				31								【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開に取り組んでいる（または取り組んでいく） シャカイ カダイ カイケツ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ テンカイ ト ク ト ク		チャレンジ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

								チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				32		社会貢献・
地域貢献 シャカイ コウケン チイキ コウケン						【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響を把握し適切に対応している（または対応していく） チイキ ハイリョ ジシャ ジギョウ チイキ アタ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ タイオウ		基本 キホン										4										9				11		12				14		15				17

				33								【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる（または取り組んでいく） シャカイ コウケン カツドウ キフ シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク ト ク		チャレンジ										4										 				11						14		15		 		17

				34								【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している（または利用していく） チイキ チショウ チサン リヨウ		チャレンジ																		8		9				11		12		13						 

				35		組織体制 ソシキ タイセイ						【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している（または共有していく） リネン オヨ ケイエイ モクヒョウ キョウユウ		基本 キホン																		8		9																17

				36								【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している（または構築していく） ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク コウチク		基本 キホン																																		16

				37								【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制を整備している（または整備していく） ソシキ タイセイ キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイオウ タントウ センモン ブショ タイセイ セイビ セイビ		基本 キホン																																		16

				38								【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダー（※）との対話により、自社の活動がステークホルダーに及ぼす影響を把握し、適切に対応している（※利害関係者：消費者、投資家等及び社会全体）（または対応していく） タイワ タイワ ジシャ カツドウ オヨ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ リガイ カンケイ シャ ショウヒシャ トウシカナド オヨ シャカイ ゼンタイ タイオウ		基本 キホン																																		16		17

				39								【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスを整備している（または整備していく） トクテイ ヒョウカ セイビ セイビ		チャレンジ																																		16

				40								【社会的責任】
・ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の考えに基づき企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対して、責任を持った対応に取り組んでいる（または取り組んでいく） シャカイテキ セキニン カンガ モト キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイ セキニン モ タイオウ ト ク ト ク		チャレンジ																																		16		 

				41								【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している（または立案していく） ジギョウ ケイゾク ジコ サイガイ ジギョウ ケイゾク ケイカク リツアン リツアン		チャレンジ																				9				11				13
13.1						16

				42								【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている（または行っていく） ジギョウ ショウケイ ジギョウ ショウケイ カン ケントウ タイサク オコナ オコナ		チャレンジ																		8		9																17



						上記以外で設定した取組項目 ジョウキ イガイ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

						独自に設定したSDGsに資する取組 ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組内容 グタイテキ トリクミ ナイヨウ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17











						【留意事項】
・「チェック欄」の該当する項目をチェックしてください。（非該当の項目は、非該当欄をチェックし、その理由を「具体的な取組内容」へ記載してください。）
・該当する「取組レベル」の「基本」の項目に、すべてチェックが入ることが、登録の必要条件となります。
・「具体的な取組」には、チェック内容に関する具体的な取組を記載してください。
　また、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、その旨を併せて記載してください。
　（※ … 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度（信州ふくにん）、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度など） リュウイ ジコウ ラン ガイトウ コウモク ヒガイトウ コウモク ヒガイトウ ラン リユウ グタイテキ トリクミ ナイヨウ キサイ ガイトウ トリクミ キホン コウモク ハイ トウロク ヒツヨウ ジョウケン グタイテキ トリクミ ナイヨウ カン グタイテキ トリクミ キサイ カンレン コクサイ キカン クニ ケン シチョウソン ナド ニンショウ ニンテイ ナド シュトク バアイ ムネ アワ ショクバ ニンショウ セイド シンシュウ フクシ ジギョウショ ニンショウ ヒョウカ セイド シンシュウ ニンテイ シンリン ニンショウ セイド シンリン キュウシュウ ヒョウカ ニンショウ セイド ナガノケン ケン サンザイ コテイ リョウ ニンショウ セイド

						〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ







要件２（申請様式）印刷用（こっちを使う） (知事レク）



						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				1		人権・労働 ジンケン ロウドウ						【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、差別がないことを確認している サベツ キンシ セイベツ ネンレイ ショウ コクセキ シュッシン サベツ フセ キョウイク タイセイ ソウダン タイセイ セイビ サベツ カクニン		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.7
8.8				10.2
10.3												16.1
16.2
16.7

				2								【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整備している キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

				3								【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ ボウシ ト ク		基本 キホン																		8.5
8.8

				4								【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している ガイコク ジン ロウドウ モノ ガイコク ジン ロウドウシャ タイ サベツ ジンケン シンガイ カクニン		基本 キホン										4.4								8.7
8.8				10.2
10.3

				5								【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ ト ク		基本 キホン								3										8

				6								【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策に取り組んでいる ロウドウシャ リョウコウ イジ タイサク ト ク		基本 キホン								3

				7								【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に取り組んでいる ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン ト ク		基本 キホン												5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

				8								【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している ジンザイ イクセイ テキセツ ノウリョク カイハツ キョウイク クンレン キカイ ジュウギョウイン テイキョウ		基本 キホン										4		5.5						8		9

				9								【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿って対応している コヨウ ケイタイ カカ		基本 キホン												5.5						8.5				10.2
10.3

				10								【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる ト ク		チャレンジ								3										8

				11		環境 カンキョウ						【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理に取り組んでいる ハイキブツ ハイキブツ カンリ テキセツ オコナ テキセツ ショリ ト ク		基本 キホン																								11.6		12.4				14.1

				12								【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量を把握している オンシツ コウカ ゲンジョウ ハアク ジシャ シヨウリョウ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク		基本 キホン																7.3										　		13

				13								【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制に取り組んでいる ショウ オンダンカ タイサク ケイカク トリクミ ジシャ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハイシュツ ヨクセイ ト ク		基本 キホン																7.2
7.3										12.4		13.3

				14								【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に取り組んでいる ユウガイ カガク ブッシツ ホウレイ トウ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク シヨウリョウ ヨクセイ オヨ テキセツ シヨウ ト ク		基本 キホン								3.9						6.3										11.6		12.4

				15								【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している セイブツ タヨウセイ ジシャ カツドウ セイブツ タヨウセイ セイタイケイ アクエイキョウ オヨ ハイリョ		基本 キホン														6.6																		15

				16								【３Rの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる ト ク		基本 キホン																										12.5				14.1

				17								【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に取り組んでいる ミズ カンリ ミズ シゲン リヨウ ジョウキョウ テキセツ カンリ リヨウ コウリツ カイゼン ト ク		チャレンジ														6.4
6.6

				18		公正な
事業慣行						【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格を取得している カンキョウ ドウトウ カンキョウ キカク シュトク		チャレンジ								3.9						6		7										12		13.3		14		15

				19								【環境情報開示】
・環境の取り組みに関する情報を正しく開示している カンキョウ ジョウホウ カイジ カンキョウ ト ク カン ジョウホウ タダ カイジ		チャレンジ																										12.6

				20								【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ ト ク		チャレンジ																7.2												13

				21								【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達に取り組んでいる ハイリョ チョウタツ ト ク		チャレンジ																										12.2		13		14		15

				22								【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に周知している オショク ゾウシュウワイ ボウシ オショク ゾウシュウワイ キンシ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																		16
16.5

				23								【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に周知している コウセイ キョウソウ フセイ キョウソウ コウイ カンヨ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																		16

				24								【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク		基本 キホン																		8.2
8.3		9

				25		公正な
事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ						【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ		基本 キホン																		 				 												16

				26								【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している フンソウ コウブツ		チャレンジ																																		16

				27								【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等と、人権侵害の防止、生物多様性や生態系への悪影響の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）について認識を共有し、共に取り組んでいる カンリ ジギョウ トウ ジンケン シンガイ ボウシ アクエイキョウ ボウシ リンリメン テキセツ タイオウ オショク ボウシ ニンシキ キョウユウ トモ ト ク		チャレンジ												5						8				10				12		13		14		15		16		17

				28		製品･サービス セイヒン						【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している セイヒン アンゼンセイ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク		基本 キホン								3.9																		12.4

				29								【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している ヒンシツ ホショウ コウチク		基本 キホン																				9

				30								【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ ト ク		チャレンジ														6												12		13		14		15

				31								【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開に取り組んでいる シャカイ カダイ カイケツ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ テンカイ ト ク		チャレンジ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

				32		社会貢献・
地域貢献 シャカイ コウケン チイキ コウケン						【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響を把握し適切に対応している チイキ ハイリョ ジシャ ジギョウ チイキ アタ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ		基本 キホン										4										9				11		12				14		15				17

				33								【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる シャカイ コウケン カツドウ キフ シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク		チャレンジ										4										 				11						14		15		 		17

				34								【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している チイキ チショウ チサン		チャレンジ																		8		9				11		12		13						 

				35		組織体制 ソシキ タイセイ						【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している リネン オヨ ケイエイ モクヒョウ		基本 キホン																		8		9																17

				36								【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク		基本 キホン																																		16

				37								【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制を整備している ソシキ タイセイ キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイオウ タントウ センモン ブショ タイセイ セイビ		基本 キホン																																		16

				38								【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダー（※）との対話により、自社の活動がステークホルダーに及ぼす影響を把握し、適切に対応している（※利害関係者：消費者、投資家等及び社会全体） タイワ タイワ ジシャ カツドウ オヨ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ リガイ カンケイ シャ ショウヒシャ トウシカナド オヨ シャカイ ゼンタイ		基本 キホン																																		16		17

				39								【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスを整備している トクテイ ヒョウカ セイビ		チャレンジ																																		16

				40								【社会的責任】
・ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の考えに基づき企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対して、責任を持った対応に取り組んでいる シャカイテキ セキニン カンガ モト キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイ セキニン モ タイオウ ト ク		チャレンジ																																		16		 

				41								【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している ジギョウ ケイゾク ジコ サイガイ ジギョウ ケイゾク ケイカク リツアン		チャレンジ																				9				11				13
13.1						16

				42								【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている ジギョウ ショウケイ ジギョウ ショウケイ カン ケントウ タイサク オコナ		チャレンジ																		8		9																17



						上記以外で設定した取組項目 ジョウキ イガイ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

						独自に設定したSDGsに資する取組 ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組内容 グタイテキ トリクミ ナイヨウ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17





						【留意事項】
・「チェック欄」の該当する項目をチェックしてください。（非該当の項目は、非該当欄をチェックし、その理由を「具体的な取組内容」へ記載してください。）
・「取組レベル」の「基本」の項目に、すべてチェックが入ることが、登録の必要条件となります。
・「具体的な取組」の項目は、チェック内容に関する具体的な取組を記載してください。
　また、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、その旨を併せて記載してください。
　（※ … 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度（信州ふくにん）、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度など） リュウイ ジコウ ラン ガイトウ コウモク ヒガイトウ コウモク ヒガイトウ ラン リユウ グタイテキ トリクミ ナイヨウ キサイ トリクミ キホン コウモク ハイ トウロク ヒツヨウ ジョウケン グタイテキ トリクミ コウモク ナイヨウ カン グタイテキ トリクミ キサイ カンレン コクサイ キカン クニ ケン シチョウソン ナド ニンショウ ニンテイ ナド シュトク バアイ ムネ アワ ショクバ ニンショウ セイド シンシュウ フクシ ジギョウショ ニンショウ ヒョウカ セイド シンシュウ ニンテイ シンリン ニンショウ セイド シンリン キュウシュウ ヒョウカ ニンショウ セイド ナガノケン ケン サンザイ コテイ リョウ ニンショウ セイド

						〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ
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要件２（申請様式）印刷用（こっちを使う） (副知事レク用)

						SDGs達成に向けた取組（要件２） タッセイ ム トリクミ ヨウケン



						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				1		人権・労働 ジンケン ロウドウ						【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、差別がないことを確認している サベツ キンシ セイベツ ネンレイ ショウ コクセキ シュッシン サベツ フセ キョウイク タイセイ ソウダン タイセイ セイビ サベツ カクニン		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.7
8.8				10.2
10.3												16.1
16.2
16.7

				2								【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整備している キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

				3								【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ ボウシ ト ク		基本 キホン																		8.5
8.8

				4								【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している ガイコク ジン ロウドウ モノ ガイコク ジン ロウドウシャ タイ サベツ ジンケン シンガイ カクニン		基本 キホン										4.4								8.7
8.8				10.2
10.3

				5								【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ ト ク		基本 キホン								3										8

				6								【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策に取り組んでいる ロウドウシャ リョウコウ イジ タイサク ト ク		基本 キホン								3

				7								【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に取り組んでいる ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン ト ク		基本 キホン												5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

				8								【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している ジンザイ イクセイ テキセツ ノウリョク カイハツ キョウイク クンレン キカイ ジュウギョウイン テイキョウ		基本 キホン										4		5.5						8		9

				9								【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿って対応している コヨウ ケイタイ カカ		基本 キホン												5.5						8.5				10.2
10.3

				10								【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる ト ク		チャレンジ								3										8

				11		環境 カンキョウ						【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理に取り組んでいる ハイキブツ ハイキブツ カンリ テキセツ オコナ テキセツ ショリ ト ク		基本 キホン																								11.6		12.4				14.1

				12								【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量を把握している オンシツ コウカ ゲンジョウ ハアク ジシャ シヨウリョウ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク		基本 キホン																7.3										　		13

				13								【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制に取り組んでいる ショウ オンダンカ タイサク ケイカク トリクミ ジシャ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハイシュツ ヨクセイ ト ク		基本 キホン																7.2
7.3										12.4		13.3

				14								【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に取り組んでいる ユウガイ カガク ブッシツ ホウレイ トウ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク シヨウリョウ ヨクセイ オヨ テキセツ シヨウ ト ク		基本 キホン								3.9						6.3										11.6		12.4

				15								【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している セイブツ タヨウセイ ジシャ カツドウ セイブツ タヨウセイ セイタイケイ アクエイキョウ オヨ ハイリョ		基本 キホン														6.6																		15

				16								【３Rの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる ト ク		基本 キホン																										12.5				14.1

				17								【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に取り組んでいる ミズ カンリ ミズ シゲン リヨウ ジョウキョウ テキセツ カンリ リヨウ コウリツ カイゼン ト ク		チャレンジ														6.4
6.6

						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				18								【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格を取得している カンキョウ ドウトウ カンキョウ キカク シュトク		チャレンジ								3.9						6		7										12		13.3		14		15

				19								【環境情報開示】
・環境の取り組みに関する情報を正しく開示している カンキョウ ジョウホウ カイジ カンキョウ ト ク カン ジョウホウ タダ カイジ		チャレンジ																										12.6

				20								【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ ト ク		チャレンジ																7.2												13

				21								【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達に取り組んでいる ハイリョ チョウタツ ト ク		チャレンジ																										12.2		13		14		15

				22		公正な事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ						【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に周知している オショク ゾウシュウワイ ボウシ オショク ゾウシュウワイ キンシ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																		16
16.5

				23								【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に周知している コウセイ キョウソウ フセイ キョウソウ コウイ カンヨ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																		16

				24								【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク		基本 キホン																		8.2
8.3		9

				25								【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ		基本 キホン																		 				 												16

				26								【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している フンソウ コウブツ		チャレンジ																																		16

				27								【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等と、人権侵害の防止、生物多様性や生態系への悪影響の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）について認識を共有し、共に取り組んでいる カンリ ジギョウ トウ ジンケン シンガイ ボウシ アクエイキョウ ボウシ リンリメン テキセツ タイオウ オショク ボウシ ニンシキ キョウユウ トモ ト ク		チャレンジ												5						8				10				12		13		14		15		16		17

				28		製品･サービス セイヒン						【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している セイヒン アンゼンセイ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク		基本 キホン								3.9																		12.4

				29								【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している ヒンシツ ホショウ コウチク		基本 キホン																				9

				30								【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ ト ク		チャレンジ														6												12		13		14		15

				31								【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開に取り組んでいる シャカイ カダイ カイケツ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ テンカイ ト ク		チャレンジ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

								チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				32		社会貢献・
地域貢献 シャカイ コウケン チイキ コウケン						【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響を把握し適切に対応している チイキ ハイリョ ジシャ ジギョウ チイキ アタ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ		基本 キホン										4										9				11		12				14		15				17

				33								【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる シャカイ コウケン カツドウ キフ シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク		チャレンジ										4										 				11						14		15		 		17

				34								【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している チイキ チショウ チサン		チャレンジ																		8		9				11		12		13						 

				35		組織体制 ソシキ タイセイ						【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している リネン オヨ ケイエイ モクヒョウ		基本 キホン																		8		9																17

				36								【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク		基本 キホン																																		16

				37								【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制を整備している ソシキ タイセイ キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイオウ タントウ センモン ブショ タイセイ セイビ		基本 キホン																																		16

				38								【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダー（※）との対話により、自社の活動がステークホルダーに及ぼす影響を把握し、適切に対応している（※利害関係者：消費者、投資家等及び社会全体） タイワ タイワ ジシャ カツドウ オヨ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ リガイ カンケイ シャ ショウヒシャ トウシカナド オヨ シャカイ ゼンタイ		基本 キホン																																		16		17

				39								【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスを整備している トクテイ ヒョウカ セイビ		チャレンジ																																		16

				40								【社会的責任】
・ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の考えに基づき企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対して、責任を持った対応に取り組んでいる シャカイテキ セキニン カンガ モト キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイ セキニン モ タイオウ ト ク		チャレンジ																																		16		 

				41								【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している ジギョウ ケイゾク ジコ サイガイ ジギョウ ケイゾク ケイカク リツアン		チャレンジ																				9				11				13
13.1						16

				42								【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている ジギョウ ショウケイ ジギョウ ショウケイ カン ケントウ タイサク オコナ		チャレンジ																		8		9																17



						上記以外で設定した取組項目 ジョウキ イガイ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

						独自に設定したSDGsに資する取組 ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組内容 グタイテキ トリクミ ナイヨウ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17











						【留意事項】
・「チェック欄」の該当する項目をチェックしてください。（非該当の項目は、非該当欄をチェックし、その理由を「具体的な取組内容」へ記載してください。）
・「取組レベル」の「基本」の項目に、すべてチェックが入ることが、登録の必要条件となります。
・「具体的な取組」の項目は、チェック内容に関する具体的な取組を記載してください。
　また、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、その旨を併せて記載してください。
　（※ … 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度（信州ふくにん）、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度など） リュウイ ジコウ ラン ガイトウ コウモク ヒガイトウ コウモク ヒガイトウ ラン リユウ グタイテキ トリクミ ナイヨウ キサイ トリクミ キホン コウモク ハイ トウロク ヒツヨウ ジョウケン グタイテキ トリクミ コウモク ナイヨウ カン グタイテキ トリクミ キサイ カンレン コクサイ キカン クニ ケン シチョウソン ナド ニンショウ ニンテイ ナド シュトク バアイ ムネ アワ ショクバ ニンショウ セイド シンシュウ フクシ ジギョウショ ニンショウ ヒョウカ セイド シンシュウ ニンテイ シンリン ニンショウ セイド シンリン キュウシュウ ヒョウカ ニンショウ セイド ナガノケン ケン サンザイ コテイ リョウ ニンショウ セイド

						〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ







要件２（申請様式）印刷用（こっちを使う）

						SDGs達成に向けた取組（要件２） タッセイ ム トリクミ ヨウケン



						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				1		人権・労働 ジンケン ロウドウ						【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、差別がないことを確認している サベツ キンシ セイベツ ネンレイ ショウ コクセキ シュッシン サベツ フセ キョウイク タイセイ ソウダン タイセイ セイビ サベツ カクニン		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.7
8.8				10.2
10.3												16.1
16.2
16.7

				2								【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整備している キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

				3								【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ ボウシ ト ク		基本 キホン																		8.5
8.8

				4								【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している ガイコク ジン ロウドウ モノ ガイコク ジン ロウドウシャ タイ サベツ ジンケン シンガイ カクニン		基本 キホン										4.4								8.7
8.8				10.2
10.3

				5								【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ ト ク		基本 キホン								3										8

				6								【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策に取り組んでいる ロウドウシャ リョウコウ イジ タイサク ト ク		基本 キホン								3

				7								【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に取り組んでいる ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン ト ク		基本 キホン												5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

				8								【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している ジンザイ イクセイ テキセツ ノウリョク カイハツ キョウイク クンレン キカイ ジュウギョウイン テイキョウ		基本 キホン										4		5.5						8		9

				9								【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿って対応している コヨウ ケイタイ カカ		基本 キホン												5.5						8.5				10.2
10.3

				10								【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる ト ク		チャレンジ								3										8

				11		環境 カンキョウ						【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理に取り組んでいる ハイキブツ ハイキブツ カンリ テキセツ オコナ テキセツ ショリ ト ク		基本 キホン																								11.6		12.4				14.1

				12								【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量を把握している オンシツ コウカ ゲンジョウ ハアク ジシャ シヨウリョウ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク		基本 キホン																7.3										　		13

				13								【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制に取り組んでいる ショウ オンダンカ タイサク ケイカク トリクミ ジシャ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハイシュツ ヨクセイ ト ク		基本 キホン																7.2
7.3										12.4		13.3

				14								【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に取り組んでいる ユウガイ カガク ブッシツ ホウレイ トウ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク シヨウリョウ ヨクセイ オヨ テキセツ シヨウ ト ク		基本 キホン								3.9						6.3										11.6		12.4

				15								【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している セイブツ タヨウセイ ジシャ カツドウ セイブツ タヨウセイ セイタイケイ アクエイキョウ オヨ ハイリョ		基本 キホン														6.6																		15

				16								【３Rの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる ト ク		基本 キホン																										12.5				14.1

				17								【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に取り組んでいる ミズ カンリ ミズ シゲン リヨウ ジョウキョウ テキセツ カンリ リヨウ コウリツ カイゼン ト ク		チャレンジ														6.4
6.6

						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				18								【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格を取得している カンキョウ ドウトウ カンキョウ キカク シュトク		チャレンジ								3.9						6		7										12		13.3		14		15

				19								【環境情報開示】
・環境の取り組みに関する情報を正しく開示している カンキョウ ジョウホウ カイジ カンキョウ ト ク カン ジョウホウ タダ カイジ		チャレンジ																										12.6

				20								【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ ト ク		チャレンジ																7.2												13

				21								【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達に取り組んでいる ハイリョ チョウタツ ト ク		チャレンジ																										12.2		13		14		15

				22		公正な事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ						【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に周知している オショク ゾウシュウワイ ボウシ オショク ゾウシュウワイ キンシ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																		16
16.5

				23								【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に周知している コウセイ キョウソウ フセイ キョウソウ コウイ カンヨ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																		16

				24								【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク		基本 キホン																		8.2
8.3		9

				25								【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ		基本 キホン																		 				 												16

				26								【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している フンソウ コウブツ		チャレンジ																																		16

				27								【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等と、人権侵害の防止、生物多様性や生態系への悪影響の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）について認識を共有し、共に取り組んでいる カンリ ジギョウ トウ ジンケン シンガイ ボウシ アクエイキョウ ボウシ リンリメン テキセツ タイオウ オショク ボウシ ニンシキ キョウユウ トモ ト ク		チャレンジ												5						8				10				12		13		14		15		16		17

				28		製品･サービス セイヒン						【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している セイヒン アンゼンセイ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク		基本 キホン								3.9																		12.4

				29								【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している ヒンシツ ホショウ コウチク		基本 キホン																				9

				30								【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ ト ク		チャレンジ														6												12		13		14		15

				31								【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開に取り組んでいる シャカイ カダイ カイケツ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ テンカイ ト ク		チャレンジ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

								チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				32		社会貢献・
地域貢献 シャカイ コウケン チイキ コウケン						【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響を把握し適切に対応している チイキ ハイリョ ジシャ ジギョウ チイキ アタ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ		基本 キホン										4										9				11		12				14		15				17

