
　　　　厚生労働省の調査結果によると、17歳以下の「子供の貧困率」は13.5％（山形県16.0％）となっており、子供の7人に1人が貧困という社会問題となっている。　

　　　　ローコスト住宅分野の「SUNSHOW夢ハウス」を展開し、高額な住宅ロ一ンで生活費を圧迫することを避けた、マイホーム計画を可能にする。　

            　　 　 そのことで、ひとり親世帯の支援や家族間における生活の充実、次世代を担う子どもの夢や教育への投資に繋げ、相対的貧困の解消に継続的に取り組む。

メインターゲット
（サブターゲット）

国内の政策 事業内容／目的 取組内容 項目評価 KPI(成果指標) 数値評価 期間

重点政策 土地の選定（不動産を月に3回まわる） 15 ～2021年

1.2 1.教育の支援 コンセプトに合った建物になったか - ～2022年

1.4 2.生活の安定に資するための支援 集客人数　月10組 120組 ～2022年

（4.2） 3.保護者に対する職業生活の安定と向上に 周知活動 （SNS週１回・ポスティング都度） 52回 ～2022年

資するための就労の支援

1.2 4.経済的支援

1.4

【国内政策】子供の貧困対策に関する大綱

【県内政策】山形市発展計画2025　第二次山形県子どもの貧困対策推進計画

【山形市内政策】山形市子どもの貧困対策に係る計画

【南陽市内政策】第二次山形県子どもの貧困対策推進計画　（準用）

ターゲットに対する目標達成の期待効果

ターゲット1.2

期待する効果

ターゲット1.4

期待する効果

ターゲット（4.2）

期待する効果

～2022年

2030年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、すべての男性及び女性が、基礎的サービスヘのアクセス、土地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、天然資源、適切な新技術、マイクロファイナンスを含む金
融サービスに加え、経済的資源についても平等な権利を持つことができるように確保する。

脆弱層を含む全ての人に基礎的サービスや、経済的資源についても平等な権利を持つことができる機会が、より広範囲に広がる。

2030年までに、すべての子どもが男女の区別なく、質の高い乳幼児の発達支援、ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等 教育を受ける準備が整うようにする。

夢ハウスの周知を図る モデルハウスの建築とオープン
山形市内にモデルハウス

オープン

【ゴール１】あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ。

子どもの健康面や学習面における環境の充実を支援し、日常生活の質向上を図る事で、家族の幸福度をあげ順調に子どもが発育できる 世帯が増える。

2030年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、すべての年齢の男性、女性、子どもの割合を半減させる。

住宅ローンの借り入れを低くし、返済による
負担の軽減を図る

銀行との提携 紹介できる銀行を複数増やす 4社 ～2022年

親子参加型のイベント
ひとりでも多くの方に対して安住を提供し

ていく イベントの開催

世帯あたりの教育に充てる費用拡大を行い、教育環境や進学環境の充実を支援し、相対的貧困の連鎖解消へと繋がる。

取引銀行の選定（4社）

イベントの開催（年に１度） １回

課題提起

めざす姿

ナショナルインディケーター

ローカルインディケーター

ローカルインディケーター

ローカルインディケーター



　　　　令和3年3月世界経済フォーラムが公表した「ジェンダーギャップ指数GGI」によると、日本は156 か国中 120 位と先進国の中でも極めて低い水準にあり、

　　　　女性の登用・採用を含めた政策・方針決定過程への女性の参画拡大が急務。

　　　　男性中心の建設業という枠組みを壊し、女性の雇用機会の創出をはじめとする、積極的な女性管理職の登用を図りキャリアアップに取り組んでいく。

            　　　　社内環境の整備、子育てママの採用などを積極的に行い、誰もが平等に活躍できる場の提供に取り組む。 

メインターゲット
（サブターゲット）

国内の政策 事業内容／目的 取組内容 項目評価 KPI(成果指標) 数値評価 期間

重点政策

5.1 1.政策・方針決定過程への女性の参画拡大

2.雇用分野、仕事と生活の調和 ※フレックスタイム制の導入 - ～2030年

5.4 3.地域 時短勤務に対しての給与の確定 - ～2025年

4.科学技術・学術

5.女性に対するあらゆる暴力の根絶

 6.貧困等生活上の困難に対する支援と多様性の尊重 就業規則の見直し（期末） -

5.1 7.生涯を通じた健康支援 評価シートの取り入れ（期末） -

8.防災・復興等 ※人材育成研修に参加（年１回） -

5.4 9.各種制度等の整備

10.教育・メディア等を通じた意識改革、理解の促進

【国内政策】第5次男女共同参画基本計画　女性活躍・男女共同参画の重点方針2021　女性活躍推進法   未来投資戦略2018

【県内政策】山形県男女共同参画計画（2021年度～2025年度）

【山形市内政策】山形市発展計画2025（2020年度～2025年度）　山形市男女共同参画推進条例

【南陽市内政策】第6次南陽市総合計画（2021年度～2030年度） 第二次　男女共同参画なんようプラン（2017年度～2026年度）

　　　　　　　　　　

