目次

１．ＳＤＧｓを巡る国内外の動向
２．ＳＤＧｓと地方創生
３．ＳＤＧｓ未来都市・自治体ＳＤＧｓモデル事業
①制度の概要
②平成30年度ＳＤＧｓ未来都市等の詳細
③令和元年度自治体ＳＤＧｓモデル事業の詳細
④平成30年度自治体ＳＤＧｓモデル事業の詳細

４．地方創生ＳＤＧｓに関するその他の取組
① 地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム
② 地方創生ＳＤＧｓローカル指標リスト
③ 地方創生に向けたＳＤＧｓ金融の推進
④ その他
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北海道

「世界の中で輝きつづける北海道」に向けた取組

地域の特徴
•
•
•
•

北海道は179 市町村で構成され、広大な面積の中で国内他地域とは異なる広域分散型社会を形成している
アジアを中心として、食の「北海道ブランド」は高い認知度を有しており、外国人観光客は全国の約1割を占めている
農業産出額は全国の１割強を占める約１兆円を上回って推移し、漁業生産量は全国の21.6％（2016 年）を占め
るなど、我が国の食料の安定供給に大きく貢献している
太陽光、風力、バイオマス、中小水力などの再生可能エネルギーのポテンシャルはいずれも全国トップクラスであり、特に風
力の導入ポテンシャルは全国の約50％を占めている

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
地域に所得と雇用を生み出す
攻めの農林水産業の確立

【社会面の課題】
あらゆる人々が将来の安全・安心
を実感できる社会の形成

【環境面の課題】
生物多様性の保全と豊かな自然
からの恵みの持続可能な利用

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

⚫ スマート農業の実現に向けた新技術の
開発・普及の推進
⚫ 国際水準のＧＡＰ（農業生産工程管
理）の導入促進
⚫ 水産資源の持続的利用に向けた栽培
技術の開発等の推進
⚫ 森林資源の循環利用の推進

⚫ 妊娠・出産、子育ての希望をかなえる環
境づくり
⚫ 子どもの貧困対策の推進
⚫ 地域医療の確保
⚫ 多様な人材の活躍促進
⚫ 気候変動による災害等への適応

⚫ 自然環境の保全や適正利用の促進
⚫ 生活環境や生態系の保全
⚫ 公益的機能の発揮に配慮した森林づく
り
⚫ 生態系や環境に配慮した川づくり
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）
低炭素型ライフスタイルへの転換や
エネルギー自給・地域循環システムの構築

観光客受入体制の飛躍的拡充
●地域におけるＤＭＯの形成・確立の促進
• アドバイザー派遣や研修会開催など地域におけるＤＭＯ形成向け
た取組の推進

●地域における観光人材の育成や誘客促進、リピーター
の確保
• 観光人材のノウハウ習得の支援など外国人観光客受入の促進
• 国内プロモーションの展開など道外からの誘客拡大や道内全域への
誘客促進

●インバウンド受入環境づくりの推進
• 来道中の外国人観光客への情報発信など来道時期の平準化や
広域分散化の促進
• 地域連携による観光地づくりの支援など国際観光ルート形成による
地域への誘客の促進
多様な関係者との連携

専門家による事業掘り起こしや収支計画策定の支援などエネル
ギーの地産地消の推進
モデルとなる先駆的な取組への支援などエネルギー自給・地域
循環の取組の促進

•
•

●水素エネルギーの利活用の推進
燃料電池自動車等の普及拡大に向けた取組など水素エネル
ギーの利活用の推進

•

●気候変動の影響への適応策の検討
気候変動の影響への適応に関する情報収集や普及啓発など、
「適応方針」に基づいた取組の推進

•

エネルギーの地産地消に関する取組例

広域観光周遊ルートの形成

●これまでの取組状況と成果
•

●エネルギーの地産地消のモデルづくりや地域の取組の
促進

「地域の魅力を活かした観光地づくり推進事業」を関係機
関とともに実施し、令和元年度は70事業を支援先として
採択。

●これまでの取組状況と成果
•

「新エネルギー導入加速化基金」を創設し、地域における
先駆的なエネルギーの地産地消のモデルとなる取組に対し
て、これまで５地域への支援を実施。

2030年のあるべき姿
世界に誇れる北海道の魅力を磨き、育て、様々な強みを活かし、ＳＤＧｓの推進に積極的に取り組むことによって、「世界の中の北海道」と
しての存在感を高めながら、誰一人取り残さない、将来にわたって安心して心豊かに住み続けることができる地域社会を形成していく

北海道札幌市

次世代の子どもたちが笑顔で暮らせる持続可
能な都市・「環境首都・SAPPORO」
地域の特徴

•
•
•
•
•

札幌市は、北海道・石狩平野の南西部に位置する人口約196万人の大都市で、東京、横浜、大阪、名古屋に次ぐ大
都市に成長してきた
札幌駅～大通～すすきのエリアを中心とした都心を拠点にJR、地下鉄、市電、バスによる交通網が発達した利便性の高
い都市を形成してきた。一方、年間約６ｍもの積雪がある世界にも類を見ない大都市。
日本有数の観光都市として、約1500 万人以上の観光客が国内外から訪れている
札幌市内には農地や大きな工場などは少なく、中小企業が支える第3次産業中心の産業構造となっている
寒冷地のため、家庭における暖房エネルギーが本州の約５倍にも及ぶ

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
・北海道・札幌のビジネスの中心地
としての都市間競争力の強化
・札幌の魅力やイメージを活かした
観光やMICEの更なる促進

【社会面の課題】
・将来の人口減少や少子高齢化を
見据えた全ての市民が健康で快
適に暮らせる都市の実現
・多様な市民や来訪者の快適性や
健康性にも配慮した質の高い都
市空間の形成

【環境面の課題】
・積雪寒冷地のエネルギー需要に
対応した脱炭素化に向けたエネ
ルギー利用の効率化
・資源やエネルギーにも配慮した、
市民の持続可能な消費形態の確
保

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

● 高性能なオフィス環境を備えたビルへの
建替の促進
● 都市のサステナビリティの向上を通じた、
国際観光・MICE誘致に向けた取組の
推進

●「歩いて暮らせるまちづくり」を通じたQOL
向上に向けた取組の推進
● 歩いて回遊しやすいリバブルなまちづくりの
推進

● 画的熱利用と再エネ電力事業の体制
構築
● 高気密・高断熱住宅の普及や、フェアト
レードの推進による持続可能な消費形
態の推進
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）
札幌版スマートシティの発信
オープン・イノベーションの促進

フェアトレードタウンの認定を通じた、
持続可能な消費形態の確保に向けた取組

●都心エネルギーマスタープランの取組の国内外への発信
• 低炭素で持続可能なスマートシティづくりの国内外への発信、コン
セプトを象徴するデザインの作成や戦略的なプロモーションによるブ
ランディング、ショーケースづくりなどを行う

●交流の場づくりとオープンイノベーションの促進
• 産官学の多様な関係者が交流し議論するための場となる「フュー
チャー・センター」を設置し、デンマークにおけるデザイン思考を活用
したイノベーション創出事例を参考に、ノウハウの研究と試行を行う
• 環境エネルギー分野のソリューションや、個性的なまちづくり、新たな
ライフスタイルの提示などを生み出し、ビジネスへとつなげることを目
指す

●これまでの取組状況と成果
•
•

●「フェアトレードタウン」の認定を通じ、市民の持続可能
な消費の普及を推進
• 世界で2,100都市以上が認定されている「フェアトレードタウンの」
国内５番目の認定を受けることで、商品の生産者や生産過程にお
ける現状を伝え、消費の先にある実態を考える機会を創出
• 持続可能性に配慮した消費を普及させることで、北海道内での資
源やエネルギーの地産地消を進め、輸送にかかるCO2の削減や、
地域内での経済循環による資金の域外流出の防止、それによる市
民生活の向上を目指す

●これまでの取組状況と成果

マスタープランで示したビジョンと戦略をプロジェクトとして具
体化するアクションプランを検討し、2019年末に策定予定
国内外への発信及びオープンイノベーション促進に関するプ
ロジェクトを設定し、2020年度から本格的に展開する予定

•

市民団体と連携し、「フェアトレードタウン」の認定に向けて
取組、2018年に各種認定条件をクリアし、2019年6月に
国内５都市目※の「フェアトレードタウン」に認定された
※他は熊本市、名古屋市、逗子市、浜松市

2030年のあるべき姿
「次世代の子どもたちが笑顔で暮らせる持続可能な都市『環境首都・SAPP‿ RO※』」を目指す
※SAPP‿ RO（サッポロスマイル）は、多くの魅力的な資源に恵まれた「笑顔になれる街」札幌をイメージしたロゴ

北海道ニセコ町

環境を生かし、資源、経済が循環する自治のまち
「サスティナブルタウンニセコ」の構築
地域の特徴

•
•
•
•

ニセコ町は、現在も人口が微増している人口約5,000人の町である。ほぼ全ての年齢層において転入数が転出数より上
回り、特に子育て世代が多く、小・中学校の学級数が増加傾向にある
観光と農業を２大産業とする。特に、ニセコエリアのパウダースノーは外国人観光客の間で人気が激増しており、国内外か
らの民間投資が盛んにおこなわれている
観光産業を支える人手が不足しており、人手を確保する住宅不足の解消が課題となっている
全国で初めて「住民参加」と「情報共有」を 町のあらゆる仕事を進める上での基本ルールとした「まちづくり基本条例」を制
定。これに基づき、町民一人ひとりが自ら考え、行動する「真の住民自治」を目指すまちづくりを現在も続けている

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
地域経済循環と「稼ぐ力」の強化

【社会面の課題】
安心して住み続けられる地域コミュ
ニティの形成

【環境面の課題】
省エネ、再エネ導入の促進、資源
循環

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

⚫ 観光目的税の導入検討・実施
⚫ 創業支援・企業進出支援
⚫ 下水道等基礎インフラの整備

⚫ 民間資金活用集合住宅建設等促進条
例
⚫ 交通体系の最適化による生活の質の向
上
⚫ 防災センター建設による防災機能強化
⚫ 情報共有と住民参加のまちづくり継続

⚫ 環境配慮型個別・集合住宅の建設促
進
⚫ 地域資源を活用した地域塾供給導入
（JR駅前）
⚫ 環境配慮型象徴的新庁舎の建設（兼
防災センター）

三側面をつなぐ統合的取組:「NISEKO生活・モデル地区構築事業」

※次頁参照
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）

ＮＩＳＥＫＯ生活・モデル地区構築事業
●エネルギーや建築の専門家集団であるクラブボーバン
との連携し、世界に発信する「ＮＩＳＥＫＯ生活・モデル
地区構築事業」を進める
• 企業の働き手不足を解消する
• 地元零細工務店の人材育成により、 燃費性能が高く、防災に優
れた住宅建設のノウハウを地元が獲得することで、環境負荷の低
減と、 地元が投資の受け皿と なり 経済の内部循環を図る

●「情報共有」と「住民参加」を基本に取組みを進め、モデ
ル地区に「地域運営組織」の導入を図り、町内に新たな自
治組織の普及展開を図る

地域連携による雇用創出及び人材育成の
取組
●しりべし「まち・ひと・しごと」マッチングプラン推進事業
• 人手不足解消と定住促進を目指し、冬期はリゾートエリア、夏期
は農業等に従事した働き方を提案し、人材と仕事のマッチング事
業への参画

● Shiribeshi グローバル人材育成プラン推進事業
• ニセコエリアの国際化において、英語教育や外国人人材による国
際交流を通じ、グローバル 人材を育成する

●ようてい・西いぶり広域連携プロジェクトによる「エリア
合同企業説明会」の開催
• 登別温泉等の観光地と連携 を進め相乗効果を 図り、北海道ブ
ランドを生かした人材募集を行う

●これまでの取組状況と成果

●これまでの取組状況と成果

• 「ＮＩＳＥＫＯ生活・モデル地区構築事業」基本構想を策定。
今後、１０年以上かけ段階的に４００人規模の街区を形成。
• 構想においては、ＣＯ2排出量４７％削減を見込む。

• 広域マッチング実績として、観光業と農業を中心にこれまでに約
８０件の雇用契約が成立し、外国人の問合せ、就職も増加。
• 合同企業説明会には、両圏域の約６０社が参加。

2030年のあるべき姿
農業と観光業という２大産業を下支えしている環境を住民自らが守り・生かし、再生可能エネルギーを柱とする資源と、地域を豊かにする経
済が循環 し、住民自治に支えられた、住むことが誇りに思える「サスティナブルタウンニセコ」の構築を目指す

北海道下川町
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人と自然を未来へ繋ぐ「しもかわチャレンジ」
地域の特徴