				33								【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる シャカイ コウケン カツドウ キフ シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク		チャレンジ										4										 				11						14		15		 		17

				34								【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している チイキ チショウ チサン		チャレンジ																		8		9				11		12		13						 

				35		組織体制 ソシキ タイセイ						【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している リネン オヨ ケイエイ モクヒョウ		基本 キホン																		8		9																17

				36								【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク		基本 キホン																																		16

				37								【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制を整備している ソシキ タイセイ キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイオウ タントウ センモン ブショ タイセイ セイビ		基本 キホン																																		16

				38								【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダー（※）との対話により、自社の活動がステークホルダーに及ぼす影響を把握し、適切に対応している（※利害関係者：消費者、投資家等及び社会全体） タイワ タイワ ジシャ カツドウ オヨ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ リガイ カンケイ シャ ショウヒシャ トウシカナド オヨ シャカイ ゼンタイ		基本 キホン																																		16		17

				39								【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスを整備している トクテイ ヒョウカ セイビ		チャレンジ																																		16

				40								【社会的責任】
・ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の考えに基づき企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対して、責任を持った対応に取り組んでいる シャカイテキ セキニン カンガ モト キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイ セキニン モ タイオウ ト ク		チャレンジ																																		16		 

				41								【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している ジギョウ ケイゾク ジコ サイガイ ジギョウ ケイゾク ケイカク リツアン		チャレンジ																				9				11				13
13.1						16

				42								【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている ジギョウ ショウケイ ジギョウ ショウケイ カン ケントウ タイサク オコナ		チャレンジ																		8		9																17



						上記以外で設定した取組項目 ジョウキ イガイ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

						独自に設定したSDGsに資する取組 ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組内容 グタイテキ トリクミ ナイヨウ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17











						【留意事項】
・「チェック欄」の該当する項目をチェックしてください。（非該当の項目は、非該当欄をチェックし、その理由を「具体的な取組内容」へ記載してください。）
・「取組レベル」の「基本」の項目に、すべてチェックが入ることが、登録の必要条件となります。
・「具体的な取組」の項目は、チェック内容に関する具体的な取組を記載してください。
　また、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、その旨を併せて記載してください。
　（※ … 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度（信州ふくにん）、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度など） リュウイ ジコウ ラン ガイトウ コウモク ヒガイトウ コウモク ヒガイトウ ラン リユウ グタイテキ トリクミ ナイヨウ キサイ トリクミ キホン コウモク ハイ トウロク ヒツヨウ ジョウケン グタイテキ トリクミ コウモク ナイヨウ カン グタイテキ トリクミ キサイ カンレン コクサイ キカン クニ ケン シチョウソン ナド ニンショウ ニンテイ ナド シュトク バアイ ムネ アワ ショクバ ニンショウ セイド シンシュウ フクシ ジギョウショ ニンショウ ヒョウカ セイド シンシュウ ニンテイ シンリン ニンショウ セイド シンリン キュウシュウ ヒョウカ ニンショウ セイド ナガノケン ケン サンザイ コテイ リョウ ニンショウ セイド

						〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ







要件２（申請様式）印刷用（こっちを使う） (デフォルメ)

				SDGs達成に向けた取組（要件２） タッセイ ム トリクミ ヨウケン



				カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		主なSDGs関連項目

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



		2		人権・労働 ジンケン ロウドウ						【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整備している キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ		基本 キホン														5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

		3								【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ ボウシ ト ク		基本 キホン																				8.5
8.8

		5								【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ ト ク		基本 キホン										3										8

		7								【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に取り組んでいる ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン ト ク		基本 キホン														5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

										・・・・・

		16		環境 カンキョウ						【３Rの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる ト ク		基本 キホン																												12.5				14.1

		20								【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ ト ク		チャレンジ																		7.2												13



		24		公正な
事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ						【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク		基本 キホン																				8.2
8.3		9

		25								【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ		基本 キホン																				 				 												16



		28		製品･サービス セイヒン						【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している セイヒン アンゼンセイ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク		基本 キホン										3.9																		12.4

		29								【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している ヒンシツ ホショウ コウチク		基本 キホン																						9

		30								【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ ト ク		チャレンジ																6												12		13		14		15



		33		社会貢献・
地域貢献 シャカイ コウケン チイキ コウケン						【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる シャカイ コウケン カツドウ キフ シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク		チャレンジ												4										 				11						14		15		 		17

		34								【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している チイキ チショウ チサン		チャレンジ																				8		9				11		12		13						 



		35		組織体制 ソシキ タイセイ						【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している リネン オヨ ケイエイ モクヒョウ		基本 キホン																				8		9																17

		36								【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク		基本 キホン																																				16



				上記以外で設定した取組項目 ジョウキ イガイ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

				独自に設定したSDGsに資する取組 ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組内容 グタイテキ トリクミ ナイヨウ						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17











				【留意事項】
・「チェック欄」の該当する項目をチェックしてください。（非該当の項目は、非該当欄をチェックし、その理由を「具体的な取組内容」へ記載してください。）
・「取組レベル」の「基本」の項目に、すべてチェックが入ることが、登録の必要条件となります。
・「具体的な取組」の項目は、チェック内容に関する具体的な取組を記載してください。
　また、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、その旨を併せて記載してください。
　（※ … 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度（信州ふくにん）、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度など） リュウイ ジコウ ラン ガイトウ コウモク ヒガイトウ コウモク ヒガイトウ ラン リユウ グタイテキ トリクミ ナイヨウ キサイ トリクミ キホン コウモク ハイ トウロク ヒツヨウ ジョウケン グタイテキ トリクミ コウモク ナイヨウ カン グタイテキ トリクミ キサイ カンレン コクサイ キカン クニ ケン シチョウソン ナド ニンショウ ニンテイ ナド シュトク バアイ ムネ アワ ショクバ ニンショウ セイド シンシュウ フクシ ジギョウショ ニンショウ ヒョウカ セイド シンシュウ ニンテイ シンリン ニンショウ セイド シンリン キュウシュウ ヒョウカ ニンショウ セイド ナガノケン ケン サンザイ コテイ リョウ ニンショウ セイド

				〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ







要件２（申請様式）

						SDGs達成に向けた取組内容（要件２） タッセイ ム トリクミ ナイヨウ ヨウケン



						【留意事項】
・「チェック欄」の該当する項目をチェックしてください。（非該当の項目は、非該当欄をチェックし、その理由を「具体的な取組内容」へ記載してください。）
・「取組レベル」の「基本」の項目は、すべてチェックが入ることが、登録の必要条件です。
・「具体的な取組」の項目は、チェック内容に関する自社の取組について記載してください。また、取組内容に関連する行政等の認証・認定制度等（※）を取得している場合は、その旨記載願います。
　（※ … 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度（信州ふくにん）、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度等） リュウイ ジコウ ラン ガイトウ コウモク トリクミ キホン コウモク ハイ トウロク ヒツヨウ ジョウケン グタイテキ トリクミ コウモク ナイヨウ カン ジシャ トリクミ キサイ トリクミ ナイヨウ カンレン ギョウセイ ナド ニンショウ ニンテイ セイド ナド シュトク バアイ ムネ キサイ ネガ ショクバ ニンショウ セイド シンシュウ フクシ ジギョウショ ニンショウ ヒョウカ セイド シンシュウ ニンテイ シンリン ニンショウ セイド シンリン キュウシュウ ヒョウカ ニンショウ セイド ナガノケン ケン サンザイ コテイ リョウ ニンショウ セイド ナド

						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		SDGsとの関連性 カンレンセイ

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				1		人権・労働 ジンケン ロウドウ						【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、差別がないことを確認している サベツ キンシ セイベツ ネンレイ ショウ コクセキ シュッシン サベツ フセ キョウイク タイセイ ソウダン タイセイ セイビ サベツ カクニン		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.7
8.8				10.2
10.3												16.1
16.2
16.7

				2								【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制が整備されている キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

				3								【労働時間】
・過度な長時間労働が行われていない ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ オコナ		基本 キホン																		8.5
8.8

				4								【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している ガイコク ジン ロウドウ モノ ガイコク ジン ロウドウシャ タイ サベツ ジンケン シンガイ カクニン		基本 キホン										4.4								8.7
8.8				10.2
10.3

				5								【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境が整備されている ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ		基本 キホン								3										8

				6								【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策を実施している ロウドウシャ リョウコウ イジ タイサク ジッシ		基本 キホン								3

				7								【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境が整備されている ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン		基本 キホン												5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

				8								【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している ジンザイ イクセイ テキセツ ノウリョク カイハツ キョウイク クンレン キカイ ジュウギョウイン テイキョウ		基本 キホン										4		5.5						8		9

				9								【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿った対応を行っている コヨウ ケイタイ カカ		基本 キホン												5.5						8.5				10.2
10.3

				10								【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる ト ク		チャレンジ								3										8

				11		環境 カンキョウ						【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理を推進している。 ハイキブツ ハイキブツ カンリ テキセツ オコナ テキセツ ショリ スイシン		基本 キホン																								11.6		12.4				14.1

				12								【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス量を把握している。 オンシツ コウカ ゲンジョウ ハアク ジシャ シヨウリョウ オンシツ コウカ リョウ ハアク		基本 キホン																7.3										　		13

				13								【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制を進めている ショウ オンダンカ タイサク ケイカク トリクミ ジシャ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハイシュツ ヨクセイ スス		基本 キホン																7.2
7.3										12.4		13.3

				14								【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に努めている ユウガイ カガク ブッシツ ホウレイ トウ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク シヨウリョウ ヨクセイ オヨ テキセツ シヨウ ツト		基本 キホン								3.9						6.3										11.6		12.4

				15								【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している セイブツ タヨウセイ ジシャ カツドウ セイブツ タヨウセイ セイタイケイ アクエイキョウ オヨ ハイリョ		基本 キホン														6.6																		15

				16								【３Rの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルを推進している		基本 キホン																										12.5				14.1

				17								【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に努めている ミズ カンリ ミズ シゲン リヨウ ジョウキョウ テキセツ カンリ リヨウ コウリツ カイゼン ツト		チャレンジ														6.4
6.6

				18								【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格（南信州いいむす21等）を取得している カンキョウ ドウトウ カンキョウ キカク ミナミ シンシュウ ナド シュトク		チャレンジ								3.9						6		7										12		13.3		14		15

				19								【環境情報開示】
・自社の環境の取り組みに関する情報を正しく開示している カンキョウ ジョウホウ カイジ ジシャ カンキョウ ト ク カン ジョウホウ タダ カイジ		チャレンジ																										12.6

				20								【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用を進めている サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ スス		チャレンジ																7.2												13

				21								【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達を行っている ハイリョ チョウタツ オコナ		チャレンジ																										12.2		13		14		15

				22		公正な事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ						【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に教育している オショク ゾウシュウワイ ボウシ オショク ゾウシュウワイ キンシ ホウシン カカ シャイン キョウイク		基本 キホン																																		16
16.5

				23								【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に教育している コウセイ キョウソウ フセイ キョウソウ コウイ カンヨ ホウシン カカ シャイン キョウイク		基本 キホン																																		16

				24								【知的財産保護】
・知的財産を保護する取り組みを進めている チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク スス		基本 キホン																		8.2
8.3		9

				25								【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ		基本 キホン																		 				 												16

				26								【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している フンソウ コウブツ		チャレンジ																																		16

				27								【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等に対し、人権侵害（低賃金労働、児童労働、劣悪な労働環境等）の防止、生物多様性や生態系への悪影響の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）のための取組を要請している カンリ ジギョウ トウ タイ ジンケン シンガイ ボウシ アクエイキョウ ボウシ リンリメン テキセツ タイオウ オショク ボウシ ト ク ヨウセイ		チャレンジ												5						8				10				12		13		14		15		16		17

				28		製品･サービス セイヒン						【製品・サービスの安全性】
・自社の製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している セイヒン アンゼンセイ ジシャ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク		基本 キホン								3.9																		12.4

				29								【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを確立している ヒンシツ ホショウ		基本 キホン																				9

				30								【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計を進めている カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ スス		チャレンジ														6												12		13		14		15

				31								【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開を進めている シャカイ カダイ カイケツ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ テンカイ スス		チャレンジ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

				32								【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響に適切に対応している チイキ ハイリョ ジシャ ジギョウ チイキ アタ エイキョウ テキセツ タイオウ		基本 キホン										4										9				11		12				14		15				17

				33								【社会貢献活動】
・寄付、ボランティア等を含む、社会貢献活動に積極的に取り組んでいる シャカイ コウケン カツドウ キフ トウ フク シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク		チャレンジ										4										 				11						14		15		 		17

				34								【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している チイキ チショウ チサン		チャレンジ																		8		9				11		12		13						 

				35		組織体制 ソシキ タイセイ						【法令遵守】
・法令遵守の考え方が社内に浸透している ホウレイ ジュンシュ ホウレイ ジュンシュ カンガ カタ シャナイ シントウ		基本 キホン																																		16

				36								【内部管理体制】
・経営理念（及びSDGsとの関係）及び経営目標が社内で共有されている リネン オヨ カンケイ オヨ ケイエイ モクヒョウ		基本 キホン																		8		9																17

				37								【法令遵守】
・法令を確実に遵守する体制・仕組みが構築されている ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク		基本 キホン																																		16

				38								【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制が整備されている ソシキ タイセイ キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイオウ タントウ センモン ブショ タイセイ セイビ		基本 キホン																																		16

				39								【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダーとの対話により、自社活動のステークホルダーに及ぼす影響を把握し、適切に対応している タイワ タイワ ジシャ カツドウ オヨ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ		基本 キホン																																		16		17

				40								【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスが整備されている トクテイ ヒョウカ セイビ		チャレンジ																																		16

				41								【社会的責任】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対し、責任を持って対応するCSR（Corporate Social Responsibility）の取組を進めている シャカイテキ セキニン キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイ セキニン モ タイオウ ト ク スス		チャレンジ																																		16		 

				42								【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している ジギョウ ケイゾク ジコ サイガイ ジギョウ ケイゾク ケイカク リツアン		チャレンジ																				9				11				13
13.1						16

				43								【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている ジギョウ ショウケイ ジギョウ ショウケイ カン ケントウ タイサク オコナ		チャレンジ																		8		9																17



						上記以外で自社において設定した取組項目 ジョウキ イガイ ジシャ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

						企業が独自に設定したSDGsに資する取組 キギョウ ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組内容 グタイテキ トリクミ ナイヨウ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17











						〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ
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（参考：長野県資料）SDGs達成に向けた具体的な取組（要件２）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18
【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格を取得している

チャレンジ ・ISO14001、エコアクション21を取得している（2019年度） 3.9 6 7 12 13.3 14 15

19
【環境情報開示】
・環境の取り組みに関する情報を正しく開示している

チャレンジ ・ＨＰ等で環境情報を公開し、環境報告書を発行している 12.6

20
【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる

チャレンジ
・工場やオフィスへの太陽光パネルの設置と利用、グリーン
電力の使用に努めている

7.2 13

21
【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達に取り組んでいる

チャレンジ

・認証製品（森林、パーム油、ゴム、コーヒー等プランテーショ
ンにより生産される原材料、天然水産物および養殖水産物）
を利用している
・非合法材を使用していないことの確認を行っている

12.2 13 14 15

22
【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に周知している

基本
・汚職・贈収賄禁止等を含む行動規範を整備し、社内浸透
を図っている

16
16.5

23
【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に周知している

基本
・不正競争行為を含む行動規範の整備と社内研修を実施し
ている

16

24
【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる

基本
・特許、商標等知的財産権の取得・管理している
・【予定】製品開発における特許侵害調査を実施する

8.2
8.3

9

25
【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している

基本

・「個人情報に対する基本方針」を定めて公表し体制を整備
している
・社内研修を行い情報管理ルールを周知徹底している
・EUの顧客データがある場合は、GDPR（EU一般データ保護
規則）を踏まえた対応を行っている

  16

26
【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している

チャレンジ ・自社製品の原材料サプライチェーンを把握している 16

27

【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等と、人権侵害の防止、生物多様性や生態系への悪影響
の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）について認識を共有
し、共に取り組んでいる

チャレンジ

・取引先との対話を通じた人権侵害防止等の取組状況の確
認活動を行っている
・Sedex(サプライヤーエシカル情報共有プラットフォーム)等
を活用したサプライチェーン上のリスク管理を行っている

5 8 10 12 13 14 15 16 17

28
【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している

基本

・製品・サービス使用時に想定されるリスクの洗い出しと対策
を実施している
・製品安全確保の観点を踏まえた取扱説明書を作成してい
る

3.9 12.4

29
【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している

基本

・顧客からのクレーム対応など、品質を保証する仕組みを構
築している
・顧客の声を社内共有するための基本方針・体制・ルールを
策定、役職員向け研修の実施している
・【予定】ISO9001を取得する

9

30
【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる

チャレンジ
・製品設計時におけるライフサイクルでの環境影響の把握を
行っている

6 12 13 14 15

31
【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開に取り組んでいる

チャレンジ
・特定の社会課題解決をテーマとした製品開発を推進してい
る（○○、△△の開発）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

カテ
ゴリ

非該
当

製
品
･
サ
ー

ビ
ス

取組
レベル

具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。）

主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目

公
正
な
事
業
慣
行

チェック項目

16


要件２（申請様式）印刷用（20190424) (例あり最終版)

						（様式第４号別紙） ヨウシキ ダイ ゴウ ベッシ				SDGs達成に向けた具体的な取組（要件２） タッセイ ム グタイテキ トリクミ ヨウケン



						カテゴリ		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				1		人権・労働 ジンケン ロウドウ				【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、差別がないことを確認している サベツ キンシ セイベツ ネンレイ ショウ コクセキ シュッシン サベツ フセ キョウイク タイセイ ソウダン タイセイ セイビ サベツ カクニン		基本 キホン		・雇用、教育、昇進・登用、福利厚生などあらゆる雇用条件で、差別しない体制を構築し、経営トップが積極的に関与している（研修の実施、相談窓口の設置） コヨウ キョウイク ショウシン トウヨウ フクリ コウセイ コヨウ ジョウケン サベツ タイセイ コウチク ケイエイ セッキョクテキ カンヨ ケンシュウ ジッシ ソウダン マドグチ セッチ										5.1
5.2
5.5						8.5
8.7
8.8				10.2
10.3												16.1
16.2
16.7

				2						【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整備している キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ		基本 キホン		・ハラスメントを禁止する旨を就業規則に明記している
・研修の実施、相談窓口を設置している
・職場いきいきアドバンスカンパニー認証を取得済 キンシ ムネ シュウギョウ キソク メイキ ケンシュウ ジッシ ソウダン マドグチ セッチ シュトク ズ										5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

				3						【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ ボウシ ト ク		基本 キホン		・労働基準法等の改正内容を経営者を含め共有している。長時間労働是正のための労働生産性の改善、時間管理、多様な働き方を許容する勤務体制の整備・対応を行っている ケイエイシャ フク キョウユウ タヨウ																8.5
8.8

				4						【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している ガイコク ジン ロウドウ モノ ガイコク ジン ロウドウシャ タイ サベツ ジンケン シンガイ カクニン		基本 キホン		・外国人技能実習制度技能実習生等の外国人労働者への適切な処遇や労働環境の整備を行っている
（交流会、意見交換会の開催など） ギノウ ジッシュウセイ ショグウ ロウドウ カンキョウ セイビ オコナ コウリュウカイ イケン コウカンカイ カイサイ								4.4								8.7
8.8				10.2
10.3

				5						【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ ト ク		基本 キホン		・社員向けの労働安全衛生講習会の実施、社内ホームページ等を活用して周知徹底している
・安全衛生優良企業公表制度認定（厚生労働省）を取得している シャイン ム ロウドウ アンゼン エイセイ コウシュウカイ ジッシ シャナイ トウ カツヨウ シュウチ テッテイ						3										8

				6						【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策に取り組んでいる ロウドウシャ リョウコウ イジ タイサク ト ク		基本 キホン		・メンタルヘルスに関する方針と計画を策定している
・メンタルヘルスに関する職場の理解を促進するための研修を実施
・【予定】メンタルヘルスに対応した休職規程等を整備する カン ホウシン ケイカク サクテイ カン ヨテイ						3

				7						【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に取り組んでいる ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン ト ク		基本 キホン		・多様な人材が活躍できる社内チャレンジ制度を設けている
・【予定】多様な人材の活躍状況をHPや広報誌等で積極的に発信する タヨウ ジンザイ カツヤク シャナイ セイド モウ ヨテイ タヨウ ジンザイ カツヤク ジョウキョウ コウホウシ トウ セッキョクテキ ハッシン										5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

				8						【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している ジンザイ イクセイ テキセツ ノウリョク カイハツ キョウイク クンレン キカイ ジュウギョウイン テイキョウ		基本 キホン		・職務や役割に応じた研修体系を整備し実施している
（主任研修、管理監督者研修　他） ショクム ヤクワリ オウ ケンシュウ タイケイ セイビ ジッシ シュニン ケンシュウ カンリ カントクシャ ケンシュウ ホカ								4		5.5						8		9

				9						【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿って対応している コヨウ ケイタイ カカ		基本 キホン		・【予定】パートタイム労働法、労働契約法等の改正内容を理解し、同一労働同一賃金等の原則に沿った体制の整備・対応を行う
・職場いきいきアドバンスカンパニー認証を取得済 ヨテイ トウ ズ										5.5						8.5				10.2
10.3

				10						【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる ト ク		チャレンジ		・都道府県協会けんぽ、健保連に「健康企業宣言」を行っている
・健康経営優良法人認定（経済産業省）を取得している						3										8

				11		環境 カンキョウ				【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理に取り組んでいる ハイキブツ ハイキブツ カンリ テキセツ オコナ テキセツ ショリ ト ク		基本 キホン		・廃棄物の種類・量など現状を把握し、台帳を整備している
・削減のための計画を策定している（2019年-2024年） ハイキブツ シュルイ リョウ ゲンジョウ ハアク ダイチョウ セイビ サクゲン ケイカク サクテイ ネン ネン																						11.6		12.4				14.1

				12						【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量を把握している オンシツ コウカ ゲンジョウ ハアク ジシャ シヨウリョウ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク		基本 キホン		・省エネ診断、その結果を踏まえた省エネ計画を策定し推進している（2019年策定） ショウ シンダン ケッカ フ ショウ ケイカク サクテイ スイシン ネン サクテイ														7.3										　		13

				13						【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制に取り組んでいる ショウ オンダンカ タイサク ケイカク トリクミ ジシャ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハイシュツ ヨクセイ ト ク		基本 キホン		・算定ツールなどを利用して温室効果ガス排出量を把握し、削減の計画を策定している（2019年-2024年） サンテイ リヨウ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク サクゲン ケイカク サクテイ														7.2
7.3										12.4		13.3

				14						【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に取り組んでいる ユウガイ カガク ブッシツ ホウレイ トウ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク シヨウリョウ ヨクセイ オヨ テキセツ シヨウ ト ク		基本 キホン		・法令で規制されている有害化学物質を把握し、削減のための計画を策定している（2019年-2024年） ホウレイ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク サクゲン ケイカク サクテイ						3.9						6.3										11.6		12.4

				15						【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している セイブツ タヨウセイ ジシャ カツドウ セイブツ タヨウセイ セイタイケイ アクエイキョウ オヨ ハイリョ		基本 キホン		・環境に配慮した材、製品、サービスの提供を通じて生物多様性保全に配慮している
・【予定】事業全体における生物多様性への依存と影響を把握し、負の影響を削減するための計画を策定する ヨテイ ジギョウ ゼンタイ セイブツ タヨウセイ イゾン エイキョウ ハアク フ エイキョウ サクゲン ケイカク サクテイ												6.6																		15

