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一般社団法人グローバル愛知

SDGs REPORT



　 グローバル愛知は国連が提唱する「持続可能な開発目標」に賛同し

SDGsを導入しました。多様な人材が活躍できる職場づくりを推進し、

持続可能な社会の実現に向けて事業を展開していくことが重要だと考え

ています。SDGsの目標の中から取り組むべき課題を抽出し、それらの

解決に向けたサービス展開をしています。

しかし、SDGsは中小・中堅企業にまだまだ浸透していないのが現状で

す。グローバル愛知の会員企業のみならず広く企業に広めていくことが

グローバル愛知のミッション達成に繋がると思っており、SDGsの導入

支援にも取り組んでまいります。

一般社団法人グローバル愛知
General Incorporated Association Global Aichi

グローバル愛知は、『中小・中堅企業の人材不足解消』、『留学生の就職

率向上と定着』という２つのミッション達成のため会員企業・留学生に様

々な支援サービスを提供している非営利団体です。産官学と連携し外国

人に門戸を開いた企業ネットワークを構築しています。累計留学生1170

名、中小・中堅企業126社に支援サービスを提供してきました。現在、就

活中の会員留学生はベトナム人、中国人などのアジア地域をはじめ、北

米、南米、欧州、アフリカなどの約118人、会員企業は製造業を中心に建

設・商業・ＩＴ・サービス・小売など企業95社です。

中小・中堅企業の
人材不足解消

代表理事メッセージ

ミッション

留学生の就職率
向上と定着

組織ポジショニング

グローバル愛知事務局
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　グローバル愛知は『中小・中堅企業の人材不足問題

