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ＳＤＧｓとは・・・
持続可能な開発目標 SDGs（Sustainable Development 
Goals ）とは，2001年に策定された ミレニアム開発目標
（MDGs） の後継として，2015年9月の国連サミットで加盟

国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」に記載された，2030年までに持続可能
でよりよい世界を目指す国際目標です。

企業にとっては…リスク×チャンス

リスク ・・・・取り組まないと存亡の危機
チャンス・・・・取り組むとビジネスチャンス

自社をよりよく魅せるツール
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SDGsへの理解と取組み（㈱帝国データバンク調べ2022.6 ）

株式会社帝国データバンク 東京支社情報統括部「SDGsに関する企業の意識調査（2022年）」から抜粋



とちぎSDGs推進企業登録制度

全世界的に、社会課題解決のプレーヤーとしての「企業」が注目され、
SDGsの取組みを重視する動きが強まっている。

（公財）栃木県産業振興センターHP「SDGsに取り組みたい」より一部抜粋

4

SDGsの達成を通じて社会課題解決に取組むことにより、
➀企業イメージの向上
②社会課題への対応
③生存戦略
➃新たな事業機会の創出のような可能性が広がっていくと考えられています。

しかし、
「SDGsとは言っても、何に取組めばいいかわからない」
「SDGsと自社の取組みがどう関係しているのかわからない」
といった声も多くあります。

そこで栃木県として、

まずは、県内企業の皆様が、SDGsに関しての理解を深め、企業活動とSDGs
のつながりを理解した上で、意識的な取組を推進し、その取組を対外に発信
し、PRするためのツールとして活用できる、

「とちぎＳＤＧｓ推進企業登録制度」を創設しました。
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登録制度の概要

【対象者】

栃木県内に本社又は支社等を有し、県内において事業活動
を行う企業、法人、団体、個人事業主

【登録要件】

(1)「環境」・「社会」・「経済」の３側面の取組

及び目標が設定されていること。（様式第２号）

(2) ＳＤＧｓ達成に向け、既に取組んでいる又は登録

後に取組む具体的な取組内容が記載されていること。

（様式第３号）
●期待レベル「基本」を全て記入。

●申請は事業所単位での申請
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申請書類について

①とちぎＳＤＧｓ推進企業登録申請書（様式第１号）

②ＳＤＧｓ達成に向けた宣言書（様式第２号）

③ＳＤＧｓ達成に向けた具体的な取組の

チェックリスト（様式第３号）

●登録申請は、原則 事業所単位

（注）ただし、事業所単位での目標・取組を設定することが難しい場合は、各
事業所を含めた会社全体としての申請でも問題ありません。

その際は、県内事業所や支店等の一覧を合わせてご提出ください

様式は「産業振興センターHP」よりダウンロード
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申請書類作成のステップ

チェックリスト

（様式第３号）

に沿って、SDGs達成につながる現

在の取組、今後の取組を検討

ス
テ
ッ
プ
１

チェックリストの

43項目を

セルフチェック

ス
テ
ッ
プ
２

SDGs達成に向けた経営方針等、

重点的な取組み目標を

「環境」「社会」「経済」の３側面で

宣言（様式第２号）

ス
テ
ッ
プ
３

チェックリスト
から検討を始める

チェックリスト
を元に重点的取
組目標を決める
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申請書類の記載ポイント①

【様式３チェックリストについて】

・基本（水色の欄）はすべて記載する。

・右側のSDGsのゴール・ターゲットのマッピングの数値
（番号）は参考であり、特に意識しなくても構いません。

・現在、取組んではいないが、今後取組を考えている場合は、
【予定】などと記載してわかるようにしてください。

チェックリストは、企業活動とSDGsの繋がりを整理し、SDGs
達成に向けた取組を整理するものと考えてください。

該当しない項目の場合「●●のため該当しない」
などと記載してください
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様式3号

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、人種、出身などによる差別がないことを確認している
○ ○ 基本

