
「ふくいSDGsパートナー」
登録制度について

令和2年8月7日

福井県地域戦略部未来戦略課
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資料３



１ 登録制度のポイント
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２ 申請書類の書き方

３ 今後のスケジュール



１ 募集の対象

福井県内に事務所等を置く企業、団体、

教育機関、研究機関、NPO法人、

地方公共団体 など
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個人事業主の方は、
事業所名でご登録いただけます。



２ 登録の基準
（１）SDGsの達成に向けた方針について、

代表者の考えが宣言されていること

（２）以下の①②両方に該当するSDGsの達成に

向けた具体的な活動の内容について、

県に報告していること

① SDGsパートナーの活動コンセプトである

「未来のために。～次の世代に選ばれる福井へ～」に

合致する活動であること。

② SDGsの17ゴールとの関係が明確であること
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☛ 「SDGs宣言書」を提出

☛ 「登録申請書」を提出
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活動テーマ

❶次世代を育てる ―ふくいを愛する子どもを育てる

❷次世代を応援する ―若者のチャレンジ応援

❸次世代の社会をつくる ―共生・共助社会の実現

❹次世代に引き継ぐ ―暮らしと風景の維持・継承

活動コンセプト

未来のために。～次の世代に選ばれる福井へ～



次世代を育てる

【活動事例】

・ 郷土について学び、発信するふるさと教育の促進

・ 工場見学、職場体験などの受入れ

・ 子どもたちの文化・スポーツ活動の応援

・ 子どもの見守り活動の実施

・ テレワークやフレックスタイム等の導入による子育て

世代の柔軟な働き方の支援

・ 男性の育児休暇取得の促進
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活動テーマ❶



次世代を応援する

【活動事例】

・ 若者の地域活性化に向けた活動への協力

・ 大学や学生グループに共同研究の場を提供

・ インターンシップの実施

・ 学生の起業や若手経営者の事業を支援

・ 若手社員が定着する職場環境づくり

・ 結婚を希望する若者の出会いの場づくり
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活動テーマ❷



次世代の社会をつくる

【活動事例】

・ 外国人や障がい者など、誰もが安心して暮らせる

環境づくり

・ 多様な人材が活躍できる職場環境づくり

・ ユニバーサルスポーツや

障がい者による芸術文化活動の応援

・ ユニバーサルデザインを採用した商品の開発・製造

・ 女性の採用・育成・登用の推進

・ 寄付・ボランティアなどの社会貢献活動の実施
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活動テーマ❸



次世代に引き継ぐ

【活動事例】

・ 豊かな自然環境や魅力的な里山里海湖などの

保全

・ 自然を体験する機会の創出

・ 集落の暮らしの維持や活性化への支援

・ 省エネや３R（リデュース・リユース・リサイクル）

の推進

・ 脱プラスチックの取組みを推進

・ 環境に配慮した製品の開発・製造
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活動テーマ❹



3 登録方法

申請書類をメール、郵送等により県に提出

（１）登録申請書

（２）SDGs宣言書

（３）その他県が必要と認める書類

印鑑不要なので、
メールでの提出もＯＫ！
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※申請書類の提出後、１週間経ってもメール返信がない場合は、

確認のご連絡をお願いします。



４ 登録の有効期間

登録の日から２年経過後の日が属する

事業年度の末日まで

登録日
R2.9.1

1年後
R3.9.1

2年後
R4.9.1

有効期限
R5.3.31

R2年度 R3年度 R４年度

申請書と宣言書を提出
することで更新可能
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５ 登録のメリット

（１）県がHP等で対外的にPＲ

（２）福井県版SDGs公式ロゴマークの使用

（３）個別支援を行うアドバイザーの紹介

※ 登録メリットは、今後も充実を図っていきます。

９/４までロゴマークのデザイン募集中 ☛
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6 活動状況の報告

毎年１回、前年度（４月～翌３月）

の活動実績を県に報告していただきます。

※登録から３カ月以上経過した

パートナーはすべて対象。

※報告を行わない場合は、

登録取り消しの対象となります。
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２ 申請書類の書き方
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① 登録申請書

15



16
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ドロップダウン
リストで選択
入力

すでに実施している活動の
場合は実績、これから実施
予定の活動については実
施予定時期を記載してくだ
さい。

左欄の活動に係る目標
を記載してください。
（できるだけ定量的な目
標を設定してください。）

ドロップダウン
リストで選択
入力
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② SDGs宣言書
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ゴールのアイコンは、別シート
から選んで貼り付けてください。

SDGsの17ゴール

【ゴール１】

貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせ

る

【ゴール10】

人や国の不平等をなくそう
各国内及び各国間の不平等を是正する

【ゴール２】

飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改

善を実現し、持続可能な農業を促進する

【ゴール11】

住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靭（レジエント）で持続

可能な都市及び人間居住を実現する

【ゴール３】

すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活

を確保し、福祉を促進する

【ゴール12】

つくる責任 つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する

【ゴール４】

質の高い教育を みんなに
すべての人々への包括的かつ公正な質の高い

教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

【ゴール13】

気候変動に具体的な対策を
気候変動及びその影響を軽減するための緊

急対策を講じる

【ゴール５】

ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女

児の能力強化を行う

【ゴール14】

海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を

保全し、持続可能な形で利用する

【ゴール６】

安全な水とトイレを世界中に
すべての人々の水と衛生の利用可能性と持

続可能な管理を確保する

【ゴール15】

陸の豊かさも守ろう
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用

の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化へ

の対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及

び生物多様性の損失を阻止する

【ゴール７】

エネルギーをみんなに

そしてクリーンに
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可

能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する

【ゴール16】

平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂的な社

会を促進し、すべての人々に司法へのアクセス

を提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説

明責任のある包摂的な制度を構築する

【ゴール８】

働きがいも 経済成長も
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべて

の人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいの

ある人間らしい雇用（ディーセントワーク）を

促進する

【ゴール17】

パートナーシップで

目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を強化

し、グローバル・パートナーシップを活性化する

【ゴール９】

産業と技術革新と基盤をつくろう
強靭（レジエント）なインフラ構築、包摂的か

つ持続可能な産業化の促進及びイノベーショ

ンの推進を図る

（達成に向けて取り組む主なゴール）

令和２年１１月　　日

福井県庁株式会社

代表取締役　福井 花子

　
　地域の様々な団体の皆さまや行政と連携し、持続可能な地域社会づく
りを進めます。

　○ 子どもたちの学びを支援します。

　○ 若手社員のキャリアアップを応援します。

　○ ３Ｒを推進します。

福井県庁株式会社は、

ＳＤＧｓの達成に貢献することを宣言します。

（達成に向けて取り組む主なゴール）

令和２年１１月　　日

福井県庁株式会社

代表取締役　福井 花子

　
　地域の様々な団体の皆さまや行政と連携し、持続可能な地域社会づく
りを進めます。

　○ 子どもたちの学びを支援します。

　○ 若手社員のキャリアアップを応援します。

　○ ３Ｒを推進します。

福井県庁株式会社は、

ＳＤＧｓの達成に貢献することを宣言します。
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８月 ３日～ 登録申請の受付スタート

（随時受付）

１０月 上旬 オリジナルロゴマーク決定

１１月 中旬 「福井県SDGsパートナーシップ会議」

キックオフイベント開催
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内容（予定）

〇登録証交付

〇記念講演

〇 SDGs事例発表

（登録証イメージ）



ご清聴ありがとうございました。
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