の解消』と『留学生の就職率向上と定着』をミッショ

ンとして活動していますが、この２つのミッションは

日本のSDGsの主要な課題である目標5(ジェンダー平

等)及び目標10(不平等をなくす)への貢献に直結する

と考えています。

　グローバル愛知はSDGsコンパス（指針）の導入

ステップを踏まえ、優先目標の決定、経営との統

合、SDGs情報発信などを行い、本格的にSDGsに取

り組んでいます。

　 そして、SDGsを会員企業のみならず広く企業に広

めるべくSDGs導入支援に取り組んでいきます。留学

生の意見を企業のSDGsに活かす新しい取り組みにも

チャレンジしていきたいと思っています。SDGsを導

入する企業の増加はグローバル愛知のミッションであ

る『留学生の就職率向上と定着』にも大いに貢献する

と考えています。

　また、愛知県・名古屋市・中部地方ESD支援センタ

ー・国際連合地域開発センター・一般社団法人SDGs

マネージメント・一般社団法人SDGs推進センターな

どの行政機関・各種SDGs関係団体とも情報交換し

SGDsの普及に努めていきます。

　グローバル愛知は、SDGsに賛同し、2030年の開

発目標達成に向け、外国人材の就職・活躍・定着支援

を通じて、持続可能な社会の実現を目指します。

グローバル愛知のSDGs取り組み
　SDGsとは、2015年9月の国連サミットで採択

された「我々の世界を変革する：持続可能な開発

のための2030アジェンダ」に記載された2030年

までの持続可能でよりよい世界を目指す国際目標

です。17のゴール（目標）と169のターゲットか

ら構成され、地球上で「誰一人取り残さない」こ

とを誓っています。 　

　SDGs推進本部では、日本のSDGsの取り組みの

指針であるSDGs実施指針と、具体的施策を取りま

とめたSDGsアクションプランが定められました。

　2020年6月に発表されたSustainable Devel-

opment Report2020によると、ランキングの対

象になった166カ国の中、日本は17位にランクイ

ンしました。

SDGsの可能性を広げる
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2017

マイルストーン
【 ４ 年 間 の 歩 み 】

有料職業紹介認可を取得

（一社）グローバル愛知の設立

8.8

12.1

設立パーティを開催

9.1

12.4
第一回GA忘年会を開催

第一回【成功事例から学ぶ
中小企業で活躍する外国人

材】セミナーを開催
（以降定期に開催）

8.9

2018

一周年記念事業の開催

3.5

愛知県「外国人留学生と企業
の交流会２０１８」にて交流

促進イベントを開催

愛知学院大学で初めての
合同企業説明会を開催

2019 2020

初めて独自の合同企業説明
会「就職勝道」を開催

中京テレビ祭り2019にて
国際交流ブースを出展

グローバル愛知第一回
会員総会を開催

名古屋市「留学生の雇用状況と採用
企業のベスト・プラクティス」

セミナーにて基調講演

外務省SDGsアクションプラット 
フォームにグローバル愛知の 

HPリンクが掲載

会員企業向け
SDGs勉強会を開始

幹事会の発足

留学生向け無料
日本語講座開始

4.13

名古屋市SDGsまちづくり 
プロジェクトに参画

7.29

8.2110.1

7.1

コロナウイルス注意喚起 
ポスターの作成と配布

4.21

1.22

「ASEAN短期受入プログラム
2019」に参画

7.24

9.19

名古屋大学と連携し、初めて
の産学プロジェクトを開催

6.1

11.9

企業文化教育の一環として、
留学生インターンシップ

の受入れを開始

3.1

12.15

4.18

9.17

名古屋大学の非常勤講師とし
てInternational Communica-
tionの科目を担当し、3社の産

学連携プロジェクトを実行

10.1

2.1

9.22

留学生向け会社見学ツアー
サービスを開始

椙山女学園大学
多文化関係学会にて講演

留学生就活オンライン 
相談会を開始

11.17
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名城大学との連携イベント

「本音トーク交流会」

留学生が日本で就職する際に感じる不安や疑問を解決す

るため、中小企業の経営者・採用担当者と直接話す機会

をつくりました。企業の採用担当者に面接のポイント、

会社選び、一般的な就職活動では聞きづらいことなどを

聞き、企業にも本音で答えてもらい、参加する留学生

が、就職活動の不安を解消し、自信をもって面接に挑め

るよう心の準備をすることを目的としています。

合同企業説明会を初めて 

バーチャル空間で開催

このイベントの目的は留学生と企業が出会う機会をつく

ることです。緊急事態宣言の延長により、合同企業説明

会を対面からバーチャル空間を利用して開催することに

なりました。この空間では、留学生が自分のアバターを

動かし、企業から会社説明を受けたり、質問をすること

ができ、通常の説明会と同様の流れで行うことができま

した。Withコロナの対策になったと思います。

留学生採用と活用セミナー 

をオンラインにて再開

このセミナーでは、中小企業で活躍する外国人材の事例

を踏まえ、外国人材のポテンシャルや受け入れ体制、

活用方法についてご説明いたします。企業の皆様にと

って、当セミナーが外国人材採用やグローバル展開の

きっかけになることを目的としています。コロナ禍

で、2020年以降開催を控えていましたが、2021年か

らオンラインにて再開しています。

SDGsセミナーに初登壇

百五総合研究所主催セミナー「企業が取り組むSDGsセ

ミナー」にて、グローバル愛知のSDGsの取り組みを発

表しました。具体的な事例で説明することで、企業が

SDGsに興味を持つきっかけになれたと思います。引き

続きグローバル愛知はSDGsの取り組みをアップデート

し、会員企業、会員留学生と協力をして、SDGsの普及

に努めます。

2021

1.22 2.24 4.27 6.11
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Global Aichi SDGs Report 2021 Global Aichi SDGs Report 2021



95社 1170人98件

会員企業 会員留学生紹介実績

5回 2回53社

採用実績企業 合同企業説明会 企業・留学生交流会

就職活動相談会 出会いの場の創出

活 動 進 捗

未来投資戦略2018 名古屋市未来都市計画愛知県未来都市計画
【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

文部科学省の調査結果によると、留学生の約７割が日本での就職を希望しているのに対して、実際は3割
程度しか就職できないために生活が安定せず相対的貧困に陥る。グローバル愛知は、留学生を「誰一人取
り残さない」ために取り組み、留学生に門戸を開いた企業ネットワークを構築し無料就職支援を行ってい
る。就職率の向上によって、多くの外国人の生活が改善され、貧困の連鎖からの脱却が可能になる。

達 成 目 標

メインターゲット
(サブターゲット)

