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学べること 

食品に関するSDGs  HACCP 

対象年齢：小学生低学年以上 

用途：   企業の研修 

産業を選択し、プレイヤーが経営者となり、HACCPと食品に

関するSDGsを学びます。 

個人学習 グループ学習ともに可能 

学習方法：ボード、カードを用いての学習 

食品安全って何？ 

食品を予期された方法や意図 

された方法で作ったり食べたりした

場合に、その食品を食べた人に害

を与えないという保証。 

害とは食中毒やアレルギー物質の

ことである。 

 

食中毒って何？ 

食中毒とは、食中毒を起こすもと 

となる細菌やウイルス、有毒な物質

がついた食べ物を食べることに 

よって下痢や腹痛、発熱、吐き気 

などの症状がでる病気のことです。 

時には命にもかかわる病気です。 

食中毒は冬に流行しきのこ・フグ 

焼いてない豚肉・カキなどに潜んで 

います。 



カード紹介 

1．要求事項カード 

要求事項カードでは、食品安全マネジメントシステムの国際規格であるISO22000の 

要求事項について学びます。企業が食品安全においてどのような取り組みを 

行っているのかを消費者が知ることで、安心して消費活動が行えるようにします。 

 ※「要求事項」とは、企業が製品を作る際に達成すべき基本要件です。 

2．SDGｓカード 

 SDGs17の目標を実現するための課題の解決策を、消費者が企業の視点に立って考えます。 

SDGs17の目標の周知が目的です。大人には現在、自分が勤めている企業のSDGsへの 

取り組みの認識を推進します。 

子供には、このような課題があることを知ってもらい、世間に対する視野を広げさせます。 

3．GOODカード 

 消費者に企業の食品安全や、より効率的で安全な食品生成方法、 

企業の社会貢献活動の取り組みを知っていただきます。 

そうすることで、消費者が企業の取り組んでいる具体的な食品安全の活動を学ぶことができます。 

4.BADカード 

 企業の食品安全の問題の例を一部、提示します。 

消費者にこのような問題が起こる可能性を事前に知らせることで、 

消費行動を慎重にさせます。 

■「食プロ」とは？ 

 「食プロ」とは食品安全・国際標準について楽しく

学ぶことができる消費者向けの教材です。食品安

全マネジメントシステム（ISO22000）の国際規
格を基に、食品安全や管理方法を学べる教材と

なっています。他にも、SDGｓや企業の 取り組み
等の内容も含まれており、それら全般を学べる教材

となっています。 

 ※ISOと は、International Organization 

for Standardization（国際標準化機構）の

略称で、国際間の取引を 

スムーズにするための共通の基準のことです。 

食 品 安 全 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム        

（HACCP）とは 

危害要因分析とは、まず原材料および作るまでの

潜在的なハザードについて起こりやすさや、健康被害

がどの程度なのか等、明らかにします。さらに、それぞ

れのハザードに対する管理方法を明らかにしていくこ

とです。 

危害を予測し、頻度や影響の大きさを考慮してリス

ト化し、適切な管理・記録を行う「衛生管理の見え

る化」がポイントになります。そのために事業者が行

うことは「➀衛生管理計画」「➁実施」「➂記録・確

認」という3項目です。 



ルール説明 

～ルール説明～  

このボードゲームは各プレイヤーが農家、飲食店、食品製造業など 

食品に関わる企業の社長、または家庭での食品を扱う人の立場としてゲームを進める。 

ゲームではサイコロを振り、出た目の数コマを進める。 

・ゴールにたどり着いた人は、自分の番が回って来るたびに、 

サイコロを振り、出た目の数×1,000円もらえる。 

・全員がゴールにたどり着いた時点でゲーム終了となり、所持金5,000円毎に1ポイントもらえる。 

～勝敗の決め方～  

・全員がゴールした時点でポイントが1番多い人が勝利となる。 

 

要求事項マス 

要求事項順番通りにカードを引く。 

食品安全マネジメントに関した要求事項の問題が記載されている。 

意見が適切なものである場合、1ポイントもらえる。 

 