ターゲットに対する目標達成の期待効果

ターゲット5.1

期待する効果

ターゲット5.4

期待する効果

ターゲット5.5

期待する効果

ポジティブ•アクションを推進し、
女性の差別的格差を解消

～2022年

雇用の受け入れを促進する -

勤務時間に左右されない
人事評価制度の策定

～2022年

- ～2025年

職場に子連れできる場所をつくる

～2025年

平等なキャリアアップの機会を提供し、女性も抵抗なく管理職に対する意欲が湧く職場環境を整備する事で、多様性で平等な意思決定の場を増やす。

働きたいと思っている
女性の雇用を増やす

【ゴール５】ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

女性社員に対する
適正な評価を推進する

あらゆる場所におけるすべての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。

女性に対する先入観を撤廃し、男女同じ目線での業務分担、成果に対する報酬制度を推進し、女性に対する固定観念の修正に繋がる。

公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、ならびに各国の状況に応じた世帯・家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する。

それぞれの家庭における育児や介護の負担を、適正に理解し、行動を尊重することで、家庭内からくるハンデを取り払い、平等な評価へと繋げる。

政治・経済・公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。

社内女性社員比率50%を
目指し維持する

管理職比率30%を
目指し維持する

くるみんの認定

女性社員が平等に活躍できる業
務環境を整備

仕事と子育ての両立を支える
取り組み

カンガルー出勤の抵抗がない
環境を整備

-

課題提起

めざす姿

ナショナルインディケーター

ローカルインディケーター

ローカルインディケーター

ローカルインディケーター

目指せ！くるみん認定企業！



【ゴール８】すべてのひとのための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する

　　　　厚生労働省HP　働き方改革の実現にむけてから、現在日本は「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。

　　　　こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。

　　　　多様性のある働き方を尊重した制度を積極的に取り入れ、生産的な雇用環境の整備に取り組む。 さらに、全社員の生きがい、やりがい、働きがいのある職場環境をつくり、高いレベルでの経済生産性へと繋げる。

            　　　　働く方の置かれた事情に応じて、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。

メインターゲット
（サブターゲット）

国内の政策 事業内容／目的 取組内容 項目評価 KPI(成果指標) 数値評価 期間

重点政策 資格取得、習い事支援制度の導入 ※人材育成研修に参加（年１回） 1回 ～2022年

8.2 各種免許・技能講習の推進 取得の斡旋（年間３件） 3件 ～2022年

健康診断の確実な受診 健康診断の結果把握・再診の呼びかけ 再受診のための休暇取得の設定 - ～2022年

（4.4） 業務削減のためDX化へ向けての講習 - ～2022年

クラウドの導入 - ～2022年

ノー残業デー（月１回） 12回 ～2022年

8.5 社風に合った社員雇用（学校訪問・説明会参加） 3名 ～2022年

在宅ワークの導入 - ～2022年

【国内政策】第5次男女共同参画基本計画　働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律

【県内政策】山形県男女共同参画計画（2021年度～2025年度）

【山形市内政策】山形市発展計画2025（2020年度～2025年度）　山形市男女共同参画推進条例

【南陽市内政策】第6次南陽市総合計画（2021年度～2030年度）　第二次　男女共同参画なんようプラン（2017年度～2026年度）

ターゲットに対する目標達成の期待効果

ターゲット8.2

期待する効果

ターゲット8.5

期待する効果

ターゲット（4.4）

期待する効果

仕事の属人化を無くし、
休暇取得できるよう
職場全体で業務を

補完する体制をつくる

自己成長の場の提供を
促進職能系資格取得の推進

残業時間数、
休日出勤日数の削減

個々の能力向上を支援する社内環境の整備

2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。

自己の人格を磨き豊かな人生を送ることができるように、あらゆる機会において学習する場を提供する事で、生きがいや働きがいへと繋がる。

ベトナム人研修生の雇用 ～2023年期間満了までの技能指導や生活指導
（2023年３月まで）

１名

高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する。

様々な自己成長の場の提供により、課題解決力や創造力を育み、高いレベルでの価値の提供や、より効率的で効果的な生産現場へと繋げる。

2030年までに、若者や障がい者を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、ならびに同一労働同一賃金を達成する。

