
兵庫県行政書士会

これが行政書士のＳＤＧｓ！



　兵庫県行政書士会の令和元年度・令和２年度運営方針において、以下の行動指針が示されました。

　（1） 社会的責任（ISO26000等）の取り組みを通した持続可能な会務運営を行います。

　（2） SDGs（持続可能な開発目標）などの社会課題への取り組みにおける行政書士制度の関与を明らか
 にした発信を行います。

　（3） デジタル・ガバメントに対応したICTの取り組みを強化します。
 このSDGｓの情報発信は、上記の(2)に対応したものであり、私たちの活動とSDGｓが、いかに密接に結びついい

 るのかということ、地域創生の取り組みとは表裏一体の関係にあるものであることを明らかにしたいと思います。

　ある新聞社が行った「SDGs認知度調査（第6回）」（2020年3月26日）によれば、32.9％の人が「SDGsという

言葉を聞いたことがある。」と回答しています。20代にあっては、43.4％の人が知っているという状況で、学校

におけるSDGsの取り組みが功を奏している印象です。認知度が年々上がってきているものの、その内容に

ついては、「ほとんど知らない」と「まったく知らない」は、約３割に上っています。

　さて、そのSDGs（エスディージーズ）は、2015年9月25日に、ニューヨーク・国連本部で開催された国連サミ

ットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中核をなすものです。

　SDGsは、Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）を表していて、17のゴール（目標：
以下のアイコン1～17））と169のターゲット（SDGs3.3、SDGs3.dのようにゴールの番号に続いて枝番号や欧

文字がついたもの）から構成されています。「持続可能な開発」とは、「将来世代のニーズを損なわずに、現

代世代のニーズを満たす開発」のことです。
※SDGs3.3のように後ろに数字があるもの：目標が達成された状態
　SDGs3.dのように後ろに欧文字があるもの：解決のための取組み・手段

2. SDGｓとは

1.はじめに
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　例えば、事業者が社内の節水に取り組んだときは、SDGs6「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」ことに貢献することとなります。

　SDGsの取り組みは、上記のように本業の取り組みそのものではないものも包摂していますが、本業を通し

てSDGsに貢献するケースも多くあります。

　また、事業者が社員の子育て支援の取り組みとして、社内に託児
所を設置したときは、SDGs5「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」こと、さらに、SDGs8「包括
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」ことに貢献しています。

　ある日本のフィナンシャルサービスの会社は、フィリピンでIotを活用した貧困層向けロ
ーン事業を展開しています。「収入が少なく、信用不足でローンの審査承認対象外とな
っていた人々に対し、Iotを活用する事で、オートローンを提供」しています。
　「自動三輪車の購入を可能とすることで、タクシーや物流等の就労機会を創出」して
います。この取り組みは、SDGs1「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせ
る」ことに貢献しています。なお、「返済が滞ると、エンジンが動かなくなり、GPSで場所
を特定される」という仕組みになっているそうです。
※（デロイトトーマツコンサルティング合同会社「SDGsビジネスの可能性とルール形成」P.12より引用）

　1～17のアイコンの文字（短いキャッチコピー）を参考にして、事業者の取り組みが、どのアイコンと関連がある

のかが比較的わかりやすい場合もあれば、ほとんどわからない場合もあります。169のターゲットは、「SDGs活用

ガイド 資料編」に解説があります。インターネットで「環境省」「SDGs活用ガイド 資料編（第2版）」を検索して入

手してください。これより以下の解説では、なるべく169のターゲットを用いるようにしたいと思います。

（https: //www.env.go.jp/press/107846.html）

プロローグ
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※この冊子の後半に資料編として「１６９のターゲット」を
　添付しています。

　以下の表の中の「1 . 1」「1 . 2」「1 . 3」のように
表示されたものが全部で169あるターゲットです。
解説を読めば、イメージが広がるので、これを参
考にしてください。

　なお、ここでは詳しく触れませんが、ＳＤＧｓの推
進状況を把握するための「指標」（ＳＤＧｓグローバ
ル指標）も制定されています。

（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/
 sdgs/statistics/index.html）



　このチョコレート会社の取り組みは、SDGs2.3「小規模食料生産者の農業生産性
と所得を倍増する」ことに貢献しています。消費者として、この会社のチョコレートを購
入することが、SDGs2.3に貢献する会社を応援することにつながるのです。