				16						【３Ｒの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる ト ク		基本 キホン		・工場の資源利用の削減、再利用を推進している
・海洋汚染につながるプラスチック製容器包装への対応として、使い捨てプラスチック使用の削減等を推進している コウジョウ シゲン リヨウ サクゲン サイ リヨウ スイシン ツカ ス シヨウ スイシン																								12.5				14.1

				17						【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に取り組んでいる ミズ カンリ ミズ シゲン リヨウ ジョウキョウ テキセツ カンリ リヨウ コウリツ カイゼン ト ク		チャレンジ		・自社の水源を含む水利用状況を把握し、使用量削減等の計画を策定している（2019年度策定） ジシャ スイゲン フク ミズ リヨウ ジョウキョウ ハアク シヨウリョウ サクゲン トウ ケイカク サクテイ ネン ド サクテイ												6.4
6.6

						カテゴリ		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				18						【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格を取得している カンキョウ ドウトウ カンキョウ キカク シュトク		チャレンジ		・ISO14001、エコアクション21を取得している（2019年度） シュトク ネンド						3.9						6		7										12		13.3		14		15

				19						【環境情報開示】
・環境の取り組みに関する情報を正しく開示している カンキョウ ジョウホウ カイジ カンキョウ ト ク カン ジョウホウ タダ カイジ		チャレンジ		・ＨＰ等で環境情報を公開し、環境報告書を発行している ハッコウ																								12.6

				20						【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ ト ク		チャレンジ		・工場やオフィスへの太陽光パネルの設置と利用、グリーン電力の使用に努めている コウジョウ タイヨウコウ セッチ リヨウ デンリョク シヨウ ツト														7.2												13

				21						【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達に取り組んでいる ハイリョ チョウタツ ト ク		チャレンジ		・認証製品（森林、パーム油、ゴム、コーヒー等プランテーションにより生産される原材料、天然水産物および養殖水産物）を利用している
・非合法材を使用していないことの確認を行っている カクニン オコナ																								12.2		13		14		15

				22		公正な事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ				【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に周知している オショク ゾウシュウワイ ボウシ オショク ゾウシュウワイ キンシ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン		・汚職・贈収賄禁止等を含む行動規範を整備し、社内浸透を図っている オショク ゾウシュウワイ キンシ トウ フク コウドウ キハン セイビ シャナイ シントウ ハカ																																16
16.5

				23						【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に周知している コウセイ キョウソウ フセイ キョウソウ コウイ カンヨ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン		・不正競争行為を含む行動規範の整備と社内研修を実施している フセイ キョウソウ コウイ フク コウドウ キハン セイビ シャナイ ケンシュウ ジッシ																																16

				24						【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク		基本 キホン		・特許、商標等知的財産権の取得・管理している
・【予定】製品開発における特許侵害調査を実施する シュトク ヨテイ セイヒン カイハツ トッキョ シンガイ チョウサ ジッシ																8.2
8.3		9

				25						【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ		基本 キホン		・「個人情報に対する基本方針」を定めて公表し体制を整備している
・社内研修を行い情報管理ルールを周知徹底している
・EUの顧客データがある場合は、GDPR（EU一般データ保護規則）を踏まえた対応を行っている タイセイ セイビ シャナイ ケンシュウ オコナ ジョウホウ カンリ シュウチ テッテイ フ タイオウ オコナ																 				 												16

				26						【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している フンソウ コウブツ		チャレンジ		・自社製品の原材料サプライチェーンを把握している ジシャ セイヒン ゲンザイリョウ ハアク																																16

				27						【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等と、人権侵害の防止、生物多様性や生態系への悪影響の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）について認識を共有し、共に取り組んでいる カンリ ジギョウ トウ ジンケン シンガイ ボウシ アクエイキョウ ボウシ リンリメン テキセツ タイオウ オショク ボウシ ニンシキ キョウユウ トモ ト ク		チャレンジ		・取引先との対話を通じた人権侵害防止等の取組状況の確認活動を行っている
・Sedex(サプライヤーエシカル情報共有プラットフォーム)等を活用したサプライチェーン上のリスク管理を行っている トリヒキ サキ タイワ ツウ ボウシ トウ トリクミ ジョウキョウ カクニン カツドウ オコナ トウ カツヨウ カンリ オコナ										5						8				10				12		13		14		15		16		17

				28		製品･サービス セイヒン				【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している セイヒン アンゼンセイ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク		基本 キホン		・製品・サービス使用時に想定されるリスクの洗い出しと対策を実施している
・製品安全確保の観点を踏まえた取扱説明書を作成している セイヒン シヨウジ ソウテイ アラ ダ タイサク ジッシ セイヒン アンゼン カクホ カンテン フ トリアツカイ セツメイショ サクセイ						3.9																		12.4

				29						【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している ヒンシツ ホショウ コウチク		基本 キホン		・顧客からのクレーム対応など、品質を保証する仕組みを構築している
・顧客の声を社内共有するための基本方針・体制・ルールを策定、役職員向け研修の実施している
・【予定】ISO9001を取得する コキャク コエ シャナイ キョウユウ キホン ホウシン タイセイ サクテイ ヤクショクイン ム ケンシュウ ジッシ ヨテイ シュトク																		9

				30						【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ ト ク		チャレンジ		・製品設計時におけるライフサイクルでの環境影響の把握を行っている セイヒン セッケイ ジ カンキョウ エイキョウ ハアク オコナ												6												12		13		14		15

				31						【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開に取り組んでいる シャカイ カダイ カイケツ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ テンカイ ト ク		チャレンジ		・特定の社会課題解決をテーマとした製品開発を推進している（○○、△△の開発） トクテイ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ スイシン カイハツ		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

								非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				32		社会貢献・
地域貢献 シャカイ コウケン チイキ コウケン				【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響を把握し適切に対応している チイキ ハイリョ ジシャ ジギョウ チイキ アタ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ		基本 キホン		・地域との対話・見学会などを実施し、対話に基づき、事業の地域への影響の把握を行い改善に努めている チイキ タイワ ケンガクカイ ジッシ タイワ モト ジギョウ チイキ エイキョウ ハアク オコナ カイゼン ツト								4										9				11		12				14		15				17

				33						【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる シャカイ コウケン カツドウ キフ シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク		チャレンジ		・地域の防災活動に参画している
・地域の次世代を担う人材（学生・子ども等）への交流・育成機会（キッズスクール等）を提供している
・県の消防団協力事業所表示制度に加入している チイキ ジセダイ ニナ ジンザイ ガクセイ コ ナド コウリュウ イクセイ キカイ トウ テイキョウ ケン ショウボウダン キョウリョク ジギョウショ ヒョウジ セイド カニュウ								4										 				11						14		15		 		17

				34						【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している チイキ チショウ チサン		チャレンジ		・【予定】地域の原材料の優先的利用を促進する ヨテイ チイキ ゲンザイリョウ ユウセンテキ リヨウ ソクシン																8		9				11		12		13						 

				35		組織体制 ソシキ タイセイ				【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している リネン オヨ ケイエイ モクヒョウ		基本 キホン		・経営理念を明文化している
・経営者が理念を持ち、適時、経営理念、経営目標を社員に説明し、共有している ケイエイ リネン メイブンカ ケイエイ モノ リネン モ テキジ ケイエイ リネン ケイエイ モクヒョウ シャイン セツメイ キョウユウ																8		9																17

				36						【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク		基本 キホン		・社内報や掲示板等で法令順守（コンプライアンス）の重要性を全社員に向けて発信している
・コンプライアンス研修を実施している シャナイホウ ケイジバン トウ ジュウヨウセイ ゼンシャイン ム ハッシン ケンシュウ ジッシ																																16

				37						【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制を整備している ソシキ タイセイ キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイオウ タントウ センモン ブショ タイセイ セイビ		基本 キホン		・責任者（担当役員）、CSR管理者を任命している セキニンシャ タントウ ヤクイン カンリシャ ニンメイ																																16

				38						【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダー（※）との対話により、自社の活動がステークホルダーに及ぼす影響を把握し、適切に対応している（※利害関係者：消費者、投資家等及び社会全体） タイワ タイワ ジシャ カツドウ オヨ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ リガイ カンケイ シャ ショウヒシャ トウシカナド オヨ シャカイ ゼンタイ		基本 キホン		・適宜ステークホルダーと対話し、自社活動のステークホルダーへの影響を把握し、具体的な内容に努めている テキギ タイワ ジシャ カツドウ エイキョウ ハアク グタイテキ ナイヨウ ツト																																16		17

				39						【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスを整備している トクテイ ヒョウカ セイビ		チャレンジ		・リスクマップ等を活用してリスクの洗い出し、評価を行った上で、適切な対策を講じている トウ カツヨウ アラ ダ ヒョウカ オコナ ウエ テキセツ タイサク コウ																																16

				40						【社会的責任】
・ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の考えに基づき企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対して、責任を持った対応に取り組んでいる シャカイテキ セキニン カンガ モト キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイ セキニン モ タイオウ ト ク		チャレンジ		・CSR方針の策定、CSRマネジメントプロセスを整備している ホウシン サクテイ セイビ																																16		 

				41						【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している ジギョウ ケイゾク ジコ サイガイ ジギョウ ケイゾク ケイカク リツアン		チャレンジ		・【予定】事業継続計画（BCP）の策定、定期的な訓練を実施する
・【予定】レジリエンス認証を取得する ヨテイ ジギョウ ケイゾク ケイカク サクテイ テイキテキ クンレン ジッシ ヨテイ																		9				11				13
13.1						16

				42						【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている ジギョウ ショウケイ ジギョウ ショウケイ カン ケントウ タイサク オコナ		チャレンジ		・後継者候補がいる
・サクセッションプラン（後継者育成計画）を作成し、検討を進めている コウケイシャ コウホ サクセイ ケントウ スス																8		9																17



						上記以外で設定した取組項目 ジョウキ イガイ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

						独自に設定したSDGsに資する取組 ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組 グタイテキ トリクミ		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17











						【記載留意事項】
・「取組レベル」の「基本」の項目のすべてに「具体的な取組」が記載されていることが登録の必須条件となります。なお、今回の宣言に合わせて、今後、取り組む予定のものにあっても「具体的な取組」を記載いただければ登録
　が可能です。（今後、取り組むものについては、「具体的な取組」の前に【予定】と記載してください。）
・「非該当」欄については、「チェック項目」が事業形態上（個人事業主等）、該当しない場合にチェックし、その理由を「具体的な取組」欄に記載してください。
・「具体的な取組」には、チェック内容に関する具体的な取組を記載するほか、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、できるだけ、その旨を併せて記載してください。
　（※職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度、消防団協力事業所表示制度など） キサイ リュウイ ジコウ トリクミ キホン コウモク グタイテキ トリクミ キサイ トウロク ヒッス ジョウケン コンカイ センゲン ア コンゴ ト ク ヨテイ グタイテキ トリクミ キサイ トウロク カノウ コンゴ ト ク グタイテキ トリクミ マエ ヨテイ キサイ ヒ ガイトウ ラン コウモク ジギョウ ケイタイ ジョウ コジン ジギョウヌシ ナド ガイトウ バアイ リユウ グタイテキ トリクミ ラン キサイ グタイテキ トリクミ ナイヨウ カン グタイテキ トリクミ キサイ カンレン コクサイ キカン クニ ケン シチョウソン ナド ニンショウ ニンテイ ナド シュトク バアイ ムネ アワ

						〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ







要件２（申請様式）印刷用（20190422ver)

						SDGs達成に向けた取組（要件２） タッセイ ム トリクミ ヨウケン



						カテゴリ		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組内容
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ナイヨウ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		今後の取組 コンゴ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				1		人権・労働 ジンケン ロウドウ				【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、差別がないことを確認している サベツ キンシ セイベツ ネンレイ ショウ コクセキ シュッシン サベツ フセ キョウイク タイセイ ソウダン タイセイ セイビ サベツ カクニン		基本 キホン														5.1
5.2
5.5						8.5
8.7
8.8				10.2
10.3												16.1
16.2
16.7

				2						【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整備している キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ		基本 キホン														5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

				3						【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ ボウシ ト ク		基本 キホン																				8.5
8.8

				4						【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している ガイコク ジン ロウドウ モノ ガイコク ジン ロウドウシャ タイ サベツ ジンケン シンガイ カクニン		基本 キホン												4.4								8.7
8.8				10.2
10.3

				5						【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ ト ク		基本 キホン										3										8

				6						【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策に取り組んでいる ロウドウシャ リョウコウ イジ タイサク ト ク		基本 キホン										3

				7						【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に取り組んでいる ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン ト ク		基本 キホン														5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

				8						【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している ジンザイ イクセイ テキセツ ノウリョク カイハツ キョウイク クンレン キカイ ジュウギョウイン テイキョウ		基本 キホン												4		5.5						8		9

				9						【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿って対応している コヨウ ケイタイ カカ		基本 キホン														5.5						8.5				10.2
10.3

				10						【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる ト ク		チャレンジ										3										8

				11		環境 カンキョウ				【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理に取り組んでいる ハイキブツ ハイキブツ カンリ テキセツ オコナ テキセツ ショリ ト ク		基本 キホン																										11.6		12.4				14.1

				12						【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量を把握している オンシツ コウカ ゲンジョウ ハアク ジシャ シヨウリョウ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク		基本 キホン																		7.3										　		13

				13						【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制に取り組んでいる ショウ オンダンカ タイサク ケイカク トリクミ ジシャ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハイシュツ ヨクセイ ト ク		基本 キホン																		7.2
7.3										12.4		13.3

				14						【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に取り組んでいる ユウガイ カガク ブッシツ ホウレイ トウ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク シヨウリョウ ヨクセイ オヨ テキセツ シヨウ ト ク		基本 キホン										3.9						6.3										11.6		12.4

				15						【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している セイブツ タヨウセイ ジシャ カツドウ セイブツ タヨウセイ セイタイケイ アクエイキョウ オヨ ハイリョ		基本 キホン																6.6																		15

				16						【３Rの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる ト ク		基本 キホン																												12.5				14.1

				17						【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に取り組んでいる ミズ カンリ ミズ シゲン リヨウ ジョウキョウ テキセツ カンリ リヨウ コウリツ カイゼン ト ク		チャレンジ																6.4
6.6

						カテゴリ		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組内容
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ナイヨウ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		今後の取組 コンゴ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				18						【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格を取得している カンキョウ ドウトウ カンキョウ キカク シュトク		チャレンジ										3.9						6		7										12		13.3		14		15

				19						【環境情報開示】
・環境の取り組みに関する情報を正しく開示している カンキョウ ジョウホウ カイジ カンキョウ ト ク カン ジョウホウ タダ カイジ		チャレンジ																												12.6

				20						【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ ト ク		チャレンジ																		7.2												13

				21						【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達に取り組んでいる ハイリョ チョウタツ ト ク		チャレンジ																												12.2		13		14		15

				22		公正な事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ				【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に周知している オショク ゾウシュウワイ ボウシ オショク ゾウシュウワイ キンシ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																				16
16.5

				23						【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に周知している コウセイ キョウソウ フセイ キョウソウ コウイ カンヨ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																				16

				24						【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク		基本 キホン																				8.2
8.3		9

				25						【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ		基本 キホン																				 				 												16

				26						【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している フンソウ コウブツ		チャレンジ																																				16

				27						【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等と、人権侵害の防止、生物多様性や生態系への悪影響の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）について認識を共有し、共に取り組んでいる カンリ ジギョウ トウ ジンケン シンガイ ボウシ アクエイキョウ ボウシ リンリメン テキセツ タイオウ オショク ボウシ ニンシキ キョウユウ トモ ト ク		チャレンジ														5						8				10				12		13		14		15		16		17

				28		製品･サービス セイヒン				【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している セイヒン アンゼンセイ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク		基本 キホン										3.9																		12.4

				29						【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している ヒンシツ ホショウ コウチク		基本 キホン																						9

				30						【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ ト ク		チャレンジ																6												12		13		14		15

				31						【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開に取り組んでいる シャカイ カダイ カイケツ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ テンカイ ト ク		チャレンジ						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

								非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組内容
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ナイヨウ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		今後の取組 コンゴ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				32		社会貢献・
地域貢献 シャカイ コウケン チイキ コウケン				【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響を把握し適切に対応している チイキ ハイリョ ジシャ ジギョウ チイキ アタ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ		基本 キホン												4										9				11		12				14		15				17

				33						【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる シャカイ コウケン カツドウ キフ シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク		チャレンジ												4										 				11						14		15		 		17

				34						【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している チイキ チショウ チサン		チャレンジ																				8		9				11		12		13						 

				35		組織体制 ソシキ タイセイ				【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している リネン オヨ ケイエイ モクヒョウ		基本 キホン																				8		9																17

				36						【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク		基本 キホン																																				16

				37						【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制を整備している ソシキ タイセイ キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイオウ タントウ センモン ブショ タイセイ セイビ		基本 キホン																																				16

				38						【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダー（※）との対話により、自社の活動がステークホルダーに及ぼす影響を把握し、適切に対応している（※利害関係者：消費者、投資家等及び社会全体） タイワ タイワ ジシャ カツドウ オヨ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ リガイ カンケイ シャ ショウヒシャ トウシカナド オヨ シャカイ ゼンタイ		基本 キホン																																				16		17

				39						【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスを整備している トクテイ ヒョウカ セイビ		チャレンジ																																				16

				40						【社会的責任】
・ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の考えに基づき企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対して、責任を持った対応に取り組んでいる シャカイテキ セキニン カンガ モト キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイ セキニン モ タイオウ ト ク		チャレンジ																																				16		 

				41						【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している ジギョウ ケイゾク ジコ サイガイ ジギョウ ケイゾク ケイカク リツアン		チャレンジ																						9				11				13
13.1						16

				42						【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている ジギョウ ショウケイ ジギョウ ショウケイ カン ケントウ タイサク オコナ		チャレンジ																				8		9																17



						上記以外で設定した取組項目 ジョウキ イガイ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

						独自に設定したSDGsに資する取組 ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組内容 グタイテキ トリクミ ナイヨウ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17











						【留意事項】
・自社の企業活動に該当しない項目は、非該当欄をチェックし、その理由を「具体的な取組内容」へ記載してください。
・「取組レベル」の「基本」の項目のすべてに具体的な取組内容が記載されることが、登録の必要条件となります。
・申請時点では取組んでいないものであって、今後、宣言に合わせて取り組む項目については、「具体的な取組内容」の右欄の「今後の取組」欄にチェックをしてください。
・「具体的な取組」には、チェック内容に関する具体的な取組を記載してください。
　また、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、その旨を併せて記載してください。
　（※ … 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度（信州ふくにん）、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度など） リュウイ ジコウ ジシャ キギョウ カツドウ ガイトウ コウモク ヒガイトウ ラン リユウ グタイテキ トリクミ ナイヨウ キサイ トリクミ キホン コウモク グタイテキ トリクミ ナイヨウ キサイ トウロク ヒツヨウ ジョウケン シンセイ ジテン ト ク コンゴ センゲン ア コウモク グタイテキ トリクミ ナイヨウ ウラン コンゴ トリクミ ラン グタイテキ トリクミ ナイヨウ カン グタイテキ トリクミ キサイ カンレン コクサイ キカン クニ ケン シチョウソン ナド ニンショウ ニンテイ ナド シュトク バアイ ムネ アワ ショクバ ニンショウ セイド シンシュウ フクシ ジギョウショ ニンショウ ヒョウカ セイド シンシュウ ニンテイ シンリン ニンショウ セイド シンリン キュウシュウ ヒョウカ ニンショウ セイド ナガノケン ケン サンザイ コテイ リョウ ニンショウ セイド

						〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ







要件２（申請様式）印刷用（こっちを使う） (宣言後ve (2

						SDGs達成に向けた取組（要件２） タッセイ ム トリクミ ヨウケン



						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				1		人権・労働 ジンケン ロウドウ						【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、差別がないことを確認している（または確認する） サベツ キンシ セイベツ ネンレイ ショウ コクセキ シュッシン サベツ フセ キョウイク タイセイ ソウダン タイセイ セイビ サベツ カクニン カクニン		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.7
8.8				10.2
10.3												16.1
16.2
16.7

				2								【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整備している（または整備していく） キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ セイビ		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

				3								【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる（または取り組んでいく） ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ ボウシ ト ク ト ク		基本 キホン																		8.5
8.8

				4								【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している（または確認していく） ガイコク ジン ロウドウ モノ ガイコク ジン ロウドウシャ タイ サベツ ジンケン シンガイ カクニン カクニン		基本 キホン										4.4								8.7
8.8				10.2
10.3

				5								【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる（または取り組んでいく） ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ ト ク ト ク		基本 キホン								3										8

				6								【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策に取り組んでいる（または取り組んでいく） ロウドウシャ リョウコウ イジ タイサク ト ク ト ク		基本 キホン								3

				7								【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に取り組んでいる（または取り組んでいく） ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン ト ク ト ク		基本 キホン												5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

				8								【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している（または提供していく） ジンザイ イクセイ テキセツ ノウリョク カイハツ キョウイク クンレン キカイ ジュウギョウイン テイキョウ テイキョウ		基本 キホン										4		5.5						8		9

				9								【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿って対応している（または対応していく） コヨウ ケイタイ カカ タイオウ		基本 キホン												5.5						8.5				10.2
10.3

				10								【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる（または取り組んでいく） ト ク ト ク		チャレンジ								3										8

				11		環境 カンキョウ						【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理に取り組んでいる（または取り組んでいく） ハイキブツ ハイキブツ カンリ テキセツ オコナ テキセツ ショリ ト ク ト ク		基本 キホン																								11.6		12.4				14.1

				12								【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量を把握している（または把握していく） オンシツ コウカ ゲンジョウ ハアク ジシャ シヨウリョウ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハアク		基本 キホン																7.3										　		13

				13								【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制に取り組んでいる（取り組んでいく） ショウ オンダンカ タイサク ケイカク トリクミ ジシャ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハイシュツ ヨクセイ ト ク ト ク		基本 キホン																7.2
7.3										12.4		13.3

				14								【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に取り組んでいる（または取り組んでいく） ユウガイ カガク ブッシツ ホウレイ トウ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク シヨウリョウ ヨクセイ オヨ テキセツ シヨウ ト ク ト ク		基本 キホン								3.9						6.3										11.6		12.4

				15								【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している（または配慮していく） セイブツ タヨウセイ ジシャ カツドウ セイブツ タヨウセイ セイタイケイ アクエイキョウ オヨ ハイリョ ハイリョ		基本 キホン														6.6																		15

				16								【３Rの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる（または取り組んでいく） ト ク ト ク		基本 キホン																										12.5				14.1

				17								【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に取り組んでいる（または取り組んでいく） ミズ カンリ ミズ シゲン リヨウ ジョウキョウ テキセツ カンリ リヨウ コウリツ カイゼン ト ク ト ク		チャレンジ														6.4
6.6

						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				18								【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格を取得している（または取得していく） カンキョウ ドウトウ カンキョウ キカク シュトク シュトク		チャレンジ								3.9						6		7										12		13.3		14		15

				19								【環境情報開示】
・環境の取り組みに関する情報を正しく開示している（または開示していく） カンキョウ ジョウホウ カイジ カンキョウ ト ク カン ジョウホウ タダ カイジ カイジ		チャレンジ																										12.6

				20								【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる（または取り組んでいく） サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ ト ク ト ク		チャレンジ																7.2												13

				21								【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達に取り組んでいる（または取り組んでいく） ハイリョ チョウタツ ト ク ト ク		チャレンジ																										12.2		13		14		15

				22		公正な事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ						【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に周知している（または周知していく） オショク ゾウシュウワイ ボウシ オショク ゾウシュウワイ キンシ ホウシン カカ シャイン シュウチ シュウチ		基本 キホン																																		16
16.5

				23								【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に周知している（または周知していく） コウセイ キョウソウ フセイ キョウソウ コウイ カンヨ ホウシン カカ シャイン シュウチ シュウチ		基本 キホン																																		16