ＳＤＧｓマス 

カードをランダムに1枚引く。 

食品安全の内容に関連したＳＤＧｓの問題が記載されている。 

引いたカードに沿って意見を考え、述べる。 

問題に答えることで、3,000円もらえる。 

 

ＧＯＯＤマス 

カードをランダムに1枚引く。 

食品産業に関わる良いイベントについて記載されている。 

カードに記載された金額をもらうことができる。 

 

ＢＡＤマス 

カードをランダムに1枚引く。 

食品産業に関わる悪いイベントについて記載されている。 

カードに記載された金額を失う。 

「食プロ」は食品安全・国際標準について楽しく学ぶことができる消費者向けの教材で

す。食品安全マネジメントシステム（ISO22000）の国際規格を基に、食品安全や

管理方法を学べる教材となっています。また、SDGｓ(持続可能な開発目標)や 

企業の取り組み等の内容も含まれており、それら全般を学べる教材となっています。 
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4.1 組織及びその状況の理解  

組織の状況の理解：組織の目的や戦略

を理解し、内部・外部の課題を解決する 

こと  

課題：解決しなければならない問題  

内部の課題：人、設備、資金、情報、 

業務環境などに関する課題  

組織がコントロールすることができる課題  

外部の課題：国内、国外、業界、顧客、

競合他社、関連法規制等に関する課題  

食品安全に関する内部の課題、  

外部の課題は何ですか？  

各課題から一つずつ選んでください  

 

内部の課題  

１．衛生・安全  

２．設備  

３．その他   

 

外部の課題  

1.顧客のニーズ  

2.法律の改定  

3.その他  

4.2利害関係者のニーズ及び期待の理解  

利害関係者：組織の経営に関

心をもつか影響を受ける個人、 

団体 顧客、供給者、従業員、 

行政、株主、近隣住民など  

ニーズ：要求  

食品安全に関する利害関係者からの

ニーズに応える場合どれが最も重要 

ですか？  

1.要望や苦情への対応  

2.顧客の要求事項を満たす製品 

及びサービスの提供  

3.法令や規制の遵守  

4.その他  

4.3食品安全マネジメントシステムの適用範囲の決定  

適用範囲：食品安全マネジメント

システムを適用する範囲のこと  

フードチェーン(食品の生産から 

消費者に届くまでの全ての段階)

全体における食の安全を守るため

の仕組み  

食 品 安 全 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム の 

適用範囲をどこに定めますか？  

1． フードチェーン  

2．製品の製造工程、サービスを 

提供する工程  

3．生産工場、サービスの提供場所  

4．その他  

5.1 リーダーシップ及びコミットメント・方針  

食品安全方針：組織の衛生 

管理目標を達成するための方針 

 

コミットメント： 組織が顧客等

の利害関係者に対して行う表明 

食品安全方針の中身を経営者として

何を約束しますか？  

１．食品安全に関する法律  

２．従業員の力量の確保 

３．その他 



5.2 方針  

食品安全方針：組織の衛生 

管理目標を達成するための方針  

コミットメント： 組織が顧客等の

利害関係者に対して行う表明 

経営者としてどのような食品安全

方針を確立しますか？  

１．FSMSの目標設定  

２．FSMSの継続的改善への  

コミットメント  

３．食品安全に関する力量の  

確保  

４．その他  

 

5.3 組織の役割、責任及び権限  

役割：責任者や担当者の食品

安全に関する仕事での役目  

責任：責任者や担当者の食品

安全における責任  

権限：責任者や担当者の食品

安全における権利、権力の範囲  

食 品 安 全 チ ー ム リ ー ダ ー は ど の 

部署の人が担当するべきですか？ 

１．FSMSを運用管理する責任者  

２．マ ネ ジ メ ン ト レ ビ ュ ー で 報 告 

する責任者  

３．その他  

6.1 リスク及び機会への取り組み  

リスク：食品の安全性を 

保てなくなるような事態  

機会：潜在的で有益な影響 

(企業に有益な影響を 

 もたらす事柄) 