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
○ ○ 基本

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
○ 基本

8.5

8.8

4
【外国人労働者】

・外国人労働者の差別、人権侵害がないことを確認している
○ ○ 基本 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
○ ○ 基本 3 8

6
【メンタルヘルス】

・労働者のメンタルヘルスを良い環境で維持できるように施策を実施している
○ 基本 3

7
【ダイバーシティ経営の促進】

・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者等）を活かし、十分に活躍できる環境が整備されている
○ ○ 基本

5.1

5.5
8.5

10.2

10.3

8
【健康経営】

・従業員への健康投資による生産性の向上等の組織の活性化に取り組んでいる
○ ○ 応用 3 8

9
【人材育成】

・労働者に適切な能力開発、教育訓練の機会を提供している
○ ○ 応用 4 8 9

10
【雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保】

・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
○ ○ 応用 8.5

10.2

10.3

とちぎSDGｓ推進企業登録制度　SDGs達成に向けた具体的な取組のチェックリスト

ＳＤＧｓのゴール・ターゲットのマッピング

カテ

ゴリ

チェ

ック

番号

SDGsの観点で市場・社会から期待される基本的な事項

３側面該当
期待レベ

ル

具体的な取組

（県などの認証制度の取得事例があれば、併せて記入ください。）環

境

社

会

人

権・

労働

経

済

このチェックリストは、企業活動とSDGsの繋がり
を整理し、SDGs達成に向けた取組を整理するもの
と考えてください。

【記載ポイント】 様式第３号 SDGｓ達成に向けた具体的な取組のチェックリスト

この欄（具体的な取組）
を

記入してください。

＜具体的な取組＞ この欄を記入してください。
取組レベル「基本」の項目は、必ずご記入くだ
さい。 （43項目中、「基本」は21項目）

＜具体的な取組＞ 記載ポイント

＜SDGsのゴール・ターゲットのマッピング＞
４３のチェック項目が、SDGsの17ゴール／169のターゲットの

どれに関連があるかを参考に示しています。
黒字：直接当てはまるもの

赤字：間接的に（結果として）寄与するもの
＜見方＞「5.1」⇒ゴール５／ターゲット1に直接当てはまる

「5.5」⇒ゴール５／ターゲット5に間接的に寄与する

・左欄「基本的な事項」 の内容に照
らして、それぞれの企業・団体におい
て取り組んでいる内容について具体的
に記載してください。今後、取り組む
予定のものであってもかまいません。

・今後取組む予定のものについては、
記載内容の文頭に【予定】と記載して
ください。
※セルフチェック時に具体的な取組

に移行し、【予定】が外れていること
が理想です

・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（取得予定含む）は、できるだ
け記載してください。

＜3側面該当＞
SDGｓには３つの側面（環境・社会・経
済）があり、４３のチェック項目がどれ
に該当しているかを、参考に記載してい
ます。

＜チェック項目・カテゴリ＞
４３のチェック項目があり、
６つのカテゴリに分類されています。
①人権・労働、②環境、③公正な事業慣行、
④製品・サービス、⑤社会貢献・地域貢献
⑥組織体制

※様式２「様式第３号のチェック番号（1～43） 」は、

このチェック項目番号になります。

１

２

３

４

５

６

７

８

９

⑤-0説明会資料6（県）タテVer1　ETいじり.pptx
⑤-0説明会資料6（県）タテVer1　ETいじり.pptx


申請書類の記載ポイント②

【様式２宣言書について】

チェックリストで検討・記載した具体的な取組の中から、
重点的に取組むものについて「宣言書」に記載します。

・＜経営方針等＞重点的な取組を記載した上で、取組む上での

経営方針や取組方針等を記載してください。

17ゴールの番号で
はありません

・＜様式第３号のチェック番号（1～43）＞重点的な取組が

チェックリストの項目どれに当てはまるかを記載します。

※
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（様式第２号） 

年  月  日 

SDGs 達成に向けた宣言書 

 