				24								【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる（または取り組んでいく） チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク ト ク		基本 キホン																		8.2
8.3		9

				25								【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している（または管理していく） コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ カンリ		基本 キホン																		 				 												16

				26								【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している（または確認していく） フンソウ コウブツ カクニン		チャレンジ																																		16

				27								【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等と、人権侵害の防止、生物多様性や生態系への悪影響の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）について認識を共有し、共に取り組んでいる（または取り組んでいく） カンリ ジギョウ トウ ジンケン シンガイ ボウシ アクエイキョウ ボウシ リンリメン テキセツ タイオウ オショク ボウシ ニンシキ キョウユウ トモ ト ク ト ク		チャレンジ												5						8				10				12		13		14		15		16		17

				28		製品･サービス セイヒン						【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している（または構築していく） セイヒン アンゼンセイ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク コウチク		基本 キホン								3.9																		12.4

				29								【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している（または構築していく） ヒンシツ ホショウ コウチク コウチク		基本 キホン																				9

				30								【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる（または取り組んでいく） カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ ト ク ト ク		チャレンジ														6												12		13		14		15

				31								【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開に取り組んでいる（または取り組んでいく） シャカイ カダイ カイケツ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ テンカイ ト ク ト ク		チャレンジ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

								チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				32		社会貢献・
地域貢献 シャカイ コウケン チイキ コウケン						【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響を把握し適切に対応している（または対応していく） チイキ ハイリョ ジシャ ジギョウ チイキ アタ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ タイオウ		基本 キホン										4										9				11		12				14		15				17

				33								【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる（または取り組んでいく） シャカイ コウケン カツドウ キフ シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク ト ク		チャレンジ										4										 				11						14		15		 		17

				34								【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している（または利用していく） チイキ チショウ チサン リヨウ		チャレンジ																		8		9				11		12		13						 

				35		組織体制 ソシキ タイセイ						【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している（または共有していく） リネン オヨ ケイエイ モクヒョウ キョウユウ		基本 キホン																		8		9																17

				36								【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している（または構築していく） ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク コウチク		基本 キホン																																		16

				37								【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制を整備している（または整備していく） ソシキ タイセイ キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイオウ タントウ センモン ブショ タイセイ セイビ セイビ		基本 キホン																																		16

				38								【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダー（※）との対話により、自社の活動がステークホルダーに及ぼす影響を把握し、適切に対応している（※利害関係者：消費者、投資家等及び社会全体）（または対応していく） タイワ タイワ ジシャ カツドウ オヨ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ リガイ カンケイ シャ ショウヒシャ トウシカナド オヨ シャカイ ゼンタイ タイオウ		基本 キホン																																		16		17

				39								【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスを整備している（または整備していく） トクテイ ヒョウカ セイビ セイビ		チャレンジ																																		16

				40								【社会的責任】
・ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の考えに基づき企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対して、責任を持った対応に取り組んでいる（または取り組んでいく） シャカイテキ セキニン カンガ モト キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイ セキニン モ タイオウ ト ク ト ク		チャレンジ																																		16		 

				41								【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している（または立案していく） ジギョウ ケイゾク ジコ サイガイ ジギョウ ケイゾク ケイカク リツアン リツアン		チャレンジ																				9				11				13
13.1						16

				42								【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている（または行っていく） ジギョウ ショウケイ ジギョウ ショウケイ カン ケントウ タイサク オコナ オコナ		チャレンジ																		8		9																17



						上記以外で設定した取組項目 ジョウキ イガイ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

						独自に設定したSDGsに資する取組 ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組内容 グタイテキ トリクミ ナイヨウ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17











						【留意事項】
・「チェック欄」の該当する項目をチェックしてください。（非該当の項目は、非該当欄をチェックし、その理由を「具体的な取組内容」へ記載してください。）
・該当する「取組レベル」の「基本」の項目に、すべてチェックが入ることが、登録の必要条件となります。
・「具体的な取組」には、チェック内容に関する具体的な取組を記載してください。
　また、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、その旨を併せて記載してください。
　（※ … 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度（信州ふくにん）、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度など） リュウイ ジコウ ラン ガイトウ コウモク ヒガイトウ コウモク ヒガイトウ ラン リユウ グタイテキ トリクミ ナイヨウ キサイ ガイトウ トリクミ キホン コウモク ハイ トウロク ヒツヨウ ジョウケン グタイテキ トリクミ ナイヨウ カン グタイテキ トリクミ キサイ カンレン コクサイ キカン クニ ケン シチョウソン ナド ニンショウ ニンテイ ナド シュトク バアイ ムネ アワ ショクバ ニンショウ セイド シンシュウ フクシ ジギョウショ ニンショウ ヒョウカ セイド シンシュウ ニンテイ シンリン ニンショウ セイド シンリン キュウシュウ ヒョウカ ニンショウ セイド ナガノケン ケン サンザイ コテイ リョウ ニンショウ セイド

						〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ







要件２（申請様式）印刷用（こっちを使う） (知事レク）



						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				1		人権・労働 ジンケン ロウドウ						【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、差別がないことを確認している サベツ キンシ セイベツ ネンレイ ショウ コクセキ シュッシン サベツ フセ キョウイク タイセイ ソウダン タイセイ セイビ サベツ カクニン		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.7
8.8				10.2
10.3												16.1
16.2
16.7

				2								【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整備している キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

				3								【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ ボウシ ト ク		基本 キホン																		8.5
8.8

				4								【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している ガイコク ジン ロウドウ モノ ガイコク ジン ロウドウシャ タイ サベツ ジンケン シンガイ カクニン		基本 キホン										4.4								8.7
8.8				10.2
10.3

				5								【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ ト ク		基本 キホン								3										8

				6								【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策に取り組んでいる ロウドウシャ リョウコウ イジ タイサク ト ク		基本 キホン								3

				7								【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に取り組んでいる ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン ト ク		基本 キホン												5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

				8								【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している ジンザイ イクセイ テキセツ ノウリョク カイハツ キョウイク クンレン キカイ ジュウギョウイン テイキョウ		基本 キホン										4		5.5						8		9

				9								【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿って対応している コヨウ ケイタイ カカ		基本 キホン												5.5						8.5				10.2
10.3

				10								【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる ト ク		チャレンジ								3										8

				11		環境 カンキョウ						【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理に取り組んでいる ハイキブツ ハイキブツ カンリ テキセツ オコナ テキセツ ショリ ト ク		基本 キホン																								11.6		12.4				14.1

				12								【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量を把握している オンシツ コウカ ゲンジョウ ハアク ジシャ シヨウリョウ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク		基本 キホン																7.3										　		13

				13								【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制に取り組んでいる ショウ オンダンカ タイサク ケイカク トリクミ ジシャ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハイシュツ ヨクセイ ト ク		基本 キホン																7.2
7.3										12.4		13.3

				14								【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に取り組んでいる ユウガイ カガク ブッシツ ホウレイ トウ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク シヨウリョウ ヨクセイ オヨ テキセツ シヨウ ト ク		基本 キホン								3.9						6.3										11.6		12.4

				15								【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している セイブツ タヨウセイ ジシャ カツドウ セイブツ タヨウセイ セイタイケイ アクエイキョウ オヨ ハイリョ		基本 キホン														6.6																		15

				16								【３Rの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる ト ク		基本 キホン																										12.5				14.1

				17								【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に取り組んでいる ミズ カンリ ミズ シゲン リヨウ ジョウキョウ テキセツ カンリ リヨウ コウリツ カイゼン ト ク		チャレンジ														6.4
6.6

				18		公正な
事業慣行						【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格を取得している カンキョウ ドウトウ カンキョウ キカク シュトク		チャレンジ								3.9						6		7										12		13.3		14		15

				19								【環境情報開示】
・環境の取り組みに関する情報を正しく開示している カンキョウ ジョウホウ カイジ カンキョウ ト ク カン ジョウホウ タダ カイジ		チャレンジ																										12.6

				20								【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ ト ク		チャレンジ																7.2												13

				21								【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達に取り組んでいる ハイリョ チョウタツ ト ク		チャレンジ																										12.2		13		14		15

				22								【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に周知している オショク ゾウシュウワイ ボウシ オショク ゾウシュウワイ キンシ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																		16
16.5

				23								【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に周知している コウセイ キョウソウ フセイ キョウソウ コウイ カンヨ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																		16

				24								【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク		基本 キホン																		8.2
8.3		9

				25		公正な
事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ						【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ		基本 キホン																		 				 												16

				26								【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している フンソウ コウブツ		チャレンジ																																		16

				27								【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等と、人権侵害の防止、生物多様性や生態系への悪影響の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）について認識を共有し、共に取り組んでいる カンリ ジギョウ トウ ジンケン シンガイ ボウシ アクエイキョウ ボウシ リンリメン テキセツ タイオウ オショク ボウシ ニンシキ キョウユウ トモ ト ク		チャレンジ												5						8				10				12		13		14		15		16		17

				28		製品･サービス セイヒン						【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している セイヒン アンゼンセイ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク		基本 キホン								3.9																		12.4

				29								【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している ヒンシツ ホショウ コウチク		基本 キホン																				9

				30								【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ ト ク		チャレンジ														6												12		13		14		15

				31								【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開に取り組んでいる シャカイ カダイ カイケツ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ テンカイ ト ク		チャレンジ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

				32		社会貢献・
地域貢献 シャカイ コウケン チイキ コウケン						【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響を把握し適切に対応している チイキ ハイリョ ジシャ ジギョウ チイキ アタ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ		基本 キホン										4										9				11		12				14		15				17

				33								【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる シャカイ コウケン カツドウ キフ シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク		チャレンジ										4										 				11						14		15		 		17

				34								【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している チイキ チショウ チサン		チャレンジ																		8		9				11		12		13						 

				35		組織体制 ソシキ タイセイ						【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している リネン オヨ ケイエイ モクヒョウ		基本 キホン																		8		9																17

				36								【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク		基本 キホン																																		16

				37								【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制を整備している ソシキ タイセイ キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイオウ タントウ センモン ブショ タイセイ セイビ		基本 キホン																																		16

				38								【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダー（※）との対話により、自社の活動がステークホルダーに及ぼす影響を把握し、適切に対応している（※利害関係者：消費者、投資家等及び社会全体） タイワ タイワ ジシャ カツドウ オヨ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ リガイ カンケイ シャ ショウヒシャ トウシカナド オヨ シャカイ ゼンタイ		基本 キホン																																		16		17

				39								【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスを整備している トクテイ ヒョウカ セイビ		チャレンジ																																		16

				40								【社会的責任】
・ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の考えに基づき企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対して、責任を持った対応に取り組んでいる シャカイテキ セキニン カンガ モト キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイ セキニン モ タイオウ ト ク		チャレンジ																																		16		 

				41								【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している ジギョウ ケイゾク ジコ サイガイ ジギョウ ケイゾク ケイカク リツアン		チャレンジ																				9				11				13
13.1						16

				42								【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている ジギョウ ショウケイ ジギョウ ショウケイ カン ケントウ タイサク オコナ		チャレンジ																		8		9																17



						上記以外で設定した取組項目 ジョウキ イガイ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

						独自に設定したSDGsに資する取組 ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組内容 グタイテキ トリクミ ナイヨウ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17





						【留意事項】
・「チェック欄」の該当する項目をチェックしてください。（非該当の項目は、非該当欄をチェックし、その理由を「具体的な取組内容」へ記載してください。）
・「取組レベル」の「基本」の項目に、すべてチェックが入ることが、登録の必要条件となります。
・「具体的な取組」の項目は、チェック内容に関する具体的な取組を記載してください。
　また、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、その旨を併せて記載してください。
　（※ … 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度（信州ふくにん）、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度など） リュウイ ジコウ ラン ガイトウ コウモク ヒガイトウ コウモク ヒガイトウ ラン リユウ グタイテキ トリクミ ナイヨウ キサイ トリクミ キホン コウモク ハイ トウロク ヒツヨウ ジョウケン グタイテキ トリクミ コウモク ナイヨウ カン グタイテキ トリクミ キサイ カンレン コクサイ キカン クニ ケン シチョウソン ナド ニンショウ ニンテイ ナド シュトク バアイ ムネ アワ ショクバ ニンショウ セイド シンシュウ フクシ ジギョウショ ニンショウ ヒョウカ セイド シンシュウ ニンテイ シンリン ニンショウ セイド シンリン キュウシュウ ヒョウカ ニンショウ セイド ナガノケン ケン サンザイ コテイ リョウ ニンショウ セイド

						〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ
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要件２（申請様式）印刷用（こっちを使う） (副知事レク用)

						SDGs達成に向けた取組（要件２） タッセイ ム トリクミ ヨウケン



						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				1		人権・労働 ジンケン ロウドウ						【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、差別がないことを確認している サベツ キンシ セイベツ ネンレイ ショウ コクセキ シュッシン サベツ フセ キョウイク タイセイ ソウダン タイセイ セイビ サベツ カクニン		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.7
8.8				10.2
10.3												16.1
16.2
16.7

				2								【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整備している キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

				3								【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ ボウシ ト ク		基本 キホン																		8.5
8.8

				4								【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している ガイコク ジン ロウドウ モノ ガイコク ジン ロウドウシャ タイ サベツ ジンケン シンガイ カクニン		基本 キホン										4.4								8.7
8.8				10.2
10.3

				5								【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ ト ク		基本 キホン								3										8

				6								【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策に取り組んでいる ロウドウシャ リョウコウ イジ タイサク ト ク		基本 キホン								3

				7								【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に取り組んでいる ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン ト ク		基本 キホン												5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

				8								【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している ジンザイ イクセイ テキセツ ノウリョク カイハツ キョウイク クンレン キカイ ジュウギョウイン テイキョウ		基本 キホン										4		5.5						8		9

				9								【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿って対応している コヨウ ケイタイ カカ		基本 キホン												5.5						8.5				10.2
10.3

				10								【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる ト ク		チャレンジ								3										8

				11		環境 カンキョウ						【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理に取り組んでいる ハイキブツ ハイキブツ カンリ テキセツ オコナ テキセツ ショリ ト ク		基本 キホン																								11.6		12.4				14.1

				12								【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量を把握している オンシツ コウカ ゲンジョウ ハアク ジシャ シヨウリョウ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク		基本 キホン																7.3										　		13

				13								【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制に取り組んでいる ショウ オンダンカ タイサク ケイカク トリクミ ジシャ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハイシュツ ヨクセイ ト ク		基本 キホン																7.2
7.3										12.4		13.3

				14								【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に取り組んでいる ユウガイ カガク ブッシツ ホウレイ トウ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク シヨウリョウ ヨクセイ オヨ テキセツ シヨウ ト ク		基本 キホン								3.9						6.3										11.6		12.4

				15								【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している セイブツ タヨウセイ ジシャ カツドウ セイブツ タヨウセイ セイタイケイ アクエイキョウ オヨ ハイリョ		基本 キホン														6.6																		15

				16								【３Rの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる ト ク		基本 キホン																										12.5				14.1

				17								【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に取り組んでいる ミズ カンリ ミズ シゲン リヨウ ジョウキョウ テキセツ カンリ リヨウ コウリツ カイゼン ト ク		チャレンジ														6.4
6.6

						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				18								【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格を取得している カンキョウ ドウトウ カンキョウ キカク シュトク		チャレンジ								3.9						6		7										12		13.3		14		15

				19								【環境情報開示】
・環境の取り組みに関する情報を正しく開示している カンキョウ ジョウホウ カイジ カンキョウ ト ク カン ジョウホウ タダ カイジ		チャレンジ																										12.6

				20								【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ ト ク		チャレンジ																7.2												13

				21								【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達に取り組んでいる ハイリョ チョウタツ ト ク		チャレンジ																										12.2		13		14		15

				22		公正な事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ						【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に周知している オショク ゾウシュウワイ ボウシ オショク ゾウシュウワイ キンシ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																		16
16.5

				23								【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に周知している コウセイ キョウソウ フセイ キョウソウ コウイ カンヨ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																		16

				24								【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク		基本 キホン																		8.2
8.3		9

				25								【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ		基本 キホン																		 				 												16

				26								【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している フンソウ コウブツ		チャレンジ																																		16

				27								【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等と、人権侵害の防止、生物多様性や生態系への悪影響の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）について認識を共有し、共に取り組んでいる カンリ ジギョウ トウ ジンケン シンガイ ボウシ アクエイキョウ ボウシ リンリメン テキセツ タイオウ オショク ボウシ ニンシキ キョウユウ トモ ト ク		チャレンジ												5						8				10				12		13		14		15		16		17

				28		製品･サービス セイヒン						【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している セイヒン アンゼンセイ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク		基本 キホン								3.9																		12.4

				29								【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している ヒンシツ ホショウ コウチク		基本 キホン																				9

				30								【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ ト ク		チャレンジ														6												12		13		14		15

				31								【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開に取り組んでいる シャカイ カダイ カイケツ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ テンカイ ト ク		チャレンジ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

								チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				32		社会貢献・
地域貢献 シャカイ コウケン チイキ コウケン						【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響を把握し適切に対応している チイキ ハイリョ ジシャ ジギョウ チイキ アタ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ		基本 キホン										4										9				11		12				14		15				17

				33								【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる シャカイ コウケン カツドウ キフ シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク		チャレンジ										4										 				11						14		15		 		17

				34								【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している チイキ チショウ チサン		チャレンジ																		8		9				11		12		13						 

				35		組織体制 ソシキ タイセイ						【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している リネン オヨ ケイエイ モクヒョウ		基本 キホン																		8		9																17

				36								【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク		基本 キホン																																		16

				37								【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制を整備している ソシキ タイセイ キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイオウ タントウ センモン ブショ タイセイ セイビ		基本 キホン																																		16

				38								【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダー（※）との対話により、自社の活動がステークホルダーに及ぼす影響を把握し、適切に対応している（※利害関係者：消費者、投資家等及び社会全体） タイワ タイワ ジシャ カツドウ オヨ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ リガイ カンケイ シャ ショウヒシャ トウシカナド オヨ シャカイ ゼンタイ		基本 キホン																																		16		17

				39								【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスを整備している トクテイ ヒョウカ セイビ		チャレンジ																																		16

				40								【社会的責任】
・ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の考えに基づき企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対して、責任を持った対応に取り組んでいる シャカイテキ セキニン カンガ モト キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイ セキニン モ タイオウ ト ク		チャレンジ																																		16		 

				41								【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している ジギョウ ケイゾク ジコ サイガイ ジギョウ ケイゾク ケイカク リツアン		チャレンジ																				9				11				13
13.1						16

				42								【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている ジギョウ ショウケイ ジギョウ ショウケイ カン ケントウ タイサク オコナ		チャレンジ																		8		9																17



						上記以外で設定した取組項目 ジョウキ イガイ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

						独自に設定したSDGsに資する取組 ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組内容 グタイテキ トリクミ ナイヨウ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17











						【留意事項】
・「チェック欄」の該当する項目をチェックしてください。（非該当の項目は、非該当欄をチェックし、その理由を「具体的な取組内容」へ記載してください。）
・「取組レベル」の「基本」の項目に、すべてチェックが入ることが、登録の必要条件となります。
・「具体的な取組」の項目は、チェック内容に関する具体的な取組を記載してください。
　また、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、その旨を併せて記載してください。
　（※ … 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度（信州ふくにん）、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度など） リュウイ ジコウ ラン ガイトウ コウモク ヒガイトウ コウモク ヒガイトウ ラン リユウ グタイテキ トリクミ ナイヨウ キサイ トリクミ キホン コウモク ハイ トウロク ヒツヨウ ジョウケン グタイテキ トリクミ コウモク ナイヨウ カン グタイテキ トリクミ キサイ カンレン コクサイ キカン クニ ケン シチョウソン ナド ニンショウ ニンテイ ナド シュトク バアイ ムネ アワ ショクバ ニンショウ セイド シンシュウ フクシ ジギョウショ ニンショウ ヒョウカ セイド シンシュウ ニンテイ シンリン ニンショウ セイド シンリン キュウシュウ ヒョウカ ニンショウ セイド ナガノケン ケン サンザイ コテイ リョウ ニンショウ セイド

						〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ







要件２（申請様式）印刷用（こっちを使う）

						SDGs達成に向けた取組（要件２） タッセイ ム トリクミ ヨウケン



						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				1		人権・労働 ジンケン ロウドウ						【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、差別がないことを確認している サベツ キンシ セイベツ ネンレイ ショウ コクセキ シュッシン サベツ フセ キョウイク タイセイ ソウダン タイセイ セイビ サベツ カクニン		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.7
8.8				10.2
10.3												16.1
16.2
16.7

				2								【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整備している キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

				3								【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ ボウシ ト ク		基本 キホン																		8.5
8.8

				4								【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している ガイコク ジン ロウドウ モノ ガイコク ジン ロウドウシャ タイ サベツ ジンケン シンガイ カクニン		基本 キホン										4.4								8.7
8.8				10.2
10.3

				5								【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ ト ク		基本 キホン								3										8

				6								【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策に取り組んでいる ロウドウシャ リョウコウ イジ タイサク ト ク		基本 キホン								3

				7								【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に取り組んでいる ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン ト ク		基本 キホン												5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

				8								【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している ジンザイ イクセイ テキセツ ノウリョク カイハツ キョウイク クンレン キカイ ジュウギョウイン テイキョウ		基本 キホン										4		5.5						8		9

				9								【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿って対応している コヨウ ケイタイ カカ		基本 キホン												5.5						8.5				10.2
10.3

				10								【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる ト ク		チャレンジ								3										8

				11		環境 カンキョウ						【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理に取り組んでいる ハイキブツ ハイキブツ カンリ テキセツ オコナ テキセツ ショリ ト ク		基本 キホン																								11.6		12.4				14.1

				12								【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量を把握している オンシツ コウカ ゲンジョウ ハアク ジシャ シヨウリョウ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク		基本 キホン																7.3										　		13

				13								【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制に取り組んでいる ショウ オンダンカ タイサク ケイカク トリクミ ジシャ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハイシュツ ヨクセイ ト ク		基本 キホン																7.2
7.3										12.4		13.3

				14								【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に取り組んでいる ユウガイ カガク ブッシツ ホウレイ トウ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク シヨウリョウ ヨクセイ オヨ テキセツ シヨウ ト ク		基本 キホン								3.9						6.3										11.6		12.4

				15								【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している セイブツ タヨウセイ ジシャ カツドウ セイブツ タヨウセイ セイタイケイ アクエイキョウ オヨ ハイリョ		基本 キホン														6.6																		15

				16								【３Rの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる ト ク		基本 キホン																										12.5				14.1

				17								【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に取り組んでいる ミズ カンリ ミズ シゲン リヨウ ジョウキョウ テキセツ カンリ リヨウ コウリツ カイゼン ト ク		チャレンジ														6.4
6.6

						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				18								【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格を取得している カンキョウ ドウトウ カンキョウ キカク シュトク		チャレンジ								3.9						6		7										12		13.3		14		15

				19								【環境情報開示】
・環境の取り組みに関する情報を正しく開示している カンキョウ ジョウホウ カイジ カンキョウ ト ク カン ジョウホウ タダ カイジ		チャレンジ																										12.6

				20								【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ ト ク		チャレンジ																7.2												13

				21								【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達に取り組んでいる ハイリョ チョウタツ ト ク		チャレンジ																										12.2		13		14		15

				22		公正な事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ						【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に周知している オショク ゾウシュウワイ ボウシ オショク ゾウシュウワイ キンシ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																		16
16.5

				23								【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に周知している コウセイ キョウソウ フセイ キョウソウ コウイ カンヨ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																		16

				24								【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク		基本 キホン																		8.2
8.3		9