•
•
•
•

下川町は北海道の北部に位置する内陸の町、人口は約3,200 人である
町の面積は東京23区の面積に相当の約9割が森林で覆われ、豊かな自然資源を背景に、農林業を基幹産業としている
「循環型森林経営システム」を核に、自然資源産業など新たな価値を創出し続けている
平成30年にはSDGsを取り入れた「2030年における下川町のありたい姿(下川版SDGs)」を地域住民が中心となって
策定。バックキャスティングの考えで”下川版SDGs”を将来像とする「総合計画（最上位計画）」を策定、この実現に向
け本格実行段階にある。

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
【社会面の課題】
人材育成と先端技術導入による収益向 誰もが希望を持ちながら健康で安
上と地消地産の循環型経済へ
心して暮らせる社会条件整備へ

【環境面の課題】
森林バイオマスを中心とした脱炭
素社会へ

＜解決事業＞
⚫ 林業の川上から川下までのシームレス産
業化事業
⚫ 小規模多品種農産物生産と循環型流
通システム創出事業
⚫ 多様な人材登用による経済活性化とダ
イバーシティ社会推進事業
⚫ 生産効率向上にむけた先端技術導入
実証事業
⚫ 地域内経済循環を促すポイントシステム
事業

＜解決事業＞
⚫ 森林バイオマス利用拡大による脱炭素
社会構築事業
⚫ 一の橋バイオビレッジ脱炭素コミュニティモ
デル創造事業
⚫ 省エネ家電レンタルシステム構築事業
⚫ ゼロエミッションとエシカル消費促進事業

＜解決事業＞
⚫ 中心市街地最適居住環境計画事業
⚫ 健康省エネ住宅の主流化事業
⚫ 医療介護福祉連携強化による安心地
域構築事業
⚫ 除雪システム高効率化実証事業
⚫ 生涯活躍！未来人材育成プログラム構
築実証事業
⚫ 町民主体によるSDGs課題解決推進事
業・レジリエンスな集落創生事業
⚫ あんしん子育てサポートシステム構築事
業

三側面をつなぐ統合的取組:「都市と地域のためのSDGsパートナシップセンター拠点構築事業(SDGs-PC)」

※次頁参照

自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）
SDGs パートナーシップによる
良質な暮らし創造実践事業
●都市と地域のためのSDGs パートナーシップセンター拠
点構築事業
• 経済・社会・環境のさまざまな地域課題を吸い上げ、町内外の行
政・企業・団体等との意見交換や連携により政策提案・ビジネス
プラン化し、技術や資金等のマッチングも含めた支援により、多様
な主体による自立展開を促す

●都市企業とのパートナーシップに基づく地域の多様な人
材登用による集落産業価値向上事業
• 都市企業とのパートナーシップによりノウハウや技術等の提供を受
けながら、多様な人材登用による菓子製造作業施設整備や生
産拡大・収益性向上に向けた機器導入等により集落産業の価
値向上を図る

●これまでの取組状況と成果
•
•
•

サテライトオフィス誘致を実施、平成31年度からは1件支社を
下川町に開設し、ICTの実証実験を実施
町民のやりたいを応援する「森の寺子屋」に3社4名が参加
SDGs関連連携協定６団体（企業・研究機関・自治体）

2030年のあるべき姿
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誰もが希望を持ちながら健康で安心して暮
らせる社会条件整備
● 生涯活躍！未来人材育成プログラム構築実証事業
• 質の高い教育の実現にむけた子どもの教育環境の充実を図るとと
もに、大人の新たなスキル取得や高齢者のセカンドライフ教育も含
め、子どもから高齢者まで下川町で生涯活躍できる人材育成プロ
グラムを構築実証し、地域課題解決と地域活性化の担い手を継
続的かつ幅広く養成

●町民主体によるSDGs課題解決推進事業
• 補助金の運用や委員会の運営を改善・強化するとともに、民間資
金の活用や町民相互の協力・連携も図ることにより、町民が自らア
イディアを具現化し、事業化や自主運営により地域課題の解決に
つなげることを推進する。

●これまでの取組状況と成果
•
•
•

各教育関係機関へヒアリングを実施
“未来の学びコーディネーター”の配置
町民主体の取組を支援スタート、2事業が実施

※SSDGs：Shimokawa Sustainable Development Gools

「誰ひとり取り残されず、しなやかに強く、幸せに暮らせる持続可能なまち」の実現のため、７つの目標を設定（以下一部例示）
SSDGs2「誰ひとり取り残されないまち」、SSDGs3「人も資源もお金も循環・持続するまち」、
SSDGs6「世界から目標とされるまち（脱炭素社会（パリ協定）・SDGsへ寄与）」、SSDGs7「子供たちの笑顔と未来世代の幸せを育むまち」

宮城県東松島市
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全世代グロウアップ東松島
地域の特徴

•
•
•
•

宮城県（東北）第一の都市仙台市と第二の都市石巻市に挟まれた10㎞四方の平坦な沿岸部に位置する。人口は
39,920人（201９年７月1日現在）。
鳴瀬川と吉田川から運ばれる良質な水により、沿岸部は古くから「海苔、牡蠣」の養殖漁場となっている。
2011年の東日本大震災では市面積の45%、市街地面積の65%が浸水被害を受けた。人的被害は1,133名にも及
び、市内人口は震災前と比べて約3,000人減少した。
一般社団法人東松島みらいとし機構（ＨＯＰＥ）を有し地域内の産業創出や情報発信、国際化といったソフト面での
「まちづくり」に取り組んでいる。

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
経済脆弱性、復興財源の縮小

【社会面の課題】
被災地特有のこども学力及び体力
低下
生産年齢人口の生涯学習力低下
アクティブシニア減少

【環境面の課題】
FIT価格廃止背景とした再生可能
エネルギー最適利用

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

● 経営診断（省エネルギー診断含む）
● 人材育成事業

● リカレントを中心とした全世代教育拡充
● 高齢者の生涯現役促進

● レジリエンス人材強化
● 省エネルギー診断（経営診断）
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）

市内全小中学校のコミュニティ・スクール化

生涯現役志向の取組み

●地域連携・レジリエンス強化に資するプラットフォームとし
てのコミュニティ・スクール

● 高齢者が福祉及び雇用の面において元気に暮ら
せる住みよいまちづくり

• 保護者や地域住民の意見を学校運営に反映し、地域とともにある
学校づくりを実現する。

• 市内の一般社団法人東松島市生涯現役促進地域連携事
業推進協議会が、高齢者が要介護にならないよう積極的な
社会参加を促す活動をしている。
• 高齢者に対する就労情報の提供やスキルアップセミナーの開
催により幅広い技能を持つ人材を育成・創出するとともに、市
内経営者等に対する情報提供・相談業務を行う。

●コミュニティ・スクール化の横展開
• 総合学習を契機に子どもの学ぶ意欲が喚起され、教える側の地域
の大人も予習復習機会が創出される。結果、子ども及び大人に
対する持続的な社会づくりのための知識や技術向上が期待される。

●これまでの取組状況と成果
•
•

2018年9月までに市内すべての小中学校に学校運営協
議会が設置され、コミュニティ・スクール化を達成。
小中学校ごとに、協議会委員の関与のもと地域の特色に
応じた行事を行っている。

●これまでの取組状況と成果
•
•

高齢者向けセミナー・スキルアップセミナーをそれぞれ6回開
催。農業法人等へ12名が就労することにつながった。
企業向けセミナーを開催し、企業からの相談件数が32件
増えた。

2030年のあるべき姿
2030年に「人口減少を食い止め、地域社会・経済を成長軌道に乗せること」を目標とし、「こども・若者・高齢者の全世
代にわたって住みよいまちづくり」を目指す。

秋田県仙北市

IoT・水素エネルギー利用基盤整備事業

地域の特徴
•
•
•
•
•

秋田県の東部中央に位置し､平成17年に田沢湖町､角館町、西木村が合併して誕生した
総面積の約8割が森林地帯で、奥羽山脈から流れる河川は仙北地域の水源となっている
人口26,097人(令和元年6月)、高齢化率41.5%(平成30年7月)。高齢化率50%以上の限界集落も存在し、老
齢人口さえ減少に転じる超高齢化社会の最先端自治体である
秋田県随一の観光地（角館、田沢湖、豊富な温泉資源等）で年間500万人が訪問するが通過型観光となっており、
経済波及効果が少ない
仙北市の中間に位置する田沢湖は日本で最も深い湖である。環境悪化で田沢湖のクニマスは死滅したが、山梨県の西
湖でクニマスが発見されたきっかけで、秋田県と仙北市が協働で、田沢湖再生クニマス里帰りプロジェクトが開始された

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
産業活動・所得向上の停滞

【社会面の課題】
生産人口の減少と地域コミュニ
ティの弱体化

【環境面の課題】
田沢湖の環境悪化、耕作放棄地
の増加

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

●様々な産業へのIoT導入促進
●民間企業、金融機関との連携

●過疎地での自動運転技術の実証
●近未来技術による新しい産業の創出
●IoT、エネルギー関連高度人材育成

●玉川温泉水からの水素抽出
● クニマス未来館を中心とした環境教育と
田沢湖の環境修復
●農業生産性向上につながるIoTの活用
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）

IoT・水素エネルギー利用基盤整備事業
●IoTの利用基盤整備の活用
• 農業の生産性向上につながるような農業IoTの大規模実証実験、
ドローンによる山間部での配送実験等、IoT導入による経済活動
の活性化がコミュニティ再生や環境再生に効果をもたらすような実
証実験を設定し、SDGsの三側面の効果的連携の姿を実現する

●水素エネルギー利用の事業化計画
• 水素の生成、貯蔵の実験を軸にしつつ、水素の発生、貯蔵、利用
まで、社会、経済、環境の三側面のSGDs推進を図り、低炭素社
会実現のための事業化計画を策定する

●これまでの取組状況と成果
•
•

市内３農家にて、農業IoT導入実証実験を実施し、成果
報告会には延べ73人が参加した
玉川温泉水からの水素生成実験を実施し、成果報告のた
めの講演会ならびに公開実験に約60人が参加した

田沢湖再生クニマス里帰りプロジェクト
●田沢湖クニマス未来館の展示活動
• 田沢湖の環境が激変した歴史、田沢湖では絶滅したクニマスの生
態展示、未来への取組み等の展示や企画展等を通じ、環境学
習の場を提供する

●田沢湖環境修復への取組
• 田沢湖の湖畔の清掃による鳴き砂の復活、田沢湖の水質調査
等を、大学等との連携により実施

●これまでの取組状況と成果
•
•

平成30年度には、県内外から1,156名の児童・生徒が。
環境学習のために田沢湖クニマス未来館を来訪した
第17回世界湖沼会議の湖沼セッションにおいて、田沢湖
の現状と環境修復に向けた取組を紹介し、仙北市の取組
を国際的に情報発信した

2030年のあるべき姿
仙北市の水素エネルギー利用が進み、水素ステーションが設置され、水素燃料電池自動車の自動運転による地域公共サービスが展開され、
高齢者が自由に移動できる社会を実現させることを目指す

茨城県つくば市
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つくば市ＳＤＧｓ未来都市計画

地域の特徴
•
•
•
•

つくば市は、茨城県の南西部に位置し、都心部や海外から比較的容易なアクセスが可能な人口約24万人の都市である
北に関東の名峰筑波山を、東に日本第２位の面積を誇る霞ヶ浦を控え、これら一帯は水郷筑波国定公園に指定され、
特色ある豊かな自然環境に恵まれている。2016年９月には、「筑波山地域ジオパーク」が国内で41番目のジオパークと
して認定され、自然と地質環境をいかした活動が行われている
学術研究都市として、大学や研究機関の集積をいかし、企業や市が一体となって新しい産業創出を目指す先進的な取り
組みが始まっている。2011年には国から「つくばモビリティロボット実験特区」に認定され，日本初のモビリティロボット公道
実験等が行われている。
また、「つくば国際戦略総合特区｣に指定され、産学官連携の拠点としての「つくばグローバル・イノベーション推進機構」を
設立した

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
ＳＤＧｓ×Society5.0による社会
課題解決と新たな価値の創造

【社会面の課題】
持続可能な未来を実現する人材
育成と地域の強みの再発見

【環境面の課題】
地域の活力を生み出す市民環境
活動と地産地消の推進

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

●地元の強みを活かした地域経済活性化
① Society5.0社会実装トライアル支援
事業の推進
② スタートアップの活動支援及び産学官
連携での技術シーズとニーズのマッチン
グによる新たな事業化、産業化推進

●こども貧困問題の解消と体験型科学教育
の実施
① 子どもの学習支援事業
② 持続可能な開発のための教育
（ESD）の推進
③STEAM教育の実践
（STEM教育に A:art - 芸術の観点
を付加）

