
○採択にあたっての国連サミットでは、安倍総理が演説し、気候変動、３R等の循環型社会形成の知見や取
組を世界に共有することで、日本がアジェンダ実施に最大限努力することを表明した。

○政府一体となってSDGsに取り組むため、2016年５月に閣議決定により総理大臣を本部長、全閣僚を本
部員とする「SDGs推進本部」を設置。

○SDGs推進本部において実施指針を策定、2016年12月22日に発表。

背景

政府の取組：SDGs推進本部とSDGs実施指針

平成２８年５月２０日（官邸）
ＳＤＧｓ推進本部第１回会合にて

発言する安倍総理

SDGs実施指針（骨子）の概要
・持続可能で強靱、そして誰一人取り残されない、経済、社会、
環境の統合的向上が実現された未来への先駆者を目指す。

・優先課題（取組の柱）は下記の８つ
１ あらゆる人々の活躍の推進
２ 国内外における健康・長寿の達成
３ 成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション
４ 質の高いインフラ、強靱な国土の整備
５ 省・再生エネルギー、気候変動対策、循環型社会
６ 生物多様性、森林、海洋等、環境の保全
７ 平和・安全・ガバナンス
８ SDGs実施推進の体制・手段



【8つの優先課題】
8つの優先課題はそれぞれ、2030アジェンダに
掲げられている5つのPに対応。

Prosperity
(繁栄)

Peace(平和)

Planet
(地球)

Partnership
(連帯)

People
(人間)

1 あらゆる人々の活躍の推進
2 健康・長寿の達成

3 成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション
4 持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備

5 省・再生可能エネルギー、気候変動対策、循環型社会
6 生物多様性、森林、海洋等の環境の保全

7 平和と安全・安心社会の実現

8 SDGs実施推進の体制と手段



有馬 利男 グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン代表理事
富士ゼロックス株式会社エグゼクティブ・アドバイザー

稲場 雅紀 「動く→動かす」事務局長
大西 連 自立生活サポートセンター・もやい理事長
春日 文子 国立研究開発法人国立環境研究所特任フェロー
蟹江 憲史 慶應義塾大学大学院教授
黒田 かをり 社会的責任向上のためのNGO/NPOネットワーク CSOネットワーク事務局長
河野 康子 一般社団法人全国消費者団体連絡会事務局長
近藤 哲生 国連開発計画駐日代表
髙橋 則広 年金積立金管理運用独立行政法人理事長
竹本 和彦 国連大学サステイナビリティ高等研究所所長
田中 明彦 東京大学東洋文化研究所教授
根本 かおる 国連広報センター所長
二宮 雅也 日本経済団体連合会企業行動・CSR委員長

損害保険ジャパン日本興亜株式会社会長
吉田 昌哉 日本労働組合総連合会総合国際局長

「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進円卓会議」

政府の取組：SDGs推進本部とSDGs実施指針







ちょっと休憩

SDGsでもPPAP♪

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=H5L9RHEATL0

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=H5L9RHEA

https://www.youtube.com/watch?v=H5l9RHeATl0
https://www.youtube.com/watch?v=H5l9RHeA


SDGs市⺠社会ネットワーク
（SDGsジャパン）の取組み

●提言活動
さまざまな活動に取り組む全国のNGO/NPOの声を政府の「SDGs実施指針」に反映す
べく取り組み、国連事務総長、SDGs担当者との対話など。

●国際活動
前身の「ポスト2015NGOプラットフォーム」の時代からグローバルなNGOネットワ
ークなどとつながっており、国際会議などにおいても連携しながら活動。

●地域間の連携
SDGsを活用して「持続可能な地域」づくりに取り組む各地の市民社会と連携し、
SDGs推進の輪を広げる。

●SDGsを伝え・広げる
より多くの人にSDGsを伝え、「つづく世界、つづく日本」を作る取り組みの大切さを
伝える。

市民の動き



SDGsジャパンに関わる主なメンバー

代表理事 黒田かをり （一財）CSOネットワーク

専務理事 稲場雅紀 （特活）アフリカ日本協議会
／事務局長

業務執行理事 今田克司 （認定NPO法人）日本NPOセンター

星野智子 （一社）環境パートナーシップ会議

長島美紀 （特活）Malaria No More Japan

理事 大谷美紀子 弁護士（大谷＆パートナーズ法律事務所）

石原達也 （特活）岡山NPOセンター

唐木まりも Japan Youth Platform for Sustainability

中西由起子 （認定NPO法人）ディーピーアイ日本会議

二村睦子 日本生活協同組合連合会

監事 加藤俊也 （特活）ＮＰＯ会計税務専門家ネットワーク

田中徹二 グローバル連帯税フォーラム
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●SDGコンパス

SDGsが策定されたことを受け、ビジネスにおいてSDGsがもたらす影響を
解説し、持続可能性を企業の戦略の中心に据えるためのツールと知識を提供
するものとして、GRI（グローバル・レポーティング・イニシアティブ）、
国連グローバル・コンパクト及びWBCSD（持続可能な発展のための世界経
済人会議）によって2016年3月に発行された。