あなたの組織における機会とリスクは 

何ですか？ 

リスク  

1．顧客の不信感 

2．異物混入 

3．その他 

機会 

1．顧客からの信頼 

2．保存状態改善 

3．その他 

6.2 食品安全マネジメントシステムの目標及びそれを達成するための計画 

目標：食品安全において達成 

しなければならない結果  

食品安全に関する具体的な目標は 

何ですか？ 

またどのように達成しますか？ 

1．消費者への適切な情報の伝達 

2．組織内部の食品安全危害の 

低減 

3．その他 



6.3 変更の計画  

変更：メンバーや責任者の変更

を含めて食品安全マネジメント 

システムを変更すること 

食品安全マネジメントシステムを変更

する際にどんなことに気を付けますか？ 

1．リスクを事前に検討しておくこと 

2．資源の 効 果 的 な 利 用 方 法 を 

考えること 

3．その他 

7 資源、力量、認識  

資源：食品安全方針の実現のため 

に必要なもの。人、物、金、情報がある 

力量：食品安全に関する従業員に

必要な能力 

認識：組織で働く従業員が 

知っておかなければならない 

食品安全に関する事柄  

従業員の食品安全に関する力量 

と認識を高めるために 

どうしますか？ 

 

1．従業員に適切な教育や訓練を 

受けさせる 

2．従業員のスキル管理を徹底する 

3．その他 

7.４ コミュニケーション  

コミュニケーション：組織内部および

外部の利害関係者との対話に関わる

組織が実行するプロセス 

内部：従業員 

外部：利害関係者 

製品又はサービスの外部提供者： 

原材料や機器、情報等の購買先 

食 品 安全 に つい て消 費者 に 何を 

伝えますか？ 

1．製品の取り扱い情報 

2．食品安全に関わる製品情報 

2．顧客、消費者からのフィードバック 

3．その他 

8.1 運用の計画及び管理 

運用の計画及び管理： 

食品安全方針の内容を組織全

体に伝え、実施するように管理する

こと 

食品安全方針として宣言した内容を 

どのようにして実行していきますか？ 

1．AIによるモニタリング  

2．工程ごとによる検査  

3．その他 



8.2 前提条件プログラム(PRPs)  