　さらに、綿やカカオの生産現場では、児童労働の問題も抱えています。
カカオ農家の所得が上がり、子どもを働かせることがなくなれば、SDGs8.7「強制労
働・奴隷制・人身売買を終わらせ、児童労働をなくす」ことに貢献します。

■ 消費生活とSDGs

　また、直接、SDGsに貢献していないようにみえることであっても、商品を選択するという行為を通じて、

SDGsに貢献しているというケースもあります。

　京都にあるチョコレートの製造販売を事業とするＤ社の社長の取り組みを紹介します。
　その社長は、インドネシアが世界第3位（第1位コートジボワール、第2位ガーナ）のカカオの生産国であるに
も関わらず、わが国には、インドネシアのカカオがほとんど輸入されていないことに気づきました。
　その理由を確かめるために、インドネシアに行き、カカオ農家を訪れました。何度も独自の調査を行い、その
理由を見出しました。すなわち、カカオの豆を発酵させないで出荷していたのです。「ここの豆では、チョコレ
ートの魅力を引き出せない！」と気づいた社長は、農家に「高品質なカカオ豆を生産したら1袋〇〇〇円で全
部買い取りましょう」と条件付で提案したのです。発酵の仕方を知らない農家、または発酵させても安い値
段にしかならないから、発酵をやめてしまった農家に、手間はかかるが元気のでる対価を約束したのです。
 「今ある商品を通常より高い値段で買い取ります」ということであれば、フェアトレードにはなるので、顧客は
社会貢献に関わったとして一定の満足は得るかもしれませんが、見方を変えれば、よくある品質の商品を高
く買うだけになってしまいます。少し高くても、味や香りが優れていれば顧客も満足します。
　この会社は、カカオの発酵方法を教え、農家との信頼関係を築き、カカオを直接輸入することで、仕入れコ
ストを節約することも行いました。今では桐箱に入った高級チョコレートの会社として有名になっています。
 「売り手よし、買い手よし、世間よし」というわが国では、おなじみの「近江商人の三方よし」の経営哲学にも
通じるものです。ちなみにチョコレートを桐箱に入れるのは、冷蔵庫のにおいがチョコレートに移ることを防ぐ
効果があるからという理由によります。

　私たちが日常生活で、何気なく行っている「びん、缶、ペットボトル」の分別と、リサイ
クルのごみの日に、それらを出す行為は、SDGs12.5「廃棄物の発生を減らす」ことに
貢献しています。

プロローグ
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3．国と地方創生とSDGs
 　兵庫県行政書士会は兵庫県地域創生戦略とともに2015年（平成25年）から地域創生行政書士宣言を
行い地方創生に取り組んでいます。

　国のSDGsと地方創生についてのとらえ方は、SDGs推進本部※１が制定したＳＤＧｓ実施指針改定版（
令和元年12月20日一部改訂）において、明確にされています。

   「国内において『誰一人取り残されない』社会を実現するためには、広く日本全国に SDGsを浸透させる必
要がある。そのためには、地方自治体及びその地域で活動するステークホルダーによる積極的な取組が不可
欠であり、一層の浸透・主流化を図ることが期待される。現在、日本国内の地域においては、人口減少、地域経
済の縮小等の課題を抱えており、地方自治体における SDGs 達成へ向けた取組は、まさにこうした地域課題
の解決に資するものであり、SDGs を原動力とした地方創生を推進することが期待されている。」

  『ＳＤＧｓアクションプラン２０２０』では、改定されたＳＤＧｓ実施指針の下、今後の１０年を２０３０年の目
標達成に向けた「行動の１０年」とすべく、２０２０年に実施する政府の具体的な取組を盛り込まれました。
国内実施・国際協力の両面において、次の３本柱を中核とする「日本のＳＤＧｓモデル」の展開を加速化して
いくとしています。

※１  平成28年５月20日、持続可能な開発目標（SDGs）推進本部の設置が閣議決定された。本部長は内閣総理大臣、副本部長は
　　 内閣官房長官、外務大臣とし、本部員は他の全ての国務大臣とした。

※「Society5.0」：サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融
合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会
（Society）、狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 
3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会を指すもので、第５期科学技術基
本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱されました。

1. ビジネスとイノベーション ～ＳＤＧｓと連動する「Society 5.0」の推進～

【 ビジネス】
▶ 企業経営へのSDGsの取り込み及びＥＳＧ投資を後押し。
▶ 「Connected Industries」の推進。
▶ 中小企業のＳＤＧｓ取組強化のための関係団体・地域、金
 融機関との連携を強化。
 ※「Connected Industries」：2017年3月、経済産業省が「人・モノ・
 　技術・組織などがつながることによる新たな価値創出が、日本の産業
 　の目指すべき姿（コンセプト）である」として提唱した概念です。

【 科学技術イノベーション（ＳＴＩ）】
▶ STI for SDGsロードマップ策定と、各国のロードマップ
   策定支援。
▶ STI for SDGsプラットフォームの構築。
▶ 研究開発成果の社会実装化促進。
▶ バイオ戦略の推進による持続可能な循環型社会の実現（バイオエコノミー）。
▶ スマート農林水産業の推進。
▶ 「Society5.0」を支えるICT分野の研究開発、AI、ビッグデータの活用。

※内閣府資料より引用
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【 地方創生の推進 】
▶ ＳＤＧｓ未来都市、地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォームを通じた
　 民間参画の促進、地方創生SDGｓ国際フォーラムを通じた普及展開。

▶ 「地方創生SDGs金融」を通じた「自律的好循環」の形成に向け、
 SDGｓに取り組む地域事業者等 の登録・認証制度等を推進。

 ※「ＳＤＧｓ未来都市」 ： 内閣府が自治体によるＳＤＧｓの達成に向けた取組を公募し、
 　優れた取組を提案する都市を「ＳＤＧｓ未来都市」として選定する制度。

【 強靱なまちづくり】
▶ 防災・減災、国土強靱化の推進、エネルギーインフラ強化やグリーンイン
 フラの推進。
▶ 質の高いインフラの推進。

【 循環共生型社会の構築】
▶ 東京オリンピック・パラリンピックに向けた持続可能性の配慮。
▶ 「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」実現に向けた海洋プラスチックごみ対
 策の推進。
▶ 地域循環共生圏づくりの促進。
▶ 「パリ協定長期成長戦略」に基づく施策の実施。

2. ＳＤＧｓを原動力とした地方創生、強靱かつ環境に優しい魅力的なまちづくり

【 次世代・女性のエンパワーメント】
▶  働き方改革の着実な実施。
▶ あらゆる分野における女性の活躍推進。
▶ ダイバーシティ・バリアフリーの推進。
▶ 「次世代のＳＤＧｓ推進プラットフォーム」の内外での活動を支援。

【「人づくり」の中核としての保健、教育】
▶ 東京オリンピック・パラリンピックを通じたスポーツSDGsの推進。
▶ 新学習指導要領を踏まえた持続可能な開発のための教育（ESD）
 の推進。
▶ ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）推進。
▶ 東京栄養サミット2020の開催、食育の推進。

 ※《参照》 ～２０３０年の目標達成に向けた「行動の１０年」の始まり～
    （令和元年１２月　ＳＤＧｓ推進本部）
        https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/dai8/actionplan2020.pdf

3. ＳＤＧｓの担い手としての次世代・女性のエンパワーメント



行政書士の支援業務と社会活動とSDGｓ

SDGs1.4 「基礎的サービスへのアクセス、財産の所有・管理の権利、金融サービ
スや経済的支援の平等な権利を確保する」

・ 財産管理・任意後見契約書作成
・ 生活保護申請

SDGs2.3 「小規模食料生産者、農業生産性と所得を倍増させる」
・六次産業化事業計画・補助金、農商工連携計画・補助金
SDGs2.4 「持続可能な食料生産システムを確保し、強靭な農業を実践する」