日本国内の政策 当法人の活動テーマ 取り組み内容 サービス対象 KPI（業績評価指標） 数値評価 期間

1.2
1.3

（10.1）

未来投資戦略2018

愛知県未来都市計画

名古屋市未来都市計画

1.4

留学生の就職率を向上させる

JBL(Japanese Business Life)
ワンストップサービスを拡げる

会員留学生の拡大 留学生

～2023年7月

外国人を採用する優良企業
のネットワークの構築

留学生・企業の出会いの促進

無料職業紹介サービスの提供 留学生

留学生・会員企業

非会員企業・会員企業

紹介実績の増加 250人

会員留学生の増加

就職活動相談会の開催　*NEW

就活ガイダンスの開催　*NEW

企業・留学生交流会の開催

合同企業説明会の開催

会社見学の開催

採用実績企業の増加

会員企業数の増加 140社

100社

－

６回/年

６回/年

2000人

12回/年

４回/年

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、全ての年齢の男性、女性、子供の割合を半
減させる。

充実した就職支援を提供することによって、外国人の就職率が向上し、貧困に苦しむ外国人が減る。

1.2

1.3

1.4

ターゲット：

ターゲット：

期待効果：

ターゲット：

期待効果：

各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、2030年までに貧困層及び脆弱層に
対し十分な保護を達成する。

留学生と日本社会の間の情報格差が解消され、より安定的な生活を確保できる。

脆弱層を含めすべての在日外国人が基礎的サービス及び経済的資源にアクセスする機会を増やし、より平等
な社会的立場を確保する。

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、基礎的サービスへのアクセス、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。

期待効果：

2030年までに、各国の所得下位40%の所得成長率について、国内平均を上回る数値を漸進的に達成し、持
続させる。ターゲット：

期待効果：

10.1

就職率の向上と適正雇用を確保することによって外国人の所得が成長し、日本人との経済格差が縮小する。

ターゲットに対する目標達成の期待効果

グローバル愛知就活相談会（オンライン開催） グローバル愛知バーチャル合同企業説明会
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日本再興戦略 名古屋市未来都市計画愛知県未来都市計画
【ゴール4】
すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供します

留学生は就職活動や入社後の定着・活躍において、言語の壁と常に闘わなければならない。グローバル愛
知では、機会の平等を担保すべく、ジェンダー・国籍・学歴を問わず、外国人と日本企業に協働と共生に
向けた教育支援を行っている。また、教育の一環として、日本企業への意識向上を推進し、「誰でも活躍
できる日本社会」の実現に向けた活動を進めている。

留学生が日本企業で学ぶ機会を増やす

就職活動に対する認識の向上 留学生

SDGsを普及させる
企業・留学生における

SDGs認知度の向上

留学生・会員企業・社内

留学生・会員企業・ 
非会員企業

SDGs関連セミナーの開催　*NEW

SDGs 関連イベントの開催

２回/年

１回/年

～2020年8月

～2023年7月

～2023年7月

～2030年

～2023年7月

～2023年7月

達 成 目 標

SDGsアクションプラン

メインターゲット
(サブターゲット)

日本国内の政策 当法人の活動テーマ 取り組み内容 サービス対象 KPI（業績評価指標） 数値評価 期間

4.4
4.5

 平成28年６月
「日本再興戦略」

愛知県未来都市計画

4.7

日本語教育を提供する

異文化理解を促進する

インターンシップの促進

留学生・日本人学生

～2023年7月留学生向け無料日本語講座の実施

日本語eラーニング システムの構築

多文化コミュニケーション意識の向上

留学生・会員企業・ 
非会員企業・一般人

留学生

就活ガイダンスの開催　*NEW ４回/年

日本人学生と外国人留学生の交流会　*NEW

受け入れインターン人数の増加

外国人インターン紹介人数の増加

利用者の増加

N3システムの開発

日本語能力試験合格率の向上

受講生の増加 30人/年

25%

－

50人

４回/年

10人/年

15人

～2023年7月

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。

留学生の日本語能力向上をはじめ日本で活躍するに必要なスキルを高め、国内外での就職や起業する人材を増やす。

4.4

4.5

4.7

ターゲット：

ターゲット：

期待効果：

ターゲット：

期待効果：

2030年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子供など、脆弱層が
あらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。

eラーニングシステムの拡充によって、地域・ジェンダー・所属に縛られない日本語教育を提供する。

SDGsがすべてのステークホルダーの生活に浸透し、取り組む個人・法人が増え、持続可能な社会の実現に近づく。

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。

期待効果：

ターゲットに対する目標達成の期待効果

無料日本語講座の実施 就活ガイダンスの開催

活 動 進 捗

21人 21％

受講生の増加 日本語能力試験合格率

愛知産業大学の留学生向け就活ガイダンス2019

10人

eラーニング利用者

9人

インターン受け入れ

外国人社員・留学生向け日本語講座

1人

SDGs 関連イベント

1312
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女性活躍推進法 愛知県未来都市計画
【ゴール5】
ジェンダー平等を達成し、すべての女性の能力強化を行う