●循環型社会の推進
① 地産地消の推進
② つくばワイン・フルーツ酒特区を活用した
つくばブランド農作物等の確立及び普
及の促進
③ つくば環境スタイルサポーターズによる
市
民環境活動の推進
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）

つくばSDGsパートナーズ事業

重点事業（CIVIC事業）の実施

●概要

●こどもの未来(Child)

• ＳＤＧｓに関する取組を行う（関心のある）市内の企業・研究
機関・市民団体・区会・個人の方など幅広いメンバーが入会。
• 地域の課題を皆で見つけるとともに、解決策を模索し、いつまでも
住み続けられるまちを目指す。

• こどもの貧困対策と持続可能な未来を実現する人材の育成

●包摂的な社会(Inclusive)

• 地域の強みの再発見と見守り機能の充実

●価値の創造と継承（Value）

• ＳＤＧｓ×Society5.0による社会課題解決と新たな価値の創造

●ユニバーサルインフラ（Infrastructure）

• 市民の足の確保による地域間交流の促進
●循環と環境保全（Infrastructure）
• 地域の活力を生み出す市民環境活動と地産地消の推進

地域包括支援
センター

●これまでの取組状況と成果
•
•

平成31年４月発足（令和元年７月現在 個人会員約
130名、団体会員20団体）
個人向けパートナー講座を６回開催（令和元年７月現
在）

Society5.0
社会実装

コミュニティバス
（つくバス）

地産地消の
推進

●これまでの取組状況と成果
•
•
•

子どもの未来支援事業に活用するために、つくばこどもの青い
羽根基金を創設するとともに、つくば市こども未来プランを策定
つくばR8地域活性化プランコンペティションの実施
コミュニティバスを再編し、バス停カバー人口と面積を増加

2030年のあるべき姿
世界が抱える共通の課題を率先して解決し、世界に発信する「世界のあしたが見えるまち。」を目指している。そのような中、ＳＤＧｓの考
え方を取り入れ、2030 年のあるべき姿として、具体的な施策を展開し、持続可能都市の実現を目指す

山形県飯豊町

農村計画研究所の再興『2030 年も
「日本で最も美しい村」であり続けるために』
地域の特徴

•
•
•
•
•

人口7,304 人（2015年国勢調査）で、1965年のピーク人口13,817人と比較し、50年間で6,513人減少
総面積のうち8割以上が緑豊かな山林が占める。飯豊連峰から流れる清流白川が町を縦断し、最上川に注ぎ、全国的
にも数少ない田園地帯に散在する屋敷林に囲まれた住宅が広がる田園散居集落が美しい景観を形成している
住民自ら総合計画策定に参画し、町の最上位計画に、町民各層の意見を取り入れた。「自分たちの地域の未来は自分
たちの手で」と、 「手づくりのまち いいで」の地域住民が地区別計画の策定に着手した
食料、農業、エネルギーなど、各方面から「「持続可能な循環型社会構築への取組」である
平成20年、特定非営利活動法人「日本で最も美しい村」連合に加盟した。

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
ピンチをチャンスに、逆境からの転
換点

【社会面の課題】
地 域 の コミュニテ ィ力 、 地域 力の
停滞

【環境面の課題】
地域内資源を活用した持続可能な
美しい農山村

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

●山形大学xEV飯豊研究センター
●地域内バイオマス資源の活用
①木質バイオマス資源利活用促進・熱供
給プロジェクト
②家畜排せつ物等を利用したバイオガス
発電事業プロジェクト
●飯豊・農の未来事業

●「手づくりのまちいいで」原点を見つめる
●置賜自給圏などスマートテロワールの推
進
●地域づくり推進事業の推進
●農山村のグランドデザイン

●バイオマス産業都市構想の推進
●飯豊町らしい住環境の提案と実践
●空き家イノベーション
●農山村アメニティの維持
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）
農村計画研究所の再興『2030年も
「日本で最も美しい村」であり続けるために』

再生可能エネルギーを基盤とする社会形成
を技術開発から推進

●「最も美しく、持続可能なまちづくりの運動のハブ」と「多様
な主体と新たな価値と交流から創発されるセレンディピティ」～

●山形大学xEV 飯豊研究センターを核にした飯豊町電
池バレー構想の推進

• 手づくりのまちづくり」の象徴である農村計画研究所の再興で当時
のまちづくりの種火を現在の地域づくりへ
• 農都交流、グリーンツーリズム、企業研修、CSR など多様な関わり
から生まれる新たな価値の創造

●地域資源を活用した再生可能エネルギーの創出と地域
循環

• 既存の企業と産業との連携、イノベーションによる産業クラスターの
形成
• 飯豊こども研究所等による人材育成の推進
• 電動化製品のパイロット製造
• 関連技術者養成のための教育機関の誘致

• 木質バイオマス資源利活用促進・熱供給推進プロジェクト
• 小規模分散型の太陽光発電及び太陽熱利用

●これまでの取組状況と成果
•
•

農村計画研究所の再興に向け、農村計画学会のアーカイ
ブ資料等集積の準備
熱供給推進のための可能性調査の実施

●これまでの取組状況と成果
•
•

リチウムイオン関連の町貸工場の整備着手
電池関連の専門職短期大学の誘致

2030年のあるべき姿
本町のまちづくりの源流の「手づくりのまち いいで」を継承、進化、発展させ、住民が主体となって地域の将来像を描き、活動できる体制を整え、
行政や地域活動団体、企業その他の多様な地域づくり主体と一緒になって、創意工夫を図りながら新たな「手づくりのまち いいで」を推進する

神奈川県
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いのち輝く神奈川持続可能な
「スマイル100 歳社会」の実現
地域の特徴

神奈川県は約912万6,000人で（2015年10月1日現在） 、全国の都道府県で第2位の人口規模である
自然や歴史・風土に恵まれており、観光では「横浜」や、「鎌倉」、「小田原」、「湯河原」、「箱根」、「丹沢・大山」、「三浦
半島」、「湘南海岸」、「真鶴半島」など、様々な種類の観光資源がある
• 「東京圏国家戦略特区」「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」「さがみロボット産業特区」の３つの特区の
指定を受けて、新たな社会モデルを形成して他の地域に波及を図っていく基盤が存在する。
・ 高度成長期に人口が急増した神奈川県では、全国屈指のスピードとボリュームで高齢化が進むと見込まれている。
•
•

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
持続的に経済のエンジンを回す

【社会面の課題】
持続可能な超高齢社会の創造

【環境面の課題】
新しいエネルギー体系の構築

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

⚫ ＭＥ－ＢＹＯ ＢＲＡＮＤ制度
⚫ 未病産業市場拡大プロジェクト等の推
進
⚫ 「ライフイノベーションセンター」を核とした
最先端医療関連ベンチャー企業支援
⚫ ヘルスケア・ニューフロンティア・ファンドによ
る成長産業分野への投資
⚫ スマートエネルギー関連製品等の開発促
進

⚫ 「マイＭＥ－ＢＹＯカルテ」（ヘルスケア
ＩＣＴプラットフォーム）を活用したデー
タヘルスの推進
⚫ 次世代社会システムに向けた神奈川Ｍ
Ｅ－ＢＹＯリビングラボの推進
⚫ 行動変容に向けた未病指標の構築・活
用
⚫ 人生100歳時代の社会づくりの推進
⚫ 「ともに生きる社会かながわ」の推進

⚫ 太陽光発電設備の導入拡大
⚫ 燃料電池車・電気自動車（ＥＶ）の
導入拡大
⚫ 水素ステーションの整備促進
⚫ エネルギー自立型住宅の推進（ＺＥＨ
の導入）
⚫ 事業活動温暖化対策計画書制度の実
施

三側面をつなぐ統合的取組:「SDGs社会的インパクト評価と多世代連携によるコミュニティ機能の強化」

※次頁参照
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）
ＳＤＧｓの取組を世界に発信
●ＳＤＧｓ全国フォーラム
• 「SDGｓ日本モデル」宣言を発表

2019年1月30日、ＳＤＧｓ未来都市の協力を得て、「SDGｓ全国
フォーラム2019」を開催し、全国から1,215人が参加し、様々な主体
が議論を展開した。自治体が国や民間企業・NPOなどと連携して地域
からSDGｓを推進し、地方創生を目指す、日本の「SDGｓモデル」
宣言を世界に向けて発表した。148の自治体（2019年7月末現在）
から宣言の賛同いただいている。

●国連のハイレベル政治フォーラム「LOCAL2030」
・ 知事スピーチ
2019年7月16日、ニューヨークの
国連本部で、開催された「SDGｓ
ハイレベル政治フォーラム」の主要
イベントである「LOCAL2030」で、
「SDGｓ日本モデル」宣言を
自治体の具体的な取組みとして、
世界に向けて発信しました。

「SDGs社会的ｲﾝﾊﾟｸﾄ評価ｼｽﾃﾑ」の構築
【SDGs社会的インパクト評価概要】
SDGsの目標に沿った事業の社会的ｲﾝﾊﾟｸﾄを定量的・定
性的に把握し、投融資を呼び込むことで、社会的課題の解
決に自律的な循環を生み出すことを目的とする。

（主な取組内容）
●事業における実証実施
• コミュニティ型ケアを含む介護サービスの開発など、実証事業をとお
して社会的インパクト評価を実施し、投融資に結び付く事例の構
築を目指す

●実証を基にした「評価実践ガイド」策定
• 事業における実証の成果を基に、「社会的インパクト評価」の実践
ガイドを策定

●評価人材の育成に向けた研修の実施
• 「社会的インパクト評価」を実施できる人材の育成に向けて、研修
等の方策を検討し、実際に研修を実施する

2030年のあるべき姿
県民の「いのち」 を輝かせるために、医療だけでなく、 環境、エネルギー、農業、食をはじめとして、生活のすべて にわたって安全を確保し、
持続可能な形で維持していくための総合的な政策の展開を図ることをめざす

横浜市
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～多様なステークホルダーとの連携による
社会課題解決と新たな価値創出～
都市の特徴

•
•

•
•

約374万人の市民が暮らす大都市でありながら、開港以来の歴史を感じさせる街並みや建物が数多く残り、郊外では豊
かな里山の風景が大切に守られている。
12万を超える事業所で、約150万人もの方々が働き、優れた技術・サービスを持つ企業や、最先端の研究開発に積極的
に取り組む企業も多く立地おり、産学官連携による共同研究も活発に行われている。
「文化芸術でドキドキ、ワクワクできる街にしたい」という思いから、現代アートの祭典「横浜トリエンナーレ」、Dance Dance
Dance @YOKOHAMA、横浜音祭りの芸術フェスティバルを続け、文化芸術による魅了あふれる街づくりを進めている。
5つのふ頭で最大７隻の大型客船が同時受け入れ可能になるワールドクラスのクルーズポートの整備により賑わいを創出。

重要な都市課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
都市間競争の加速化とグローバル
化の進展

【社会面の課題】
人口減少社会到来、超高齢社会の
進展と郊外部の活力低下

【環境面の課題】
地球温暖化対策など環境分野の取
組の加速

＜取組＞

＜取組＞

＜取組＞

・中小企業の経営革新と経営基盤の強化
・イノベーション創出と戦略的な企業誘致
・国際ビジネスの促進とグローバル人材の育成・確保
・文化芸術創造都市による魅力・賑わいの創出
・交通ネットワークの充実による都市インフラの強化
・国際競争力の強化と市民生活を豊かにする総合
港湾づくり
・魅力と活力あふれる都心部の機能強化
・女性が働きやすく、活躍できるまち
など

・参加と協働による地域福祉保健の推進

・花・緑・農・水が街や暮らしとつながるガーデンシティ
横浜の推進
・地球温暖化対策・エネルギー施策の大都市モデル
の創造
・持続可能な資源循環の推進ときれいなまちの推進
・環境にやさしいライフスタイルの実践と定着
・活力ある都市農業の展開
など

・健康づくりと健康危機管理などによる市民の安心確保
・地域包括ケアシステムの構築に向けたサービスの
充実・地域づくり・人づくり
・市民に身近な交通機能等の充実
・コンパクトで活力のある郊外部のまちづくり
・多様な住居ニーズに対応した住まいづくり
・未来を創る子どもを育む教育の推進
・参加と協働による地域自治の支援
など

三側面をつなぐ統合的取組:「ヨコハマSDGsデザインセンター事業」

※次頁参照
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ヨコハマSDGsデザインセンター
三側面の統合的解決を図る横浜型「大都市モデル」の創出に向け、多様な主体との連携によって自らも課題解決に取組む”目的志向・実践型中間支援組織“
市内の多様な主体

