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● SDG Compass＊18
　　SDGコンパスは企業が如何にして SDGsを経営戦略に統合させ、SDGsへの貢
献を測定・管理していくのかの指針として、国連グローバルコンパクト等が作成
したものです。
　　SDGコンパスでは SDGsに取り組むために５つの
　　ステップを推奨しています。
　STEP1：SDGsを理解する
　　SDGsを理解することなくしてアクションは起こせない
　STEP2：優先課題を決定する
　　自社で取り組み優先課題を絞り込む
　STEP3：目標を設定する
　　アウトサイド・インで意欲的な目標を設定する
　STEP4：経営へ統合する
　　SDGsを組織に定着させて全社的な取組にする
　STEP5：報告とコミュニケーションを行う
　　内外への報告を有効に利用して取組を推進させる
　※STEP２から STEP5を繰り返し、企業活動をブラッシュアップ

● SDGs活用ガイド＊19

　　環境省では中小企業向けに SDGs活用ガイドを作成しており、PDCAサイクルに
よる５段階の取組手順が示されています。

　　手順1：取組の意思決定（話し合いと考え方の共有）
　　手順2：取組の着手（自社の活動内容の棚卸し、SDGsを紐付け）
　　手順3：具体的な取組の検討と実施（取組の目的･内容･ゴール･担当の決定）
　　手順4：取組状況の確認と評価（取組を実施し、その結果を評価）
　　手順5：取組の見直し（一連の結果の整理、外部への発信、そして次の展開）
● SDGs経営ガイド＊20

　　経済産業省では「SDGs経営 /ESG投資研究会」における議論の成果を、企業価値
の向上に向けて不断の努力を続けている企業にとって、今後の SDGsの取組の羅針
盤となる「SDGs経営ガイド」を発行しています。

（4）中小事業者が取り組む SDGs の事例＊21

　中小事業者が上記の SDGsの取組手順に従って、
組織の中に取り入れた工務店の事例を紹介します。
　この取組手順の特徴は、ステップ２で事業者の
過去の取組を振り返り、SDGsとの紐付けを「後づ
けマッピング」とし、次のステップ３においてバッ
クキャスティングで経営ビジョンと優先的取組の
SDGsを「先づけマッピング」しているところです。

　SDGsに取り組んでいると言っている事業者の中
には、自社の過去の取組と SDGsの紐付けで終わっ
ているところがみられます。ここでいうステップ
３以降の取組が事業者には求められます。

（3）SDGs に取り組むための手順例

STEP❶
SDGsを
理解する

STEP❷
優先課題を
決定する

STEP❺
報告とコミュニ
ケーションを行う

STEP❸
目標を
設定する

STEP❹
経営へ
統合する

□SDGsに取り組むためのチェックポイント
★SDGsは野心的な目標を掲げ、未来のあるべき姿から今やるべきことを逆算して考
えて行動する「バックキャスティング」の考え方が求められています。
★SDGsは社会・環境問題の解決を第一に考え、そのために自分たちは何をすべきか
を考えて行動する「アウトサイド・イン」の発想が求められています。

<優先的取組事項の事例> <KPI：重要業績評価指標の事例と目標値>
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ゴール

・新築住宅の省エネ性能：2030年までに
ZEH相当
・ノンフロン断熱材の使用率：2030年より
全棟
・断熱改修の受注件数：2030年までに〇件

・残業時間、休日出勤の ITC活用による業
務効率化
・職能系資格取得者数：2030年までに〇人

・県産材の使用率 50％以上

・女性社員の比率：2030年までに〇％
・女性技術者の育成
・女性管理職比率：2030年までに〇%

・自社HP
  にて公表

・自社HP
  にて公表

・自社HP
  にて公表

・自社HP
  にて公表

・SDGsバッジを社
員に配布
・社内で専門家を招
いて講演会を開催
・月例会議で SDGs
の勉強会を開催
・自社 HPに SDGs宣
言を行い、その内
容を公表

・事業活動に伴う
CO₂排出量の削減

・健康・省エネのトータ
ルバランスを追求し
た高性能住宅の開発

・働き方の見直し

・地域の森林組合と連携
した県産材の利用促進

・女性活躍の促進

優
先
順
位

高

中

ステップ 1：
SDGSの理解
の浸透

ステップ５：
フォローアッ
プと情報 発信

ステップ 2：過去の取組の振り返
りと経営課題の洗い出し（後づけ
マッピング）

ステップ３：経営ビジョンと優先的取組
事項の設定（先づけマッピング）

ステップ４：経営計画の策定と実行

建築関連産業と SDGs編集委員会「これからの工務店経営と SDGs（持続可能な開発目標）」2020.2をもとに作成

・節水型設備の導入

・働き方の見直し

・福岡県産材の積極
的活用

・女性社員の活躍
推進

・省エネリフォーム
住宅施工
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（1）ふくおかエコライフ応援サイト
　ふくおかエコライフ応援サイトでは、気候変動等に関する情報提供等を行ってい
ます。県内の温室効果ガス排出量などの情報の他、環境用語集などもあります。
ぜひご覧いただき、エコ情報ポータルサイトとしてご活用ください。