・ 農業版BCP（事業継続計画）、食品産業事業者のBCP／BCM

SDGs3.d 「健康危険因子の早期警告、緩和・管理能力を強化する」

・ 食品営業許可
・ 薬機法上の許認可
・ HACCP導入

SDGs4.7 「教育を通して、持続可能な開発に必要な知識・技能を得られるようにする」

・ 市民、社員、職員向け「HACCP・著作権・SDGs・知的資産経営・BCP/BCMセミナー」
 「マーケティング研修」の提供
・ 高校・大学・大学院での法教育

SDGs5.5 「政治、経済、公共分野での意思決定において、女性の参画と平等なリー
ダーシップの機会を確保する」

・ 保育園、認可外保育所、小規模保育事業・企業主導型保育事業・事業所内保育事業を行う事業所開設
・ 高校・大学・大学院での法教育

SDGs6.1 「安全、安価な飲料水の普遍的・衡平なアクセスを達成する」

・ 井戸水の水質検査（保健所）

4. 行政書士の支援業務と社会活動とSDGs  
　行政書士は、国民の皆さまからの依頼を受け、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関
する書類を作成することを業務にしています。これには、パソコンやＷＥＢによる電磁的記録も含まれます。
　また、業務が弁護士法、税理士法など他の法律において制限されているものについては、行うことができませ
んが、それ以外の暮らしや事業の中にある書類の多くは、行政書士が支援させていただくことができます。
　そして、その業務や関係する活動は、次のとおり一例としてＳＤＧｓと紐づけることができます。これは、私たち
行政書士自身のＳＤＧｓの取り組みであり、さらに皆さまにとっては、行政書士との出会いがＳＤＧｓの取り組みにつ
ながり、信頼や活動価値を高めあえる可能性があります。
　よって、行政書士が関わるとき、それは世界に向けた持続可能な開発目標達成への道が開かれるときかもし
れません。
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行政書士の支援業務と社会活動とSDGｓ

SDGs7.3 「エネルギー効率の改善率を増やす」

・ 省エネ補助金
・ 環境報告書

SDGs8.3 「中小零細企業の設立や成長を奨励する」
・ 会社、法人設立、経営革新計画、ものづくり補助金等

SDGs8.5 「雇用と働きがいのある仕事、同一労働同一賃金を達成する」
・ 障がい者向け就労継続支援事業の開設

SDGs8.9 「持続可能な観光業を促進する」
・ ホテル・旅館・飲食店等の開業
・ 地域産業資源活用事業計画、中小企業地域資源活用プログラム
・ ふるさと名物応援宣言

SDGs9.3 「小規模製造業等の金融サービスや市場等へのアクセスを拡大する」
・ 小規模事業者持続化補助金

SDGs9.4 「資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プ
ロセスの導入拡大により持続可能性を向上させる」
・ 古物商許可
・ 新技術登録（ＮＥＴＩＳ等）

SDGs10.2 「すべての人の能力を強化し、社会・経済・政治への関りを促進する」
・ 福祉サービス事業、その他各種許認可業務
・ 女性の起業、女性のエンパワーメント支援
・ ユニバーサル住宅工事補助金
SDGs10.3 「機会均等を確保し、成果の不平等等を是正する」
・ 出入国在留管理局での在留許可諸申請手続

SDGs11.1 「住宅や基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する」
・ 建設業許可申請
・ 新住宅セーフティネット関係申請
SDGs11.2 「交通の安全性改善により、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する」
・ 運送業許可、介護タクシー
SDGs11.3 「参加型・包摂的・持続可能な人間居住計画・管理能力を強化する」
・ 建設業許可申請
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行政書士の支援業務と社会活動とSDGｓ

SDGs12.4 「化学物質や廃棄物の適正管理により、大気、水、土壌への廃棄を減らす」
・ 産業廃棄物処分業、収集運搬業許可
・ 一般廃棄物処分業、収集運搬業許可

SDGs12.6 「企業に持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する」
・ 経営事項審査請求　

SDGs12.7 「持続可能な公共調達を促進する」
・ 入札参加資格登録申請

SDGs13.1 「気候関連災害や自然災害に対する強靭性と適応能力を強化する」
・ グループ補助金（被災）申請
・建設業許可申請
SDGs13.3 「気候変動対策に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する」
・ 大規模災害時における被災者支援協力に関する協定
・ 罹災証明書の発行申請

SDGs14.b 「小規模・零細漁業者の海洋資源・市場へのアクセスを提供する」
・ 漁業者の補助金申請
・ 漁業者の融資・投資に関する書類の作成

SDGs15.b 「持続可能な森林経営のための資金の調達と資源を動員する」
・ 森林経営に関する補助金申請
・ 森林経営の融資に関する書類の作成

SDGs16. 2 「子どもに対する虐待や暴力・拷問をなくす」
・ 風俗営業許可申請
SDGs16. 6 「透明性の高い公共機関を発展させる」
・ 特定行政書士の行政手続き
SDGs16. 7 「適切な意思決定を確保する」
・ 公正証書遺言、遺産分割協議書、在日外国人の在留資格
・ 特定行政書士による行政手続き
・ 取引先の適正な選定、確実な支払い、法令順守

