
茨城県における企業等登録制度等とSDGsの関連性について

制度名 SDGsとの関連性 対象
登録企業数等

（数字をクリックすると掲載HPに移動します）
注 ※は一部公表、＊は未公表

事務局
（課名をクリックすると制度HPに移動します）

茨城県高度情報化推進協議会 地方公共団体、企業、その他団体
100団体
（R4.7月現在） 情報システム課

茨城エコ事業所登録制度 県内の事業所
2,178事業所
（R4.6月末現在） 環境政策課

いばらき食べきり協力店 食品ロス削減に取り組んでいる店舗
199店舗
（R4.6月現在） 資源循環推進課

エコ・ショップ認定制度 環境に易しい商品の販売やリサイクル活動等に取り組む小売店舗等
410店舗
（R4.1月現在） 資源循環推進課

いばらき健康経営推進事業所認定制度 健康経営に取り組む県内事業所
179事業所
（R4.3月末現在） 健康推進課

いばらき美味しおスタイル指定店 県内の飲食店や弁当店、宅配、スーパーマーケット等
317店舗
（うちプラチナ指定店12店舗、パートナー店63店舗）

（R4.6月末現在）
健康推進課

高齢者健康アップ優待制度 県内の小売店や飲食店、金融機関等
3,980店舗
（R4.7月末現在） 長寿福祉課

茨城県認知症の人にやさしい事業所認定事業 県内の事業所（医療・介護・福祉関係事業所を除く）
567事業所
（R4.8.19現在） 長寿福祉課

いばらき子育て家庭優待制度 店舗、施設、企業等
5,560店舗
（R4.6月末現在） 少子化対策課

いばらき新婚夫婦等優待制度 県内所在の店舗、施設、企業等
928店舗
（R4.6月末現在） 少子化対策課

いばらきグローバルビジネス推進協議会 企業、団体等
291社・団体
（R4.6月現在） グローバルビジネス支援チーム

いばらき観光キャンペーン推進協議会 市町村、観光協会、観光関係の企業等
312団体
（R4.6月現在） 観光物産課

いばらき食の魅力発信協議会 企業・団体等
594団体
（R4.6月現在） 販売流通課

茨城県障害者雇用優良企業認証制度 県内に本社を有する企業等
38社
（R4.8月現在） 労働政策課

茨城県働き方改革優良（推進）企業認定制度 県内に本社を有する企業等
128社
（R4.6月現在） 労働政策課

いばらき女性活躍・働き方応援協議会 県内に本社又は事業所を有する企業等
729事業所
（R4.7月現在） 労働政策課

いばらき宇宙ビジネス創造コンソーシアム 県内外の企業、産業支援機関、研究機関等
約100団体
（R4.6月末現在） 科学技術振興課

いばらき量子線利活用協議会 県内企業、研究機関等
231社
(R4.6月末現在) 科学技術振興課

つくばサイエンスツアー実行委員会 つくばに立地する研究機関等もしくは企業等
47団体
（R4.8月現在） 科学技術振興課

いばらき水素利用促進協議会 産学官の水素関係企業・団体等
60企業・機関
（R4.8月末現在） 科学技術振興課

茨城県次世代エネルギーパーク推進協議会 県内にエネルギー関連施設を有する企業等
25企業・機関
（R4.8月現在） 科学技術振興課
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茨城県における企業等登録制度等とＳＤＧｓの関連性について
茨城県高度情報化推進協議会 【対象】

地方公共団体、企業、その他団体：登録数 100団体（2022.7月時点）

【目的】
本県の産学官が協力・連携し、本県における高度情報化の普及促進や県内各地域の情報交流の活
発化、情報基盤の整備を進めることにより、豊かで暮らしやすい茨城づくりを推進すること

【メリット】
HP等で広報、主催セミナーへの出展 等

【URL】 http://www.it-ibaraki.jp/

茨城エコ事業所登録制度 【対象】
県内の事業所：登録数 2,178事業所（2022.6月末時点）

【目的】
中小規模事業所でも比較的容易に取り組むことのできる本県独自の簡易な環境マネジメントシステ
ムを導入した事業所を茨城エコ事業所として登録することで、環境にやさしい取組の裾野を広げること

【メリット】
登録証の交付、ロゴマークの使用、HPで広報、入札制度での加点 等

【URL】 https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/kankyo/iba-eco-jigyosho.html

【対象】
食品ロス削減に取り組んでいる店舗：登録数 199店舗（2022.6月時点）

【目的】
外食産業等における食品ロス削減の取組を促進するとともに、県民の食品ロス削減に関する意識の
向上を図ること

【メリット】
登録証の交付、ステッカーの使用、HP等で広報

【URL】 https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/kikaku/syokuhinrosu/syokuhinnrosutabekirikyouryokuten.html