				25								【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ		基本 キホン																		 				 												16

				26								【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している フンソウ コウブツ		チャレンジ																																		16

				27								【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等と、人権侵害の防止、生物多様性や生態系への悪影響の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）について認識を共有し、共に取り組んでいる カンリ ジギョウ トウ ジンケン シンガイ ボウシ アクエイキョウ ボウシ リンリメン テキセツ タイオウ オショク ボウシ ニンシキ キョウユウ トモ ト ク		チャレンジ												5						8				10				12		13		14		15		16		17

				28		製品･サービス セイヒン						【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している セイヒン アンゼンセイ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク		基本 キホン								3.9																		12.4

				29								【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している ヒンシツ ホショウ コウチク		基本 キホン																				9

				30								【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ ト ク		チャレンジ														6												12		13		14		15

				31								【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開に取り組んでいる シャカイ カダイ カイケツ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ テンカイ ト ク		チャレンジ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

								チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				32		社会貢献・
地域貢献 シャカイ コウケン チイキ コウケン						【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響を把握し適切に対応している チイキ ハイリョ ジシャ ジギョウ チイキ アタ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ		基本 キホン										4										9				11		12				14		15				17

				33								【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる シャカイ コウケン カツドウ キフ シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク		チャレンジ										4										 				11						14		15		 		17

				34								【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している チイキ チショウ チサン		チャレンジ																		8		9				11		12		13						 

				35		組織体制 ソシキ タイセイ						【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している リネン オヨ ケイエイ モクヒョウ		基本 キホン																		8		9																17

				36								【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク		基本 キホン																																		16

				37								【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制を整備している ソシキ タイセイ キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイオウ タントウ センモン ブショ タイセイ セイビ		基本 キホン																																		16

				38								【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダー（※）との対話により、自社の活動がステークホルダーに及ぼす影響を把握し、適切に対応している（※利害関係者：消費者、投資家等及び社会全体） タイワ タイワ ジシャ カツドウ オヨ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ リガイ カンケイ シャ ショウヒシャ トウシカナド オヨ シャカイ ゼンタイ		基本 キホン																																		16		17

				39								【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスを整備している トクテイ ヒョウカ セイビ		チャレンジ																																		16

				40								【社会的責任】
・ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の考えに基づき企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対して、責任を持った対応に取り組んでいる シャカイテキ セキニン カンガ モト キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイ セキニン モ タイオウ ト ク		チャレンジ																																		16		 

				41								【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している ジギョウ ケイゾク ジコ サイガイ ジギョウ ケイゾク ケイカク リツアン		チャレンジ																				9				11				13
13.1						16

				42								【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている ジギョウ ショウケイ ジギョウ ショウケイ カン ケントウ タイサク オコナ		チャレンジ																		8		9																17



						上記以外で設定した取組項目 ジョウキ イガイ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

						独自に設定したSDGsに資する取組 ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組内容 グタイテキ トリクミ ナイヨウ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17











						【留意事項】
・「チェック欄」の該当する項目をチェックしてください。（非該当の項目は、非該当欄をチェックし、その理由を「具体的な取組内容」へ記載してください。）
・「取組レベル」の「基本」の項目に、すべてチェックが入ることが、登録の必要条件となります。
・「具体的な取組」の項目は、チェック内容に関する具体的な取組を記載してください。
　また、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、その旨を併せて記載してください。
　（※ … 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度（信州ふくにん）、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度など） リュウイ ジコウ ラン ガイトウ コウモク ヒガイトウ コウモク ヒガイトウ ラン リユウ グタイテキ トリクミ ナイヨウ キサイ トリクミ キホン コウモク ハイ トウロク ヒツヨウ ジョウケン グタイテキ トリクミ コウモク ナイヨウ カン グタイテキ トリクミ キサイ カンレン コクサイ キカン クニ ケン シチョウソン ナド ニンショウ ニンテイ ナド シュトク バアイ ムネ アワ ショクバ ニンショウ セイド シンシュウ フクシ ジギョウショ ニンショウ ヒョウカ セイド シンシュウ ニンテイ シンリン ニンショウ セイド シンリン キュウシュウ ヒョウカ ニンショウ セイド ナガノケン ケン サンザイ コテイ リョウ ニンショウ セイド

						〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ







要件２（申請様式）印刷用（こっちを使う） (デフォルメ)

				SDGs達成に向けた取組（要件２） タッセイ ム トリクミ ヨウケン



				カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		主なSDGs関連項目

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



		2		人権・労働 ジンケン ロウドウ						【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整備している キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ		基本 キホン														5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

		3								【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ ボウシ ト ク		基本 キホン																				8.5
8.8

		5								【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ ト ク		基本 キホン										3										8

		7								【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に取り組んでいる ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン ト ク		基本 キホン														5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

										・・・・・

		16		環境 カンキョウ						【３Rの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる ト ク		基本 キホン																												12.5				14.1

		20								【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ ト ク		チャレンジ																		7.2												13



		24		公正な
事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ						【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク		基本 キホン																				8.2
8.3		9

		25								【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ		基本 キホン																				 				 												16



		28		製品･サービス セイヒン						【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している セイヒン アンゼンセイ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク		基本 キホン										3.9																		12.4

		29								【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している ヒンシツ ホショウ コウチク		基本 キホン																						9

		30								【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ ト ク		チャレンジ																6												12		13		14		15



		33		社会貢献・
地域貢献 シャカイ コウケン チイキ コウケン						【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる シャカイ コウケン カツドウ キフ シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク		チャレンジ												4										 				11						14		15		 		17

		34								【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している チイキ チショウ チサン		チャレンジ																				8		9				11		12		13						 



		35		組織体制 ソシキ タイセイ						【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している リネン オヨ ケイエイ モクヒョウ		基本 キホン																				8		9																17

		36								【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク		基本 キホン																																				16



				上記以外で設定した取組項目 ジョウキ イガイ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

				独自に設定したSDGsに資する取組 ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組内容 グタイテキ トリクミ ナイヨウ						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17











				【留意事項】
・「チェック欄」の該当する項目をチェックしてください。（非該当の項目は、非該当欄をチェックし、その理由を「具体的な取組内容」へ記載してください。）
・「取組レベル」の「基本」の項目に、すべてチェックが入ることが、登録の必要条件となります。
・「具体的な取組」の項目は、チェック内容に関する具体的な取組を記載してください。
　また、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、その旨を併せて記載してください。
　（※ … 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度（信州ふくにん）、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度など） リュウイ ジコウ ラン ガイトウ コウモク ヒガイトウ コウモク ヒガイトウ ラン リユウ グタイテキ トリクミ ナイヨウ キサイ トリクミ キホン コウモク ハイ トウロク ヒツヨウ ジョウケン グタイテキ トリクミ コウモク ナイヨウ カン グタイテキ トリクミ キサイ カンレン コクサイ キカン クニ ケン シチョウソン ナド ニンショウ ニンテイ ナド シュトク バアイ ムネ アワ ショクバ ニンショウ セイド シンシュウ フクシ ジギョウショ ニンショウ ヒョウカ セイド シンシュウ ニンテイ シンリン ニンショウ セイド シンリン キュウシュウ ヒョウカ ニンショウ セイド ナガノケン ケン サンザイ コテイ リョウ ニンショウ セイド

				〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ







要件２（申請様式）

						SDGs達成に向けた取組内容（要件２） タッセイ ム トリクミ ナイヨウ ヨウケン



						【留意事項】
・「チェック欄」の該当する項目をチェックしてください。（非該当の項目は、非該当欄をチェックし、その理由を「具体的な取組内容」へ記載してください。）
・「取組レベル」の「基本」の項目は、すべてチェックが入ることが、登録の必要条件です。
・「具体的な取組」の項目は、チェック内容に関する自社の取組について記載してください。また、取組内容に関連する行政等の認証・認定制度等（※）を取得している場合は、その旨記載願います。
　（※ … 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度（信州ふくにん）、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度等） リュウイ ジコウ ラン ガイトウ コウモク トリクミ キホン コウモク ハイ トウロク ヒツヨウ ジョウケン グタイテキ トリクミ コウモク ナイヨウ カン ジシャ トリクミ キサイ トリクミ ナイヨウ カンレン ギョウセイ ナド ニンショウ ニンテイ セイド ナド シュトク バアイ ムネ キサイ ネガ ショクバ ニンショウ セイド シンシュウ フクシ ジギョウショ ニンショウ ヒョウカ セイド シンシュウ ニンテイ シンリン ニンショウ セイド シンリン キュウシュウ ヒョウカ ニンショウ セイド ナガノケン ケン サンザイ コテイ リョウ ニンショウ セイド ナド

						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		SDGsとの関連性 カンレンセイ

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				1		人権・労働 ジンケン ロウドウ						【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、差別がないことを確認している サベツ キンシ セイベツ ネンレイ ショウ コクセキ シュッシン サベツ フセ キョウイク タイセイ ソウダン タイセイ セイビ サベツ カクニン		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.7
8.8				10.2
10.3												16.1
16.2
16.7

				2								【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制が整備されている キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

				3								【労働時間】
・過度な長時間労働が行われていない ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ オコナ		基本 キホン																		8.5
8.8

				4								【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している ガイコク ジン ロウドウ モノ ガイコク ジン ロウドウシャ タイ サベツ ジンケン シンガイ カクニン		基本 キホン										4.4								8.7
8.8				10.2
10.3

				5								【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境が整備されている ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ		基本 キホン								3										8

				6								【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策を実施している ロウドウシャ リョウコウ イジ タイサク ジッシ		基本 キホン								3

				7								【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境が整備されている ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン		基本 キホン												5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

				8								【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している ジンザイ イクセイ テキセツ ノウリョク カイハツ キョウイク クンレン キカイ ジュウギョウイン テイキョウ		基本 キホン										4		5.5						8		9

				9								【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿った対応を行っている コヨウ ケイタイ カカ		基本 キホン												5.5						8.5				10.2
10.3

				10								【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる ト ク		チャレンジ								3										8

				11		環境 カンキョウ						【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理を推進している。 ハイキブツ ハイキブツ カンリ テキセツ オコナ テキセツ ショリ スイシン		基本 キホン																								11.6		12.4				14.1

				12								【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス量を把握している。 オンシツ コウカ ゲンジョウ ハアク ジシャ シヨウリョウ オンシツ コウカ リョウ ハアク		基本 キホン																7.3										　		13

				13								【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制を進めている ショウ オンダンカ タイサク ケイカク トリクミ ジシャ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハイシュツ ヨクセイ スス		基本 キホン																7.2
7.3										12.4		13.3

				14								【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に努めている ユウガイ カガク ブッシツ ホウレイ トウ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク シヨウリョウ ヨクセイ オヨ テキセツ シヨウ ツト		基本 キホン								3.9						6.3										11.6		12.4

				15								【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している セイブツ タヨウセイ ジシャ カツドウ セイブツ タヨウセイ セイタイケイ アクエイキョウ オヨ ハイリョ		基本 キホン														6.6																		15

				16								【３Rの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルを推進している		基本 キホン																										12.5				14.1

				17								【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に努めている ミズ カンリ ミズ シゲン リヨウ ジョウキョウ テキセツ カンリ リヨウ コウリツ カイゼン ツト		チャレンジ														6.4
6.6

				18								【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格（南信州いいむす21等）を取得している カンキョウ ドウトウ カンキョウ キカク ミナミ シンシュウ ナド シュトク		チャレンジ								3.9						6		7										12		13.3		14		15

				19								【環境情報開示】
・自社の環境の取り組みに関する情報を正しく開示している カンキョウ ジョウホウ カイジ ジシャ カンキョウ ト ク カン ジョウホウ タダ カイジ		チャレンジ																										12.6

				20								【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用を進めている サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ スス		チャレンジ																7.2												13

				21								【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達を行っている ハイリョ チョウタツ オコナ		チャレンジ																										12.2		13		14		15

				22		公正な事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ						【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に教育している オショク ゾウシュウワイ ボウシ オショク ゾウシュウワイ キンシ ホウシン カカ シャイン キョウイク		基本 キホン																																		16
16.5

				23								【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に教育している コウセイ キョウソウ フセイ キョウソウ コウイ カンヨ ホウシン カカ シャイン キョウイク		基本 キホン																																		16

				24								【知的財産保護】
・知的財産を保護する取り組みを進めている チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク スス		基本 キホン																		8.2
8.3		9

				25								【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ		基本 キホン																		 				 												16

				26								【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している フンソウ コウブツ		チャレンジ																																		16

				27								【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等に対し、人権侵害（低賃金労働、児童労働、劣悪な労働環境等）の防止、生物多様性や生態系への悪影響の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）のための取組を要請している カンリ ジギョウ トウ タイ ジンケン シンガイ ボウシ アクエイキョウ ボウシ リンリメン テキセツ タイオウ オショク ボウシ ト ク ヨウセイ		チャレンジ												5						8				10				12		13		14		15		16		17

				28		製品･サービス セイヒン						【製品・サービスの安全性】
・自社の製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している セイヒン アンゼンセイ ジシャ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク		基本 キホン								3.9																		12.4

				29								【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを確立している ヒンシツ ホショウ		基本 キホン																				9

				30								【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計を進めている カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ スス		チャレンジ														6												12		13		14		15

				31								【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開を進めている シャカイ カダイ カイケツ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ テンカイ スス		チャレンジ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

				32								【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響に適切に対応している チイキ ハイリョ ジシャ ジギョウ チイキ アタ エイキョウ テキセツ タイオウ		基本 キホン										4										9				11		12				14		15				17

				33								【社会貢献活動】
・寄付、ボランティア等を含む、社会貢献活動に積極的に取り組んでいる シャカイ コウケン カツドウ キフ トウ フク シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク		チャレンジ										4										 				11						14		15		 		17

				34								【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している チイキ チショウ チサン		チャレンジ																		8		9				11		12		13						 

				35		組織体制 ソシキ タイセイ						【法令遵守】
・法令遵守の考え方が社内に浸透している ホウレイ ジュンシュ ホウレイ ジュンシュ カンガ カタ シャナイ シントウ		基本 キホン																																		16

				36								【内部管理体制】
・経営理念（及びSDGsとの関係）及び経営目標が社内で共有されている リネン オヨ カンケイ オヨ ケイエイ モクヒョウ		基本 キホン																		8		9																17

				37								【法令遵守】
・法令を確実に遵守する体制・仕組みが構築されている ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク		基本 キホン																																		16

				38								【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制が整備されている ソシキ タイセイ キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイオウ タントウ センモン ブショ タイセイ セイビ		基本 キホン																																		16

				39								【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダーとの対話により、自社活動のステークホルダーに及ぼす影響を把握し、適切に対応している タイワ タイワ ジシャ カツドウ オヨ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ		基本 キホン																																		16		17

				40								【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスが整備されている トクテイ ヒョウカ セイビ		チャレンジ																																		16

				41								【社会的責任】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対し、責任を持って対応するCSR（Corporate Social Responsibility）の取組を進めている シャカイテキ セキニン キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイ セキニン モ タイオウ ト ク スス		チャレンジ																																		16		 

				42								【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している ジギョウ ケイゾク ジコ サイガイ ジギョウ ケイゾク ケイカク リツアン		チャレンジ																				9				11				13
13.1						16

				43								【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている ジギョウ ショウケイ ジギョウ ショウケイ カン ケントウ タイサク オコナ		チャレンジ																		8		9																17



						上記以外で自社において設定した取組項目 ジョウキ イガイ ジシャ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

						企業が独自に設定したSDGsに資する取組 キギョウ ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組内容 グタイテキ トリクミ ナイヨウ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17











						〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ
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（参考：長野県資料）ＳDGs達成に向けた具体的な取組（要件２）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32
【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響を把握し適切に対応している

基本
・地域との対話・見学会などを実施し、対話に基づき、事業
の地域への影響の把握を行い改善に努めている

4 9 11 12 14 15 17

33
【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる

チャレンジ

・地域の防災活動に参画している
・地域の次世代を担う人材（学生・子ども等）への交流・育成
機会（キッズスクール等）を提供している
・県の消防団協力事業所表示制度に加入している

4  11 14 15  17

34
【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している

チャレンジ ・【予定】地域の原材料の優先的利用を促進する 8 9 11 12 13  

35
【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している

基本
・経営理念を明文化している
・経営者が理念を持ち、適時、経営理念、経営目標を社員
に説明し、共有している

8 9 17

36
【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している

基本
・社内報や掲示板等で法令順守（コンプライアンス）の重要
性を全社員に向けて発信している
・コンプライアンス研修を実施している

16

37

【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制を整備してい
る

基本 ・責任者（担当役員）、CSR管理者を任命している 16

38

【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダー（※）との対話により、自社の活動がステークホルダーに及ぼす影響を
把握し、適切に対応している（※利害関係者：消費者、投資家等及び社会全体）

基本
・適宜ステークホルダーと対話し、自社活動のステークホル
ダーへの影響を把握し、具体的な内容に努めている

16 17

39
【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスを整備している

チャレンジ
・リスクマップ等を活用してリスクの洗い出し、評価を行った上
で、適切な対策を講じている

16

40

【社会的責任】
・ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の考えに基づき企業活
動が社会・環境に及ぼす影響に対して、責任を持った対応に取り組んでいる

チャレンジ ・CSR方針の策定、CSRマネジメントプロセスを整備している 16  

41
【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している

チャレンジ
・【予定】事業継続計画（BCP）の策定、定期的な訓練を実
施する
・【予定】レジリエンス認証を取得する

9 11
13

13.1
16

42
【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている

チャレンジ
・後継者候補がいる
・サクセッションプラン（後継者育成計画）を作成し、検討を
進めている

8 9 17

上記以外で設定した取組項目

具体的な取組 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

非該
当

チェック項目
取組
レベル

具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。）

【記載留意事項】

・「取組レベル」の「基本」の項目のすべてに「具体的な取組」が記載されていることが登録の必須条件となります。なお、今回の宣言に合わせて、今後、取り組む予定のものにあっても「具体的な取組」を記載いただければ登録

　が可能です。（今後、取り組むものについては、「具体的な取組」の前に【予定】と記載してください。）

・「非該当」欄については、「チェック項目」が事業形態上（個人事業主等）、該当しない場合にチェックし、その理由を「具体的な取組」欄に記載してください。

・「具体的な取組」には、チェック内容に関する具体的な取組を記載するほか、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、できるだけ、その旨を併せて記載してください。

　（※職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度、消防団協力事業所表示制度など）

社
会
貢
献
・

地
域
貢
献

組
織
体
制

独自に設定したSDGsに資する取組

主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目

17


要件２（申請様式）印刷用（20190424) (例あり最終版)

						（様式第４号別紙） ヨウシキ ダイ ゴウ ベッシ				SDGs達成に向けた具体的な取組（要件２） タッセイ ム グタイテキ トリクミ ヨウケン



						カテゴリ		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				1		人権・労働 ジンケン ロウドウ				【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、差別がないことを確認している サベツ キンシ セイベツ ネンレイ ショウ コクセキ シュッシン サベツ フセ キョウイク タイセイ ソウダン タイセイ セイビ サベツ カクニン		基本 キホン		・雇用、教育、昇進・登用、福利厚生などあらゆる雇用条件で、差別しない体制を構築し、経営トップが積極的に関与している（研修の実施、相談窓口の設置） コヨウ キョウイク ショウシン トウヨウ フクリ コウセイ コヨウ ジョウケン サベツ タイセイ コウチク ケイエイ セッキョクテキ カンヨ ケンシュウ ジッシ ソウダン マドグチ セッチ										5.1
5.2
5.5						8.5
8.7
8.8				10.2
10.3												16.1
16.2
16.7

				2						【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整備している キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ		基本 キホン		・ハラスメントを禁止する旨を就業規則に明記している
・研修の実施、相談窓口を設置している
・職場いきいきアドバンスカンパニー認証を取得済 キンシ ムネ シュウギョウ キソク メイキ ケンシュウ ジッシ ソウダン マドグチ セッチ シュトク ズ										5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

				3						【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ ボウシ ト ク		基本 キホン		・労働基準法等の改正内容を経営者を含め共有している。長時間労働是正のための労働生産性の改善、時間管理、多様な働き方を許容する勤務体制の整備・対応を行っている ケイエイシャ フク キョウユウ タヨウ																8.5
8.8

				4						【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している ガイコク ジン ロウドウ モノ ガイコク ジン ロウドウシャ タイ サベツ ジンケン シンガイ カクニン		基本 キホン		・外国人技能実習制度技能実習生等の外国人労働者への適切な処遇や労働環境の整備を行っている
（交流会、意見交換会の開催など） ギノウ ジッシュウセイ ショグウ ロウドウ カンキョウ セイビ オコナ コウリュウカイ イケン コウカンカイ カイサイ								4.4								8.7
8.8				10.2
10.3

				5						【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ ト ク		基本 キホン		・社員向けの労働安全衛生講習会の実施、社内ホームページ等を活用して周知徹底している
・安全衛生優良企業公表制度認定（厚生労働省）を取得している シャイン ム ロウドウ アンゼン エイセイ コウシュウカイ ジッシ シャナイ トウ カツヨウ シュウチ テッテイ						3										8

				6						【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策に取り組んでいる ロウドウシャ リョウコウ イジ タイサク ト ク		基本 キホン		・メンタルヘルスに関する方針と計画を策定している
・メンタルヘルスに関する職場の理解を促進するための研修を実施
・【予定】メンタルヘルスに対応した休職規程等を整備する カン ホウシン ケイカク サクテイ カン ヨテイ						3

				7						【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に取り組んでいる ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン ト ク		基本 キホン		・多様な人材が活躍できる社内チャレンジ制度を設けている
・【予定】多様な人材の活躍状況をHPや広報誌等で積極的に発信する タヨウ ジンザイ カツヤク シャナイ セイド モウ ヨテイ タヨウ ジンザイ カツヤク ジョウキョウ コウホウシ トウ セッキョクテキ ハッシン										5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

				8						【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している ジンザイ イクセイ テキセツ ノウリョク カイハツ キョウイク クンレン キカイ ジュウギョウイン テイキョウ		基本 キホン		・職務や役割に応じた研修体系を整備し実施している
（主任研修、管理監督者研修　他） ショクム ヤクワリ オウ ケンシュウ タイケイ セイビ ジッシ シュニン ケンシュウ カンリ カントクシャ ケンシュウ ホカ								4		5.5						8		9

				9						【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿って対応している コヨウ ケイタイ カカ		基本 キホン		・【予定】パートタイム労働法、労働契約法等の改正内容を理解し、同一労働同一賃金等の原則に沿った体制の整備・対応を行う
・職場いきいきアドバンスカンパニー認証を取得済 ヨテイ トウ ズ										5.5						8.5				10.2
10.3

				10						【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる ト ク		チャレンジ		・都道府県協会けんぽ、健保連に「健康企業宣言」を行っている
・健康経営優良法人認定（経済産業省）を取得している						3										8

				11		環境 カンキョウ				【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理に取り組んでいる ハイキブツ ハイキブツ カンリ テキセツ オコナ テキセツ ショリ ト ク		基本 キホン		・廃棄物の種類・量など現状を把握し、台帳を整備している
・削減のための計画を策定している（2019年-2024年） ハイキブツ シュルイ リョウ ゲンジョウ ハアク ダイチョウ セイビ サクゲン ケイカク サクテイ ネン ネン																						11.6		12.4				14.1

				12						【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量を把握している オンシツ コウカ ゲンジョウ ハアク ジシャ シヨウリョウ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク		基本 キホン		・省エネ診断、その結果を踏まえた省エネ計画を策定し推進している（2019年策定） ショウ シンダン ケッカ フ ショウ ケイカク サクテイ スイシン ネン サクテイ														7.3										　		13