SDGs17.17 「効果的な公的・官民・市民社会のパートナーシップを推進する」

・ 各士業との連携・協力による中小企業経営課題の解決、中小企業支援機関との連携協
  力による事業承継、事業引継ぎ、その他の経営支援

※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
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兵庫県行政書士会の事業とSDGs

 

SDGs8.8 「労働者の権利を保護し、安全安心に働けるようにする」
・ 職員研修を通じたスキルアップ
・ 健康づくりチャレンジ企業登録

SDGs8.10 「銀行取引・保険・金融サービスへのアクセスを促進・拡大する」
・ ㈱日本政策金融公庫 神戸支店との中小企業支援連携

SDGs3.d「健康危険因子の早期警告、緩和・管理能力を強化する」
・ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等の周知
・ HACCAP導入セミナー開催
・市民公開講座等開催時の「情報保障」導入
  ※情報保障：要約筆記等（講演内容等をサブスクリーンに表示）
・ 公開講座、無料相談会での耳マーク利活用への取り組み

SDGs4.7「教育を通して、持続可能な開発に必要な知識・技能を得られるようにする」

・ 新入会員研修、支部相談員研修、業務研修、コンプライアンス研修

・ 高校（個別の依頼による）・大学（学術交流協定による）での法教育、ICTセミナー（兵庫
  ニューメディア推進協議会と共催）

SDGs5.5「政治、経済、公共分野での意思決定において、女性の参画と平等なリー
ダーシップの機会を確保する」

・ 兵庫県女性行政書士さくら会と連携

SDGs7.3「エネルギー効率の改善率を増やす」

・ ＫＥＭＳ（神戸環境マネジメントシステム）
・ グループウェア活用による省力化

5．兵庫県行政書士会の事業とSDGs
  兵庫県行政書士会は、行政書士制度の理解と普及のために、様々な取り組みを行なっています。行政書
士会の活動もまた、SDGsとのつながりがあります。

9



兵庫県行政書士会の事業とSDGs

 

SDGs10.2「年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況
に関わりなく、すべての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する」

・ 無料相談会の開催

・ 新入会員研修会、倫理会則義務研修、コンプライアンス研修
・ ICTセミナーの企画（兵庫ニューメディア推進協議会と共催）

SDGs17.17「効果的な公的・官民・市民社会のパートナーシップを推進する」

SDGs11.3「参加型・包摂的・持続可能な人間居住
計画・管理能力を強化する」
・ 広報月間、行政書士記念日の取り組み
・ 外国人材受入支援センター（相談、講師派遣、会員紹介）
・ 国際交流協会と連携した外国人相談会
・ 無料相談会、無料公開セミナー、ICTセミナー

・ ひょうご住まいづくり協議会
・ ひょうご人権ネットワーク会議
・ 兵庫ニューメディア推進協議会
・ 兵庫県事業承継ネットワーク会議
・ ワイズ公共データシステム㈱
・（一財）建設業情報管理センター
・ こうべ環境フォーラム
・ ひょうご観光本部

・ 地方創生SDGs官民連携ネットワーク
・ 関西SDGsプラットフォーム
・ 関西SDGs貢献ビジネスネットワーク
・ 大規模災害時における被災者支援協力に関する協定
 （兵庫県、39市町、２地方支部局）
・ 神戸学院大学
・ 姫路獨協大学　
・ 兵庫県社会福祉士会
・ ㈱日本政策金融公庫 神戸支店

SDGs13.3「気候変動対策に関する教育、啓発、人的
能力及び制度機能を改善する」
・ 大規模災害時における被災者支援協力に関する協定
・ 近畿災害対策まちづくり支援機構との取り組み

SDGｓ16.7 「適切な意思決定を確保する」
・ 行政書士ＡＤＲセンター兵庫の運営
・ （一社）コスモス成年後見サポートセンターとの連携

10



兵庫県行政書士会とパートナーシップ

6．兵庫県行政書士会のSDGｓへのネットワーク
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■ 兵庫県行政書士会ＳＤＧｓ関連参加団体