いばらき食べきり協力店



茨城県における企業等登録制度等とＳＤＧｓの関連性について
【対象】
環境にやさしい商品の販売やごみ減量化・リサイクル活動に積極的に取り組む小売店舗等

：登録数 410店舗（2022.1月時点）

【目的】
小売店におけるごみの減量化や再資源化の取組を促進するとともに、県民のごみ処理に関する意識
の向上を図ること

【メリット】
HP等で広報、ステッカーの使用

【URL】 https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/kikaku/kikaku/ecoshop.html

エコ・ショップ認定制度

【対象】
健康経営に取り組む県内事業所：登録数 179事業所（2022.3月末時点）

【目的】
県内事業所が健康経営に取り組む意欲を高め、健康経営の事業所を増やすことにより、働く世代の健
康づくりを図り、県民総ぐるみの健康づくりを推進すること

【メリット】
HPで広報、ロゴマークの使用、県内金融機関での優遇措置、ハローワークの求人票への記載 等

【URL】 https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/kenkou/kenkoukeiei/kenkoukeiei-top.html

いばらき健康経営推進事業所認定制度

いばらき美味しおスタイル指定店 【対象】
県内の飲食店や弁当店、宅配、スーパーマーケット等：登録数 317店舗（2022.6月末時点）

【目的】
減塩に取り組んでいる店舗等を「いばらき美味しおスタイル指定店」等として指定または登録することで、
県民の生活習慣病の予防を推進し、県民の減塩の取組を促進すること

【メリット】
HP等で広報、地域情報誌に掲載、のぼり旗等の使用 等

【URL】 https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chiiki/kenko/oishio.html



茨城県における企業等登録制度等とＳＤＧｓの関連性について
【対象】
県内の小売店やスーパー、飲食店、金融機関等：登録数 3,980店舗（2022.7月末時点）

【目的】
シニアカード（高齢者優待カード）提示者に対し、割引やポイント加算等の優遇の特典を付与する協賛
店舗を登録する

【メリット】
HP等で広報、ステッカーの使用

【URL】 https://senior.pref.ibaraki.jp/senior/home/1/1/xs=_kG3CRh1Is4_3/

高齢者健康アップ優待制度

【対象】
店舗、施設、企業等：登録数 5,560店舗（2022.7月末時点）

【目的】
地域、企業及び行政が一体となって子育て家庭を支援する気運を醸成することにより、子連れでの外
出を温かくサポートできる地域づくりや、子どもを持って良かった、子育てが楽しいと感じられる環境づくり
を進めること

【メリット】
HP等で広報、商工中金の金利優遇

【URL】 https://www.kids.pref.ibaraki.jp/kids/about/

いばらき子育て家庭優待制度

【対象】
県内に所在する事業所（医療・介護・福祉関係事業所を除く）：登録数 567事業所（2022.8.19時点）

【目的】
認知症の人に対してやさしい対応を実践している事業所を「認知症の人にやさしい事業所」として認定
し、広く県民に周知することにより、認知症バリアフリー社会の実現に向けた取組を推進すること

【メリット】
HP等で広報、ステッカー等の使用

【URL】 https://dementia.pref.ibaraki.jp

茨城県認知症の人にやさしい事業所認定事業



茨城県における企業等登録制度等とＳＤＧｓの関連性について

【対象】
企業、団体等：登録数 291社・団体（2022.6月時点）

【目的】
海外でのビジネスにチャレンジする中小企業・農業者等の支援を通じて、海外進出及び輸出を促進し、
経済のグローバル化に対応した本県産業の振興を図ること

【メリット】
会員限定の協議会主催事業開催、各種情報提供

【URL】 https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/sangyo/shosei/shosei/global-kyougikai.html

いばらきグローバルビジネス推進協議会

いばらき観光キャンペーン推進協議会
【対象】
市町村、市町村観光協会、観光関係の企業等：登録数 312団体（2022.6月時点）

【目的】
茨城県への観光誘客の拡大を図るための各種広報活動等を実施すること

【メリット】
HP、観光パンフレット等で広報

【URL】 https://www.ibarakiguide.jp/

【対象】
茨城県内に所在する店舗、施設、企業等：登録数 928店舗（2022.6月末時点）

【目的】
地域、企業および行政が一体となり、新婚夫婦等を応援するとともに、社会全体で結婚に対する気運醸
成を図ること

【メリット】
HP等で広報、ステッカー等の使用

【URL】 https://www.kids.pref.ibaraki.jp/kids/ipass/

いばらき新婚夫婦等優待制度



茨城県における企業等登録制度等とＳＤＧｓの関連性について

【対象】
県内に本社を有する企業等：登録数 38社（2022.8月時点）

【目的】
障害者雇用への理解促進を図るとともに、障害者が就労する上での有益な情報を提供することによ
り、障害者の就労を支援すること

【メリット】
HP等で広報、認定証の交付、ロゴマークの使用、県融資資金の融資対象

【URL】 https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/syougaisyamark/kbosyu.html