パイロットプロジェクト（試行的取組）
■ショートタイムテレワーク

ニーズ・シーズ

ステークホルダー
企業・大学
地域活動団体
各プラットフォーム

提供

マーケティング

コーディネート

イノベーション

プロモーション

・女性活躍社会の実現、新しい雇用形態の創出
・ICTを活用した短時間勤務・職住近接に
より、子育て世代などの社会参加を促す
多様で柔軟な働き方の提案

■バイオ燃料地産地消プロジェクト

国内外の都市間連携の推進

経
済

SDGsパートナーシップネットワーク
しもかわSDGs
パートナーシップセンター

SDGsの達成に向け、市内外の施設
や機能と連携し、ヒト・モノ・コト
をつなぐネットワーク「SDGsパー
トナーシップネットワーク」を構築

■資源循環型エコサイクルの実現

みなとみらい
Innovation & Future Center

・食品ﾛｽ等の廃棄物の有効利用
・金融機関との連携により、環境技術を
有する地元企業やﾍﾞﾝﾁｬｰ企業の成長支援

※順次拡大

世界の都市の発展に貢献

■ヨコハマ・ウッドストロープロジェクト

SDGs未来都市として得られた知見や成果を世界の都市に発信
Ｃ４０
「世界大都市気候先導グループ」、
本市のほか、パリ、ロンドンなどが加盟
シティーズアワード・クリーンエネルギー
部門受賞(2016)

・ｾﾞﾛｶｰﾎﾞﾝ横浜の実現を目指し低炭素化を推進
・市内企業等のﾊﾞｲｵ燃料の使用、原料としての
飲食店廃食油の利用推進などによるﾊﾞｲｵ燃料の
地産地消モデルを構築

ドイツ フランクフルト市
E U -日本国際都市間協力プロジェクト
で連携、エネルギーをテーマに意見交換な
どを実施

先進的な温暖化対策に取り組む世
界的都市ネットワーク、バンクーバー
市等と連携

横浜
Yokohama
アフリカ

環

・海洋ﾌﾟﾗｽﾁｯｸごみ問題や、
森林環境保全等の意識啓発を推進
・道志村水源林の間伐材を使用し、市内障害者施設で
製作することで、新たな雇用を創出しつつ地産地消を実現

境

■海洋教育プログラム❝海中教室❞

ＣＮＣＡ

みなとみらい本町小学

・子ども達が主体となって、海の環境や 校
海洋ﾌﾟﾗｽﾁｯｸごみ問題について考える機会を創出
・市内小中学校等のESDに貢献

ＳＤＧｓリーダーシップ都市連合

・廃棄物に関するSDGs達成を目
指す「アフリカのきれいな街プラット
フォーム」(環境省・JICA共同)での
連携

(SDGs Leadership Cities Alliance)
ＳＤＧｓ達成に向けた都市課題の解決への世界の先進
都市によるネットワーク、日本の自治体として唯一参加

Y-PORT
・新興国の都市課題解決、企業の海外展開を支援する
国際技術協力
・横浜水ビジネス協議会を設立し、上下水道分野に注力

■オンデマンドバス実証実験
・人口減少・超高齢社会に対応出来る
新たな交通支援を確立
・市民に身近な交通手段の維持・充実を図る
ICTを活用した新しい交通ｻｰﾋﾞｽに向けた社会実験

アジアスマートシティ会議
（2012～ 横浜市主催）

社

2030年のあるべき姿
環境を軸に、経済や文化・芸術による新たな価値・賑わいを創出し続ける都市

会

■SDGｓ ライフデザインプロジェクト
『SDGs ハウス』
・日常生活の中でSDGsに貢献する住まいや
暮らし方を体感できる空間を、住宅展示場で
家具や生活用品の展示を通じで提案

イケア・ジャパン

(C)Koji Fujii / Nacasa&Partners Inc.
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神奈川県鎌倉市

持続可能な都市経営「SDGs未来都市かまくら」の創造

地域の特徴
•
•
•
•

鎌倉市は、「古都」としての歴史・文化とともに豊かな自然環境が特徴であり、年間を通じて多くの観光客が訪れている
日本での「ナショナルトラスト発祥の地」で文化遺産や景観保全への意識が高い。歴史的遺産と共生するまちづくりを目指
して、歴史的風致維持向上計画を策定。日本遺産にも認定され、世界遺産登録への取組を進めている
環境保全に対する市民意識は高く、ごみのリサイクル率は全国的に見ても高い
近年、IT産業（情報通信業）の企業やスタートアップの集積が進みつつあり、IT産業の集積地であるシリコンバレーを
模し「カマコンバレー」として注目を集めつつある

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
就労の場所が少なく、若年層の就
学 ・ 就 労のﾀｲﾐﾝｸﾞで の 転 出 超 過
等
＜解決事業＞
● 深沢地域整備、公的不動産利活用等
による企業誘致
● 市内企業の業務拡大・事業継承、新た
な産業の創出

【社会面の課題】
少子高齢化の進行によるコミュ
ニティの希薄化 等

【環境面の課題】
歴史・文化・自然等の適切な維
持管理に係る多額の経費 等

＜解決事業＞

＜解決事業＞

● 市民活動推進条例の策定
● 鎌倉リビングラボの仕組みを全市展開
● 鎌倉版地域包括ケアの構築
● 長寿社会のまちづくり
● 関係人口増加の取組

● 市街地の景観形成、史跡指定等による
遺産の保全等
● ごみの焼却量削減
● 緑地保全、交通量抑制、ヒートアイラン
ド対策による低炭素まちづくり
● 公共施設の耐震化（市役所本庁舎整
備による災害対策機能の強化）、社会
インフラの維持・更新の計画的取組み、
災害時の情報伝達基盤の構築 等

三側面をつなぐ統合的取組:「持続可能な都市経営「SDGs未来都市かまくら」の創造」

※次頁参照
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）

SDGｓの理念を導入した自治体総合計画

「働くまち鎌倉」「住みたい・住み続けたいまち
鎌倉」の実現

●総合計画改訂における新たな市民参画手法の構築
（鎌倉リビングラボ）

●新しい拠点の深沢地域整備事業の実現に向けた、
事業計画の構築・都市計画決定に取組む

• 「鎌倉リビングラボ」を全市展開し、市民ニーズや地域課題の抽出・
把握を行うとともに、 この活動に参加又は興味を持つ企業やNPO
など計画の実行を担うパートナーとのマッチングに取組む

• 市の保有する公的不動産の利活用を進め、地域経済の活
性化、雇用の創出、新たなライフ・ワークスタイルの発信に取
組み、「働くまち鎌倉」「住みたい・住み続けたいまち鎌倉」実
現の推進力とする
• 商業・業務街区には、IT関連、ライフサイエンス系、スポーツ・
健康関連の企業研究所の誘致を推進する
• 企業誘致、シェアオフィスの推進、起業支援や市内事業者の
事業拡大などに積極的に取組む

●データ（証拠）に基づく計画立案・評価制度の構築
（EBPM ・ソーシャルインパクトボンド）
• 明確な事業目標の設定、目標を達成して明確な効果を発現させ
るためのロジックモデルや統計・データ等に基づく事業手法の設定、
事後の評価手法の設定など、証拠に基づく政策立案（EBPMを
推進する。また、目標設定・事後評価の制度を高めるために計画
策定作業にあわせ、ソーシャルインパクトボンドの試行を行い、計画
の実行手法として制度化を行う

●これまでの取組状況と成果

●これまでの取組状況と成果

• 2030年の鎌倉を「ともに考え、ともに創る」ため、新たな形の市
民対話を実施し、市民との継続した共創関係を構築している。
• SDGsの理念を導入した総合計画(基本計画)の素案を策定。

• SDGsショーケースとして、 2019年5月1日から景観重要建
築物である旧村上邸を企業の研修所や、市民の文化活動の
場として活用を開始した。

2030年のあるべき姿
『古都としての風格を保ちながら、生きる喜びと新しい魅力を創造するまち』づくりが進み、「住みたい・住み続けたいまち」、「選ばれるまち」を
目指す

富山県富山市

コンパクトシティ戦略による持続可能な付
加価値創造都市の実現
地域の特徴

•
•
•
•

富山市は、富山県の中央部に位置する人口約42万人の県庁所在都市である
豊富な水資源をはじめ様々な自然エネルギーに恵まれており、河川や水路の落差を利用した小水力発電や、市域の約7
割を占める森林を活用した森林バイオマスなど、再生可能エネルギーの導入を促進する上で有利な条件を備えている
国連連合SEforALL（Sustainable Energy for ALL）における「エネルギー効率改善都市」に日本で唯一選定され、
エネルギー効率改善ペースの加速等により、化石燃料消費の抑制を図っている
2014 年12 月に米国・ロックフェラー財団から「100 のレジリエント・シティ」（100RC）として選定された。これを受け
「富山市レジリエンス戦略」を策定し、自然災害等に対応する都市レジリエンスの向上に資する様々な取組を推進している

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
技術・社会イノベーションの創出

【社会面の課題】
過度な自動車依存による公共交
通の衰退

【環境面の課題】
地域資源エネルギー等の利活用
とSDGsの意識醸成

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

● IoTを活用したﾍﾙｼｰ&ｽﾏｰﾄｼﾃｨの形成
①ICT・AIを活用した大規模生産体制
の確立
②ナノ粒子化技術を活用した医薬品関
連産業ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出実証
③植物工場等によるｴｺﾞﾏの地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
化
④再ｴﾈを活用した高付加価値作物の栽
培実証 等

● LRT ネットワークをはじめとする持続可能
な地域公共交通網の形成
①路線バス等におけるEV・FCV バス導
入検討調査
②市内電車南北接続・不二越・上滝線
乗り入れ調査 等
③トランジットモール社会実験等による中
心市街地の賑わい創出 等

● ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨ戦略の付加価値検証とﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ化による国際国際展開の推進
① 富 山 型ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨ戦 略のﾊﾟｯｹｰｼﾞ化
による国際発信 等
● 自 立 分 散 型ｴﾈﾙｷﾞｰｲﾝﾌﾗ・ﾈｯﾄﾜｰｸの 形
成
①再エネを活用した地域ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ｼｽﾃﾑ検討 等

三側面をつなぐ統合的取組:「LRT ネットワークをはじめとする持続可能な地域公共交通網の形成・コンパクトシティ戦略の付加価値検証とパッケージ化
による国際展開の推進・自立分散型エネルギーインフラ・ネットワークの形成・ＩｏＴを活用したヘルシー＆スマートシティの形成」 ※次頁参照
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）
ＩｏＴを活用したヘルシー＆スマートシティ
の形成
●えごま６次産業化推進事業（スマート農業）
エゴマの６次産業化推進の一環として、大規模圃場（２４ヘク
タール）において、AI 農機具を活用し、ＩＣＴによる効率的なエ
ゴマ栽培方法の確立を図る
●市民の「歩くライフスタイル」への行動変容を促す施策検討
• 過度に自動車に依存したライフスタイルからの行動変容を促す
ICTを活用した施策を実施し、歩いて健康に暮らすライフスタイル
の定着を図る
•

●これまでの取組状況と成果
•
•

スマート農業導入コンソーシアムを組織し、無人自動運転トラク
ターやドローン等のスマート農業機械の活用を検討
「富山市歩くライフスタイル戦略」を策定し、スマートフォンのアプリ
ケーションを活用したポイントサービス事業を令和元年度より導入
予定

LRTネットワークをはじめとする持続可能な
地域公共交通網の形成
● LRTネットワークの形成
• 公共交通を活性化するためにLRTネットワークを形成し、過度に車
に依存したライフスタイルを見直し、歩いて暮らせるまちを実現する

●交通空間賑わい実証事業（トランジットモール）
• 道路空間を活用した賑わい創出を目的として、多様なイベントを実
施するトランジットモール社会実験を実施する

●これまでの取組状況と成果
•
•

富山駅路面電車南北接続事業により富山ライトレールと市内電
車を接続することにより、15.2ｋｍの路面電車ネットワークを構
築予定（令和元年度末）
路面電車の環状線区間の一部を活用し、トランジットモールの実
証実験を実施（歩行者通行量が通常時の7～10倍）

2030年のあるべき姿
富山市の目指す都市創造のスパイラルアップの視点から発展させ、「コンパクトシティ戦略による持続可能な付加価値創造都市」の実現を
目指す

石川県珠洲市
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能登の尖端“未来都市”への
挑戦
地域の特徴

•
•
•
•

現在の人口約15,000人は、2040年に約6,600人にまで減少すると推計され、日本創成会議の「消滅可能性都市」に
指定されている
能登半島の先端に位置し、美しく豊かな里山里海に囲まれ、「揚げ浜式製塩」や「あえのこと」、「祭り」など、里山里海とと
もに生きてきた特徴ある生業や生活様式、伝統文化が受け継がれており、希少種をはじめとする生物多様性にも恵まれて
いる
2011 年6 月に本市を含む能登の4市5町が新潟県佐渡市とともにGIAHS（世界農業遺産）に認定された
高齢化率が約47%と高く、未来の産業経済を担う若い人材が決定的に不足している