所在地                

企業名                

代表者                

 

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 

 

 

 

 

【記載ポイント】様式第２号 SDGｓ達成に向けた宣言書①

チェックリストへ棚卸した具体的な取組の中から、
重点的に取組むものについて「宣言書」に記載します。

令和４年９月１日

栃木県宇都宮市〇〇〇

(株)トチギ〇〇

代表取締役 □△〇✕代表取締役

役職名

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。

申請日

＜経営方針等＞
重点的な取組を記載した

上で、取り組む上での経
営方針や取組方針等を記

載してください。
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SDGs 達成に向けた経営方針等 

 

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 

重点的な取組及び 

指標の進捗状況 
 

登録年月日：○○年○○月○○日 

要件２の

関連する

番号 

環境 

社会 

経済 

    

環境 

社会 

経済 

    

環境 

社会 

経済 

    

 

【記載ポイント】 様式第２号 SDGｓ達成に向けた宣言書②

・製造工程において排出さ
れるCO2排出量削減（2020）

・⼥性管理職⽐率を引上げ（2020）

・地元の木材を活⽤した
新商品開発（2020）

・ＣＯ２排出量の50％

削減

(2020▲t ⇒ 2030●t)

・⼥性管理職⽐率の20％

増加

(2020▲%⇒2030●%)

・地元木材活⽤の商品数

増加
（2020▲商品

⇒ 2030 ●商品）

12

７

20
34

＜重点的な取組＞
チェックリストへ記入した
具体的な取組の中から、重
点的に取組むものを宣言し
ます。
また、チェックリストの複
数項目を合わせて１つの取
組みとすることも可能です。

＜3側面＞
チェックリストを参考に、
対応している分野に○を付けます。
※取組内容によっては複数分野に○
が付けられる場合もあります。

数値目標
初回登録時は、

記入の必要はありません。

＜要件２の関連する番号＞
重点的な取組が
チェックリストの項目どれに
当てはまるかを記載します。

※様式３の左側にある
チェック項目番号です

17ゴールの番号ではありません

12 栃木県産業労働観光部産業政策課 （公財）栃木県産業振興センター

様式第
３号の
チェッ
ク番号

(1~43)

⑤-0説明会資料6（県）タテVer2　ETいじり.pptx
⑤-0説明会資料6（県）タテVer1　ETいじり.pptx


（様式第１号） 

年    月    日 

栃木県知事  様 

 

とちぎ SDGs推進企業（登録申請書・報告書） 

 

申請者  所在地                                

名 称                                

代表者                          

 

とちぎ SDGs 推進企業登録制度実施要領の規定により、（登録・取組の報告・登録の更新）に係る書

類を提出します。 

（以下のうち該当するものに○を付してください。） 

 ・新規登録（要領５関係） 

 ・取組の報告（要領８関係） 

 ・登録の更新（要領 10関係） 

【記載ポイント】 様式第１号 とちぎSDGｓ推進企業
（登録申請書・報告書）①

様式２～３を出す際に、合わせてご提出ください。
令和４年１２月１日

栃木県宇都宮市〇〇〇

(株)トチギ〇〇

代表取締役 □△〇✕

申請日
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【申請企業の概要】 

所 在 地  

名 称  

代 表 者  

設 立 年  

業 種  

従 業 員 数  

資 本 金  

HP  

URL  
 

連 絡 先 
TEL： 

メールアドレス： 

                                      （裏面に続く） 

【記載ポイント】 様式第１号 とちぎSDGｓ推進企業
（登録申請書・報告書）②

〒320-XXXX 栃木県宇都宮市〇〇〇

（株）トチギ〇〇

代表取締役 □△〇✕

1990年10月１日

製造業

30名

500万円

https://www.○○○○ html

028-6××-××××
△△△△＠○○.○○ （担当 〇✕△□）

日本標準産業
分類区分での

大分類で記載

県HP等に掲載す

る際、リンクを貼
ります。

確実に連絡が取れる

方をご記入ください。

【その他】（□の中をチェックしてください。）
□栃木県暴力団排除条例（平成22 年栃木県条例第30号）第２条第3号に規定する暴力
団員又は同条例第６条第１項に規定する密接関係者ではありません。