茨城県障害者雇用優良企業認証制度

【対象】
県内に本社を有する企業等：登録数 128社（2022.6月時点）

【目的】
「働き方改革」に積極的に取り組む企業等や取組が優れた企業等を認定し、県内企業における働き方
改革の取組を促進すること

【メリット】
HPで広報、県求人サイトの特設ページへ掲載、入札での加点 等

【URL】 https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/wlb/nintei.html

茨城県働き方改革優良（推進）企業認定制度

【対象】
企業・団体等：登録数 594団体（2022.6月時点）

【目的】
生産者、事業者、消費者等が一致協力して県産農林水産物の利用を促進するとともに、県産農林水産
物の魅力を広く発信し、県内外における認知度向上と消費拡大を図ること

【メリット】
イベントにおけるPR支援、会員相互の協同事業支援・交流促進、シンボルマークの使用

【URL】 https://www.ibaraki-shokusai.net/council/

いばらき食の魅力発信協議会



【対象】
県内外の企業、産業支援機関、研究機関等：登録数 約100団体（2022.6月末時点）

【目的】
茨城県における宇宙ベンチャーの創出や県内企業による宇宙ビジネスへの新規参入を促進すること

【メリット】
事業化実証事業への申請が可能、関係機関への仲介 等

【URL】 https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/kagaku/kokusai/documents/ibarakispace.html

いばらき宇宙ビジネス創造コンソーシアム

【対象】
県内企業、研究機関等：登録数 231社（2022.6月末時点）

【目的】
Ｊ－ＰＡＲＣ内に設置した県ビームラインの活用促進や量子線等を活用した事業化支援により県内企
業の新産業・新技術の創出を図ること

【メリット】
中性子利用時の実験及び解析等の支援、周辺機器等の入札・落札情報等の入手、量子線に関する
新事業の課題相談受付、イベント開催

【URL】 https://www.ibaraki-quantum.com/

いばらき量子線利活用協議会

茨城県における企業等登録制度等とＳＤＧｓの関連性について
いばらき女性活躍・働き方応援協議会 【対象】

県内に本社又は事業所を有する企業等：登録数 729事業所（2022.7月時点）

【目的】
企業、関係団体、行政が一体となって男女が多様な働き方を実現できる環境づくりを進めるとともに、
誰もが働きがいを実感できる職場環境や、女性が輝く社会の実現を促進すること

【メリット】
メルマガによる情報提供、公共調達で優遇、ロゴマークの使用

【URL】 https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/jokatsu/kaiinbosyu.html



【対象】
つくばに立地する研究機関等もしくは企業等：登録数 47団体（2022.8月時点）

【目的】
筑波研究学園都市に集積する研究機関等の公開・開放を促進し、県内外からの見学、学習の場とし
て活用することで、科学技術の普及啓発を図ること

【メリット】
HP、チラシ等での見学・イベント情報等のPR、見学受入手配、つくばサイエンスツアーと連携したイベ
ントの実施、研修会 等

【URL】 https://www.i-step.org/tour/index.html

つくばサイエンスツアー実行委員会

いばらき水素利用促進協議会
【対象】
産学官の水素関係企業・団体等：登録数 60企業・機関（2022.8月末時点）

【目的】
水素の利活用促進や研究開発支援などの具体的な取組を推進すること

【メリット】
水素事業への参画、水素に係る最新情報の収集、会員との交流 等

【URL】 https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/kikaku/kagaku/index.html

茨城県における企業等登録制度等とＳＤＧｓの関連性について

【対象】
県内にエネルギー関連施設を有する企業等：登録数 25企業・機関（2022.8月末時点）

【目的】
新エネルギー等を実際に見て触れる機会を増やすことを通じて我が国の次世代エネルギーの在り方
について県民等の理解増進を図るとともに、県内事業者や研究機関等におけるエネルギー等に関する
取り組みを広く県内外に情報発信すること

【メリット】
HP等で広報、施設のイベント活用、エネルギーに係る最新情報の収集、会員との交流 等

【URL】 https://www.ibaraki-energypark.jp/

茨城県次世代エネルギーパーク推進協議会