				13						【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制に取り組んでいる ショウ オンダンカ タイサク ケイカク トリクミ ジシャ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハイシュツ ヨクセイ ト ク		基本 キホン		・算定ツールなどを利用して温室効果ガス排出量を把握し、削減の計画を策定している（2019年-2024年） サンテイ リヨウ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク サクゲン ケイカク サクテイ														7.2
7.3										12.4		13.3

				14						【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に取り組んでいる ユウガイ カガク ブッシツ ホウレイ トウ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク シヨウリョウ ヨクセイ オヨ テキセツ シヨウ ト ク		基本 キホン		・法令で規制されている有害化学物質を把握し、削減のための計画を策定している（2019年-2024年） ホウレイ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク サクゲン ケイカク サクテイ						3.9						6.3										11.6		12.4

				15						【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している セイブツ タヨウセイ ジシャ カツドウ セイブツ タヨウセイ セイタイケイ アクエイキョウ オヨ ハイリョ		基本 キホン		・環境に配慮した材、製品、サービスの提供を通じて生物多様性保全に配慮している
・【予定】事業全体における生物多様性への依存と影響を把握し、負の影響を削減するための計画を策定する ヨテイ ジギョウ ゼンタイ セイブツ タヨウセイ イゾン エイキョウ ハアク フ エイキョウ サクゲン ケイカク サクテイ												6.6																		15

				16						【３Ｒの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる ト ク		基本 キホン		・工場の資源利用の削減、再利用を推進している
・海洋汚染につながるプラスチック製容器包装への対応として、使い捨てプラスチック使用の削減等を推進している コウジョウ シゲン リヨウ サクゲン サイ リヨウ スイシン ツカ ス シヨウ スイシン																								12.5				14.1

				17						【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に取り組んでいる ミズ カンリ ミズ シゲン リヨウ ジョウキョウ テキセツ カンリ リヨウ コウリツ カイゼン ト ク		チャレンジ		・自社の水源を含む水利用状況を把握し、使用量削減等の計画を策定している（2019年度策定） ジシャ スイゲン フク ミズ リヨウ ジョウキョウ ハアク シヨウリョウ サクゲン トウ ケイカク サクテイ ネン ド サクテイ												6.4
6.6

						カテゴリ		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				18						【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格を取得している カンキョウ ドウトウ カンキョウ キカク シュトク		チャレンジ		・ISO14001、エコアクション21を取得している（2019年度） シュトク ネンド						3.9						6		7										12		13.3		14		15

				19						【環境情報開示】
・環境の取り組みに関する情報を正しく開示している カンキョウ ジョウホウ カイジ カンキョウ ト ク カン ジョウホウ タダ カイジ		チャレンジ		・ＨＰ等で環境情報を公開し、環境報告書を発行している ハッコウ																								12.6

				20						【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ ト ク		チャレンジ		・工場やオフィスへの太陽光パネルの設置と利用、グリーン電力の使用に努めている コウジョウ タイヨウコウ セッチ リヨウ デンリョク シヨウ ツト														7.2												13

				21						【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達に取り組んでいる ハイリョ チョウタツ ト ク		チャレンジ		・認証製品（森林、パーム油、ゴム、コーヒー等プランテーションにより生産される原材料、天然水産物および養殖水産物）を利用している
・非合法材を使用していないことの確認を行っている カクニン オコナ																								12.2		13		14		15

				22		公正な事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ				【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に周知している オショク ゾウシュウワイ ボウシ オショク ゾウシュウワイ キンシ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン		・汚職・贈収賄禁止等を含む行動規範を整備し、社内浸透を図っている オショク ゾウシュウワイ キンシ トウ フク コウドウ キハン セイビ シャナイ シントウ ハカ																																16
16.5

				23						【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に周知している コウセイ キョウソウ フセイ キョウソウ コウイ カンヨ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン		・不正競争行為を含む行動規範の整備と社内研修を実施している フセイ キョウソウ コウイ フク コウドウ キハン セイビ シャナイ ケンシュウ ジッシ																																16

				24						【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク		基本 キホン		・特許、商標等知的財産権の取得・管理している
・【予定】製品開発における特許侵害調査を実施する シュトク ヨテイ セイヒン カイハツ トッキョ シンガイ チョウサ ジッシ																8.2
8.3		9

				25						【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ		基本 キホン		・「個人情報に対する基本方針」を定めて公表し体制を整備している
・社内研修を行い情報管理ルールを周知徹底している
・EUの顧客データがある場合は、GDPR（EU一般データ保護規則）を踏まえた対応を行っている タイセイ セイビ シャナイ ケンシュウ オコナ ジョウホウ カンリ シュウチ テッテイ フ タイオウ オコナ																 				 												16

				26						【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している フンソウ コウブツ		チャレンジ		・自社製品の原材料サプライチェーンを把握している ジシャ セイヒン ゲンザイリョウ ハアク																																16

				27						【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等と、人権侵害の防止、生物多様性や生態系への悪影響の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）について認識を共有し、共に取り組んでいる カンリ ジギョウ トウ ジンケン シンガイ ボウシ アクエイキョウ ボウシ リンリメン テキセツ タイオウ オショク ボウシ ニンシキ キョウユウ トモ ト ク		チャレンジ		・取引先との対話を通じた人権侵害防止等の取組状況の確認活動を行っている
・Sedex(サプライヤーエシカル情報共有プラットフォーム)等を活用したサプライチェーン上のリスク管理を行っている トリヒキ サキ タイワ ツウ ボウシ トウ トリクミ ジョウキョウ カクニン カツドウ オコナ トウ カツヨウ カンリ オコナ										5						8				10				12		13		14		15		16		17

				28		製品･サービス セイヒン				【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している セイヒン アンゼンセイ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク		基本 キホン		・製品・サービス使用時に想定されるリスクの洗い出しと対策を実施している
・製品安全確保の観点を踏まえた取扱説明書を作成している セイヒン シヨウジ ソウテイ アラ ダ タイサク ジッシ セイヒン アンゼン カクホ カンテン フ トリアツカイ セツメイショ サクセイ						3.9																		12.4

				29						【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している ヒンシツ ホショウ コウチク		基本 キホン		・顧客からのクレーム対応など、品質を保証する仕組みを構築している
・顧客の声を社内共有するための基本方針・体制・ルールを策定、役職員向け研修の実施している
・【予定】ISO9001を取得する コキャク コエ シャナイ キョウユウ キホン ホウシン タイセイ サクテイ ヤクショクイン ム ケンシュウ ジッシ ヨテイ シュトク																		9

				30						【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ ト ク		チャレンジ		・製品設計時におけるライフサイクルでの環境影響の把握を行っている セイヒン セッケイ ジ カンキョウ エイキョウ ハアク オコナ												6												12		13		14		15

				31						【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開に取り組んでいる シャカイ カダイ カイケツ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ テンカイ ト ク		チャレンジ		・特定の社会課題解決をテーマとした製品開発を推進している（○○、△△の開発） トクテイ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ スイシン カイハツ		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

								非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				32		社会貢献・
地域貢献 シャカイ コウケン チイキ コウケン				【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響を把握し適切に対応している チイキ ハイリョ ジシャ ジギョウ チイキ アタ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ		基本 キホン		・地域との対話・見学会などを実施し、対話に基づき、事業の地域への影響の把握を行い改善に努めている チイキ タイワ ケンガクカイ ジッシ タイワ モト ジギョウ チイキ エイキョウ ハアク オコナ カイゼン ツト								4										9				11		12				14		15				17

				33						【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる シャカイ コウケン カツドウ キフ シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク		チャレンジ		・地域の防災活動に参画している
・地域の次世代を担う人材（学生・子ども等）への交流・育成機会（キッズスクール等）を提供している
・県の消防団協力事業所表示制度に加入している チイキ ジセダイ ニナ ジンザイ ガクセイ コ ナド コウリュウ イクセイ キカイ トウ テイキョウ ケン ショウボウダン キョウリョク ジギョウショ ヒョウジ セイド カニュウ								4										 				11						14		15		 		17

				34						【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している チイキ チショウ チサン		チャレンジ		・【予定】地域の原材料の優先的利用を促進する ヨテイ チイキ ゲンザイリョウ ユウセンテキ リヨウ ソクシン																8		9				11		12		13						 

				35		組織体制 ソシキ タイセイ				【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している リネン オヨ ケイエイ モクヒョウ		基本 キホン		・経営理念を明文化している
・経営者が理念を持ち、適時、経営理念、経営目標を社員に説明し、共有している ケイエイ リネン メイブンカ ケイエイ モノ リネン モ テキジ ケイエイ リネン ケイエイ モクヒョウ シャイン セツメイ キョウユウ																8		9																17

				36						【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク		基本 キホン		・社内報や掲示板等で法令順守（コンプライアンス）の重要性を全社員に向けて発信している
・コンプライアンス研修を実施している シャナイホウ ケイジバン トウ ジュウヨウセイ ゼンシャイン ム ハッシン ケンシュウ ジッシ																																16

				37						【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制を整備している ソシキ タイセイ キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイオウ タントウ センモン ブショ タイセイ セイビ		基本 キホン		・責任者（担当役員）、CSR管理者を任命している セキニンシャ タントウ ヤクイン カンリシャ ニンメイ																																16

				38						【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダー（※）との対話により、自社の活動がステークホルダーに及ぼす影響を把握し、適切に対応している（※利害関係者：消費者、投資家等及び社会全体） タイワ タイワ ジシャ カツドウ オヨ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ リガイ カンケイ シャ ショウヒシャ トウシカナド オヨ シャカイ ゼンタイ		基本 キホン		・適宜ステークホルダーと対話し、自社活動のステークホルダーへの影響を把握し、具体的な内容に努めている テキギ タイワ ジシャ カツドウ エイキョウ ハアク グタイテキ ナイヨウ ツト																																16		17

				39						【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスを整備している トクテイ ヒョウカ セイビ		チャレンジ		・リスクマップ等を活用してリスクの洗い出し、評価を行った上で、適切な対策を講じている トウ カツヨウ アラ ダ ヒョウカ オコナ ウエ テキセツ タイサク コウ																																16

				40						【社会的責任】
・ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の考えに基づき企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対して、責任を持った対応に取り組んでいる シャカイテキ セキニン カンガ モト キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイ セキニン モ タイオウ ト ク		チャレンジ		・CSR方針の策定、CSRマネジメントプロセスを整備している ホウシン サクテイ セイビ																																16		 

				41						【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している ジギョウ ケイゾク ジコ サイガイ ジギョウ ケイゾク ケイカク リツアン		チャレンジ		・【予定】事業継続計画（BCP）の策定、定期的な訓練を実施する
・【予定】レジリエンス認証を取得する ヨテイ ジギョウ ケイゾク ケイカク サクテイ テイキテキ クンレン ジッシ ヨテイ																		9				11				13
13.1						16

				42						【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている ジギョウ ショウケイ ジギョウ ショウケイ カン ケントウ タイサク オコナ		チャレンジ		・後継者候補がいる
・サクセッションプラン（後継者育成計画）を作成し、検討を進めている コウケイシャ コウホ サクセイ ケントウ スス																8		9																17



						上記以外で設定した取組項目 ジョウキ イガイ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

						独自に設定したSDGsに資する取組 ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組 グタイテキ トリクミ		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17





						【記載留意事項】
・「取組レベル」の「基本」の項目のすべてに「具体的な取組」が記載されていることが登録の必須条件となります。なお、今回の宣言に合わせて、今後、取り組む予定のものにあっても「具体的な取組」を記載いただければ登録
　が可能です。（今後、取り組むものについては、「具体的な取組」の前に【予定】と記載してください。）
・「非該当」欄については、「チェック項目」が事業形態上（個人事業主等）、該当しない場合にチェックし、その理由を「具体的な取組」欄に記載してください。
・「具体的な取組」には、チェック内容に関する具体的な取組を記載するほか、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、できるだけ、その旨を併せて記載してください。
　（※職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度、消防団協力事業所表示制度など） キサイ リュウイ ジコウ トリクミ キホン コウモク グタイテキ トリクミ キサイ トウロク ヒッス ジョウケン コンカイ センゲン ア コンゴ ト ク ヨテイ グタイテキ トリクミ キサイ トウロク カノウ コンゴ ト ク グタイテキ トリクミ マエ ヨテイ キサイ ヒ ガイトウ ラン コウモク ジギョウ ケイタイ ジョウ コジン ジギョウヌシ ナド ガイトウ バアイ リユウ グタイテキ トリクミ ラン キサイ グタイテキ トリクミ ナイヨウ カン グタイテキ トリクミ キサイ カンレン コクサイ キカン クニ ケン シチョウソン ナド ニンショウ ニンテイ ナド シュトク バアイ ムネ アワ

						〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ







要件２（申請様式）印刷用（20190422ver)

						SDGs達成に向けた取組（要件２） タッセイ ム トリクミ ヨウケン



						カテゴリ		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組内容
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ナイヨウ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		今後の取組 コンゴ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				1		人権・労働 ジンケン ロウドウ				【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、差別がないことを確認している サベツ キンシ セイベツ ネンレイ ショウ コクセキ シュッシン サベツ フセ キョウイク タイセイ ソウダン タイセイ セイビ サベツ カクニン		基本 キホン														5.1
5.2
5.5						8.5
8.7
8.8				10.2
10.3												16.1
16.2
16.7

				2						【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整備している キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ		基本 キホン														5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

				3						【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ ボウシ ト ク		基本 キホン																				8.5
8.8

				4						【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している ガイコク ジン ロウドウ モノ ガイコク ジン ロウドウシャ タイ サベツ ジンケン シンガイ カクニン		基本 キホン												4.4								8.7
8.8				10.2
10.3

				5						【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ ト ク		基本 キホン										3										8

				6						【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策に取り組んでいる ロウドウシャ リョウコウ イジ タイサク ト ク		基本 キホン										3

				7						【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に取り組んでいる ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン ト ク		基本 キホン														5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

				8						【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している ジンザイ イクセイ テキセツ ノウリョク カイハツ キョウイク クンレン キカイ ジュウギョウイン テイキョウ		基本 キホン												4		5.5						8		9

				9						【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿って対応している コヨウ ケイタイ カカ		基本 キホン														5.5						8.5				10.2
10.3

				10						【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる ト ク		チャレンジ										3										8

				11		環境 カンキョウ				【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理に取り組んでいる ハイキブツ ハイキブツ カンリ テキセツ オコナ テキセツ ショリ ト ク		基本 キホン																										11.6		12.4				14.1

				12						【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量を把握している オンシツ コウカ ゲンジョウ ハアク ジシャ シヨウリョウ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク		基本 キホン																		7.3										　		13

				13						【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制に取り組んでいる ショウ オンダンカ タイサク ケイカク トリクミ ジシャ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハイシュツ ヨクセイ ト ク		基本 キホン																		7.2
7.3										12.4		13.3

				14						【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に取り組んでいる ユウガイ カガク ブッシツ ホウレイ トウ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク シヨウリョウ ヨクセイ オヨ テキセツ シヨウ ト ク		基本 キホン										3.9						6.3										11.6		12.4

				15						【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している セイブツ タヨウセイ ジシャ カツドウ セイブツ タヨウセイ セイタイケイ アクエイキョウ オヨ ハイリョ		基本 キホン																6.6																		15

				16						【３Rの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる ト ク		基本 キホン																												12.5				14.1

				17						【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に取り組んでいる ミズ カンリ ミズ シゲン リヨウ ジョウキョウ テキセツ カンリ リヨウ コウリツ カイゼン ト ク		チャレンジ																6.4
6.6

						カテゴリ		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組内容
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ナイヨウ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		今後の取組 コンゴ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				18						【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格を取得している カンキョウ ドウトウ カンキョウ キカク シュトク		チャレンジ										3.9						6		7										12		13.3		14		15

				19						【環境情報開示】
・環境の取り組みに関する情報を正しく開示している カンキョウ ジョウホウ カイジ カンキョウ ト ク カン ジョウホウ タダ カイジ		チャレンジ																												12.6

				20						【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ ト ク		チャレンジ																		7.2												13

				21						【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達に取り組んでいる ハイリョ チョウタツ ト ク		チャレンジ																												12.2		13		14		15

				22		公正な事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ				【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に周知している オショク ゾウシュウワイ ボウシ オショク ゾウシュウワイ キンシ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																				16
16.5

				23						【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に周知している コウセイ キョウソウ フセイ キョウソウ コウイ カンヨ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																				16

				24						【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク		基本 キホン																				8.2
8.3		9

				25						【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ		基本 キホン																				 				 												16

				26						【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している フンソウ コウブツ		チャレンジ																																				16

				27						【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等と、人権侵害の防止、生物多様性や生態系への悪影響の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）について認識を共有し、共に取り組んでいる カンリ ジギョウ トウ ジンケン シンガイ ボウシ アクエイキョウ ボウシ リンリメン テキセツ タイオウ オショク ボウシ ニンシキ キョウユウ トモ ト ク		チャレンジ														5						8				10				12		13		14		15		16		17

				28		製品･サービス セイヒン				【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している セイヒン アンゼンセイ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク		基本 キホン										3.9																		12.4

				29						【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している ヒンシツ ホショウ コウチク		基本 キホン																						9

				30						【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ ト ク		チャレンジ																6												12		13		14		15

				31						【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開に取り組んでいる シャカイ カダイ カイケツ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ テンカイ ト ク		チャレンジ						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

								非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組内容
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ナイヨウ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		今後の取組 コンゴ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				32		社会貢献・
地域貢献 シャカイ コウケン チイキ コウケン				【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響を把握し適切に対応している チイキ ハイリョ ジシャ ジギョウ チイキ アタ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ		基本 キホン												4										9				11		12				14		15				17

				33						【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる シャカイ コウケン カツドウ キフ シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク		チャレンジ												4										 				11						14		15		 		17

				34						【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している チイキ チショウ チサン		チャレンジ																				8		9				11		12		13						 

				35		組織体制 ソシキ タイセイ				【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している リネン オヨ ケイエイ モクヒョウ		基本 キホン																				8		9																17

				36						【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク		基本 キホン																																				16

				37						【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制を整備している ソシキ タイセイ キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイオウ タントウ センモン ブショ タイセイ セイビ		基本 キホン																																				16

				38						【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダー（※）との対話により、自社の活動がステークホルダーに及ぼす影響を把握し、適切に対応している（※利害関係者：消費者、投資家等及び社会全体） タイワ タイワ ジシャ カツドウ オヨ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ リガイ カンケイ シャ ショウヒシャ トウシカナド オヨ シャカイ ゼンタイ		基本 キホン																																				16		17

				39						【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスを整備している トクテイ ヒョウカ セイビ		チャレンジ																																				16

				40						【社会的責任】
・ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の考えに基づき企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対して、責任を持った対応に取り組んでいる シャカイテキ セキニン カンガ モト キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイ セキニン モ タイオウ ト ク		チャレンジ																																				16		 

				41						【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している ジギョウ ケイゾク ジコ サイガイ ジギョウ ケイゾク ケイカク リツアン		チャレンジ																						9				11				13
13.1						16

				42						【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている ジギョウ ショウケイ ジギョウ ショウケイ カン ケントウ タイサク オコナ		チャレンジ																				8		9																17



						上記以外で設定した取組項目 ジョウキ イガイ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

						独自に設定したSDGsに資する取組 ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組内容 グタイテキ トリクミ ナイヨウ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17











						【留意事項】
・自社の企業活動に該当しない項目は、非該当欄をチェックし、その理由を「具体的な取組内容」へ記載してください。
・「取組レベル」の「基本」の項目のすべてに具体的な取組内容が記載されることが、登録の必要条件となります。
・申請時点では取組んでいないものであって、今後、宣言に合わせて取り組む項目については、「具体的な取組内容」の右欄の「今後の取組」欄にチェックをしてください。
・「具体的な取組」には、チェック内容に関する具体的な取組を記載してください。
　また、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、その旨を併せて記載してください。
　（※ … 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度（信州ふくにん）、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度など） リュウイ ジコウ ジシャ キギョウ カツドウ ガイトウ コウモク ヒガイトウ ラン リユウ グタイテキ トリクミ ナイヨウ キサイ トリクミ キホン コウモク グタイテキ トリクミ ナイヨウ キサイ トウロク ヒツヨウ ジョウケン シンセイ ジテン ト ク コンゴ センゲン ア コウモク グタイテキ トリクミ ナイヨウ ウラン コンゴ トリクミ ラン グタイテキ トリクミ ナイヨウ カン グタイテキ トリクミ キサイ カンレン コクサイ キカン クニ ケン シチョウソン ナド ニンショウ ニンテイ ナド シュトク バアイ ムネ アワ ショクバ ニンショウ セイド シンシュウ フクシ ジギョウショ ニンショウ ヒョウカ セイド シンシュウ ニンテイ シンリン ニンショウ セイド シンリン キュウシュウ ヒョウカ ニンショウ セイド ナガノケン ケン サンザイ コテイ リョウ ニンショウ セイド

						〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ







要件２（申請様式）印刷用（こっちを使う） (宣言後ve (2

						SDGs達成に向けた取組（要件２） タッセイ ム トリクミ ヨウケン



						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				1		人権・労働 ジンケン ロウドウ						【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、差別がないことを確認している（または確認する） サベツ キンシ セイベツ ネンレイ ショウ コクセキ シュッシン サベツ フセ キョウイク タイセイ ソウダン タイセイ セイビ サベツ カクニン カクニン		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.7
8.8				10.2
10.3												16.1
16.2
16.7

				2								【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整備している（または整備していく） キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ セイビ		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

				3								【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる（または取り組んでいく） ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ ボウシ ト ク ト ク		基本 キホン																		8.5
8.8

				4								【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している（または確認していく） ガイコク ジン ロウドウ モノ ガイコク ジン ロウドウシャ タイ サベツ ジンケン シンガイ カクニン カクニン		基本 キホン										4.4								8.7
8.8				10.2
10.3

				5								【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる（または取り組んでいく） ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ ト ク ト ク		基本 キホン								3										8

				6								【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策に取り組んでいる（または取り組んでいく） ロウドウシャ リョウコウ イジ タイサク ト ク ト ク		基本 キホン								3

				7								【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に取り組んでいる（または取り組んでいく） ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン ト ク ト ク		基本 キホン												5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

				8								【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している（または提供していく） ジンザイ イクセイ テキセツ ノウリョク カイハツ キョウイク クンレン キカイ ジュウギョウイン テイキョウ テイキョウ		基本 キホン										4		5.5						8		9

				9								【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿って対応している（または対応していく） コヨウ ケイタイ カカ タイオウ		基本 キホン												5.5						8.5				10.2
10.3

				10								【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる（または取り組んでいく） ト ク ト ク		チャレンジ								3										8

				11		環境 カンキョウ						【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理に取り組んでいる（または取り組んでいく） ハイキブツ ハイキブツ カンリ テキセツ オコナ テキセツ ショリ ト ク ト ク		基本 キホン																								11.6		12.4				14.1

				12								【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量を把握している（または把握していく） オンシツ コウカ ゲンジョウ ハアク ジシャ シヨウリョウ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハアク		基本 キホン																7.3										　		13

				13								【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制に取り組んでいる（取り組んでいく） ショウ オンダンカ タイサク ケイカク トリクミ ジシャ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハイシュツ ヨクセイ ト ク ト ク		基本 キホン																7.2
7.3										12.4		13.3

				14								【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に取り組んでいる（または取り組んでいく） ユウガイ カガク ブッシツ ホウレイ トウ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク シヨウリョウ ヨクセイ オヨ テキセツ シヨウ ト ク ト ク		基本 キホン								3.9						6.3										11.6		12.4

				15								【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している（または配慮していく） セイブツ タヨウセイ ジシャ カツドウ セイブツ タヨウセイ セイタイケイ アクエイキョウ オヨ ハイリョ ハイリョ		基本 キホン														6.6																		15