■ 行政（兵庫県内）のＳＤＧｓの主な取り組み

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

関西SDGｓプラットフォーム
https://kansai-sdgs-platform.jp/

関西SDGs貢献ビジネスネットワーク（近畿経済産業局）
https://www.kansai.meti.go.jp/2kokusai/SDGS/businessnetwork/businessnetwork.html

兵庫県企業庁
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kc01/sdgs.html

神戸市環境マスタープランとSDGｓとの関係
https://www.city.kobe.lg.jp/a36643/shise/kekaku/kankyokyoku/promote.html

尼崎市におけるSDGsの取り組み
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/si_kangae/si_keikaku/1002175/1011550.html

第５次西宮市総合計画とSDGsの一体的な推進について
https://www.nishi.or.jp/shisei/sogokeikaku/sogokeikaku/dai5jisogokeikaku/dai5jisougoukeikaku.html

ひめじ創生SDGsカフェについて
https://www.city.himeji.lg.jp/shisei/0000006328.html

明石市政策局 SDGs推進室
https://www.city.akashi.lg.jp/seisaku/seisaku_shitsu/index.html

㈱日本政策金融公庫 神戸支店

こうべ環境フォーラム

ワイズ公共データシステム（株）
（一財）建設業情報管理センター

兵庫県社会福祉士会

兵庫ニューメディア推進協議会

（公社）ひょうご観光本部
兵庫県事業承継ネットワーク会議
（公財）神戸市産業振興財団
神戸商工会所会
兵庫県行政書士事業団

大規模災害時における被災者支援協力に関する協定
（兵庫県、39市町、２地方支部局）
近畿災害対策まちづくり支援機構

日本司法支援センター法テラス兵庫
兵庫県自由業団体連絡協議会

地方創生SDGs官民連携ネットワーク
関西SDGsプラットフォーム
関西SDGs貢献ビジネスネットワーク
日本行政書士会連合会及び近畿地方協議会

ひょうご住まいづくり協議会
ひょうご人権ネットワーク会議
外国人雇用サポートデスク（兵庫県経営者協会）
（公財）神戸国際協力交流センター
神戸市すまいとまちの安心支援センター
（一社）コスモス成年後見サポートセンター兵庫県支部
 にしのみや認知症つながりフェア実行委員

神戸学院大学
姫路獨協大学

兵庫県女性行政書士さくら会



 KEMS（神戸環境マネジメントシステム）
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7．兵庫県行政書士会のKEMSの取り組み
 

KEMS(神戸環境マネジメントシステム)とは

■ 制度の概要
　地球温暖化や資源循環など現在の環境問題を解決するためには社会・経済活動のあ
らゆる面で環境負荷を低減し、持続可能な社会への転換が求められています。そのための
手段の一つとして環境マネジメントシステムがあります。しかしながら環境マネジメントシステ
ムの国際規格であるISO14001の認証取得には一定の労力と経済的負担が必要です。
　そこで、こうべ環境フォーラムでは、ISO14001の基本的な仕組みを継承し、シンプルで
取り組みやすく、コスト削減や経営効果等のメリットにつながる神戸版の環境マネジメントシ
ステム（KEMS）の審査登録制度を2003年11月創設しました。

組織名称 こうべ環境フォーラム

代 表 者 京都大学名誉教授   内藤正明

構 成 員 神戸市 / 兵庫県 / 神戸商工会議所 / 兵庫県経営者協会 / 兵庫県中小企業家同友会 / 
公益社団法人兵庫工業会 / 一般社団法人神戸市機械金属工業会 / 
公益財団法人ひょうご環境創造協会 / 三菱重工業株式会社 / 川崎重工業株式会社 / 
株式会社神戸製鋼所 / 三菱電機株式会社 / 株式会社ノーリツ /  富士ゼロックス兵庫株式会社

（出典：こうべ環境フォーラムホームページ　https://kemskobe.org/）

■ 運営組織

■ 内容

兵庫県行政書士会では2010年よりKEMS登録を行い、電力消費量・紙消費量についての環境改善に、2018
年からは環境教育・啓発活動に取り組み、皆さまの環境に対する取り組み意識の啓発も行っています。