●経団連企業行動憲章

今年の改訂では、Society 5.0の実現を発表、SDGsの理念を導入した。
目指す社会の姿としてSDGsが達成された社会と記述している。

企業の動き：



◆観光業界

世界観光機関（UNWTO）がガイドラインやレポートを発表。目標
８、12、14にフォーカス。ヨーロッパではオーガニック調達や自然
素材の建築、再生可能エネルギーを利用した「Bio Hotel」が100軒
に拡大。

◆広告業界

世界大手広告６グループが共同でSDGsをサポート する
キャンペーンを実施。日本からは電通が参加。

◆IT業界

ICT&SDGsレポートを発表。健康、教育や金融サービス
などの基本インフラへの貢献を指摘。

28

企業の動き（各業界）



国内での他の動き（2016～2017年）

第2次札幌市環境基本計画
札幌市

北海道版ローカルアジェンダ
さっぽろ自由学校「遊」

都市が中心となった「持続可能な開
発目標（SDGs）」検討WG

「環境未来都市」構想推進協議会

サステナブル滋賀
×SDGsシンポジウム

滋賀県

SDGsで課題解決
ワークショップ

岡山ESD推進協議会

地域目標の勉強会
仙台市市民の有志

ローカルSDGs？In内子町
内子町+NGO

“めがねのまちさばえ”が
SDGsへの取り組み宣言

福井県鯖江市

「みらいコープ」SDGsを
使った事業報告書を作成

首都圏

SDGsマップ作成
京のアジェンダ21

フォーラム

「関西SDGsプラッ
トフォーム」の設立
近畿経済産業局



SDGsはつながっている。
～環境課題を例に～

・健全な地球環境なしには、社会も経済も
成り立たない。（自然資本、生態系サービスの減少）

・生物多様性の損失による経済的影響は年間2～
4.5兆米ドル(ビジネスのための生態系と生物多様性の経済学:TEEBによる試算)

（国内の干潟が有する生態系サービスの価値は年間約6,103億円: H25年度環境白書）

・17目標のほとんどが環境課題とつながっている。
（水、都市、インフラ、食料、消費と生産、健康etc.）
例：地球温暖化→自然災害→環境難民→貧困、紛争、テロの増大→社会不和

→疾病の増大→保険・医療費の増大→経済的損失



水不足

自然災害

健康被害

戦争・紛争

化学汚染

スラム化

森林枯渇

テロ増加

海洋・河川汚染

農地劣化

難民発生資源枯渇

地球温暖化

人権侵害

地球規模課題の関連性

児童労働

人権・平和問題環境問題 貧困・開発問題

教育格差

食料不足

大量消費社会

人口増加



水不足

自然災害

健康被害

戦争・紛争

化学汚染

スラム化

森林枯渇

テロ増加

海洋・河川汚染

農地劣化

難民発生資源枯渇

地球温暖化

人権侵害

児童労働

教育格差

食料不足

大量消費社会

人口増加

地球規模課題の関連性



水不足

自然災害

健康被害

戦争・紛争

化学汚染

スラム化

森林枯渇

テロ増加

海洋・河川汚染

農地劣化

難民発生資源枯渇

地球温暖化

人権侵害

児童労働

教育格差

食料不足

大量消費社会

人口増加

地球規模課題の関連性



SDGsは上記のような課題を横断的、総合的に俯瞰できるチェック
シートとしても機能。地域課題を発見・解決するきっかけに･･。

SDGsと日本の課題
日本の各地で直面している主な課題

・自治体消滅の危機
・労働人口の減少、少子高齢化
・社会保障の負担増加
・一次産業衰退による里地里山の多様性低下
・女性の地位
・災害への対応、震災復興

世界各国（特に経済発展途上国）がこれから経験するであろう
課題が山積。課題先進国である日本の解決策を世界は注視して
いる。日本のあらゆる力で国内課題解決と、国際協力を。



SDGsを地域課題を発見・解決するきっかけに・・・

地域における重要課題は何か？
課題は地域内の関係者と共有できているか？
課題の解決策や目標は設定されているか？
役割分担は？そこからの学びは？

①地域で議論していくためのきっかけ

②海外との共通項と違いを知る材料



「過疎・高齢化が進み、畑仕事ができなくなってきた」→里山の荒廃

既に次のような問題が・・・
・農村では高齢化・人口減少が進み農業従事者が減少している
・過疎化が進む地域では、自治体の収入減に伴い水道事業の運営が困難になっている
・農地面積は55年前と比べて25％以上減少している
・日本には9万種以上の生きものが生息しているものの、3155種が絶滅危惧種に指定されている