				16								【３Rの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる（または取り組んでいく） ト ク ト ク		基本 キホン																										12.5				14.1

				17								【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に取り組んでいる（または取り組んでいく） ミズ カンリ ミズ シゲン リヨウ ジョウキョウ テキセツ カンリ リヨウ コウリツ カイゼン ト ク ト ク		チャレンジ														6.4
6.6

						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				18								【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格を取得している（または取得していく） カンキョウ ドウトウ カンキョウ キカク シュトク シュトク		チャレンジ								3.9						6		7										12		13.3		14		15

				19								【環境情報開示】
・環境の取り組みに関する情報を正しく開示している（または開示していく） カンキョウ ジョウホウ カイジ カンキョウ ト ク カン ジョウホウ タダ カイジ カイジ		チャレンジ																										12.6

				20								【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる（または取り組んでいく） サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ ト ク ト ク		チャレンジ																7.2												13

				21								【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達に取り組んでいる（または取り組んでいく） ハイリョ チョウタツ ト ク ト ク		チャレンジ																										12.2		13		14		15

				22		公正な事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ						【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に周知している（または周知していく） オショク ゾウシュウワイ ボウシ オショク ゾウシュウワイ キンシ ホウシン カカ シャイン シュウチ シュウチ		基本 キホン																																		16
16.5

				23								【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に周知している（または周知していく） コウセイ キョウソウ フセイ キョウソウ コウイ カンヨ ホウシン カカ シャイン シュウチ シュウチ		基本 キホン																																		16

				24								【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる（または取り組んでいく） チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク ト ク		基本 キホン																		8.2
8.3		9

				25								【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している（または管理していく） コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ カンリ		基本 キホン																		 				 												16

				26								【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している（または確認していく） フンソウ コウブツ カクニン		チャレンジ																																		16

				27								【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等と、人権侵害の防止、生物多様性や生態系への悪影響の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）について認識を共有し、共に取り組んでいる（または取り組んでいく） カンリ ジギョウ トウ ジンケン シンガイ ボウシ アクエイキョウ ボウシ リンリメン テキセツ タイオウ オショク ボウシ ニンシキ キョウユウ トモ ト ク ト ク		チャレンジ												5						8				10				12		13		14		15		16		17

				28		製品･サービス セイヒン						【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している（または構築していく） セイヒン アンゼンセイ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク コウチク		基本 キホン								3.9																		12.4

				29								【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している（または構築していく） ヒンシツ ホショウ コウチク コウチク		基本 キホン																				9

				30								【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる（または取り組んでいく） カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ ト ク ト ク		チャレンジ														6												12		13		14		15

				31								【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開に取り組んでいる（または取り組んでいく） シャカイ カダイ カイケツ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ テンカイ ト ク ト ク		チャレンジ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

								チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				32		社会貢献・
地域貢献 シャカイ コウケン チイキ コウケン						【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響を把握し適切に対応している（または対応していく） チイキ ハイリョ ジシャ ジギョウ チイキ アタ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ タイオウ		基本 キホン										4										9				11		12				14		15				17

				33								【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる（または取り組んでいく） シャカイ コウケン カツドウ キフ シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク ト ク		チャレンジ										4										 				11						14		15		 		17

				34								【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している（または利用していく） チイキ チショウ チサン リヨウ		チャレンジ																		8		9				11		12		13						 

				35		組織体制 ソシキ タイセイ						【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している（または共有していく） リネン オヨ ケイエイ モクヒョウ キョウユウ		基本 キホン																		8		9																17

				36								【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している（または構築していく） ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク コウチク		基本 キホン																																		16

				37								【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制を整備している（または整備していく） ソシキ タイセイ キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイオウ タントウ センモン ブショ タイセイ セイビ セイビ		基本 キホン																																		16

				38								【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダー（※）との対話により、自社の活動がステークホルダーに及ぼす影響を把握し、適切に対応している（※利害関係者：消費者、投資家等及び社会全体）（または対応していく） タイワ タイワ ジシャ カツドウ オヨ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ リガイ カンケイ シャ ショウヒシャ トウシカナド オヨ シャカイ ゼンタイ タイオウ		基本 キホン																																		16		17

				39								【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスを整備している（または整備していく） トクテイ ヒョウカ セイビ セイビ		チャレンジ																																		16

				40								【社会的責任】
・ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の考えに基づき企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対して、責任を持った対応に取り組んでいる（または取り組んでいく） シャカイテキ セキニン カンガ モト キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイ セキニン モ タイオウ ト ク ト ク		チャレンジ																																		16		 

				41								【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している（または立案していく） ジギョウ ケイゾク ジコ サイガイ ジギョウ ケイゾク ケイカク リツアン リツアン		チャレンジ																				9				11				13
13.1						16

				42								【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている（または行っていく） ジギョウ ショウケイ ジギョウ ショウケイ カン ケントウ タイサク オコナ オコナ		チャレンジ																		8		9																17



						上記以外で設定した取組項目 ジョウキ イガイ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

						独自に設定したSDGsに資する取組 ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組内容 グタイテキ トリクミ ナイヨウ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17











						【留意事項】
・「チェック欄」の該当する項目をチェックしてください。（非該当の項目は、非該当欄をチェックし、その理由を「具体的な取組内容」へ記載してください。）
・該当する「取組レベル」の「基本」の項目に、すべてチェックが入ることが、登録の必要条件となります。
・「具体的な取組」には、チェック内容に関する具体的な取組を記載してください。
　また、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、その旨を併せて記載してください。
　（※ … 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度（信州ふくにん）、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度など） リュウイ ジコウ ラン ガイトウ コウモク ヒガイトウ コウモク ヒガイトウ ラン リユウ グタイテキ トリクミ ナイヨウ キサイ ガイトウ トリクミ キホン コウモク ハイ トウロク ヒツヨウ ジョウケン グタイテキ トリクミ ナイヨウ カン グタイテキ トリクミ キサイ カンレン コクサイ キカン クニ ケン シチョウソン ナド ニンショウ ニンテイ ナド シュトク バアイ ムネ アワ ショクバ ニンショウ セイド シンシュウ フクシ ジギョウショ ニンショウ ヒョウカ セイド シンシュウ ニンテイ シンリン ニンショウ セイド シンリン キュウシュウ ヒョウカ ニンショウ セイド ナガノケン ケン サンザイ コテイ リョウ ニンショウ セイド

						〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ







要件２（申請様式）印刷用（こっちを使う） (知事レク）



						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				1		人権・労働 ジンケン ロウドウ						【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、差別がないことを確認している サベツ キンシ セイベツ ネンレイ ショウ コクセキ シュッシン サベツ フセ キョウイク タイセイ ソウダン タイセイ セイビ サベツ カクニン		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.7
8.8				10.2
10.3												16.1
16.2
16.7

				2								【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整備している キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

				3								【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ ボウシ ト ク		基本 キホン																		8.5
8.8

				4								【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している ガイコク ジン ロウドウ モノ ガイコク ジン ロウドウシャ タイ サベツ ジンケン シンガイ カクニン		基本 キホン										4.4								8.7
8.8				10.2
10.3

				5								【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ ト ク		基本 キホン								3										8

				6								【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策に取り組んでいる ロウドウシャ リョウコウ イジ タイサク ト ク		基本 キホン								3

				7								【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に取り組んでいる ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン ト ク		基本 キホン												5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

				8								【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している ジンザイ イクセイ テキセツ ノウリョク カイハツ キョウイク クンレン キカイ ジュウギョウイン テイキョウ		基本 キホン										4		5.5						8		9

				9								【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿って対応している コヨウ ケイタイ カカ		基本 キホン												5.5						8.5				10.2
10.3

				10								【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる ト ク		チャレンジ								3										8

				11		環境 カンキョウ						【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理に取り組んでいる ハイキブツ ハイキブツ カンリ テキセツ オコナ テキセツ ショリ ト ク		基本 キホン																								11.6		12.4				14.1

				12								【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量を把握している オンシツ コウカ ゲンジョウ ハアク ジシャ シヨウリョウ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク		基本 キホン																7.3										　		13

				13								【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制に取り組んでいる ショウ オンダンカ タイサク ケイカク トリクミ ジシャ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハイシュツ ヨクセイ ト ク		基本 キホン																7.2
7.3										12.4		13.3

				14								【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に取り組んでいる ユウガイ カガク ブッシツ ホウレイ トウ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク シヨウリョウ ヨクセイ オヨ テキセツ シヨウ ト ク		基本 キホン								3.9						6.3										11.6		12.4

				15								【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している セイブツ タヨウセイ ジシャ カツドウ セイブツ タヨウセイ セイタイケイ アクエイキョウ オヨ ハイリョ		基本 キホン														6.6																		15

				16								【３Rの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる ト ク		基本 キホン																										12.5				14.1

				17								【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に取り組んでいる ミズ カンリ ミズ シゲン リヨウ ジョウキョウ テキセツ カンリ リヨウ コウリツ カイゼン ト ク		チャレンジ														6.4
6.6

				18		公正な
事業慣行						【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格を取得している カンキョウ ドウトウ カンキョウ キカク シュトク		チャレンジ								3.9						6		7										12		13.3		14		15

				19								【環境情報開示】
・環境の取り組みに関する情報を正しく開示している カンキョウ ジョウホウ カイジ カンキョウ ト ク カン ジョウホウ タダ カイジ		チャレンジ																										12.6

				20								【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ ト ク		チャレンジ																7.2												13

				21								【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達に取り組んでいる ハイリョ チョウタツ ト ク		チャレンジ																										12.2		13		14		15

				22								【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に周知している オショク ゾウシュウワイ ボウシ オショク ゾウシュウワイ キンシ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																		16
16.5

				23								【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に周知している コウセイ キョウソウ フセイ キョウソウ コウイ カンヨ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																		16

				24								【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク		基本 キホン																		8.2
8.3		9

				25		公正な
事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ						【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ		基本 キホン																		 				 												16

				26								【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している フンソウ コウブツ		チャレンジ																																		16

				27								【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等と、人権侵害の防止、生物多様性や生態系への悪影響の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）について認識を共有し、共に取り組んでいる カンリ ジギョウ トウ ジンケン シンガイ ボウシ アクエイキョウ ボウシ リンリメン テキセツ タイオウ オショク ボウシ ニンシキ キョウユウ トモ ト ク		チャレンジ												5						8				10				12		13		14		15		16		17

				28		製品･サービス セイヒン						【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している セイヒン アンゼンセイ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク		基本 キホン								3.9																		12.4

				29								【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している ヒンシツ ホショウ コウチク		基本 キホン																				9

				30								【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ ト ク		チャレンジ														6												12		13		14		15

				31								【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開に取り組んでいる シャカイ カダイ カイケツ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ テンカイ ト ク		チャレンジ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

				32		社会貢献・
地域貢献 シャカイ コウケン チイキ コウケン						【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響を把握し適切に対応している チイキ ハイリョ ジシャ ジギョウ チイキ アタ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ		基本 キホン										4										9				11		12				14		15				17

				33								【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる シャカイ コウケン カツドウ キフ シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク		チャレンジ										4										 				11						14		15		 		17

				34								【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している チイキ チショウ チサン		チャレンジ																		8		9				11		12		13						 

				35		組織体制 ソシキ タイセイ						【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している リネン オヨ ケイエイ モクヒョウ		基本 キホン																		8		9																17

				36								【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク		基本 キホン																																		16

				37								【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制を整備している ソシキ タイセイ キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイオウ タントウ センモン ブショ タイセイ セイビ		基本 キホン																																		16

				38								【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダー（※）との対話により、自社の活動がステークホルダーに及ぼす影響を把握し、適切に対応している（※利害関係者：消費者、投資家等及び社会全体） タイワ タイワ ジシャ カツドウ オヨ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ リガイ カンケイ シャ ショウヒシャ トウシカナド オヨ シャカイ ゼンタイ		基本 キホン																																		16		17

				39								【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスを整備している トクテイ ヒョウカ セイビ		チャレンジ																																		16

				40								【社会的責任】
・ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の考えに基づき企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対して、責任を持った対応に取り組んでいる シャカイテキ セキニン カンガ モト キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイ セキニン モ タイオウ ト ク		チャレンジ																																		16		 

				41								【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している ジギョウ ケイゾク ジコ サイガイ ジギョウ ケイゾク ケイカク リツアン		チャレンジ																				9				11				13
13.1						16

				42								【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている ジギョウ ショウケイ ジギョウ ショウケイ カン ケントウ タイサク オコナ		チャレンジ																		8		9																17



						上記以外で設定した取組項目 ジョウキ イガイ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

						独自に設定したSDGsに資する取組 ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組内容 グタイテキ トリクミ ナイヨウ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17





						【留意事項】
・「チェック欄」の該当する項目をチェックしてください。（非該当の項目は、非該当欄をチェックし、その理由を「具体的な取組内容」へ記載してください。）
・「取組レベル」の「基本」の項目に、すべてチェックが入ることが、登録の必要条件となります。
・「具体的な取組」の項目は、チェック内容に関する具体的な取組を記載してください。
　また、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、その旨を併せて記載してください。
　（※ … 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度（信州ふくにん）、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度など） リュウイ ジコウ ラン ガイトウ コウモク ヒガイトウ コウモク ヒガイトウ ラン リユウ グタイテキ トリクミ ナイヨウ キサイ トリクミ キホン コウモク ハイ トウロク ヒツヨウ ジョウケン グタイテキ トリクミ コウモク ナイヨウ カン グタイテキ トリクミ キサイ カンレン コクサイ キカン クニ ケン シチョウソン ナド ニンショウ ニンテイ ナド シュトク バアイ ムネ アワ ショクバ ニンショウ セイド シンシュウ フクシ ジギョウショ ニンショウ ヒョウカ セイド シンシュウ ニンテイ シンリン ニンショウ セイド シンリン キュウシュウ ヒョウカ ニンショウ セイド ナガノケン ケン サンザイ コテイ リョウ ニンショウ セイド

						〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ
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要件２（申請様式）印刷用（こっちを使う） (副知事レク用)

						SDGs達成に向けた取組（要件２） タッセイ ム トリクミ ヨウケン



						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				1		人権・労働 ジンケン ロウドウ						【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、差別がないことを確認している サベツ キンシ セイベツ ネンレイ ショウ コクセキ シュッシン サベツ フセ キョウイク タイセイ ソウダン タイセイ セイビ サベツ カクニン		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.7
8.8				10.2
10.3												16.1
16.2
16.7

				2								【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整備している キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

				3								【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ ボウシ ト ク		基本 キホン																		8.5
8.8

				4								【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している ガイコク ジン ロウドウ モノ ガイコク ジン ロウドウシャ タイ サベツ ジンケン シンガイ カクニン		基本 キホン										4.4								8.7
8.8				10.2
10.3

				5								【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ ト ク		基本 キホン								3										8

				6								【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策に取り組んでいる ロウドウシャ リョウコウ イジ タイサク ト ク		基本 キホン								3

				7								【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に取り組んでいる ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン ト ク		基本 キホン												5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

				8								【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している ジンザイ イクセイ テキセツ ノウリョク カイハツ キョウイク クンレン キカイ ジュウギョウイン テイキョウ		基本 キホン										4		5.5						8		9

				9								【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿って対応している コヨウ ケイタイ カカ		基本 キホン												5.5						8.5				10.2
10.3

				10								【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる ト ク		チャレンジ								3										8

				11		環境 カンキョウ						【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理に取り組んでいる ハイキブツ ハイキブツ カンリ テキセツ オコナ テキセツ ショリ ト ク		基本 キホン																								11.6		12.4				14.1

				12								【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量を把握している オンシツ コウカ ゲンジョウ ハアク ジシャ シヨウリョウ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク		基本 キホン																7.3										　		13

				13								【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制に取り組んでいる ショウ オンダンカ タイサク ケイカク トリクミ ジシャ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハイシュツ ヨクセイ ト ク		基本 キホン																7.2
7.3										12.4		13.3

				14								【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に取り組んでいる ユウガイ カガク ブッシツ ホウレイ トウ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク シヨウリョウ ヨクセイ オヨ テキセツ シヨウ ト ク		基本 キホン								3.9						6.3										11.6		12.4

				15								【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している セイブツ タヨウセイ ジシャ カツドウ セイブツ タヨウセイ セイタイケイ アクエイキョウ オヨ ハイリョ		基本 キホン														6.6																		15

				16								【３Rの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる ト ク		基本 キホン																										12.5				14.1

				17								【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に取り組んでいる ミズ カンリ ミズ シゲン リヨウ ジョウキョウ テキセツ カンリ リヨウ コウリツ カイゼン ト ク		チャレンジ														6.4
6.6

						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				18								【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格を取得している カンキョウ ドウトウ カンキョウ キカク シュトク		チャレンジ								3.9						6		7										12		13.3		14		15

				19								【環境情報開示】
・環境の取り組みに関する情報を正しく開示している カンキョウ ジョウホウ カイジ カンキョウ ト ク カン ジョウホウ タダ カイジ		チャレンジ																										12.6

				20								【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ ト ク		チャレンジ																7.2												13

				21								【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達に取り組んでいる ハイリョ チョウタツ ト ク		チャレンジ																										12.2		13		14		15

				22		公正な事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ						【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に周知している オショク ゾウシュウワイ ボウシ オショク ゾウシュウワイ キンシ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																		16
16.5

				23								【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に周知している コウセイ キョウソウ フセイ キョウソウ コウイ カンヨ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																		16

				24								【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク		基本 キホン																		8.2
8.3		9

				25								【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ		基本 キホン																		 				 												16

				26								【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している フンソウ コウブツ		チャレンジ																																		16

				27								【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等と、人権侵害の防止、生物多様性や生態系への悪影響の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）について認識を共有し、共に取り組んでいる カンリ ジギョウ トウ ジンケン シンガイ ボウシ アクエイキョウ ボウシ リンリメン テキセツ タイオウ オショク ボウシ ニンシキ キョウユウ トモ ト ク		チャレンジ												5						8				10				12		13		14		15		16		17

				28		製品･サービス セイヒン						【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している セイヒン アンゼンセイ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク		基本 キホン								3.9																		12.4

				29								【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している ヒンシツ ホショウ コウチク		基本 キホン																				9

				30								【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ ト ク		チャレンジ														6												12		13		14		15

				31								【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開に取り組んでいる シャカイ カダイ カイケツ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ テンカイ ト ク		チャレンジ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

								チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				32		社会貢献・
地域貢献 シャカイ コウケン チイキ コウケン						【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響を把握し適切に対応している チイキ ハイリョ ジシャ ジギョウ チイキ アタ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ		基本 キホン										4										9				11		12				14		15				17

				33								【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる シャカイ コウケン カツドウ キフ シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク		チャレンジ										4										 				11						14		15		 		17

				34								【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している チイキ チショウ チサン		チャレンジ																		8		9				11		12		13						 

				35		組織体制 ソシキ タイセイ						【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している リネン オヨ ケイエイ モクヒョウ		基本 キホン																		8		9																17

				36								【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク		基本 キホン																																		16

				37								【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制を整備している ソシキ タイセイ キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイオウ タントウ センモン ブショ タイセイ セイビ		基本 キホン																																		16

				38								【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダー（※）との対話により、自社の活動がステークホルダーに及ぼす影響を把握し、適切に対応している（※利害関係者：消費者、投資家等及び社会全体） タイワ タイワ ジシャ カツドウ オヨ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ リガイ カンケイ シャ ショウヒシャ トウシカナド オヨ シャカイ ゼンタイ		基本 キホン																																		16		17

				39								【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスを整備している トクテイ ヒョウカ セイビ		チャレンジ																																		16

				40								【社会的責任】
・ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の考えに基づき企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対して、責任を持った対応に取り組んでいる シャカイテキ セキニン カンガ モト キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイ セキニン モ タイオウ ト ク		チャレンジ																																		16		 

				41								【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している ジギョウ ケイゾク ジコ サイガイ ジギョウ ケイゾク ケイカク リツアン		チャレンジ																				9				11				13
13.1						16

				42								【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている ジギョウ ショウケイ ジギョウ ショウケイ カン ケントウ タイサク オコナ		チャレンジ																		8		9																17



						上記以外で設定した取組項目 ジョウキ イガイ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

						独自に設定したSDGsに資する取組 ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組内容 グタイテキ トリクミ ナイヨウ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17











						【留意事項】
・「チェック欄」の該当する項目をチェックしてください。（非該当の項目は、非該当欄をチェックし、その理由を「具体的な取組内容」へ記載してください。）
・「取組レベル」の「基本」の項目に、すべてチェックが入ることが、登録の必要条件となります。
・「具体的な取組」の項目は、チェック内容に関する具体的な取組を記載してください。
　また、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、その旨を併せて記載してください。
　（※ … 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度（信州ふくにん）、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度など） リュウイ ジコウ ラン ガイトウ コウモク ヒガイトウ コウモク ヒガイトウ ラン リユウ グタイテキ トリクミ ナイヨウ キサイ トリクミ キホン コウモク ハイ トウロク ヒツヨウ ジョウケン グタイテキ トリクミ コウモク ナイヨウ カン グタイテキ トリクミ キサイ カンレン コクサイ キカン クニ ケン シチョウソン ナド ニンショウ ニンテイ ナド シュトク バアイ ムネ アワ ショクバ ニンショウ セイド シンシュウ フクシ ジギョウショ ニンショウ ヒョウカ セイド シンシュウ ニンテイ シンリン ニンショウ セイド シンリン キュウシュウ ヒョウカ ニンショウ セイド ナガノケン ケン サンザイ コテイ リョウ ニンショウ セイド

						〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ







要件２（申請様式）印刷用（こっちを使う）

						SDGs達成に向けた取組（要件２） タッセイ ム トリクミ ヨウケン



						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組
（県などの取得認証があれば、
併せて記載してください。） グタイテキ トリクミ ケン シュトク ニンショウ アワ キサイ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				1		人権・労働 ジンケン ロウドウ						【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、差別がないことを確認している サベツ キンシ セイベツ ネンレイ ショウ コクセキ シュッシン サベツ フセ キョウイク タイセイ ソウダン タイセイ セイビ サベツ カクニン		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.7
8.8				10.2
10.3												16.1
16.2
16.7

				2								【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整備している キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

				3								【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ ボウシ ト ク		基本 キホン																		8.5
8.8

				4								【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している ガイコク ジン ロウドウ モノ ガイコク ジン ロウドウシャ タイ サベツ ジンケン シンガイ カクニン		基本 キホン										4.4								8.7
8.8				10.2
10.3

				5								【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ ト ク		基本 キホン								3										8

				6								【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策に取り組んでいる ロウドウシャ リョウコウ イジ タイサク ト ク		基本 キホン								3

				7								【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に取り組んでいる ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン ト ク		基本 キホン												5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

				8								【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している ジンザイ イクセイ テキセツ ノウリョク カイハツ キョウイク クンレン キカイ ジュウギョウイン テイキョウ		基本 キホン										4		5.5						8		9

				9								【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿って対応している コヨウ ケイタイ カカ		基本 キホン												5.5						8.5				10.2
10.3

				10								【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる ト ク		チャレンジ								3										8

				11		環境 カンキョウ						【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理に取り組んでいる ハイキブツ ハイキブツ カンリ テキセツ オコナ テキセツ ショリ ト ク		基本 キホン																								11.6		12.4				14.1

				12								【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量を把握している オンシツ コウカ ゲンジョウ ハアク ジシャ シヨウリョウ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク		基本 キホン																7.3										　		13

				13								【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制に取り組んでいる ショウ オンダンカ タイサク ケイカク トリクミ ジシャ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハイシュツ ヨクセイ ト ク		基本 キホン																7.2
7.3										12.4		13.3

				14								【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に取り組んでいる ユウガイ カガク ブッシツ ホウレイ トウ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク シヨウリョウ ヨクセイ オヨ テキセツ シヨウ ト ク		基本 キホン								3.9						6.3										11.6		12.4