PRP:食品や食品の加工工程及び 

作業環境での食品の汚染を防ぐ、 

低減させるための衛生管理の 

プログラム 

製品加工時の作業環境での 

汚染物質の予防のために 

最も重要なのは何ですか？ 

1．PRP(s)を確立 

2．PRP(s)を実施 

3．PRP(s)を維持及び更新 

４．その他 

8.3 トレーサビリティシステム 

トレーサビリティシステム： 

供給者から納入される材料及び

最終製品の流通経路を特定 

できるシステム 

トレーサビリティシステムで最も考慮す

べきことは何ですか？ 

1．製品に対する受け入れ材料 

2．原料及び中間製品のロット関係 

3．材料・製品の再加工 

4．最終製品の流れ 

8.４ 緊急事態への準備及び対応  

緊急事態：食品安全に悪影響を

与える可能性のある出来事。 

自然災害、バイオテロ、環境事故、

作業場での事故、公衆衛生での

緊急事態などがある。  

緊急事態である食中毒問題が起きて

しまった際、どのように対処しますか？  

1.早急なリコール 

2.作業、管理環境の見直し 

3.作業、管理プランの見直し 

4.その他 

8.5.2 ハザード分析  

ハザード分析： 

それぞれのハザードに対する 

管理方法を明らかにすること  

ハザード分析を行う段階順に 

並び替えなさい。 

1.管理手段の決定及びカテゴリー 

分け 

2.ハザードの特定及び許容水準の 

決定 

3.ハザード評価 



8.5.3管理手段及び管理手段の組み合わせの妥当性の確認  

妥当性の確認： 

管理手 段が 重要 な食 品安全 

ハザードを効果的に管理できる 

証拠を得ること 

食品安全ハザード：健康への 

悪影響をもたらす恐れがある食品

の化学的要因 

管理手段が妥当かの確認をする際、 

どの作業に重点を置きますか？ 

1.他の製品で行われた確認の結果に

頼る 

2.模擬実験による確認 

3.統計学的に設計された調査 

4.その他 

8.5.4ハザード管理プラン 

モニタリング(監視)：システム・プロ

セスは活動の状況を確定すること 

ハザード管理プランで行われるモニタ

リングで何を重要視しますか 

1．モニタリングの頻度 

2．モニタリングの結果 

3．モニタリングの責任及び権限 

8.8PRPs及びハザード管理プランに関する検証  

検証：客観的証拠を提示する 

ことによって規定の要求事項が 

満たされていることを確認すること 

PRP：組織内及びフードチェーン

での食品安全維持に必要な活動 

インプット：マネジメントレビューを 

行う際のチェック事項  

個々の検証活動において確認 

すべき重要なことは何ですか？ 

1.PRP(s)が 実 施 さ れ さ れ か つ 

効果的である 

2.ハザード分析へのインプットが 

更新されている 

3.ハ ザ ー ド 水 準 が 特 定 さ れ た 

許容水準にある 

４．その他 

8.9製品及び工程の不適合の管理 

不適合： 

要求事項を満たしていないこと  
製品や工程の管理として不適合

にしないためにはどのように予防 

しますか？ 

1．AIによる管理  

2．モニタリング 

3．その他  



9.1 モニタリング、測定、分析及び評価 

評価：食品安全マネジメントシ

ステムの有効性を評価をすること 

パフォーマンス： 性能、成果、

成績のこと 

なぜ食品安全マネジメントシステムの

パフォーマンス評価を行わなければ 

ならないのか？ 

1．更新又は改善する必要性を特定

するため 

2．安全でない製品、工程の逸脱の 

発生率が高いかどうかを特定するため 

3．システムのパフォーマンスが満足 

できるものであるか確かめるため 

4．その他 

9.2 内部監査 

内部監査： 

食品安全マネジメントシステム 

全体をチェックするために行う 

監査 

内部監査ではどのようなことに気を付

けますか？ 

1.客観性及び公平性を確保できて 

いるか 

2.監査結果の証拠を残しておくこと 

3.合意された時間枠内で済ませること 

4.その他 

 

9.3 マネジメントレビュー 

マネジメントレビュー：経営層が行う、

食品安全マネジメントシステムの評価 

インプット：マネジメントレビューを 

行う際のチェック事項 

アウトプット：マネジメントレビューの 

結果とった処置 

マネジメントレビューのインプット、アウト

プットにおいて何を特に重視しますか？ 

 インプット      アウトプット 

1．前回の結果 1．改善の機会 

2．課題の変化 2．更新の必要性 

3．その他     3．その他 

10.1 不適合及び是正措置 

不適合：食品の安全性が保てなく

なるような事態  

是正処置：不適合の原因を除去

するための処置  

不適合が発生した場合、どの順番 

で 対 処 す る べ き で し ょ う か？ 

選択肢を並べ替えなさい。 

1.不適合の内容を理解する 

2.是正処置の有効性を評価する 

3.是正処置が必要かどうか検討する 

4.必要な処置を実施する 

5.不適合の原因を明確にする 

6.とった処置とその結果を文書化する 



10.３ 継続的改善 

継続的改善：パフォーマンスを向上

するために繰り返し行われる活動  

食品安全の取り組みをさらに伸ばすために

何をしますか？  

1．食品安全マネジメントシステムの 

  質の向上 

2．パフォーマンスの向上 

3．その他 



世界では貧困に悩む人々は今も多数存在しています。 

貧困問題の解決への貢献をするためにどんな事をするのが 

重要だと思いますか？ 

企業事例：フェアトレードへの取り組み 

食べることの大切さ、作ることの楽しさを伝えるために何を行いますか？ 

 