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
人とモノの流れの停滞による地場
産業の衰退

【社会面の課題】
加速する少子・高齢化による社
会の停滞

【環境面の課題】
里山里海の未利用による生物文
化多様性の荒廃

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

● 里山里海の資源を活用するビジネス事
業の支援拡大
● 「最果て」をテーマとした先端アート（国
際芸術祭）によるインバウンド観光誘客
と教育活用
● FAO世界農業遺産をテーマとした持続
可能な地域経済の研究と国際会議の
企画開催

● 金沢大学の「能登里山里海マイスター
育成プログラム」と連携する課題解決型
の人材づくり
● アジアの課題となっている若者の農業離
れによる農村の荒廃を再生する国際連
携
● 市内の公道で実証実験が行われている
金沢大学の自動運転の社会実装化に
よる「スマート福祉」の実現

● ＮＰＯや市民が珠洲市生物多様性地
域連携保全活動計画を実践し、「能登
ＳＤＧｓラボ」による新たな教育プログラ
ムを開発
●石川県立大学と連携する水産資源と発
酵食文化の研究開発
●国連大学ＯＵＩＫとの連携による地域
の生物文化多様性への理解、里山イニ
シアティブの国際発信
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）

能登ＳＤＧｓラボ

課題解決型の人材養成事業の継続

●ＧＩＡＨＳ資源を活用し、「知」と「業」のマッチングを
促進

●過疎地でイノベーションを担う人材を育成する（能登里
山里海マイスター育成プログラムの第4 フェーズ）

• ＧＩＡＨＳ認定エリアの生物多様性や地域文化などの「強み」を
理解し各資源基礎的データを把握する「能登ＳＤＧｓラボ」が地
域経済界に対してのプラットホームとなり、新たな商品開発や既存
商品の長所を引き出す

• 奥能登全体をフィールドにし、能登学舎を拠点に里山里海を主な
研究テーマとして、農林水産業や観光業はじめ地域文化やコミュニ
ティビジネスなど様々な分野での実践的な学習を1 年間行い、研
究発表が審査会で認められると能登里山里海マイスター修了生と
して認証する（これまでに183名のマイスターを輩出）

●人材育成事業（能登里山里海マイスター育成プログ
ラム）を継続実施
●「能登ＳＤＧｓラボ」の活用
• 地域経済のシーズ、ニーズの研究調査における関連人材の活用を
進め、新たなビジネスチャンスを創出する
• プロジェクト（取組活動）相互の連携や環境・文化教育につなげ
ることで、各地域内活動の持続可能性を高め、新たな付加価値
創造を喚起することを目指す

●これまでの取組状況と成果
•
•
•

市内事業所566社に対し、実態（意識）調査を実施し、
各種課題解決に向け、随時ヒアリングを開始
市内の高等学校や中学校におけるSDGｓ学習の開催
市内事業所や組織と連携し、実践的な取組や研究を促
進する連携研究員（人的ネットワーク）制度を開始

●これまでの取組状況と成果
•

2019年6月からは、SDGｓの学びをプログラム化し、学び
と社会実践を通じた「SDGｓ能登モデル」を共創する地域
再生人材の育成を目指すため、「能登里山里海SDGｓマ
イスタープログラム」として、新たな人材育成プログラムを開
始

2030年のあるべき姿
里山里海などの豊かな自然資源、人的資本、そしてこれらをつなぐ、おすそ分け文化、祭り、ヨバレなどの社会(文化)資本
が豊かな「インクルーシブ・ウェルス（包括的な富）」日本一の地域を目指す

石川県白山市
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白山の恵みを次世代へ贈る「白山市ＳＤＧｓ
未来都市2030ビジョン」

地域の特徴
•
•
•
•
•

白山市は、県都金沢市の南西部に位置し、１市２町５村が合併した人口約113,500人（2019年6月時点）の都
市
県内最大の面積と日本三名山の一つである「白山」を有し、山頂の２７０２mから日本海までの大きな標高差を誇り、
山・川・海の豊かな自然に恵まれているとともに、地域ごとに独特の伝統文化や生活様式が色濃く残されている
白山ユネスコエコパークや白山手取川ジオパークなど、世界に誇る自然環境や地域で受け継がれてきた文化が存在し、エ
コツーリズム等の観光スポットともなっている
長い年月をかけて地中を流れる伏流水は、酒づくりにも最適で、また豊富な地下水が呼び水となり、手取川扇状地の平野
部に多くの企業が進出している
石川県は人口当たり学校数が全国で2位を誇り、そのうち市内には、金沢工業大学、国際高等専門学校、金城大学、
金城大学短期大学部がある

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
山間部に人や企業を集まる仕組み
づくりによる地域の活性化

【社会面の課題】
仕事と家庭を両立した女性の活躍
の場の創出

【環境面の課題】
自然環境・災害に対するリスク
管理の構築

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

● 教育先端未来都市として世代・分野・
文化を超えた共創教育の場と社会課題
の実証実験の場の創出
● 世界ジオパーク認定に向けた自然・文化
の保全・活用事業

● 女性にＳＤＧｓに関する理解を深める
学習機会やデータの活用教育の場の提
供
● 子育て環境や働き方改革を両立する里
山ボーディングスクールの導入

●防災・減災対策等に市民一人ひとりが
能動的に参画するコミュニティづくり
●自然環境データ等を蓄積・可視化し、産
学官民で学習できる環境を整備
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）
ＳＤＧｓ推進に向けた
戦略的なパートナーシップの構築
●多様なステークホルダーと連携し、それぞれの得意分野
を活かして、ＳＤＧｓの取り組みを推進
• 金沢工業大学、㈱ＮＴＴドコモ北陸支社と「持続可能な開発目
標（SDGｓ）における５Ｇ・ＩＣＴの利活用推進に関する連携
協定」を締結し、情報通信技術を活用し、社会課題の解決や人
材の育成につなげていくこととした。
• （一社）白山青年会議所と「持続可能な 開発目標（SDG
ｓ）における達成推進に関する連携協定」を締結し、ネットワーク
を活かした市民への普及啓発や地域社会発展のための人材の確
保など、連携して取り組むこととした。

●これまでの取組状況と成果
•

ＩＴ技術による本市の課題解決のアイディアを競い合うコ
ンテスト、お笑いによる普及啓発のイベントを開催するなど、
締結先との連携により、効果的な推進活動を実施した。

ジオパーク活動を軸にした
取り組み
●白山市ＳＤＧｓ推進デーの開催
ジオパークと連動した取り組みとして、金沢工業大学と連携し、
「白山市ＳＤＧｓ推進デー」と称してイベントを開催した。２部構
成のイベントで、１部では、大学生によるイベントの提案発表やジ
オパークの課題や今後の展望などについて専門家によるパネルディ
スカッション、２部では、「白山手取川ジオパーク版ＳＤＧｓカー
ドゲーム」のワークショップを実施し、ジオパークを軸とした地域づくり
について理解を深めた。

•

●これまでの取組状況と成果
•

県内外から参加があり、白山手取川ジオパークの活動とＳ
ＤＧｓを連動させた取り組みを全国的に広く情報発信し
た。

2030年のあるべき姿
白山の歴史・文化と豊な自然環境の恩恵を、全ての市民や組織が実感し、白山ユネスコエコパーク及び白山手取川ジオ
パークの理念に基づいて、経済発展や豊かな生活実現し、その成果を白山市に還元するサイクルの確立を目指す

長野県

学びと自治の力による「自立・分散型社会の形成」

地域の特徴
•
•
•
•
•

長野県の総人口は2000年をピークに減少に転じており、2017年は約208万人となっている
四方を「日本の屋根」と呼ばれる3,000m 級の山々に囲まれ、８つの県と接する広大な県土の中に、盆地や谷ごと、都市
部と山間部が近接しており、それぞれに多彩な独自の文化が育まれている
公民館数が全国一多いことに加え、博物館数（全国２位）や図書館数（全国７位）も全国有数であるといった恵ま
れた環境を活かし、学びの県づくりを進めている
平均寿命が女性全国１位、男性全国２位の長寿県であるとともに、高齢者の就業率も全国１位となっている
長野県は、水量と高低差がある河川、豊富な森林資源、年間を通じて長い日照時間など、再生可能エネルギー資源の
宝庫である

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
付加価値の高い産業への転換

【社会面の課題】
低所得者・子どもの貧困への支援
中山間地域におけるｺﾐｭﾆﾃｨの維持

【環境面の課題】
豊富なエネルギー資源の最大活
用

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

● 産学官の研究会での環境エネルギー分
野のビジネスモデルの検討
●SDGsを活用する新たなビジネス手法に
ついて「地域SDGsコンソーシアム」で実
証・分析
●県立大のソーシャルイノベーション創出セ
ンターとの連携による地域課題を解決す
るビジネスへの人的・情報支援
●大学等を核とした創造クラスターによる新
技術の開発
●地域エネルギー会社の事業化検討

● 断熱改修の効果検証に基づく公営住宅
の改修促進
● 県の水力発電事業の利益を活用した、
給付型奨学金制度や県立高校・図書
館のICT環境の整備
● 世田谷区立保育園や児童館などへの信
州産電力の販売を通じた都市住民との
交流の促進
● 自家用車に頼らず生活できる地域交通
の確保
●県の水力発電の電力の販売を通じた社
会課題解決への利用の拡大

● 地域主導型のエネルギー事業の立上げ
支援（ノウハウ・資金の補助）
● 建築物の自然エネルギー導入の検討制
度
● 建築物の省エネ改修、信州エネルギーマ
ネジメント支援などによる徹底した省エネ
●エリアマネジメントシステムの構築検討
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）

地域の自発的な自然エネルギーの普及促進
●ソーラーマッピングのシステム構築
• 太陽光のエネルギー利用の拡大に向けて、太陽光発電や太
陽熱利用のポテンシャルを見える化することで、環境影響の
少ない既存建築物への屋根での設備の設置を促進

● 100％再生可能エネルギー由来の水素ステーショ
ンの整備
• 県企業局の水力発電と水を用いた100%自然エネルギー由
来の水素ステーション・FCV を整備

●小水力発電の適地選定・立上げ支援（小水力発
電キャラバン隊）
• 部局等横断により「小水力発電キャラバン隊」により適地選
定や立上げまでの課題解決を支援

●これまでの取組状況と成果
•
•

県の約半分の地域についてポテンシャルマップを公表。残り
半分も今年度中をめどに公表予定。
県内初となる水素ステーションを整備。供給する水素は県
内で発電した電気エネルギーを使って製造している。

誰もが学べる環境づくり
●学習支援や食事提供、悩み相談等を行う信州
こどもカフェ
• 学用品のリユースや冷暖房等の集約による環境負荷の低減を図る
とともに、奨学金の給付等による経済的困難を抱える子どもの就
学支援も合わせ、親の安定就労や子どもの学力向上を通じ産業
人材を育成・確保

●長野県立大学開学とソーシャルイノベーション創出セン
ターの設置
• 公開講座等の実施により社会人の大学へのアクセスを促進するとと
もに、地域のイノベーションの実像をロールモデルとして学生に提示す
ることで、次世代の地域社会のイノベーターを養成

●これまでの取組状況と成果
•
•

センターは大学と社会のWin-Winな関係を目指し、初年
度で企業・地域から400件超の相談を受ける存在に成長
時代に即した新しい図書館を目指し、「リアル」な学びの拠
点ともなる「学び創造ラボ」を設置

2030年のあるべき姿
地域に根付く学びの風土と自主自立の県民性を再認識し、未来に向けて活かしていくことで、総合５か年計画「しあわせ
信州創造プラン2.0」の基本目標「確かな暮らしが営まれる美しい信州」の実現を目指す

静岡県静岡市
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「世界に輝く静岡」の実現
静岡市５大構想×SDGs
地域の特徴

•
•
•
•

首都圏と中京圏との中間に位置する本市は、温暖な気候にも恵まれ、古くから東西交通の要衝として発展してきた
北には、3,000ｍ級の峰々が連なる南アルプスがそびえ、その裾野に広がる森林は、市域の76％を占め、清らかな水を育
み、源流から河口までが市域内で完結する１級河川安倍川をはじめ、藁科川、興津川などの河川は、日本有数の清流
を誇っている
全国一の茶の集散地となっているほか、製造品出荷額約1.8兆円（2014年工業統計）、商業販売額約3.4兆円
（2014年商業統計）と第１次産業から第３次産業まで、それぞれが大きな規模を誇りつつもバランスよく集積している
茶やマグロに加え、サクラエビやプラモデルなどの静岡市独自の産業資源や、観光資源でもある、駿府城跡ほか徳川家康
公所縁の社寺や世界文化遺産の構成資産である三保松原などの特徴的な文化資源、森林やユネスコエコパークである
南アルプスなど自然資源も具えている