□その他重大な法令違反等はありません。

☑

☑
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募集期間について
•通年募集

3月の〆切後に申請した場合は、登録時期は７月となります。

＜イメージ＞ 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

通年募集

登録企業公表
登録マーク送付 登録企業公表

登録マーク送付

申請時期 １０～１２月 ・・・登録時期 １月

申請時期 ７～９月 ・・・登録時期１０月

７～９月申請（10月登録）

10～12月申請（１月登録）

15

※１～３月申請は、年度末のため３月の中旬頃〆切、３月末に登録となります。

栃木県産業労働観光部産業政策課 （公財）栃木県産業振興センター

１月７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

注意



企業/事業所 県（振興センター）

提出（宣言）

送付

連絡

提出

提出

提出

１年目
（登録時）

２年目

３年目

４年目
（更新時）

社内で取り組み内容を検討
申請書
宣言書
チェックリスト

自社ＨＰ等で

取組・マークを掲載

申請書
宣言書
チェックリスト
HP掲載情報を更新
※登録時から取組みが進んだ部分を更新して提出

申請書
宣言書
チェックリスト
HP掲載情報を更新

申請書
宣言書
セルフチェックリスト
HP掲載情報を更新

受付・記載の確認

登録マーク
HPに掲載

受領

受領

受領
※更新の意思確認

メールで
お願いします
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登録マーク

・SDGsのカラーを栃木の周りにまとい、地球を表現。

・柔軟なアイディアと対応でSDGｓの目標を栃木県が支援していく様を

表現しています。
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登録企業のメリット

➀県、栃木県産業振興センターHPでの企業名の公

表により、ＳＤＧｓの取組がＰＲできます。
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②企業HPや名刺等にオリジナルロゴマークを使用
できます。

③「とちぎSDGs推進企業応援保証」等、県内支援
機関で実施する制度の活用ができます。



登録マークの使⽤について

・使用に当たっては、国際連合のロゴ使用のためのガイドライン

「持続可能な開発目標 カラーホイールを含むＳＤＧｓロゴと17

のアイコンの使用ガイドライン」を厳守すること。

名刺、ホームページなど

企業のSDGsの取組をPRする際に使用ください。

【禁止事項】

(1)登録マークを商品やサービスに一定の品質、

効能を有するように使用すること

(2)登録マークにより商品やサービスに

一定の認証等があるように使用すること

(3)その他消費者等の誤解を生む使用方法や

法令等に違反する方法で使用すること
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申請する企業のみなさまへのお願い

• 登録された企業の宣言書（様式第２号）及びチェックリ
スト（様式第３号）は、栃木県HPで公表します。

• 登録後、宣言書（様式第２号）及びチェックリスト
（様式第３号）を自社HPでも公表してください。

• 登録マークについては、名刺やHP等で積極的に活⽤

ください。

• 登録１年後にセルフチェックを実施し、宣言書（様式
第２号）に進捗状況 を、チェックリスト（様式第３
号）に取組の状況を記載して報告ください。
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登録者企業数について

• 登録企業 ５８３件
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• 令和４年１０月登録 ５７件・５６者・１１３事業所



お問い合わせ先

●ＳＤＧｓ登録制度全般に関すること

栃木県産業労働観光部産業政策課

次世代産業創造室 ０２８－６２３－３２０３

E-mail：sangyoshinko@pref.tochigi.lg.jp

●申請に関すること

（公財）栃木県産業振興センター

次世代産業支援グループ ０２８－６７０－２６０８

E-mail：sdgs_suishin@tochigi-iin.or.jp
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御静聴ありがとう
ございました

皆様の申請をお待ちしております
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