身体的な障害や育児や介護との両立など、多様性のある働き方制度を拡充し、様々な環境下の人も活躍できる環境を整備し、失業動機の低減に繋げる。

多様性のある働き方を尊重し
ワークライフバランスを推進する

多様な働き方をしている
社員の人数

社員のライフステージを
支援する制度の導入

課題提起

めざす姿

ナショナルインディケーター

ローカルインディケーター

ローカルインディケーター

ローカルインディケーター

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律

 1.働き方改革の総合的かつ継続的な推進

 2.長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

　①.労働時間に関する制度の見直し（労働基準法、労働安全衛生法）

　②勤務間インターバル制度の普及促進等（労働時間等設定改善法） 

　③産業医・産業保健機能の強化（労働安全衛生法等）

 3.雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

　①.不合理な待遇差を解消するための規定の整備

　　（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法）

　②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 

　　（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法） 

　③行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続

　　（行政ADR）の整備



　　　　国土交通省によると気候変動の影響により、水災害の更なる頻発化・激甚化が懸念される中、

　　　　国民の安全・安心を守り、我が国の経済成長を確保するためには、防災・減災、国土強靱化等の取組を更に強化する必要がある

　　　　山形市・南陽市及びその近郊における戸建て住宅において、「防災意識の高い住宅づくり」を発信し、行政に頼り切る防災ではなく、各世帯の自助意識を高めていく。

            　　 　 震災等のあらゆる自然災害から、家族が自給自足で生活できるだけの環境を有する件数の増加と、住み続けていきたいと思える街づくりを提唱していく。

メインターゲット
（サブターゲット）

国内の政策 事業内容／目的 取組内容 項目評価 KPI(成果指標) 数値評価 期間

重点政策 防災啓発活動イベントの開催 1回/年 ～2030年

国土強靭化基本法 防災啓発活動イベントの参加 1回/年 ～2030年

11.5 国土強靭化基本計画、年次計画、地域計画 BCPの制定 1/年更新 ～2022年

防災・減災・国土強靭化のための5ヵ年加速化対策 BCPの対応訓練 年1回 ～2030年

地域の強靭化の促進と民間の取り取組促進 キャンプのできる庭を
展示場に設置・提供 モデルハウス敷地内に設置 1棟 ～2022年

国土強靭化の広報、普及啓発等 お引渡し時の防災グッズ選定 全棟対象 ～2030年

非常用食品の保管用床下収納庫設計 50% ～2025年

【国内政策】国土強靭化基本計画　国土強靭アクションプラン

【県内政策】事前防災及び減災等のための山形県強靭化計画

【山形市内政策】山形市国土強靭化地域計画（2020年度～2024年度）

【南陽市内政策】南陽市国土強靭化地域計画（2020年度～2024年度）

ターゲットに対する目標達成の期待効果

ターゲット11.5

期待する効果

ターゲット（1.5）

期待する効果

（1.5）

2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に 削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。

自助意識の向上と、有事の際の備えを強化し、自然災害などにおける被災者を削減する。

2030年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性（レジリエンス）を構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、 社会、環境的ショックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。

自助意識の向上と、有事の際の備えを強化し、極端な気象現象や自然災害などにおける被災によ る被害レベルを軽減する。

夢ハウスを通した
防災意識の向上と備え

被災してから自力で
生活できる世帯数を増やす

災害意識向上や対応できる
環境の整備を提唱する

【ゴール１１】都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

災害に備えの自助意識を高める
防災意識の向上や

知識提供の場を作る

防災啓発活動への参画

平常時に行うべき活動や
緊急時における事業継続の
ための方法、手段を決める

課題提起

めざす姿

ナショナルインディケーター

ローカルインディケーター

ローカルインディケーター

ローカルインディケーター



　　　　国土交通省によると、気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化など、気候危機とも言える状況にかんがみ、地球温暖化対策は待ったなしの課題であり、

　　　　2050 年カーボンニュートラルの実現、気候危機への対応など、グリーン社会の実現は、我が国の重要な政策課題となっている

　　　　環境への負担を軽減し、再生材料の利用促進の向上に取組み、事業を通じて脱炭素社会、循環型社会に貢献する

            