企業事例：「はじめてクッキング教室」 

食と健康の課題は非常に深く結びついています。 

食品を通じて健康を推進するためにはどんな活動が有効だと思いますか？ 

 

事例：アレルギーを持つ方でも食べられる製品開発の促進 

 

世間では食に関する正しい知識を持つことが大変重要になっています。 

食の安全について正しい知識を持ってもらうために 

どんな活動が出来ますか？ 

 

事例：食育を目的とした出前授業の実施 



仕事と家庭を両立したい方々に本人の状況に応じて、働きやすい労働

環境を与えるために何を行いますか？ 

 

事例：社内に保育所を設置 

計画的に節水、水使用量を削減するために何が出来ますか？ 

 

事例：水の適正管理と水のリスク対策 

食品企業がエネルギー問題に対応するためにはどんな事が

出来ますか？ 

企業事例：食品廃棄物を再生可能なエネルギーに変換 

する活動 

我が国の経済成長のために企業ではどのような行動が 

出来ますか？ 

事例：過重労働の防止の制度づくりによる生産性の向上 



人材確保がますます困難になる中、省人化の取組として何を行いますか？ 

 

企業事例：IT技術を最大限活用したIoTの導入 

障害者や外国人など多様な人お能力を最大限に活かすために 

何を行いますか？ 

 

企業事例：障害者や外国人に本業の製品の生産業務を任せる 

ダイバーシティを取り入れた活動 

 

高齢者等を中心に食料品の購入や飲食に不便や苦労を感じる方が増えています。 

食に関する不便さを解決するためにはどんなことが出来ると思いますか？ 

 

企業事例：食品の訪問販売による不便さの解決 

自然資源を持続可能性と事業活動の継続的発展を両立させるために何を 

行いますか？ 

 

企業事例：自ら栽培や生産活動を行うことや生物多様性に配慮した調達 



自社のCO₂排出量を削減するために何を行いますか？ 

 

企業事例：省エネ設備の導入 

環境汚染の予防とリスク低減及び持続可能な資源の利用をする 

ために何を行いますか？ 

 

企業事例：サステナブルシーフードの提供 

環境との調和を意識することが大切であると考えられます。 

生物多様性の保全活動として何が行いますか？ 

 

企業事例：途上国への支援による森林伐採の低減 

授業員が一人ひとりがコンプライアンス実践者となり、より堅固な組織

にするために何を行いますか？ 

 

企業事例：内部通報制度 



消費者が望むより安全な商品作りを行うためには関係者との連携が不可欠です。 

関係者との連携を行うためにどのような事を行いますか？ 

企業事例：サプライヤーとの情報交換 



BADカード１ 

農薬：添加物が基準値を上回ったため、 

商品化できませんでした。 

サイコロの目×3,000円減ります。 

センサーカメラの情報を一時保存しか 

行わなかったため、照合する必要が 

生じた場合の対応が遅れました。 

3000円減ります。 

BADカード２ 

工場のみに対策が集中し、トラックなどの

温度管理を怠ったため安全面で不適合

が発生しました。 

3,000円減ります。 

BADカード３ 

異物混入： 

異物混入に気がつけませんでした。 

サイコロの目×1,000円減ります。 

BADカード４ 



取引先：サプライヤー側に問題が発生

し、原材料が供給されませんでした。 

サイコロの目×2，000円減ります。 

BADカード５ 

食中毒：衛生管理に不備があり、問題

が発生しました。 

サイコロの目×1,000円減ります。 

BADカード6 

海外の現地工場が衛生管理をずさんな 

体制で行っていました。 

5,000円減ります。 

BADカード7 

食中毒：衛生管理に不備があり、問題

が発生しました。 

5,000円減ります。 

BADカード８ 



輸入品：輸入品の農薬が基準を満たし

ておらず法律違反になってしまいました。 

サイコロの目×3,000円減ります。 

BADカード９ 

従業員の中に衛生教育が上手くいってい

ない人がおり、力量に差が出てしまいま

す。 

3,000円減ります。 

BADカード１０ 



GOODカード1 

有効な衛生管理が可能になりました。 

 

