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(一社)エコステージ協会



エコステージ協会は「環境とSDGs経営」を支援する団体です。
協会は1998年に設立、環境に対する経営が注目される以前より環境経営
を推奨し、環境配慮の経営への支援を行ってきました。

エコステージとは?

エコステージをEMSとして
支援いただいている大企業様

㈱小松製作所,(株)デンソー、アイシン精機（株）,富士通（株）,
富士フィルム（株）,（株）リコー,キャノン（株）,日立製作所（株),
NTT（株）,オムロン（株）,（株）ニコン、他

エコステージ協会の
SDGs宣言

(2018.7.18)



現状事業紐づけ型

社会課題解決型
社会動向と課題を踏まえて、まったく新し
い事業をSDGsも踏まえて、研究開発費を投
じて実現する組織 例)シェルのシナリオ

中長期計画紐づけ型
組織ドメインを基礎として、SDGs表明を
しながら、人物金をシフトして、中長期
の新事業をPDCAを回して実現する組織

現状事業紐づけ型
社会的なSDGs動向に合わせ、自社
の事業をSDGsで示し、非財務情報
として一定の評価を獲得する組織

例)SDGs関係性のホームページ掲示

中長期計画紐づけ型

社会課題解決型

SDGsを取り込まない組織

SDGs

SDGs

SDGs
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活動する
SDGs

考える
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知 る
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エコステージのSDGs支援は2016年から始まっています。
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組織の
縮小、撤退

事業継続

改善,BCP,CSR

新事業開拓

自社競争力

2050年トレンドと2030年のSDGs目標とを繋げる

2050年の社会
脱炭素、DX、分散化

バックキャスティング
2030年のSDGs目標

「他社がやっているのでSDGsの紐付けはできたが、
なにをやればいいのかわからない?

SDGs未来経営宣言プログラム



プログラムの事例

SDGsセミナー/SDGs導入セミナー/未来宣言応援プログラム/
未来経営宣言プログラムなど多岐にわたります。

B社様 DXとサーキュラーエコノミーへの取組み
リネンサービスと介護事業を中核とし、事業向上をロボットや
廃棄物削減から新たに目指しています。

A商社様 気候変動の取組み
信頼性の高い機器の販売・保守を気候変動に貢献する専門的
知識と提案力ある人材で提供することを目標に掲げています。

C製造様 身障者様への介護器具の開発
精密板金業界ダントツの教育を行い、家族に誇れる技術と製品で社会
に貢献することを目指し、新たな新製品の開発を行なっています。

エコステージ協会のSDGs未来経営宣言プログラム

出典:旭工業様ホームページ



多彩な講師陣 コンサル・

監査組織
• ISOコンサルファーム

• ISO関連監査人協会

行政・

アカデミ

ア連携

• 学会の専門家

• 関連省庁

• 商工会議所

• 経営支援団体

業界連携

• 製造業/印刷業

• 運輸業

• サービス業 他

エコステージ協会の
SDGs未来経営宣言プログラム

国際規格との連携

業界専門家との連携

関係団体との連携

エコステージ協会のSDGs未来経営宣言プログラム
エコステージのSDGs支援はエコシステムです。

SDGs
コンサル
チーム



組織のノウハウを利用して、事業を社会要請に向かわせる

組織の新たなSDGs展開とは?
新
サ
I
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ス

従
来
の
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務

従来の顧客 新規の顧客

受注方式
個別対応

新規顧客
が欲しが
る新たな
サービス

顧客業務
への自社
サービス
の組込み

営業拡大
で新規の
顧客開拓

SDGs視点で企業の新たな価値を
考え、ビジネスを革新する。

例)オンラインAIで最適解の提供
や廃棄せずリサイクル性を向上
するといったことは新たなパー
トナーとの恊業も必要

恊業によるエコシステム

エコステージ協会のSDGs未来経営宣言プログラム



将来のSDGs

事業としてのSDGs 価値

目標９ 産業と技術革新の基盤を作ろう
(17)

ターゲット 9.4, 9.5, 9.b

目標7 エネルギーをみんなに
そしてクリーンに (15)

ターゲット 7,1, 7.a, 7.b

活動としてのSDGs 価値

目標4 質の高い教育をみんなに
(12)

ターゲット 4.4, 4.7
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【SDGS初級セミナー例】企業のSDGSをどうやって見える化する?

■その他の選択されたSDGs 価値

目標8 働きがいも経済成長も (9)

目標12 つくる責任つかう責任 (7)

目標13 気候変動に具体的な対策を (7)

目標11 住み続けられるまちづくりを (2)

目標17 パートナーシップで目標を達成しよう (1)
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マテリアリティ分析で主従関係をハッキリさせる

「あれもこれも」から「自社の方向性」を示すSDGsを決める

企業のSDGs

企業のの重要課題
(マテリアリティ)

企業のSDGsで
解決する社会課題

企業のSDGs構成
(事業と活動)

SDGsの実態を証明
する具体的な事業と

滑動のKGIが必要

KPIの設定
実現可能で数値化

も 可能なもの

社会における
会社の存在意義

マテリアリティ分析

SDGs未来経営宣言プログラム

顧客、従業員、環境、
社会などへの貢献

組織に重要なSDGs

KGI;重要目標達成指標、KPI;重要業績評価指標



■明瞭な意味を持たない言葉や用語

例）大量に石油ガスを使っていて、「地球温暖化防止に貢献」

■SDGsに良いインパクトを暗示するような表現

例）電気自動車EVでCO2ゼロ ! 本当にEVはCO2ゼロ？

●ブラックユーモアにも気をつけよう!