国際連合が発表した持続可能な開発目標(SDGs)報告2019によると、ジェンダー平等は日本にとって特に
重大な課題とされている。グローバル愛知は誰もが活躍しやすい組織づくりを目指し、短時間勤務及びテ
レワーク制度を導入し、積極的に女性・子育てママを採用している。また、性別を問わずに就職・教育関
連サービスを提供し、活動を通じて機会の平等の確保を推進している。

女性社員を積極的に採用 ～2021年

～2020年9月

～2020年7月

～2023年7月

達 成 目 標

メインターゲット
(サブターゲット)

日本国内の政策 当法人の活動テーマ 取り組み内容 サービス対象 KPI（業績評価指標） 数値評価 期間

5.1

女性活躍推進法

愛知県未来都市計画

女性の雇用機会を増やす

女性に働きやすい社内体制・
環境を整備する

～2030年女性留学生紹介を積極的に実行

法人内女性の参画及び平等な
リーダーシップの機会の促進

社内

社内

会員企業・留学生

名古屋市女性の活躍推進企業認定の取得 －

幹事会の女性比率の増加

ファミリーフレンドリー企業認証の取得

あいち女性の輝きカンパニー認定の取得

女性社員の比率の増加

女性紹介実績の比率の向上

女性活躍職種の増加 －

50%

50%

－

－

33%

あらゆる場所における全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。

性別にかかわらず、同一労働同一賃金に基づいた目線で業務を分担することで、ジェンダー平等のモデルケ
ースを作る。

5.1

5.5

ターゲット：

ターゲット：

期待効果：

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。

会員留学生に支援サービスを平等に提供し、どの業種でも女性の雇用を促進することで、女性が活躍する場
及び機会が増える。

期待効果：

ターゲットに対する目標達成の期待効果

社内体制・環境の整備 女性紹介実績の比率

活 動 進 捗

5.1
5.5 ～2023年7月

41％

女性紹介実績の比率

星城大学にて合同企業交流会男女隔たりのない職場

女性社員の比率

66％

幹事会の女性比率

20％
就活ガイダンスで講演を行っている事務局のヤーニン

SDGs勉強会で外国人女性従業員に説明している事務局の橋詰

1514

Global Aichi SDGs Report 2021 Global Aichi SDGs Report 2021



働き方改革関連法 名古屋市未来都市計画愛知県未来都市計画
【ゴール8】
持続可能な経済成長、働きがいのある仕事を推進する

日本における外国人の就労をめぐって、労働環境の劣悪さや留学生の低就職率などがしばしば問題視され
るが、その是正を図る真剣な取り組みは未だに十分ではない。グローバル愛知では、企業と外国人が長期
的に協働できるように、適正雇用の徹底を筆頭に受け入れ体制の整備や多国籍職場づくりの促進まで幅
広く取り組んでいる。外国人労働者1人1人がやりがいをもって働けるように、入社後のフォローも重視
し、メンター制度を含む充実した定着支援を手掛けている。

会員企業

～2023年7月

～2030年

～2021年

～2020年6月

～2023年7月

～2030年

達 成 目 標

メインターゲット
(サブターゲット)

日本国内の政策 当法人の活動テーマ 取り組み内容 サービス対象 KPI（業績評価指標） 数値評価 期間

8.5
8.8

（5.1）

働き方改革関連法

愛知県未来都市計画

名古屋市未来都市計画

外国人の離職率を低下させる

働き方改革を促進する

会員企業における働き方改革の取組の促進

社内

～2020年6月

外国人定着支援サービスをの提供

当法人の労務管理の改善

会員企業・OBOG

残業時間の減少 ＜10時間/月

テレワークの導入

ワーク・ライフ・バランス推進企業認定の取得

外国人採用と活用セミナーの開催　*NEW

社員研修の利用の推進

紹介者の３年以内の離職率の維持　*NEW

定期アンケート調査の実施　*NEW

初年度アフターフォローサービスの義務化 －

２回/年

＞20%

－

－

－

６回/年

2030年までに、若者や障害者を含む全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、並びに同一労働同一賃金を達成する。