				15								【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している セイブツ タヨウセイ ジシャ カツドウ セイブツ タヨウセイ セイタイケイ アクエイキョウ オヨ ハイリョ		基本 キホン														6.6																		15

				16								【３Rの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる ト ク		基本 キホン																										12.5				14.1

				17								【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に取り組んでいる ミズ カンリ ミズ シゲン リヨウ ジョウキョウ テキセツ カンリ リヨウ コウリツ カイゼン ト ク		チャレンジ														6.4
6.6

						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				18								【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格を取得している カンキョウ ドウトウ カンキョウ キカク シュトク		チャレンジ								3.9						6		7										12		13.3		14		15

				19								【環境情報開示】
・環境の取り組みに関する情報を正しく開示している カンキョウ ジョウホウ カイジ カンキョウ ト ク カン ジョウホウ タダ カイジ		チャレンジ																										12.6

				20								【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ ト ク		チャレンジ																7.2												13

				21								【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達に取り組んでいる ハイリョ チョウタツ ト ク		チャレンジ																										12.2		13		14		15

				22		公正な事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ						【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に周知している オショク ゾウシュウワイ ボウシ オショク ゾウシュウワイ キンシ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																		16
16.5

				23								【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に周知している コウセイ キョウソウ フセイ キョウソウ コウイ カンヨ ホウシン カカ シャイン シュウチ		基本 キホン																																		16

				24								【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク		基本 キホン																		8.2
8.3		9

				25								【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ		基本 キホン																		 				 												16

				26								【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している フンソウ コウブツ		チャレンジ																																		16

				27								【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等と、人権侵害の防止、生物多様性や生態系への悪影響の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）について認識を共有し、共に取り組んでいる カンリ ジギョウ トウ ジンケン シンガイ ボウシ アクエイキョウ ボウシ リンリメン テキセツ タイオウ オショク ボウシ ニンシキ キョウユウ トモ ト ク		チャレンジ												5						8				10				12		13		14		15		16		17

				28		製品･サービス セイヒン						【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している セイヒン アンゼンセイ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク		基本 キホン								3.9																		12.4

				29								【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している ヒンシツ ホショウ コウチク		基本 キホン																				9

				30								【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ ト ク		チャレンジ														6												12		13		14		15

				31								【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開に取り組んでいる シャカイ カダイ カイケツ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ テンカイ ト ク		チャレンジ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

								チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		主なSDGs（17ゴールと169ターゲット）関連項目 オモ カンレン コウモク

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				32		社会貢献・
地域貢献 シャカイ コウケン チイキ コウケン						【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響を把握し適切に対応している チイキ ハイリョ ジシャ ジギョウ チイキ アタ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ		基本 キホン										4										9				11		12				14		15				17

				33								【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる シャカイ コウケン カツドウ キフ シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク		チャレンジ										4										 				11						14		15		 		17

				34								【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している チイキ チショウ チサン		チャレンジ																		8		9				11		12		13						 

				35		組織体制 ソシキ タイセイ						【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している リネン オヨ ケイエイ モクヒョウ		基本 キホン																		8		9																17

				36								【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク		基本 キホン																																		16

				37								【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制を整備している ソシキ タイセイ キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイオウ タントウ センモン ブショ タイセイ セイビ		基本 キホン																																		16

				38								【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダー（※）との対話により、自社の活動がステークホルダーに及ぼす影響を把握し、適切に対応している（※利害関係者：消費者、投資家等及び社会全体） タイワ タイワ ジシャ カツドウ オヨ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ リガイ カンケイ シャ ショウヒシャ トウシカナド オヨ シャカイ ゼンタイ		基本 キホン																																		16		17

				39								【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスを整備している トクテイ ヒョウカ セイビ		チャレンジ																																		16

				40								【社会的責任】
・ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の考えに基づき企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対して、責任を持った対応に取り組んでいる シャカイテキ セキニン カンガ モト キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイ セキニン モ タイオウ ト ク		チャレンジ																																		16		 

				41								【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している ジギョウ ケイゾク ジコ サイガイ ジギョウ ケイゾク ケイカク リツアン		チャレンジ																				9				11				13
13.1						16

				42								【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている ジギョウ ショウケイ ジギョウ ショウケイ カン ケントウ タイサク オコナ		チャレンジ																		8		9																17



						上記以外で設定した取組項目 ジョウキ イガイ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

						独自に設定したSDGsに資する取組 ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組内容 グタイテキ トリクミ ナイヨウ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17











						【留意事項】
・「チェック欄」の該当する項目をチェックしてください。（非該当の項目は、非該当欄をチェックし、その理由を「具体的な取組内容」へ記載してください。）
・「取組レベル」の「基本」の項目に、すべてチェックが入ることが、登録の必要条件となります。
・「具体的な取組」の項目は、チェック内容に関する具体的な取組を記載してください。
　また、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、その旨を併せて記載してください。
　（※ … 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度（信州ふくにん）、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度など） リュウイ ジコウ ラン ガイトウ コウモク ヒガイトウ コウモク ヒガイトウ ラン リユウ グタイテキ トリクミ ナイヨウ キサイ トリクミ キホン コウモク ハイ トウロク ヒツヨウ ジョウケン グタイテキ トリクミ コウモク ナイヨウ カン グタイテキ トリクミ キサイ カンレン コクサイ キカン クニ ケン シチョウソン ナド ニンショウ ニンテイ ナド シュトク バアイ ムネ アワ ショクバ ニンショウ セイド シンシュウ フクシ ジギョウショ ニンショウ ヒョウカ セイド シンシュウ ニンテイ シンリン ニンショウ セイド シンリン キュウシュウ ヒョウカ ニンショウ セイド ナガノケン ケン サンザイ コテイ リョウ ニンショウ セイド

						〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ







要件２（申請様式）印刷用（こっちを使う） (デフォルメ)

				SDGs達成に向けた取組（要件２） タッセイ ム トリクミ ヨウケン



				カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック項目 コウモク		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		主なSDGs関連項目

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



		2		人権・労働 ジンケン ロウドウ						【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制を整備している キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ		基本 キホン														5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

		3								【労働時間】
・過度な長時間労働の防止に取り組んでいる ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ ボウシ ト ク		基本 キホン																				8.5
8.8

		5								【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境の整備に取り組んでいる ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ ト ク		基本 キホン										3										8

		7								【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境の整備に取り組んでいる ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン ト ク		基本 キホン														5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

										・・・・・

		16		環境 カンキョウ						【３Rの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルに取り組んでいる ト ク		基本 キホン																												12.5				14.1

		20								【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用に取り組んでいる サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ ト ク		チャレンジ																		7.2												13



		24		公正な
事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ						【知的財産保護】
・知的財産の保護に取り組んでいる チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク		基本 キホン																				8.2
8.3		9

		25								【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ		基本 キホン																				 				 												16



		28		製品･サービス セイヒン						【製品・サービスの安全性】
・製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している セイヒン アンゼンセイ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク		基本 キホン										3.9																		12.4

		29								【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを構築している ヒンシツ ホショウ コウチク		基本 キホン																						9

		30								【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計に取り組んでいる カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ ト ク		チャレンジ																6												12		13		14		15



		33		社会貢献・
地域貢献 シャカイ コウケン チイキ コウケン						【社会貢献活動】
・寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる シャカイ コウケン カツドウ キフ シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク		チャレンジ												4										 				11						14		15		 		17

		34								【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している チイキ チショウ チサン		チャレンジ																				8		9				11		12		13						 



		35		組織体制 ソシキ タイセイ						【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標を社内で共有している リネン オヨ ケイエイ モクヒョウ		基本 キホン																				8		9																17

		36								【法令遵守】
・法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する体制・仕組みを構築している ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク		基本 キホン																																				16



				上記以外で設定した取組項目 ジョウキ イガイ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

				独自に設定したSDGsに資する取組 ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組内容 グタイテキ トリクミ ナイヨウ						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17











				【留意事項】
・「チェック欄」の該当する項目をチェックしてください。（非該当の項目は、非該当欄をチェックし、その理由を「具体的な取組内容」へ記載してください。）
・「取組レベル」の「基本」の項目に、すべてチェックが入ることが、登録の必要条件となります。
・「具体的な取組」の項目は、チェック内容に関する具体的な取組を記載してください。
　また、取組に関連する国際機関、国、県、市町村等の認証・認定等（※）を取得している場合は、その旨を併せて記載してください。
　（※ … 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度（信州ふくにん）、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度など） リュウイ ジコウ ラン ガイトウ コウモク ヒガイトウ コウモク ヒガイトウ ラン リユウ グタイテキ トリクミ ナイヨウ キサイ トリクミ キホン コウモク ハイ トウロク ヒツヨウ ジョウケン グタイテキ トリクミ コウモク ナイヨウ カン グタイテキ トリクミ キサイ カンレン コクサイ キカン クニ ケン シチョウソン ナド ニンショウ ニンテイ ナド シュトク バアイ ムネ アワ ショクバ ニンショウ セイド シンシュウ フクシ ジギョウショ ニンショウ ヒョウカ セイド シンシュウ ニンテイ シンリン ニンショウ セイド シンリン キュウシュウ ヒョウカ ニンショウ セイド ナガノケン ケン サンザイ コテイ リョウ ニンショウ セイド

				〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ







要件２（申請様式）

						SDGs達成に向けた取組内容（要件２） タッセイ ム トリクミ ナイヨウ ヨウケン



						【留意事項】
・「チェック欄」の該当する項目をチェックしてください。（非該当の項目は、非該当欄をチェックし、その理由を「具体的な取組内容」へ記載してください。）
・「取組レベル」の「基本」の項目は、すべてチェックが入ることが、登録の必要条件です。
・「具体的な取組」の項目は、チェック内容に関する自社の取組について記載してください。また、取組内容に関連する行政等の認証・認定制度等（※）を取得している場合は、その旨記載願います。
　（※ … 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度、信州福祉事業所認証・評価制度（信州ふくにん）、えるぼし認定、森林認証制度、森林CO2吸収評価認証制度、長野県県産材CO2固定量認証制度等） リュウイ ジコウ ラン ガイトウ コウモク トリクミ キホン コウモク ハイ トウロク ヒツヨウ ジョウケン グタイテキ トリクミ コウモク ナイヨウ カン ジシャ トリクミ キサイ トリクミ ナイヨウ カンレン ギョウセイ ナド ニンショウ ニンテイ セイド ナド シュトク バアイ ムネ キサイ ネガ ショクバ ニンショウ セイド シンシュウ フクシ ジギョウショ ニンショウ ヒョウカ セイド シンシュウ ニンテイ シンリン ニンショウ セイド シンリン キュウシュウ ヒョウカ ニンショウ セイド ナガノケン ケン サンザイ コテイ リョウ ニンショウ セイド ナド

						カテゴリ		チェック欄 ラン		非該当 ヒガイトウ		チェック内容 ナイヨウ		取組
レベル ト ク		具体的な取組 グタイテキ トリクミ		SDGsとの関連性 カンレンセイ

																		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17



				1		人権・労働 ジンケン ロウドウ						【差別の禁止】
・性別、年齢、障がい、国籍、出身などによる差別を防ぐ教育体制や相談体制を整備し、差別がないことを確認している サベツ キンシ セイベツ ネンレイ ショウ コクセキ シュッシン サベツ フセ キョウイク タイセイ ソウダン タイセイ セイビ サベツ カクニン		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.7
8.8				10.2
10.3												16.1
16.2
16.7

				2								【ハラスメント禁止】
・セクハラ、マタハラ、パワハラ等のハラスメントを防ぐ、ルール・教育・相談体制が整備されている キンシ トウ フセ キョウイク ソウダン タイセイ セイビ		基本 キホン												5.1
5.2
5.5						8.5
8.8																16.1

				3								【労働時間】
・過度な長時間労働が行われていない ロウドウ ジカン カド チョウジカン ロウドウ オコナ		基本 キホン																		8.5
8.8

				4								【外国人労働者】
・外国人労働者に対する差別、人権侵害がないことを確認している ガイコク ジン ロウドウ モノ ガイコク ジン ロウドウシャ タイ サベツ ジンケン シンガイ カクニン		基本 キホン										4.4								8.7
8.8				10.2
10.3

				5								【労働安全衛生】
・作業中の事故等を防ぐため、安全で衛生的な労働環境が整備されている ロウドウ アンゼン エイセイ サギョウ ナカ ジコ トウ フセ アンゼン エイセイテキ ロウドウ カンキョウ セイビ		基本 キホン								3										8

				6								【メンタルヘルス】
・労働者のメンタルヘルスを良好に維持できるように対策を実施している ロウドウシャ リョウコウ イジ タイサク ジッシ		基本 キホン								3

				7								【ダイバーシティ経営】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）が、十分に活躍できる環境が整備されている ケイエイ タヨウ ジンザイ ショウ シャ コウレイシャ トウ ジュウブン		基本 キホン												5.1
5.5						8.5				10.2
10.3

				8								【人材育成】
・適切な能力開発、教育訓練の機会を従業員に提供している ジンザイ イクセイ テキセツ ノウリョク カイハツ キョウイク クンレン キカイ ジュウギョウイン テイキョウ		基本 キホン										4		5.5						8		9

				9								【公正な待遇】
・雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金等の原則に沿った対応を行っている コヨウ ケイタイ カカ		基本 キホン												5.5						8.5				10.2
10.3

				10								【健康経営】
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでいる ト ク		チャレンジ								3										8

				11		環境 カンキョウ						【廃棄物】
・廃棄物の管理を適切に行い、適切な処理を推進している。 ハイキブツ ハイキブツ カンリ テキセツ オコナ テキセツ ショリ スイシン		基本 キホン																								11.6		12.4				14.1

				12								【エネルギー・温室効果ガスの現状把握】
・自社のエネルギー使用量、温室効果ガス量を把握している。 オンシツ コウカ ゲンジョウ ハアク ジシャ シヨウリョウ オンシツ コウカ リョウ ハアク		基本 キホン																7.3										　		13

				13								【省エネ・温暖化対策の計画・取組】
・自社の温室効果ガスの排出量を把握し、排出の抑制を進めている ショウ オンダンカ タイサク ケイカク トリクミ ジシャ オンシツ コウカ ハイシュツ リョウ ハアク ハイシュツ ヨクセイ スス		基本 キホン																7.2
7.3										12.4		13.3

				14								【有害化学物質】
・法令等で規制されている有害化学物質を把握し、使用量の抑制及び適切な使用に努めている ユウガイ カガク ブッシツ ホウレイ トウ キセイ ユウガイ カガク ブッシツ ハアク シヨウリョウ ヨクセイ オヨ テキセツ シヨウ ツト		基本 キホン								3.9						6.3										11.6		12.4

				15								【生物多様性】
・自社活動が生物多様性や生態系に悪影響を及ぼさないよう配慮している セイブツ タヨウセイ ジシャ カツドウ セイブツ タヨウセイ セイタイケイ アクエイキョウ オヨ ハイリョ		基本 キホン														6.6																		15

				16								【３Rの推進】
・リデュース、リユース、リサイクルを推進している		基本 キホン																										12.5				14.1

				17								【水の管理】
・水資源の利用状況を適切に管理し、利用効率の改善に努めている ミズ カンリ ミズ シゲン リヨウ ジョウキョウ テキセツ カンリ リヨウ コウリツ カイゼン ツト		チャレンジ														6.4
6.6

				18								【環境マネジメントシステム】
・ISO14001、エコアクション21または同等の環境マネジメント規格（南信州いいむす21等）を取得している カンキョウ ドウトウ カンキョウ キカク ミナミ シンシュウ ナド シュトク		チャレンジ								3.9						6		7										12		13.3		14		15

				19								【環境情報開示】
・自社の環境の取り組みに関する情報を正しく開示している カンキョウ ジョウホウ カイジ ジシャ カンキョウ ト ク カン ジョウホウ タダ カイジ		チャレンジ																										12.6

				20								【再生可能エネルギーの利用】
・再生可能エネルギーの利用を進めている サイセイ カノウ リヨウ サイセイ カノウ リヨウ スス		チャレンジ																7.2												13

				21								【天然資源の持続的利用】
・天然資源の持続的利用に配慮した調達を行っている ハイリョ チョウタツ オコナ		チャレンジ																										12.2		13		14		15

				22		公正な事業慣行 コウセイ ジギョウ カンコウ						【汚職・贈収賄防止】
・汚職・贈収賄を禁止する方針を掲げ、社員に教育している オショク ゾウシュウワイ ボウシ オショク ゾウシュウワイ キンシ ホウシン カカ シャイン キョウイク		基本 キホン																																		16
16.5

				23								【公正な競争】
・不正競争行為に関与しない方針を掲げ、社員に教育している コウセイ キョウソウ フセイ キョウソウ コウイ カンヨ ホウシン カカ シャイン キョウイク		基本 キホン																																		16

				24								【知的財産保護】
・知的財産を保護する取り組みを進めている チテキ ザイサン ホゴ チテキ ザイサン ホゴ ト ク スス		基本 キホン																		8.2
8.3		9

				25								【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している コジン ジョウホウ ホゴ コジン ジョウホウ テキセツ カンリ		基本 キホン																		 				 												16

				26								【紛争鉱物】
・紛争鉱物を取り扱っていないことを確認している フンソウ コウブツ		チャレンジ																																		16

				27								【サプライチェーン管理】
・サプライヤー、事業パートナー等に対し、人権侵害（低賃金労働、児童労働、劣悪な労働環境等）の防止、生物多様性や生態系への悪影響の防止、倫理面での適切な対応（ハラスメント・汚職・贈収賄防止）のための取組を要請している カンリ ジギョウ トウ タイ ジンケン シンガイ ボウシ アクエイキョウ ボウシ リンリメン テキセツ タイオウ オショク ボウシ ト ク ヨウセイ		チャレンジ												5						8				10				12		13		14		15		16		17

				28		製品･サービス セイヒン						【製品・サービスの安全性】
・自社の製品・サービスの安全性を確保するための仕組みを構築している セイヒン アンゼンセイ ジシャ セイヒン アンゼンセイ カクホ シク コウチク		基本 キホン								3.9																		12.4

				29								【品質保証】
・品質のよいモノやサービスを提供するための仕組みを確立している ヒンシツ ホショウ		基本 キホン																				9

				30								【環境配慮】
・環境に配慮した製品の開発・設計を進めている カンキョウ ハイリョ カンキョウ ハイリョ セイヒン カイハツ セッケイ スス		チャレンジ														6												12		13		14		15

				31								【社会課題解決】
・社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開を進めている シャカイ カダイ カイケツ シャカイ カダイ カイケツ セイヒン カイハツ テンカイ スス		チャレンジ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

				32								【地域への配慮】
・自社事業が地域に与える影響に適切に対応している チイキ ハイリョ ジシャ ジギョウ チイキ アタ エイキョウ テキセツ タイオウ		基本 キホン										4										9				11		12				14		15				17

				33								【社会貢献活動】
・寄付、ボランティア等を含む、社会貢献活動に積極的に取り組んでいる シャカイ コウケン カツドウ キフ トウ フク シャカイ コウケン カツドウ セッキョクテキ ト ク		チャレンジ										4										 				11						14		15		 		17

				34								【地域資源】
・地域資源を積極的に利用（地消地産、地産外商）している チイキ チショウ チサン		チャレンジ																		8		9				11		12		13						 

				35		組織体制 ソシキ タイセイ						【法令遵守】
・法令遵守の考え方が社内に浸透している ホウレイ ジュンシュ ホウレイ ジュンシュ カンガ カタ シャナイ シントウ		基本 キホン																																		16

				36								【内部管理体制】
・経営理念（及びSDGsとの関係）及び経営目標が社内で共有されている リネン オヨ カンケイ オヨ ケイエイ モクヒョウ		基本 キホン																		8		9																17

				37								【法令遵守】
・法令を確実に遵守する体制・仕組みが構築されている ホウレイ ジュンシュ ホウレイ カクジツ ジュンシュ タイセイ シク コウチク		基本 キホン																																		16

				38								【組織体制】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対応する担当、専門部署などの体制が整備されている ソシキ タイセイ キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイオウ タントウ センモン ブショ タイセイ セイビ		基本 キホン																																		16

				39								【ステークホルダーとの対話】
・ステークホルダーとの対話により、自社活動のステークホルダーに及ぼす影響を把握し、適切に対応している タイワ タイワ ジシャ カツドウ オヨ エイキョウ ハアク テキセツ タイオウ		基本 キホン																																		16		17

				40								【リスクマネジメント】
・リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスが整備されている トクテイ ヒョウカ セイビ		チャレンジ																																		16

				41								【社会的責任】
・企業活動が社会・環境に及ぼす影響に対し、責任を持って対応するCSR（Corporate Social Responsibility）の取組を進めている シャカイテキ セキニン キギョウ カツドウ シャカイ カンキョウ オヨ エイキョウ タイ セキニン モ タイオウ ト ク スス		チャレンジ																																		16		 

				42								【事業継続】
・事故や災害などの発生における事業継続計画を立案している ジギョウ ケイゾク ジコ サイガイ ジギョウ ケイゾク ケイカク リツアン		チャレンジ																				9				11				13
13.1						16

				43								【事業承継】
・事業承継に関する検討・対策を行っている ジギョウ ショウケイ ジギョウ ショウケイ カン ケントウ タイサク オコナ		チャレンジ																		8		9																17



						上記以外で自社において設定した取組項目 ジョウキ イガイ ジシャ セッテイ トリクミ コウモク

Administrator: Administrator:
自らSDGsを考える
取りこぼしを無くす

						企業が独自に設定したSDGsに資する取組 キギョウ ドクジ セッテイ シ トリクミ								具体的な取組内容 グタイテキ トリクミ ナイヨウ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17











						〇 この「要件２」は、ISO26000（※１）、RBA（Responsible Business Alliance）（※２）行動規範等を参考に、非財務情報（SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項）について整理し作成
〇 「SDGsとの関連性」については、各項目について、169のターゲットに直接的に当てはまる場合は黒字、　間接的（結果として）に寄与する17ゴールが当てはまる場合は、赤字で番号を記載
〇 企業が県へ申請する際には、チェック欄へのチェックとあわせ、「具体的な取組」へ取組内容を記載
　※１…組織の社会的責任に関する国際規格　　　※２…労働環境、製造プロセスの環境負荷に対する責任を持っていることを確認するための規定 ヨウケン サクセイ カンレンセイ
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（参考：長野県資料）登録のポイント
１ 対象者

○長野県内に本社又は支社等を有し、県内における事業活動を行う企業、法人、団体、個人事業主

２ 登録要件等
（１）登録要件（要件１と要件２の実施・申請）
○SDGs達成に向けた経営方針等と、「環境」、「社会」、「経済」の３側面の全てについて
重点的な取組と目標を宣言してください。（要件１）

○県が設定した42のチェック項目について、企業活動等に照らして具体的な取組を記載
（セルフチェック）してください。宣言に合わせ取り組む予定の取組を記載いただく
ことも可能です。（要件２）
※SDGsは、企業にあっては様々な部署に関わるものですので、全体で取組内容を
検討いただくなど、工夫を図って進めていただければと考えています。

（２）要件２の留意点
○「チェック項目」は、「基本」と「チャレンジ」に分かれています。「基本」の全てに
「具体的な取組」を記載いただくことが登録の必須条件となります。

○チェック項目以外に、独自に設定した取組項目があれば、積極的に記載してください。

３ 登録後の進捗管理
○毎年１回以上、申請いただいた取組内容を確認いただき、新たな取組の追加・変更等を含めて
県に報告してください。
県ＨＰ等の掲載内容の追加・変更内容などを最新のものに更新させていただきます。

○登録は３年の期限を設けた更新制とさせていただきます。 18
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