5,000円もらえます。 

GOODカード2 

添加物・原材料・成分の使用に配慮

した製品を開発しました。 

 

5,000円もらえます。 

GOODカード３ 

バリューチェーン全体にわたる品質や 

安全性を保証しました。 

 

3,000円もらえます。 

GOODカード４ 

意図的な異物混入を防ぎました。 

 

1,000円もらえます。 



GOODカード５ 

製品の栄養素をわかりやすく表示しました。 

 

3,000円もらえます。 

QRコードを用いて、製品の栄養や健康、

企業情報にアクセスできるようにしました。 

1,000円もらえます。 

GOODカード６ 

ホームページを通して、品質の見える化を

行いました。 

 

3,000円もらえます。 

GOODカード7 

食の安全性を保つために他企業と連携 

しました。 

5,000円もらえます。 

GOODカード８ 



食品衛生の普及や人材育成が評価 

され、表彰されました。 

1,000円もらえます。 

GOODカード９ 

AI原料選定を導入したことで、不良品

の選定が効率的になりました。 
 

5,000円もらえます。 

GOODカード10 

トレーサビリティを導入しました。  

 

3,000円もらえます。 

GOODカード11 

食品管理方法のマニュアルを作成 

しました。  

1,000円もらえます。 

GOODカード12 



食に関するセミナーを開催しました。  

 

5,000円もらえます。 

GOODカード13 

従業員教育を徹底し、力量を向上 

しました。 

3,000円もらえます。 

GOODカード14 

工場見学を行いました。 

 

1,000円もらえます。 

GOODカード15 
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食プロ 要求事項カード 用語集 

4.1組織及びその状況の理解   

設備：器具、装置とその状態のこと 

消費者：コンロ、冷蔵庫など   農家：冷蔵庫、蔵など 

工場：フライヤーやカッターなど  飲食店：コンロや水回り 

法律の改定：食品安全に関わる法律の改定で企業に影響する事柄 

 

4.3食品安全マネジメントシステムの適用範囲の決定 

食品安全マネジメントシステムの適用範囲：企業が関わる食品であなたが安全性を守るために活動する範囲 

農家：出荷後の商品に対してどこまでの範囲に関わるかなど 

小売店・飲食店：入荷前の段階でどこまでの範囲に関わるかなど 

 

5.1リーダーシップ及びコミットメント・方針 

約束：この事を守ると公言し、周知させること 

 

5.1リーダーシップ及びコミットメント・方針 

力量：物事を成し遂げるための能力 

 

5.2方針 

FSMS：食品安全マネジメントシステムの略称 

食品安全に関わる力量の確保：従業員が食品安全を守るために必要な力量を持つこと 

 

5.3組織の役割、責任及び権限 

食品安全チーム：食品の品質管理や衛生管理など安全面の管理を担当するチーム 

マネジメントレビュー：企業の行ったマネジメント体制の振り返りをする事 



 

6.2食品安全マネジメントシステムの目標及びそれを達成するための目標 

食品安全危害：異物混入、衛生面の欠如などの食品の安全を損なうもの 

農家：農薬の使い過ぎなど     

製造業、飲食店：異物の混入、従業員が手を洗わなかった事、傷んだ食材の使用など 

家庭：手を洗わないこと、傷んだ食材の使用など 

 

7.4コミュニケーション   

食品安全に関わる製品情報：アレルギーや賞味期限などの情報 

フィードバック：サービスを受けた人の意見や評価 

 

8.2 前提条件プログラム(PRPs)   

PRPsの確立：PRPsを定め、内容を確定させること 

PRPsの維持及び更新：作成したPRPsを維持し、必要に応じ更新させる 

 

8.3トレーサビリティシステム 

原料及び中間製品のロット関係：原料と中間製品がつり合うようにする事 

 

8.4緊急事態への準備及び対応 

作業、管理環境の見直し：作業、管理環境の衛生状態など、主に目に見えることを見直す事 

作業、管理プランの見直し：作業の技術、及び作業計画など、主に目に見えないものを見直す事 

 