外国人と企業の相互理解を深めることにより、外国人にとって働きがいのある仕事につく機会が増える。

8.5

8.8

5.1

ターゲット：

ターゲット：

期待効果：

移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、全ての労働者の権利を保護し、
安全・安心な労働環境を促進する。

外国人材の権利と立場を守る労務管理制度が整備され、多文化を尊重する労働環境が増える。

性別にかかわらず、同一労働同一賃金に基づいた目線で業務を分担することで、ジェンダー平等のモデル
ケースを作る。

あらゆる場所における全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。

期待効果：

ターゲットに対する目標達成の期待効果

アフターフォローサービス OB・OG会の開催

活 動 進 捗

ターゲット：

期待効果：

アンケートの実施

2回

紹介した留学生に対するメンター面談 OB・OG会をオンラインにて開催

3年以内の離職率

18％

残業時間

7時間/月

外国人採用と活用セミナー

3回

1716
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法務省の人権擁護機関 名古屋市未来都市計画愛知県未来都市計画
【ゴール10】
国内および国家間の格差を是正する

愛知県には17万人以上の外国人が働いているが、職場や社会の中で不利益を被る場面が多い。 グローバ
ル愛知は行政機関や経済団体の信頼のもと、外国人採用・活用の先進事例を広く発表し、企業をはじめ日
本社会の意識向上を図っている。 また、企業が多様性を受入れ、強みとして活かせるように外国人との
交流会や異文化理解をテーマにしたセミナー・研修も実施している。

～2023年7月

～2030年

達 成 目 標

メインターゲット
(サブターゲット)

日本国内の政策 当法人の活動テーマ 取り組み内容 サービス対象 KPI（業績評価指標） 数値評価 期間

10.1
法務省の人権擁護機関の設立

愛知県未来都市計画

日本人と外国人の
経済格差を縮小する

外国人に対する就職差別の減少を図る

留学生

～2030年日本企業の外国人適正雇用の促進

異文化理解の普及

就職活動に関する情報の発信

留学生・会員企業

留学生・会員企業・
非会員企業

就職活動ブログの更新　*NEW

留学生・企業交流会の開催

同一労働同一賃金の推進

正社員雇用の推進

外国人採用と活用セミナーの開催　*NEW 6回/年

正社員の紹介実績100%

－

6回/年

6回/年

2030年までに、各国の所得下位40%の所得成長率について、国内平均を上回る数値を漸進的に達成し、持
続させる。

就職率の向上と適正雇用の確保を通じて、相対的貧困を緩和し、外国人の所得を成長させることにより、日
本人と外国人の経済格差を縮小する。

10.1

10.2

ターゲット：

ターゲット：

期待効果：

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、全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。

外国人に対する就職差別を解消し、誰でも平等な就職機会が得られるようになる。

期待効果：

ターゲットに対する目標達成の期待効果

異文化理解の普及 就職促進に関する情報の発信

活 動 進 捗

10.2

2回

企業・留学生交流会外国人採用と活用セミナー 正社員の紹介実績

100％3回

名古屋市錦二丁目SDGsまちづくりの一環として、 
「人・多様性×活躍外国人とつながる国際交流会」の開催

名城大学と共催した留学生就職促進プログラム 
「企業の本音を知る」交流会の開催

「デジタル時代における異文化コミュニケーション」 
ワークショップの開催

インターンシップと一緒に制作した就活ガイダンスビデオ

就職活動に対する情報格差を縮小する

1918
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地球温暖化対策計画 名古屋市未来都市計画愛知県未来都市計画
【ゴール13】
気候変動とその影響に立ち向かうための対策を取る

世界の温室効果ガスの排出量は増加の一途をたどっている。その結果、温室効果ガスの排出を原因とする
気候変動の影響がさらに広がっていく。グローバル愛知は環境管理体制を整備しており、温室効果ガスの
削減をはじめ環境に与えるインパクトを積極的に減少させている。また、環境保全活動に参画し、外国人
の意識を向上させるとともに、その結果芽生えた意識がそれぞれの母国で拡散することも期待している。

～2023年7月

13.3
～2030年

達 成 目 標

メインターゲット
(サブターゲット)