目標15 陸上の資源
山地生態系の保全を確実におこなう
劣化した森林を回復する

目標６ きれいな水と衛生
水源を提供する山、森林、湿地、河川の生態系を保護・回復する

目標２ 持続可能な農業を推進する
種や作物、家畜の多様性を守り、これらの資源から得られた利益を公平にわけあう
生態系を維持し、気候変動や災害への適応力をもつ持続可能な食料生産システムをつくり、レ
ジリエントな農業を広める

だけじゃ
ない！

地域の課題とSDGs



自分の地域のための、地域による
持続可能な“地域“目標づくりを各地で。

多様な主体と
→地域の全員に関わること。

→役割分担。資源を出し合う。

パートナーシップで
→１人、１組織、１セクターでは解決できない

課題がある。
（→相乗効果を上げていかないと間に合わない）

私たちができること

これに関わること自体が
ESD（Education for Sustainable Development：持続可能な開発のための教育）に。

SDGs
目標16：情報・司法への

アクセス
目標17：官民・市民社会の

パートナーシップ推進

地域・課題別
円卓会議の推進



SDGsはすべての政策・計画・戦略にかかわる

日本再興戦略：
新成長戦略

骨太方針

開発援助大綱：
平和と成長のための学びの戦略
平和と健康のための基本方針

国家安全保障戦略

教育再生

感染症対策

生物多様性国家戦略

女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針

地球温暖化対策

一億総活躍

まち・ひと・しごと
創生総合戦略

子どもの貧困対策

SDGs

etc.

障がい者制度改革

雇用・労働政策 男女共同参画基本計画

仙台防災枠組

防災基本計画

我が国における「国連持続可能な開発のための教育の１０年」実施計画



・自治体や企業との共通言語として利用

・社会にある問題の全体像をつかもうとする時に参考にする。

・取組んでいる活動や関心ごとが他の社会、世界とつながっていると
いう実感がもてる。

・活動に新しさを加味できる。

・活動の仲間、パートナーを増やす機会となる。

環境×子ども×災害×地域間格差×多文化共生×平和

みんなで
解決しよう！

暮らしやすい地域づくりのために
～SDGsの活用方法～



“元気なちば”=

持続可能な地域

「豊かな環境」づくり

=



自然災害

健康・
長寿

公害・大
気汚染

子どもの
貧困・健康里山荒廃

海洋・河
川汚染

農地劣化

資源・エ
ネルギー

地球温暖化

地域課題との関連性

教育格差

安心安全
な食

大量消費社会

少子・
高齢化

異常気象

多文化・
共生社会

女性の
活躍

障害者
福祉

防災・
減災

雇用

平和・
人権



各セクターが抱える課題

行政の課題

•税収減

•公共サービスの維
持管理

•社会保障の増大

企業の課題

•日本市場の縮小

•有限な資源の調
達

•企業の社会的責
任範囲の広まり

NPOの課題

•活動の世代交代
や継続性の確保

•資金難

•信頼性の向上

・対応すべき問題は重なり
合っている。（環境、福祉）

・社会の担い手が減っていく。

力を合わせていかなければ
間に合わない。



”元気なちば”のイメージは？
何を達成したいですか。

そのために誰と、どのようなパー
トナーシップが築けるでしょうか。

今日皆さんと考えたいこと



ポストイットに書いてみましょう

１）私が望む“元気なちば”

○○が増えている／減っている

○○が当たり前になっている

誰もが○○できるようになっている

２）これからパートナーに
なってほしい人、組織

学校の先生

神社

自治会

お医者さん



パートナーシップで市民活動を
さらに進めるために

• 環境を入り口に地域課題を掘り下げる。地域にある資源をもう一度見
直してみる。

• 地域にいる利害関係者の関心内容を共有して、
共通する将来像を描く。

• 今まで“環境分野”では出会わなかった

人たちとの出会い、気づきを意識する。

活動１
クリーン
アップ

活動２
クリーンアップ

＋
子ども食堂

活動３
クリーンアップ

＋
子ども食堂

＋
ふるさと講話

仲間は
どこに？



パートナーシップのサイクル

集まる

共有する実践する

広がる



★想いを受けとめる人の立場を考えよう

• 納得感・・「確かに必要なことだ」

• お得感・・「やったらイイことあるかな」

• 楽しみ・・「面白そう。出会い」

• 道徳観・・「人のためになる。やりがいがある」

をどう伝えられるか、感じてもらえるか。
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