メインターゲット
（サブターゲット）

国内の政策 事業内容／目的 取組内容 項目評価 KPI(成果指標) 数値評価 期間

【国内政策】第5次環境基本計画（環境省）　国土交通グリーンチャレンジ

【県内政策】山形県地球温暖化対策実行計画

【山形市内政策】第４期 山形市役所地球温暖化対策実行計画

【南陽市内政策】第 6 次南陽市総合計画　南陽市地球温暖化対策実行計画 

ターゲットに対する目標達成の期待効果

ターゲット12.5

期待する効果 天然資源や有害資源などの利用、廃棄物や汚染物質の排出を最小限に抑えることにつながる

【ゴール１２】持続可能な消費と生産のパターンを確保する

12.5

重点政策

環境への負担を軽減する
地球温暖化を防止する

低炭素社会の構築
　～省エネルギーの推進～

循環型社会への構築

3R
Reduce（リデュース）

Reuse（リユース）
Recycle（リサイクル）の推進

エコドライブの推進

低燃費車量・排出ガス浄化装置付き車両
及び重機への順次切り替え

100% ～2030年

エコドライブ学習会の開催
安全運転競技大会への参加

1回/年 ～2022年

2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。

マニュフェストをもとに廃棄物
リサイクル率を年１回HPにて公表する

コンクリート・アスファルト汚泥等
リサイクル率100％

100% ～2030年

再生材料の利用促進 たのしい駐車場にて
再生材料を提供していく

50% ～2030年

課題提起

めざす姿

ナショナルインディケーター

ローカルインディケーター

ローカルインディケーター

ローカルインディケーター

　第5次環境基本計画（環境省）

　 ①持続可能な生産と消費を実現する グリーンな経済システムの構築

　 ②国土のストックとしての価値の向上

　 ③地域資源を活用した持続可能な地域づくり

　 ④健康で心豊かな暮らしの実現

 　⑤持続可能性を支える技術の開発・普及

　 ⑥国際貢献による我が国のリーダーシップの発揮と　

　 　戦略的パートナーシップの構築

  重点戦略を支える環境政策

 　気候変動対策

 　循環型社会の形成

 　生物多様性の確保・自然共生

 　環境リスクの管理

　 基盤となる施策

　 東日本大震災からの復興・創生及び今後の大規模災害発災時の対応



　　　　マルチステークホルダー・パートナーシップ

　　　　官民双方の様々なステークホルダーが、共通の目的達成のためにリスクや責任、専門的知見や資金などのリソース、利益を自発的かつ強調的に共有することに合意することが必要

　　　　2030年までに山形市・南陽市を中心とした地域において、ＳＤＧｓ企業として確立し、社会課題をビジネスで解決する企業になり、地域社会に貢献することを目標とする。

            

メインターゲット
（サブターゲット）

国内の政策 事業内容／目的 取組内容 項目評価 KPI(成果指標) 数値評価 期間

重点政策

SDGｓアクションプラン2021

　Ｉ．感染症対策と次なる危機への備え

　Ⅱ．よりよい復興に向けたビジネスと

　　  イノベーションを通じた成長戦略

　Ⅲ．SDGsを原動力とした地方創生、

　　　経済と環境の好循環の創出

　Ⅳ．一人ひとりの可能性の発揮と絆の強化

　　　を通じた行動の加速

【国内政策】SDGｓアクションプラン2021

【県内政策】第4次山形県総合発展計画

【山形市内政策】山形市発展計画20205

【南陽市内政策】第6次南陽市総合計画

ターゲットに対する目標達成の期待効果

ターゲット17.7

期待する効果

ターゲット17.17

期待する効果

SDGsの発信を行い、
持続可能な社会実現に寄与する

17.7

自社の取り組み

山形のサステナブル商品の発信

SNS・HPにて発信する

各種団体と自社商品との融合で、
既存の商品サービスに

新たな付加価値を産み出す

※オープンハウス時に学生と
　 SDGsイベントを開催

月1回の発信・更新 12回 ～2022年

月1回の発信・更新 12回 ～2022年

【ゴール１７】持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

SDGｓの普及活動を行うために
パートナー企業を増やす

ASUWO×SUNSHOUW夢ハウス
協力業者を通しSDGｓの普及を行う 関わる全業種 - ～2025年

開発途上国に対し、譲許的・特恵的条件などの相互に合意した有利な条件の下で、環境に配慮した技術の開発、移転、普及及び拡散を推進する。

SDGsを基とする各種団体や様々な方とのパートナーシップにより、社会課題配慮型の商品やサービスが産まれ健全な経済発展に繋がる。

さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。

SDGsの啓発活動をはじめとする社会貢献活動を提唱し、パートナーシップの輪を広げ目標に取り組む事で、地域社会の持続可能な成長の実現に繋がる。

SUNSHOW夢ハウスを通してパートナー企業とSDGｓが普及する。また、お互いに協力し合える関係を構築し、社会課題をビジネスで解決する企業が増え、ゴール達成を実現する

NPO団体や企業・学生との
コラボレーション

SDGsを軸にしたイベント
を開催し広く周知活動を行う

～2030年1回/年

課題提起

めざす姿

ナショナルインディケーター

ローカルインディケーター

ローカルインディケーター

ローカルインディケーター