日本国内の政策 当法人の活動テーマ 取り組み内容 サービス対象 KPI（業績評価指標） 数値評価 期間

13.2 愛知県未来都市計画

名古屋市未来都市計画

あいち地球温暖化防止戦略

気候変動の緩和に貢献する

～2020年7月

環境管理体制の整備

環境保全活動への参画 留学生・社内

社内

環境保全イベントについて留学生に周知

留学生の環境保全意識の向上イベントの開催

エコアクション認証の取得

優良エコ事業所認定の取得

エコ事業所認定の取得 －

－

－

1回/年

4回/年

気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。

環境管理体制の整備を徹底し、温室効果ガスの排出を抑えることを通して気候変動が緩和する。

13.2

13.3

ターゲット：

ターゲット：

期待効果：

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。

留学生が日本社会の環境保全意識を共有し、国内外で活かすことにより全世界の環境保全活動が前進する。

期待効果：

ターゲットに対する目標達成の期待効果

エコ事業所認定の取得

活 動 進 捗

～2030年

～2023年7月

クールビズの推進

オフィス古紙・ゴミ・資源の分別回収ボックスの設置
環境問題をデーマとした留学生と日本人学生の交流イベント（11月開催予定）

紙の再利用の促進

環境保全のイベント参画 環境保全イベントの周知

2回1回

環境保全意識の向上イベントの開催

エコ事業所認定証

2120
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SDGsアクションプラン 名古屋市未来都市計画愛知県未来都市計画
【ゴール17】
持続可能な開発を強化し、パートナーシップを活性化する

グローバル愛知は外国人・企業・行政機関・教育機関などと連携し、すべてのステークホルダーにメリッ
トをもたらす活動を展開している。また、賛同していただいた金融機関やＮＰＯ法人、各種団体との協力
体制を築き、相乗効果を生み出している。産学連携プロジェクトでは日本人学生と留学生がチームで、日
本企業の海外進出やSDGs推進を図り、大きな成果をあげている。

～2023年7月

～2023年7月

～2023年7月

達 成 目 標

メインターゲット
(サブターゲット)

日本国内の政策 当法人の活動テーマ 取り組み内容 サービス対象 KPI（業績評価指標） 数値評価 期間

17.1

SDGsアクションプラン

愛知県未来都市計画

名古屋市未来都市計画

産官学金労言士を中心にJETROあらゆる
ステークホルダーとの連携を深める

外国人の就職支援のネットワークの拡大

SDGsに取り組みたい企業の支援

行政機関

～2030年横断的なプロジェクトに参画

 潜在パートナーの発掘

全ステークホルダー

全ステークホルダー

協力教育機関数の増加 ６校/年

協力行政機関数の増加

会員企業数の増加

コラボの内容の多様化

ステークホルダー参加の促進 －

－

140社

１機関/年

SDGsに関する情報の発信

SDGs 関連セミナーの開催

SDGs勉強会の実施　*NEW

17.17
（４．７）

外国人を採用する優良企業のネットワークの拡大

SDGsの発信を行い、
SDGsの支援体制を作り、

持続可能な社会を実現させる

金融機関と連携しサービスの拡大

潜在企業の発掘

SDGs認知度の向上

非会員企業

教育機関

全ステークホルダー

会員企業・非会員企業

6回/年

2回/年

10社

～2030年

～2023年7月

～2023年7月

～2030年

課税及び徴税能力の向上のため、開発途上国への国際的な支援なども通じて、国内資源の動員を強化する。

留学生が参画できる横断的なプロジェクトを実施することによって、日本企業の海外展開を促進し、発展途
上国の経済成長に貢献する。

17.1

17.17

ターゲット：

ターゲット：

期待効果： パートナーシップの質と量を増やし、地域社会の成長と多様化に貢献する。

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。

期待効果：

ターゲットに対する目標達成の期待効果

就職支援ネットワークの拡大 SDGs勉強会の実施

活 動 進 捗

95社

会員企業

3機関

55校

協力行政機関

協力教育機関（累計）

丸菱工業株式会社の従業員に向けに、SDGs勉強会の開催

12回

SDGs情報発信

３社

SDGs勉強会

2322
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誰一人取り残さない
Leave No One Behind

一般社団法人グローバル愛知
〒460-0002 名古屋市中区丸の内1-3-1

                      ライオンズビル丸の内502号
Tel: 052-218-5955   Fax: 0５2-218-6664

Homepage: http://global-aichi.or.jp
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