8.5．2ハザード分析 

ハザードの許容水準：食品安全に関わる農薬の濃度や、添加物の含有量などの許容量の決定 

 



1 貧困をなくそう 

フェアトレードへの取り組み：貧困な生産者から適正な価格で取引をし、生活改善を目指す活動 

フードバンクの活用：安全なのに売れなくなってしまった食品を集め、貧困に苦しむ方に配給する団体 

貧困地への農業の普及：農業を伝え、食料の調達を容易にする 

 

２ 飢餓をゼロに 

1．子供向け料理教室の開催 

2．持続可能な食品生産の開発：ソイミートや培養肉の研究、貧困地への農業の普及など 

3．栄養バランスの取れたメニューの提案、提供 

 

３ 全ての人に健康と福祉を 

1．アレルギーを持つ方でも食べられる製品開発の促進 

2．高齢者向けの機能性食品の開発：体の調子を整える機能があることを強調した食品を開発すること 

3．飲食店の禁煙による禁煙増進 

 

４ 質の高い教育をみんなに 

1．食育を目的とした出前授業の実施 

2．マスメディアによる食の知識の周知：テレビやラジオなどで食の知識を周知すること 

3.デジタル教材開発による授業の支援 

 

５ ジェンダー平等を実現しよう 

1．社内に保育所を設置 

2.女性の雇用の増加 

3．在宅勤務、子供休暇の充実化 

 



７ エネルギーを皆にそしてクリーンに 

1.食品廃棄物を再生可能なエネルギーに変換する活動 

2.排熱の再利用などのエネルギーの循環 

3．節電などによる省エネ活動 

 

８ 働きがいも経済成長も 

1.過重労働の防止の制度づくりによる生産性向上 

2.企業本部と各店舗の協力体制づくり 

3．勤務場所の自由化による働き方の改善 

 

９ 産業と技術革新の基盤を作ろう 

1．IT技術を最大限活用したIoTの導入：モノをインターネットにつなぐこと 

例：コンピュータだけでなく音楽、写真、家電など様々なものがインターネットに接続されること 

2．POSレジ導入による省人化と販売機会の増加：POSレジ：商品に関する情報を把握し、管理するもの 

事例：コンビニなどで売れた商品の数を知って必要な分だけ入荷するなど 

3．高齢者の記憶力改善のための食品開発 

 

１０ 人や国の不平等をなくそう 

1．外国人に本業の製品の生産業務を任せる活動 

2.障がい者の職業生活の能力発揮機会の提供 

3.組織の透明化による奴隷化の防止 

 

１１ 住み続けられる町づくりを 

1．コープの訪問販売による地産地消と不便さの解決 

2．ネットコンビニ活用による社会インフラの提供：コンビニで売っている商品をスマホなどから注文できるサービス 



13 気候変動に具体的な対策を 

1．省エネ設備の導入 

2．PDCAシステム活用による省エネ 

3．危機の定期的なメンテナンスによる機械効率の維持 

 

 

１４ 海の豊かさを守ろう 

1．サステナブルシーフードの提供：環境や資源に気を遣って管理された量業でとれた海産物の提供 

2.取れすぎた魚をその時だけ販売するシステムの導入 

3.プラスチック包装削減による環境改善への取り組み 

 

１５ 陸の豊かさも守ろう 

1．途上国への支援による森林伐採の低減 

2．植樹活動による自然の増加 

3．森の再生プロジェクトによる生物多様性保全パートナーシップで目標を達成しよう 

 

１６ 平和と公正を全ての人に 

1．内部通報制度の導入 

2．内部統制システムの導入 

3．監査チームの結成による組織の効率化、透明化 

 

１７ パートナーシップで目標を達成しよう 

1.サプライヤーとの情報交換：商品や原料の供給者との情報交換 

例：料理を作る材料となる野菜や魚を供給してくれる農家、漁師など 

2.外部機関との連携 
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