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
エネルギー産業の活性化

【社会面の課題】
レジリエンスなまちづくり

【環境面の課題】
未使用エネルギーの有効利用

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

●エネルギーへの普遍的アクセス
① カーボンフリーハイドロゲンを活用するた
めの新たな水素キャリア （固体水素
源）の開発
② 水素キャリアを利活用する関連機器の
開発

●脆弱性に配慮した災害対策
①水素を利活用した機器の普及拡大
②IoT技術を活用した水素街区の形成

● 自然環境の保全と活用を両立する人材
育成
① 温泉に含まれる微生物を活用した水
素製造・利用
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）
静岡型水素タウンの実現

静岡市SDGs実施指針の策定
静岡市のSDGsの推進に関し必要な事項を定めることにより、SDGs
の要素を市政に組み込むとともに、SDGsを意識した世界標準の市
政運営を通じて「世界に輝く静岡」の実現に資する。

●静岡市水素エネルギー利活用促進協議会運営

●市政への組込み

• 技術開発に取り組むだけでなく、水素エネルギーの需要拡大に向
け、下記の取組を推進し、全ての市民、事業者への普及啓発を
行う。

• 世界共通の「ものさし」であるSDGsを、静岡市第３次総合計画に
組込み、市の政策を世界標準に引き上げる。

●普及啓発イベント
●官民連携による燃料電池自動車を活用した普及啓発

● 普及啓発
• 市民の生活や企業・団体等の活動とSDGsの理想の世界との距
離感を近づけ、SDGsを自分事として捉え行動してもらうために、重
点的な普及啓発を進めていく。

● 情報発信
• 市民、自治会、企業、団体等の活動や市の取組を、国内・世界
に向けて広く情報発信し、本市の存在感を高める。

集中的な普及啓発「SDGsウィーク」の
様子

●これまでの取組状況と成果
•
•

SDGs市民認知度の向上（２％⇒36.2％）
様々なステークホルダーとのパートナーシップの構築

• 燃料電池自動車を保有する企業と連携し、燃料電池自動車の
高い給電能力と静音性を活かし、外部給電器を導入することで、
夜間での防災訓練や非常時における避難所で活用し、水素エネ
ルギーの普及拡大を図るとともに、防災力の強化も図る。

●実施計画策定
• 現在の技術開発の動向や最新の社会情勢を踏まえ、2019 年
度以降の具体的取組やスケジュールなどを盛り込んだ「第２期静
岡市水素エネルギー利活用促進アクションプラン」を2018 年度中
に策定する。

●これまでの取組状況と成果
•
•
•
•

水素・燃料電池展や科学教室等の開催
ＦＣＶモニター制度の創設
イベント、防災訓練等でのＦＣＶの活用
第２期アクションプラン策定

2030年のあるべき姿
静岡市基本構想が定める「『世界に輝く静岡』の実現」をまちづくりの目標としている

静岡県浜松市

浜松が「五十年、八十年先の『世界』を富ます」

地域の特徴
•
•
•
•

浜松市の人口は803,022人（住民基本台帳 2019年7月1日時点）。全国で2 番目となる1,558 ㎢に及ぶ広大な
市域には、都市部、工業地域、田園地域、中山間地域といった多彩なフィールドと温暖な気候を有する「国土縮図型都
市」である
市域面積の約７割を占める天竜川流域の森林は、「天竜美林」と呼ばれ、吉野、尾鷲とともに日本三大人工美林と称さ
れ、その景観の美しさとともに良質な木材産地として名を馳せている
浜松市には、スズキ、ヤマハ、ホンダ、カワイ、浜松ホトニクス、ローランド、エフ・シー・シーなど世界を舞台に活躍する大企業
が立地するとともに、高度なオンリーワン・ナンバーワン技術を有する中小・ベンチャー企業が集積する
国際機関「欧州評議会」が進める「インターカルチュラル・シティ・ネットワーク」にアジアの都市として初めて加盟した。異なる
文化を持つ人たちの多様性をまちづくりに生かしている

重要な地域課題と解決に向けた取組
【社会面の課題】
【経済面の課題】
再生可能エネルギーの最大限活用、 外国人との共生社会実現、市域内
の都市部と中山間地域の交流促進
エネルギーの自給自足 など
など

【環境面の課題】
中山間地域を有する指定都市と
して、FSC認証をはじめとした
持続可能な森林経営 など

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

●地域特性を活かした再生可能エネルギー
の導入 など
①再生可能エネルギー（木質バイオマス、
小水力）の事業支援
②風力発電ゾーニング
③都市型未利用エネルギーの活用

●外国にルーツを持つ子供たちへの教育支
援
①外国人の子どもの不就学ゼロ作戦事業
②定住外国人の子供の就学促進事業
●学齢期を過ぎた外国にルーツを持つ青少
年のキャリア支援 など

●適切な森林管理
①FSC森林認証推進事業
②森林環境保全直接支援事業
●森林施業等の低コスト化 など
①低コスト林業推進事業

60

61

自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）
エネルギーに対する不安のない強靭で
低炭素な社会『浜松版スマートシティ』の実現

FSC認証を活用した持続可能な森林経営
●林業・木材産業の成長産業化

●分散型エネルギーの導入

• 森林組合や木材関係事業者等の雇用を創出・拡大するとともに、
素材生産の拡大や製材・加工の生産性向上、木材製品の効率
的なサプライチェーン構築や天竜材（FSC認証材）の国内外への
販路拡大等を推進する

• 太陽光発電は導入日本一を獲得するなど先行してきたが、バイオ
マスや風力など地域特性を活かした持続可能な地域分散型エネ
ルギーの導入を促進する
• 太陽光発電についても、長期安定的な地域サポート体制を構築
し、将来的には、その他の再生可能エネルギーへの応用も検討を
する

●天竜材の利用拡大
• 安全かつ健康的に暮らせる住環境や次代を担う子どもに対する安
心で質の高い教育・学習環境は、本市が持続的成長・発展する
上で必要不可欠であり、木材が持つ機能をすべての市民が享受で
きるよう、小中学校等をはじめとした公共物件の木質化を進めると
ともに、地元天竜材を利用した住宅並びに非住宅建築物の建築
を積極的に推進する

●スマートコミュニティの創出
• 市内でつくられた分散型エネルギーを、賢く使いこなすスマート化へ
の展開を推進するため、住宅や事務所、工場などの個々の建物の
スマート化に加え、面的エリアにおけるスマート化及び近接地だけで
スマートコミュニティの創出
なく、遠隔地における電力融通を促進する

●持続可能な森林経営の推進
• 森林組合や素材生産事業者等、森林経営を担う事業者は、10
の原則と70の基準からなる国際認証・FSC森林認証制度に基づ
き、天竜美林の適切な管理を進める

●これまでの取組状況と成果
•
•

市・県・国・市内６森林組合等とのグループでFSC森林認
証を取得し、現在、市町村別認証取得面積は全国１位
天竜材（FSC認証材）の販路開拓に向け、各種セール
ス活動を実施し、東京2020大会関連施設（有明体操
競技場、選手村ビレッジプラザ等）での天竜材使用が実
現するという成果を得た

●これまでの取組状況と成果
•

浜松市エネルギービジョンを策定し目標値を定めるとともに、
再エネ拡大・省エネ推進・スマートコミュニティ形成、産業創
出の４つの柱に基づく事業を展開している。また、産学官に
よるスマートプロジェクトを展開中

2030年のあるべき姿
30年後の浜松の理想の姿「1ダースの未来」を描いた総合計画をスタート。経済・社会・環境の調和等を基調とした、
SDGs の理念にも通ずる社会を描いて、バックキャスティング方式でその実現を目指している

愛知県豊田市
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みんながつながる
ミライにつながるスマートシティ
地域の特徴

• 人口約42 万人の中核市である。2025 年には75歳以上の人口が 2010 年比で２倍以上に増加し、高齢者人口は増
加し続けることが見込まれる
• 産業の中枢都市として自動車産業の生産拠点が集積し、日本有数の産業都市である。企業のＣＳＲ活動も含め、多くの
市民がものづくり教育に参画し、ものづくり文化の継承に努めている
• 産学官の66会員（2019 年7 月31日現在）からなる「豊田市つながる社会実証推進協議会」が組織され、市内を
フィールドとして研究開発や実証実験などが行われている
• 市内で環境に優しい超小型ＥＶを使用し、都心部では駅や会社などに設けられた拠点間でビジネスマン等が利用するカー
シェアリング実証が行われる一方、山村部ではクルマを運転しない高齢者の外出支援策として自宅と集落拠点をつなぐ短距
離の「ゆっくり自動運転®」が研究されている。

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
産業の強靭化（都市部:産業構造
の変革への対応 山村部:地域資源
活用）

【社会面の課題】
超高齢社会への適応（都市部:急速な
高齢化 山村部:人口減少）

【環境面の課題】
低炭素な都市環境の創出（都市
部:産業活動等のＣＯ２削減 山村
部:自然環境保全）

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

● 新技術の創出・普及、産業の多角化、
人材確保
①オープンイノベーション創出
②先進技術実証支援
③地域内経済循環の構築
④人材育成・女性の活躍促進

● 生涯活躍の仕組み、公共交通の確保、
山村部の過疎化
①高齢者の活躍支援
② 新たなモビリティの導入実証・地域交通
の運用改善
③都市と山村をつなぐ交流コーディネート

●ＣＯ２排出量削減、森林の健全化、都
市間連携による広域的取組
①エネルギーの地産地消
②新・百年の森づくり構想の推進
③首長誓約に基づく広域連携事業の展
開
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）
とよたオープンイノベーション・ラボ：
三側面をつなぐ統合的な取組
●”ひと×地域×技術”をつなげる
「SDGｓ人材」活躍促進 プログラム
•

•
•

゛つながる″発見・交流ツアー（SDGｓスタディツアー）で、異なる
拠点で活動する多様なステークホルダー（地域団体、企業、学
術機関、起業希望者等）が互いの活動拠点やフィールドを相互
訪問することで分野横断型の取組創出のきっかけを提供
持続可能な社会やSDGｓの理念・必要性を理解するための普
及啓発ツールを企画・制作する
ＳＤＧｓアドバイザー育成・派遣では、普及啓発ツール（カード
ゲーム）のファシリテート、イベントや各種学習機会、総合学習、
企業研修などへ希望に応じて派遣する（出前講座の実施）

地元資本による地域資源・人材・技術を
生かした多様なビジネスの創出
●オープンイノベーション推進／
ものづくりスタートアップ支援事業
・都市部では、ものづくり創造拠点「SENTAN」が活動拠点となる

●豊田市つながる社会実証推進協議会実証事業
●女性の「働く」を支援 「女性しごとテラスCappccino
（ｶﾌﾟﾁｰﾉ）」

２

●これまでの取組状況と成果
●これまでの取組状況と成果
・SDGｓカードゲームを活用した職員向け部局研修実施（8月）
・市民・企業向けイベントで普及啓発ツールSDGｓストラックアウトを活用
500組以上の親子や企業がブースを訪問（9月・12月）
・国連地域開発センター（UNCRD)研修でバンコク都・南クチン市受入れ
・SDGsスタディツアー実施 32人が参加 （11月）
・「Think SDGｓ」講座、イベント 企業40人一般150人参加（12月）
・とよたビジネスフェアにてSDGsのPRブース出展 470人が来場（3月）

ものづくり創造拠点SENTAN
「ものづくりベンチャーとのマッチング事業」の成果発表会
2019DemoDayを実施（2月）成果報告４件（8社）
•
豊田市つながる社会実証推進協議会における新規実証
平成30年度新規実証9件
•
女性しごとテラスCappccino 女性向けセミナー毎月開催
•
第24回男女共同参画全国都市会議（2019年6月豊田市
開催）でのテーマにSDGｓを取り上げることを検討
•

2030年のあるべき姿
豊田市がめざす都市将来像（第8次豊田市総合計画）〝つながるつくる 暮らし楽しむまち・とよた“ の実現を目指す
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三重県志摩市

持続可能な御食国の創生

地域の特徴
•
•
•
•

三重県の中部、伊勢湾と太平洋を隔てる志摩半島南部に位置し、人口は約50,360 人（2015年国勢調査）である
地域の基幹産業となっているのは三次産業の中でも宿泊業や飲食店、食品小売業などの観光関連産業であり、特に宿
泊業が地域に特徴的な産業であり、雇用を支えている。また、市内で生産される農水産物や真珠製品は観光資源として
観光産業を支える重要な役割を担っている
国指定の重要無形民俗文化財には、日本三大田植祭のひとつである「磯部の御神田（おみた）」、安土桃山時代から
伝えられている伝統芸能である「安乗（あのり）の人形芝居」、有史以前から地域に引き継がれてきた「鳥羽・志摩の海
女漁の技術」が指定されている
御食国としての歴史や「日本の豊かな自然と伝統文化の原風景が残る地域」として開催地に選ばれ、SDGs の推進に
向けてG７の首脳が初めて意見を交わすサミットとなった伊勢志摩サミットは、志摩市を象徴する独自の「強み」である