例）「働きがいも成長も」と言いながら外国人不当労働

組織に起こりがちな「うそ」のリスク
ステークホルダーへ誤った対応をしてはいけない

SDGsウォッシュ=「偽りのSDGs」

⇒SDGsは会社の全員の参加が大切
(ジェンダーや若手・高齢者にも配慮する)
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SDGsウォッシュを避ける!!SDGsウオッシュ



プログラムのメリット

〇ビジネスで取り組む事業を国際共通語のSDGs目標、
169ターゲト、232指標により表現できる

〇取引先のSDGs調達などにも対応し、サプライチェーン
全体でのSDGs推進に貢献できます。

〇社会課題の解決に貢献しながら成長する自社の未来の
姿が描け、社員教育や若手人材採用にも有効です。

SDGsへの取り組みについて、大学や大手企業、NPOなど
の有識者で構成するエコステージ協会第三者評価委員会
の客観的な評価も受けられます。

SDGs未来経営宣言プログラム

会社のブランドの向上に役立つ。

SDGsの理解で社員教育に最適。

組織全体が新しい目で事業を改革する。



コンサル/研修/講師派遣依頼

日程調整、事前打合せ、研修資料送

オンラインもしくはリアルの研修

SDGsの社内アップグレード作業

最終的なSDGs経営の方向性の確定

SDGsコンセプトの相互確認

エコステージ協会のSDGs未来経営宣言プログラム



①ご要望に合わせた研修
研修プログラム

SDGs推進者・コンサル養成研修 (初級1日コース)

■SDGs推進者の養成(初級)研修 ＊参加者に修了証発行

・SDGs経営の解説や事例研究を通じ、SDGs構築ステップを体験し資格を取得します。

2022年度開催 第1回4/15、以降 5/13、6/3、7/1 等 ※いずれもpm13時～オンライン

SDGsスタートプログラム研修 (上級2日間コース)

■SDGsを深く知って、中長期計画のPDCAを回すプログラム ＊修了証を発行します
・SDGs導入セミナーと個別相談(2H・各1回)SDGs専門家が貴社分析し、データ提供。
1日目 SDGs概論、事例分析ケーススタディを経験しSDGsの理解を進めます

※オンライン形式で1アドレスで5名まで参加可能、事前教材の提供あり
2日目 御社SDGsの現状分析を踏まえ、SDGsの事業計画の支援を行います。

2022年度開催 第1回スタートは4/15 以降 5/13、6/3、7/1 等 ※pm13時～オンライン

具体的な支援内容

企業様への個別のオンライン研修、講師派遣
■SDGs推進者の養成、事例分析、中長期計画のPDCAを回すプログラム開発

・SDGs初級/上級社内研修、ワークショップ、SDGs企業ブランド向上や事業計画

支援のSDGs経営層研修、その他カードゲームなど各種メニューがあります。

※実施内容や日程、参加人数による価格は別途ご相談となります。



②経営のSDGsコンサルティング

企業向け SDGsを深く知って、中長期計画のPDCAを回す

経営コンサル

SDGsビルドイン
プログラム

SDGs未来経営コンサルティング（初年度）
・SDGsワークショップ(SDGs研修・事業・活動との紐付け）
・未来計画（SWOT分析、KPI設定）のコンサルティング
・未来計画モニタリング（未来経営宣言評価・支援）
・未来経営宣言・評価書の提供（第三者審査付)

【未来経営宣言評価・支援】（2年目以降）
・SWOT分析・KPI設定の妥当性・中長期計画改善支援
・未来経営宣言・評価書の提供（第三者審査付)

＜オプション＞
YouTube動画配信

トップインタビューを撮影して動画配信

エコステージ協会のコンサルタントが
お客様のSDGs未来経営の構築支援を行
います。
評価結果は、公平性、客観性を確保す
るため、学識経験者や大手企業、NPO
などの有識者からなる「第三者評価委
員会」によって審査され、評価が妥当
と判定された後、宣言書と評価書を発
行することも可能です。

具体的な支援内容



SDGsに関するご相談・課題解決などはエコステージにお任せください。

SDGs相談の窓口

□ SDGs推進者養成オンライン研修 (初級1日コース)

□ SDGsスタートプログラムオンライン研修 (上級2日間コース)

□申込企業様への個別オンライン研修や講師派遣など

□経営へのSDGsビルドインのコンサルティング

一般社団法人 エコステージ協会 全国事務局 ホームページ

〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階
電話 03-6403-9401（平日9:00〜18:00）
E-mail: ecozenkoku@ecostage.org

SDGs事務局 https://www.ecostage.org/sdgs-miraikeiei.html

SDGsの研修
や構築支援の
お問合せ・お
見積りは
こちらへ

お問い合わせ

https://www.ecostage.org/

mailto:ecozenkoku@ecostage.org
https://www.ecostage.org/sdgs-miraikeiei.html
https://www.ecostage.org/sdgs-miraikeiei.html
https://www.ecostage.org/