兵庫県行政書士会の取り組み

■ 経緯
2009年 7月 KEMS登録のための準備作業を開始
2009年12月 マニュアルを作成、取り組みを開始
 電気使用量の前年比1％削減　コピー用紙使用量の前年比1％削減　 事務局周辺の清掃作業
2010年 3月 KEMS登録審査を受審
2010年 4月 KEMSステップ1登録証を授与された事後、毎年の審査及び3年ごとに行われる
 更新審査を受けて継続し、現在に至る。

本会環境改善目標 具体的施策

1 省エネルギー化電力使用量の基準年度比維持 

2 省資源化事務用紙使用量基準年度比2％削減 

1. 不必要な電灯の消灯
2. 使用しない電気機器の電源オフ
3. パソコンモニターの照度低減

1. 両面コピーの活用
2. 裏面再利用
3. 電子機器媒体の活用（パソコン、電子メ－ル、ＯＨＰなどの使用）

3 環境教育・啓発活動 新入会員説明会や専門部会での勉強会、会員へのご協力の依頼等
年２回以上開催

（神戸環境マネジメントシステム）



これが兵庫県行政書士会のSDGs!

兵庫県行政書士会は、あらゆる人の書類（パソコンやwebなどによる電磁的記録を含
む。）作成及びその提出等を行う権利を擁護する活動を通じて、SDGs10.2をター
ゲットとして貢献します。

8．これが兵庫県行政書士会のＳＤＧｓ！
    （重要取組分野）

【Ⅰ】 SDGs10　人や国の不平等をなくそう

兵庫県行政書士会は、ＫＥＭＳ（神戸環境マネジメントシステム）を中心とした取り
組みを通じて、SDGs7.3をターゲットとして貢献します。

【Ⅱ】 SDGs7　エネルギーをみんなに  そしてクリーンに

兵庫県行政書士会は、大規模災害時における被災者支援協力に関する協定及び事
業継続計画（ＢＣＰ）の取り組みを通じて、SDGs13.1及びSDGs13.3をターゲッ
トとして貢献します。

【Ⅲ】 SDGs13　気候変動に具体的な対策を

兵庫県行政書士会は、研修、セミナー及び法教育等の事業を通じて、SDGs4.7を
ターゲットとして貢献します。

【Ⅳ】 SDGs 4　質の高い教育をみんなに

兵庫県行政書士会は、保健衛生及び公衆衛生に関する活動を通じて、
SDGs3.dをターゲットとして貢献します。

【Ⅴ】 SDGs 3　すべての人に 健康と福祉を

　兵庫県行政書士会は、国連の提唱するSDGs（持続可能な開発目標）に次のとおり貢献します。

※社会情勢に応じて、その他のゴール及びターゲットにチャレンジします。
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これが兵庫県行政書士会のSDGs!

兵庫県行政書士会 SDGs ターゲットと指標（仮訳）

14

ターゲット 内　容 指標（仮訳）

SDGs10.2 2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民
族、出自、宗教、あるいは経済的地位その
他の状況に関わりなく、すべての人々の能
力強化及び社会的、経済的及び政治的な
包含を促進する。

10.2.1  中位所得の半分未満で生
活する人口の割合（年齢、性別、障害
者別）

2030年までに、世界全体のエネルギー効
率の改善率を倍増させる。

7.3.1 エネルギー強度（GDP当たり
の一次エネルギー）

SDGs 7.3

気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早
期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び
制度機能を改善する。

13.3.1 緩和、適応、影響軽減及び早
期警戒を、初等、中等及び高等教育の
カリキュラムに組み込んでいる国の数
13.3.2 適応、緩和及び技術移転を
実施するための制度上、システム上、
及び個々人における能力構築の強化
や開発行動を報告している国の数