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
地域資源の価値の未活用と未成熟
な産業連携

【社会面の課題】
漁業や伝統文化の後継者減少

【環境面の課題】
沿岸域の生物生産性の低下と水
産資源の減少

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

● 御食国の食文化体験プログラムの構築
とツアーの展開
● 東京オリ・パラを契機とする持続可能な
食材の普及・情報発信

● 文化遺産・農業遺産への登録推進
● 地域資源の価値を理解した人材育成

● 干潟・藻場の再生の取組推進
● 水産資源管理の推進
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）
持続可能な食文化を軸とする地域資源の価
値創造と普及啓発
●志摩市の「食材・食文化」を強化に、食に関する専門家
や地域の関係者を招く
• 地域を知るための座学や現地視察を行う
• 関係者が実際に待機の食を共に味わうイベントを開催する
• 多様な水産物を水挙げしてきた志摩市の漁業の持続性や、食や
文化の多様性について整理し、「ガストロノミーマニフェスト」をまちづ
くりの軸として取りまとめる

食文化の展開・文化遺産の推進
●御食国食文化展開事業
• 2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催を契機に、我
が国を訪れる外国人を主なターゲットとして、志摩市の「御食
国」としての特性を、「自然環境」、「持続可能な農林漁業」、
「食文化」というSDGｓの３側面から体験・体感できる学びの
プログラムを構築し、持続可能な食材として価格を向上させる
とともに、漁業と商工・観光業との産業連携による新たなツー
リズムを促進する

●世界文化遺産・世界農業遺産への登録推進
• 地域の魅力に誇りを持ち、自らそれを楽しみに語れる市民の
存在で、訪れる人が志真市に憧れるようなまちとなりよう、志
摩市に古くから引き継がれてきた海女漁業や真珠漁業をはじ
めとする持続可能な伝統漁業の世界文化遺産、世界農業
遺産登録を目指した取り組みを関係団体と連携して進める

●これまでの取組状況と成果
•

シェフによる現地視察ツアーを行い、視察を踏まえて三重テ
ラス（東京）で情報発信イベントを行った。

●これまでの取組状況と成果
•
•

外国人向け食文化研修を通じ、御食国食文化を外国人
に理解していただくための仕組みづくりを行った。
鳥羽市と志摩市合同で申請を行っていた「海女(Ama)に
出逢えるまち鳥羽・志摩 ～素潜り漁に生きる女性たち」が、
令和元年5月20日、日本遺産に認定されました。

2030年のあるべき姿
地域の魅力を生かした産業を基礎に、自らの願いを叶える力強さを備えた市民が、つながりあって小さな地域とまちを支え、
文化・伝統を守りながら、美しい自然とともに活き活きと暮らしている町を目指す

大阪府堺市
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自由と自治の精神を礎に、誰もが健康で活躍
する笑顔あふれるまち

地域の特徴
•
•
•
•

大阪府泉北地域に位置する日本の政令指定都市で、人口830,695人（平成31年1月1日時点）。
令和元年７月６日に世界文化遺産に登録された仁徳天皇陵古墳をはじめとする百舌鳥古墳群、山口家住宅や鉄砲
鍛冶屋敷など数多くの歴史・文化資源を有している。
2009年1月に環境モデル都市として選定され、低炭素都市「クールシティ・堺」の実現をめざす「堺・クールシティ宣言」を内
外に示すとともに、「堺市環境モデル都市行動計画」を策定し、様々な温室効果ガス削減に向けた取組を行っている。
西日本最大規模の泉北ニュータウンは、若年層の転出や高齢化が進行しており、泉北ニュータウンの再生に向けた様々な
取組を通じて、本市におけるSDGsの達成を推進している。

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
堺市が有する資源や強みを活かし、
新たな成長分野や海外市場に向け
た先駆的な開発の支援など、地域
産業の持続的発展をめざす

【社会面の課題】
子どもから高齢者、障害者など、
年齢や性別にかかわりなく、誰も
が安全で住みやすいまちづくりを
実現する

【環境面の課題】
環境モデル都市のノウハウを活
かし、市民や事業者とともに環
境と産業が調和し、ともに発展
する先駆的な取組を推進する

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

●健康寿命の延伸産業の創出
●水素エネルギー社会の構築
●企業投資の促進
●多様な人材の雇用を推進

●多子世帯における利用者負担の軽減
● 子ども食堂ネットワークの形成
● おでかけ応援制度の推進
● がん対策の推進

● スマートハウス・ＺＥＨの普及促進事業
●自律分散型エネルギーシステムの利活用
● 環境人材の育成
●生物多様性の普及推進
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）
健康寿命の延伸産業の創出
●令和４年の近畿大学医学部等の開設を見据え、健康寿命延伸
産業の創出にかかる産学公民のコンソーシアムを構築し、新たな
サービスの創出や市内企業の医工連携の推進、企業投資の促進、
雇用創出などを図る。

自動運転機能を搭載した
次世代モビリティの導入検討
●日常の生活拠点間の円滑な移動に資する自動運転機能を搭載
したモビリティ（EV）の実証実験を公民連携により実施し、住民
ニーズの把握、適正運賃等の検証を行い、自動運転技術の実装
やビジネスモデルの構築を図る。

●これまでの取組状況と成果
• 産学公民からなる「堺市健康寿命延伸産業創出コンソーシ
アム」を設立した。
• また、泉北ニュータウン地域の再生や健康寿命延伸産業の
創出といった、本市の考え方などを発信するシンポジウムを開
催した。
• 加えて、健康寿命延伸産業の創出に向けた他市事例等の
調査を実施した。

●これまでの取組状況と成果
• 2019年3月に、自動運転機能を搭載した超小型モビリティ
（EV）によるデモンストレーション走行を公民連携により実
施した。

2030年のあるべき姿
自由と自治の精神を礎に、誰もが健康で活躍する笑顔あふれるまちを目指す

奈良県十津川村
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持続可能な森林保全及び観光振興による十
津川村ＳＤＧｓモデル構想（仮称）

地域の特徴
•
•
•
•

十津川村の人口は約3,340人（2018年7月時点）、また全国に先んじて1960年から人口減少が始まり、高齢化率
44.4％と少子高齢化・過疎化の進んでいる村である
十津川村は、紀伊半島の中心部に位置し、面積は672 ㎢、奈良県の約5分の1の面積を有する日本一大きな村である。
村の96％が森林で1,000mを超す山々に四囲された急峻な山岳地帯で、平地はほとんど無く、急峻な斜面にへばりつくよ
うに200の集落が点在している
主要な産業は、豊かな森林を活用した「林業」と熊野古道の世界遺産登録や日本初の源泉かけ流し温泉など豊富な自
然環境を活かした「観光業」である
十津川村は、全国に先んじて人口減少・高齢化が始まっており、祭りや普請の維持の限界、空き家や廃校施設などの増
加、移動の不便など、我が国における地方創生を図る上での課題先進地となっている

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
主力産業の衰退リスク

【社会面の課題】
超高齢化に伴う存立リスク

【環境面の課題】
森林機能の喪失リスク

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

● 林業と観光業の総合的な事業運営によ
る産業の創出
● 林業のブランディングによる差別化
● 流通管理による最適な木材供給
● インバウンド旅行者の拡大

● 新たな産業創出による若者の移住促進
● 林業6次産業化推進による従業者の確
保
● 実践的な人材育成システム構築
● 民泊等による空き家／廃校施設の有効
活用

● 森林による防災機能強化
● 景観の改善による観光人口拡大
● 生物多様性の維持・確保
● 流通一元管理によるリサイクル促進
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）
持続可能な森林保全及び観光振興による
十津川村ＳＤＧｓモデル構想（仮称）
●十津川村を中心とした十津川村農泊推進協議会（仮
称）を設置
• 十津川村農泊推進協議会（仮称）の事業構想、計画の策定を
含む各種の取組に係るアクションプランを策定する
• 十津川村農泊推進協議会（仮称）を法人化した上で、ＳＤＧ
ｓ構想実現に向けた事業主体としての活動を開始

森林保全を目的とした事業
●林業と観光業の総合的な事業運営による産業創出
• 林業と観光業のみに依存した産業構造であるため、若者の雇用
機会等を狭めていることから、持続的な森林保全体制の整備を前
提にした環境グランド構築やニューツーリズムの振興等を核とした新
産業の創出を目指す

●森林保全による防災機能強化
• 手入れが遅れた森林が多く、土砂崩れ等災害の発生が懸念され
ていることから、皆伐施業から択伐施業に移行して、森林の防災
機能や生物多様性保全機能を発揮し、村全体が受益者となりう
る新たな管理システム導入を目指す

十津川村農泊推
進協議会（仮
称）が目指す自
立的好循環

●これまでの取組状況と成果
•
•

農山漁村振興交付金事業（農泊推進対策）実施に向
け提案書を提出
21世紀の森・森林植物公園整備事業のうち、アスレチック
エリアの整備に着手

●これまでの取組状況と成果
•
•

大阪市天王寺区において、６次産業化の取組をPRする
「十津川村公園」を開催し、延べ約7,500人が来園
十津川村の目指す森林づくりについて「森林づくりシンポジ
ウム」を開催し、村内外約100人に情報発信

2030年のあるべき姿
主力産業として６次産業化を強化中の「林業」と、歴史・文化・自然など独自の観光資源に恵まれた「観光業」を同時に
発展させることで、「持続的な森林保全及び観光振興による十津川村ＳＤＧｓ」モデルの完成を目指す

岡山県岡山市

誰もが健康で学び合い、生涯活躍するまち
おかやまの推進
地域の特徴

•
•
•
•

岡山市は、中国・四国地方の広域交通のクロスポイントに位置する政令指定都市である
人口増加率が比較的高く、平成19年には70万人に達し、平成31年4月1日現在の人口は約72万人である。厚生労
働省「平成27年度都道府県別生命表」によれば、女性の平均寿命は日本一長い（87.67歳）長寿のまちである
市内に500床以上の急性期病院を7施設も有し、政令指定都市比較では人口10万人当たり病院数4位、医師数3位
と医療資源の豊富なまちである。
2005年から「岡山ＥＳＤプロジェクト」を開始し、多様なステークホルダーと連携して地域や組織に応じたＥＳＤを推進
している

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
新たなマーケット、新たなビジネ
スモデルの創出

【社会面の課題】
健康寿命の延伸、医療費等の削減

【環境面の課題】
ＥＳＤを活用した市民活動の活
性化、市民の活躍の場の創出

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

● ＳＩＢを活用した健康ポイント
● ヘルスケア産業の育成
● 農業の担い手の確保等

● 生活習慣病対策
● 健康おかやま２１の推進

● ＥＳＤ活動の推進
● 生涯現役社会づくり
● 健康経営、ＷＬＢの推進

70

71

自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）

健康の見える化、遠隔医療相談、健康教育
●SIBを活用した健康ポイント事業
• SIB手法による民間資金を活用して、歩くだけでなくフィットネスクラ
ブやスーパーで健康改善メニューを開発・提供し、市民や在勤者が
そのサービスを利用することにインセンティブを付与することで生活習
慣改善と、環境整備を進める

●ＡＩを活用した健康見える化事業

ＥＳＤを活用した市民活動の活性化、市民
の活躍の場の創出（環境）
●学校、大学、公民館、企業、市民団体、自治体等の多
様な組織が連携して、主体的な活動を推進する
• 国内外のステークホルダーとの間に構築したＥＳＤに係るネットワー
クを生かし、広域的なＳＤＧｓの達成に貢献していく国際会議等
を開催して、国際社会と連携した学び合いを図っていく

• 過去3 年分の健診データについて、ＡＩが解析し、将来的な健康
リスクについて示唆するシステムを健康関連企業とともに構築し、一
人ひとりに適した特定保健指導を実施する

●ＩＣＴの活用による遠隔健康医療相談事業
• 子育て中の親を対象として、ＩＣＴを活用し子どもの体調の異変
等があった場合にスマートフォン等で気軽に健康医療相談ができる
環境を整備を実証する。

●有効求人倍率の高止まりなどを受け、企業の働き方改
革や健康経営の推進を図る
• ＳＩＢの手法を活用し、市民と官民金が一体となって高齢者やが
ん・難病患者などの就労や社会参加の促進に取り組み、抱えてい
る課題に関わらず活躍することを可能にする