（2）エコふぁみアプリ
　福岡県では家庭からの CO₂排出削減をサポートするためのアプリを作りました。
「エコふぁみ」です。

　グラフでは、対前年度
や九州平均との比較もで
きるため、自分の生活の
振り返りができます。
　また、毎日エコチェッ
クでは、すぐにできるエ
コ活動をピックアップし
ているため、ぜひ選択肢
に出ている活動を取り組
んでみてください。

（3）COOL CHOICE
　環境省では、地球温暖化防止に貢献
するあらゆる選択を「COOL CHIOCE」
と呼び、その取組を推進しています。

COOL CHOICEアプリでは、
•気候変動の基本情報
•各地の影響や対策に関する動画
•著名人からのメッセージ
など、様々なコンテンツから気候変
動について知ることができます。

●COOL CHOICEメニュー ＊22

・PCの省エネ設定
・照明の LED化
・WEB会議
　　→移動時間や交通費の削減
・エコペーパー（再生紙の使用）
・ペーパーレス
・オフィス宅配受取
　　→オフィス受取で再配達防止

●賛同登録
　COOL CHOICEの考え方に共感し実践してくださる方には、「賛同」をお願い
しています（2021年5/31現在で約1,370万人が賛同）。賛同は個人と団体の2種
類あります。会社全体の賛同登録（団体賛同）もできます。
　団体賛同の申請は、ふくおかエコライフ応援サイトからも可能です。
　ふくおかエコライフ応援サイトから申請いただくと、ご要望に応じて、①会社名、
②会社HPのURL、③スローガン、④取組み紹介をサイト上で公表します。
　詳しくは「ふくおかエコライフ　COOL CHOICE」で検索してください。ダウンロードはこちらから

ダウンロードはこちらから

●COOL CHOICEアプリ

　職場でできる COOL CHOICE
もたくさんあります。

●エコ記録
電気使用量を記録しよう。
記録したら、1項目あたり
10ポイントゲット！

●毎日エコチェック
環境にやさしい行動にチェック
を付けると 1ポイントゲット！
是非実践してね

●ポイントを貯める
ポイントを貯める方法は
こちらをチェック！ ●ポイントを使う

貯めたポイントで抽選に参加で
きます。当選すると素敵なプレ
ゼントがもらえます。

●福岡の風景
エコトンが県内の名所を巡り
ます。たくさんポイントをた
めると画面が変わります。

●マップ情報
環境イベントやエコふぁみ
協賛店、環境スポットなど
の情報が表示されます。 ●最新のおしらせ

県からの最新のお知らせが
表示されます。お知らせを
読んで、5ポイントゲット！

●グラフ
電気使 用量等をグラフで
チェック。年間を通していつが
使用量が多いのか、九州平均
などとも比較できます。 ●応援パスポート

エコふぁみ協賛店で割引等が
受けられるパスポートが表示
されます。

他にも便利な機能が
もりだくさん！

7. 【知識編】従業員の環境教育のためのサイト活用 いろんな情報を活用しよう
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※注：これらは主に環境部の事務事業に関連する法律、条令についてまとめたもので、ＩＳＯ１４００１の規格の要求事項を全て網羅したものではありません。
　　  企業の業種によっては、この他にも法令等の規制を受ける場合がありますので、それぞれの法令担当の国、県、市町村の関係機関にお問い合わせ ください。

廃棄物対策課 

　 （計画指導係） 

　 092-643-3363 

　 （施設第一係） 

 　092-643-3398 

 　（施設第二係） 

 　092-643-3364

　 （企画係）
　 092-643-3371

　 （リサイクル係） 
 　092-643-3372

 　（事業化推進係） 
 　092-643-3381

企画課技術調査室

　 092-643-3644

水資源対策課
　 水道整備室
　 092-643-3376

建築指導課

　 092-643-3720

●環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
●国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）
●国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（環境配慮契約法）
●公害紛争処理法 (※自然環境課と共管)

●福岡県産業廃棄物税基金条例

●使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法）
●食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）(食品ロスに関すること)

●下水道法（※下水道課と共管）
●ダイオキシン類対策特別措置法
●ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
●下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法
●美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の
　保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律（海岸漂着物処理推進法）

●循環型社会形成推進基本法

●福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

●建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）（建築物の特定建設資材
　に係る分別解体等に関すること）
●都市の低炭素化の促進に関する法律（低炭素建築物）（新築等計画の認定に関すること） 
●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

●福岡県産業廃棄物税条例　

●建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）
（土木工事の特定建設資材に係る分別解体等に関すること）

●福岡県流域下水道条例　
●下水道法（※廃棄物対策課と共管）

●福岡県産業廃棄物の不適正処理の防止に関する条例
 （産業廃棄物の排出事業者等の事務所等への立入検査及び違反行為等の是正に関すること）

（企画調整班）

●気候変動適応法

https://www1.g-reiki.net/pref_fukuoka/reiki.html

●環境基本法
●環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律

●福岡県産業廃棄物税基金条例

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物有害使用済機器に係る検査及び違反行為等是正
　に関する事
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物に係る検査及び違反行為是正に関すること）
●ダイオキシン類対策特別措置法
（産業廃棄物に係る焼却施設から排出されるばいじん等の処理に関する指導及び産業廃棄物産業
　最終処分場の維持管理に関すること）
●建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）
（特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に係る対象建設工事現場への立入検査及び違反行為等
　の是正に関すること
●特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法）

8. 【知識編】関連法律・条例と問合せ先 条例等不明な場合は下記連絡先まで
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