SDGs 13.3

すべての国々において、気候関連災害や
自然災害に対する強靱性（レジリエンス）
及び適応の能力を強化する

13.1.1 10万人当たりの災害による死
者数、行方不明者数、直接的負傷者数

13.1.2 仙台防災枠組み2015-2030
に沿った国家レベルの防災戦略を採
択し実行している国の数

13.1.3 国家防災戦略に沿った地方
レベルの防災戦略を採択し実行してい
る地方政府の割合

SDGs 13.1

すべての国々、特に開発途上国の国家・世
界規模な健康危険因子の早期 警告、危険
因子緩和及び危険因子管理のための能
力を強化する。

3.d.1 国際保健規則（IHR）キャパシ
ティと健康危機への備え

SDGs 3.d

2030年までに、持続可能な開発のための
教育及び持続可能なライフスタイル、人権、
男女の平等、平和及び非暴力的文化の推
進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性
と文化の持続可能な開発への貢献の理解
の教育を通して、全ての学習者が、持続可
能な開発を促進するために必要な知識
及び技能を習得できるようにする。

4.7.1 ジェンダー平等および人権を含
む、（i）地球市民教育、及び（ii）持続
可能な開発のための教育が、（a）各国
の教育政策、（b）カリキュラム、（c）教師
の教育、及び（d）児童・生徒・学生の達
成度評価に関して、全ての教育段階に
おいて主流化されているレベル

SDGs 4.7

総務省　指標（仮訳）より抜粋



〈資料編〉 SDGs169のターゲット 

靱
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〈資料編〉 ＳＤＧｓ169のターゲット
 持続可能な開発目標（SDGs）のゴールとターゲット 

　本項では、SDGs の17 のゴールと169 のターゲットを掲載しています。各ターゲットについてキー
ワードを太字で示すとともに、その左欄にはターゲットの内容を簡単に説明したものを示し、具体的
にどのような行動を求めているのかがわかるように整理しています。経営者あるいは社員にSDGs
を説明する際に活用してください。また、自社の活動内容とSDGsを紐付けする際にも活用できます。

・環境省発行の『ＳＤＧｓ活用ガイド 資料編（第２版）』より抜粋（Ｐ１～１８）
  ※環境省総合政策課民間活動支援室より複製利用、配布、公衆送信の承諾を得ています。

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

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



〈資料編〉 SDGs169のターゲット 
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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



〈資料編〉 SDGs169のターゲット

17

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、
生涯学習の機会を促進する



〈資料編〉 SDGs169のターゲット

18

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

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



〈資料編〉 SDGs169のターゲット

19

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

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



〈資料編〉 SDGs169のターゲット

20

強靱（レジリエント）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

各国内及び各国間の不平等を是正する



〈資料編〉 SDGs169のターゲット

21

包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都
市及び人間居住を実現する



〈資料編〉 SDGs169のターゲット

靱

22

持続可能な生産消費形態を確保する

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*



〈資料編〉 SDGs169のターゲット

23

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



〈資料編〉 SDGs169のターゲット

24

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

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



〈資料編〉 SDGs169のターゲット

25

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



〈資料編〉 SDGs169のターゲット

26
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〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー13階 
ホームページ：www.hyogoka i .o r . j p
E-ma i l：gyose ishosh i@hyogoka i .o r . j p　FAX：078 - 371- 4715

お問い合わせ
平日 9:00am～5:00pm

兵庫県行政書士会

兵庫県行政書士会は、あらゆる人の書類（パソコンやwebなどによる電磁的記録
を含む。）作成及びその提出等を行う権利を擁護する活動を通じて、
SDGs10.2をターゲットとして貢献します。

【Ⅰ】 SDGs10　人や国の不平等をなくそう

兵庫県行政書士会は、ＫＥＭＳ（神戸環境マネジメントシステム）を中心とした
取り組みを通じて、SDGs7.3をターゲットとして貢献します。

【Ⅱ】 SDGs7  エネルギーをみんなに  そしてクリーンに

兵庫県行政書士会は、大規模災害時における被災者支援協力に関する協定及
び事業継続計画（ＢＣＰ）の取り組みを通じて、SDGs13.1及びSDGs13.3を
ターゲットとして貢献します。

【Ⅲ】 SDGs13　気候変動に具体的な対策を

兵庫県行政書士会は、研修、セミナー及び法教育等の事業を通じて、SDGs4.7
をターゲットとして貢献します。

【Ⅳ】 SDGs 4　質の高い教育をみんなに

兵庫県行政書士会は、保健衛生及び公衆衛生に関する活動を通じて、
SDGs3.dをターゲットとして貢献します。

【Ⅴ】 SDGs 3　すべての人に　健康と福祉を

これが兵庫県行政書士会のＳＤＧｓ！

2021.2.22