●これまでの取組状況と成果
•
•

事業開始に向けサービス開発や参加者、出資者の募集を
行い、平成31年4月からＳＩＢ健康ポイント事業を開始
令和元年7月から市内在住0歳児約6,000人の保護者を
対象に遠隔健康医療相談を開始

●これまでの取組状況と成果
•
•

高齢者等の就労についての企業向け講演会を実施し、46
の企業等が参加した
ＳＤＧｓ達成に向けたアジア地域ＥＳＤワークショップを
開催し、学び愛と連携を促進した

2030年のあるべき姿
こどもから高齢者まですべての市民が心身の健康を土台として、自ら考え、行動を起こし、社会の中で役割
を持って生涯活躍することができる

岡山県真庭市

地域エネルギー自給率100%2030"SDG"未来社市真庭の
実現～永続的に発展する農山村のモデルを目指して（私がわ
たしらしく生きるまち）～
地域の特徴

•
•
•
•
•

岡山県の北部、鳥取県境に位置する、人口 約46,000人（2015年）の自治体
今後一層、年少人口、生産年齢人口が減少し、高齢人口の割合が増加することが予測されている
面積の約80％を森林が占める典型的な中山間地。古くから木材の産地で、生産から加工、流通まで体制が整い発展
木質バイオマス発電など、再生可能エネルギーによる地域エネルギー自給率は30％を超えている
産業別人口は、2015 年国勢調査では第一次産業が14.1％、第二次産業が27.4％、第三次産業が57.4％となって
おり、第一次産業及び第二次産業が減少傾向にあり、第三次産業が増加傾向

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
人口減少による地域経済の縮小

【社会面の課題】
人口減少による担い手の減少

【環境面の課題】
人口減少により手が入らなく
なった自然環境の荒廃

＜解決事業＞

＜解決事業＞

目標：地域資源を活用した「回る経済」の
確立
●取組：木質バイオマス発電 、ＣＬＴ活
用等木材需要拡大事業、資源循環・
環境保全型農業、観光地域づくり

目標：環境に配慮した経済活動を行うこと
のできる人材育成
●取組：
経済及び環境における学習機会の創出
グローバル人材育成
資源の分別

＜解決事業＞
目標：多彩な地域資源を活用した地域エ
ネルギー自給率100％に向けた取り組み
●取組：持続可能な森林づくり、生ごみ資
源化、マイクロ・小水力発電
目標：木質資源の活用によるＣＯ２排出
量の減少
●取組：木質バイオマス発電、ＣＬＴ活
用等木材需要拡大事業

三側面をつなぐ統合的取組:①豊富な森林資源を活用し、その森林資源を余すことなく使う「木を使い切る真庭」事業、②生ごみ等を燃料として活用する
「有機廃棄物資源化」事業、③一級河川旭川やバイオマス事業や関連施設を観光資源として盛り込んだ「行ってみたくなるまちづくり」事業など ※次頁参照
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）
「木を使い切る真庭」事業
「有機廃棄物資源化」事業
●「木を使いきる真庭」事業
• 木質バイオマス発電、海外輸出やＣＬＴの普及促進による木材
の利用拡大に取り組み、林業、木材産業の活性化による地域経
済の活性化

●「有機廃棄物資源化」事業
• 市民生活から発生する生ごみと糞尿を混ぜ、発酵させ、バイオ液肥
とガスに変換し、バイオ液肥を農業用肥料とした有機農業に取り組
むことによる低コスト農業の実現による経済の活性化

ＳＤＧｓ未来集落形成モデル事業
空き家や耕作放棄地の増加が進む集落をモデルとして、
「木を使い切る真庭」、「有機廃棄物資源化」、「行ってみた
くなる・住んでみたくなるまちづくり」、「未来を担うひとづくり」の
４事業を統合する取組を総合的に実施、中山間地域なら
ではのSDGsモデル集落をつくる。
●自然エネルギー100％のむらづくり
中山間集落を対象に、地域の未利用資源を活用した施設整
備や循環型農業の推進、自然エネルギーの活用、ITを活用した
デジタル観光情報の提供などを行い、自転車でめぐるエコツアー
ルートを形成

•

●まちなみ景観の保全による持続的なむらづくり
• 農商工観連携の観点から、歴史的町並みの観光拠点となる施設
の再整備と周辺中山間集落の特徴ある農林産物の高付加価値
化を一体的に実施

●これまでの取組状況と成果
•
•

東京・晴海にオリンピック・パラリンピックにあわせＣＬＴを活
用した展示施設を建築し、その後真庭市内に移築予定。
有機廃棄物資源化事業は現在実証プラントだが、本格プ
ラントの2023年度建設に向け、場所を選定。

●これまでの取組状況と成果
•
•

瀬戸内海の牡蠣殻を土壌改良剤として稲作に活用し、真
庭市でできた米を「真庭里海米」としてブランド化。
地域団体が主体となり、観光拠点施設を整備。体験観光
やサイクリングターミナル等として活用。

2030年のあるべき姿
東京一極集中に伴う人口減少や地方経済の衰退といった負の連鎖を完全に断ち切り、地方の発展や人口の持ち直し、人々の幸福感の増
大など、真庭市のみならず日本全体の持続可能性が高まることを2030年のあるべき姿とする

広島県

74

ＳＤＧｓの達成に向けて平和の活動を生み出す国際平和拠点
ひろしまの取組を加速する ～マルチステイクホルダー・パートナー
シップによるＳＤＧｓの取組の強化～

地域の特徴
•
•

広島県の人口は現在約282万人（平成30年10月1日）である。平成17年に死亡数が出生数を上回り、自然動態が
マイナスに転じたことで、本格的な人口減少社会を迎え、今後は一段と早い速度で減少していく見通しとなっている
広島県では，平成23 年に「国際平和拠点ひろしま構想」を策定し、広島が使命として掲げる国際平和の創出に向けて、
核兵器廃絶と復興・平和構築を包括的に推進している

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
地元企業の経営規模が小さく，
ＳＤＧｓ，ＢＯＰ，ＣＳＲビジネスへの
マインドが弱い

【社会面の課題】
被爆者の高齢化が進む中，
平和を希求する若者の育成が急務

【環境面の課題】
環境関連企業の集積規模が小さく，
販路開拓も不十分で海外展開の
意欲が低い

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

● 国内外とのネットワークの活用や販路展
開によりノウハウや情報不足が解消され，
海外展開やSDGs ビジネスに取組む企
業が増加

● オンライン化により対象がグローバル（世
界の若者18 億人）に拡大し，取組の
発信力も高まる

● エコツーリズムとピースツーリズムの融合に
より，平和への貢献と同時にビジ ネス
チャンスを創出
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）
平和の取組を生み出すプラットフォーム広島
の構築

ビジネスセクターのＳＤＧｓへの参画の促進

●2018 国際平和のための世界経済人会議の開催

●BOP，CSR，SDGs 貢献型ビジネスモデルの確立

• 国連・政府機関，大学，研究機関，NGO/NPO，宗教界等
の国内外の要人を広島に招聘し，マルチステイクホルダーパート
ナーシップによって，SDGs を通じた国際平和への取組を加速する
ための方策について議論する

•

●平和・ＳＤＧｓ貢献人材育成強化プラットフォームの
形成
• IT を活用した学習支援プログラムを構築し，世界の平和を学習
するサイトを結び，グローバル社会における平和やＳＤＧｓへ貢
献する人材を育てる

●これまでの取組状況と成果
•
•

2018国際平和のための世界経済人会議を開催し，ビジ
ネスと平和構築について議論した。
平和人材育成のためのオンライン講座を開講した。

「国際平和のための世界経済人会議」の開催と並行して，県内
企業やＮＰＯ/ＮＧＯ等によるローカル・プラットフォームを整備し，
平和やSDGs 貢献型のビジネスを堀り起し，事業化に向けた支
援を行う

●ＳＤＧｓ促進都市間ネットワークの形成
• ノウハウや手法を国内・国外へ水平展開し，全世界に，広島の平
和モデルのメッセージを敷衍させるとともに，相互に地域が有する課
題と知見を共有できる「ＳＤＧｓ促進都市間ネットワーク」を形成
する

●これまでの取組状況と成果
•
•

広島県内企業等のSDGsビジネスに関する取組を紹介す
る冊子を制作し，世界経済人会議で紹介。県内・国内・
海外に向け，情報を発信した。
世界経済人会議において，SDGs未来都市ピッチセッショ
ン，SDGsビジネスコンテストを開催

2030年のあるべき姿
広島が有する平和のシンボル性を活用し，持続可能な平和促進モデルを県内・国内・国外に展開し、平和の取組が自律的に生みだされる
仕組みを構築する中で，紛争終結地域や途上国など世界の経済の安定・発展に寄与することを目指す

山口県宇部市

「人財が宝」みんなでつくる宇部ＳＤＧｓ推進
事業～ 「共存同栄・協同一致」の更なる進化
地域の特徴

•
•
•
•

宇部市は、本州西端の山口県の南西部に位置し、気候は温暖で、海や山などの豊かな自然環境に恵まれている
人口は、出生数の低下や転出超過等により、平成7年の18.3万人をピークに減少に転じ、平成27年の国勢調査では、
約16.9万人となっている
山口宇部空港や山陽自動車道、鉄道、宇部港といった陸海空の交通基盤が市街地に近い位置にあるなど、交通環境は
整っており、特に、空港から市全域には１時間以内で結ばれるアクセスの良さを有している
国連環境計画による環境保護に取り組む団体等を表彰する「グローバル500」賞受賞を契機として、国際的な場で「宇部
方式」を広めるとともに、世界各国が直面する都市大気汚染や地球温暖化対策など国際協力の取組を進めている

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
技術革新に対応した産業力の強化
循環型社会の構築
地域経済の活性化・多様化

＜解決事業＞
● ＩＣＴ・地域イノベーションの推進
● バイオマス産業の推進
● 観光産業の推進

【社会面の課題】
長寿社会に対応した安心・快適な
暮らしの確保
シビックプライド（緑と花と彫刻
のまち）の醸成 等

【環境面の課題】
快適で潤いのある都市空間の形
成
環境負荷の軽減
自然環境の保全、生態系の維持

＜解決事業＞

＜解決事業＞

●地域支えあい包括ケアシステムと連携し
たネットワーク型コンパクトシティの推進
●持続的な開発を学ぶための教育、学習
機会の提供
● 若者・女性の活躍推進
● 共生社会ホストタウンの推進
● 子どもの貧困対策、地域の見守り・支え
合いの推進

●ガーデンシティの推進
● 再生可能エネルギーの導入と、スマートコ
ミュニティの推進
● 環境保全活動の推進
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自治体SDGs推進等に向けた取組
SDGs推進プラットフォームの設置
SDGs推進センター×イノベーションセンター

地域支えあい包括ケアシステムと連携したコ
ンパクトシティの推進

●「宇部ＳＤＧｓ推進センター」の設置

● 「地域支え合い包括ケアシステム」と街づくりの連携

• 市民、企業、大学など多様なステークホルダーが連携し、経済・社
会・環境分野の課題解決と新たなビジネスチャンスなどを創出するこ
とで、SDGsの達成に向けた取組を推進していく

• 人口減少や高齢化の進展に対応する、効率的で健全な都市経
営を目指すコンパクトな街づくりと、住み慣れた地域での生活を支え
る「地域支え合い包括ケアシステム」を相互に連携させた、持続可
能で暮らしやすい地域共生型のまちづくりを進める

●「うべ産業共創イノベーションセンター 志」との連携
• 「まち・ひと・しごと」を創出する起業・創業の拠点である、「うべ産業
共創イノベーションセンター志」と連携
• 同センターの持つ、人・情報・技術を効果的に共有させ、ふたつのセ
ンターを機能的・相乗的に活用する

●SDGs人財の育成

●若者・女性の活躍推進
• 若者が、地域づくりやまちづくりに参画できる機会を増やすとともに、
その活動を支援する。また、子育てや家族を介護している人も含め、
女性が就労など社会参画を通して能力を発揮できる環境づくりを
進める

• 企業、地域、行政など多様な主体が協働し、SDGsに取り組む体
制を構築
• 将来を担うSDGs人財づくりとして、せかい動物かんきょう会議を開
催するなど、子どもたちへのSDGs教育を進めている

●これまでの取組状況と成果
•
•
•
•

せかい動物かんきょう会議の開催
共に取り組むパートナー、SDGsフレンズ制度を開始・運用
市内のSDGsの取組を共有できるホームページの開設
子ども・市民団体・企業などへの周知、セミナー開催

●これまでの取組状況と成果
•
•

「にぎわい・安心・利便性の高い生活の実現」、「多極ネット
ワーク型コンパクトシティ」、「地域支え合い包括ケアシステ
ム」を柱とする、立地適正化計画を策定
「福祉なんでも相談窓口」、「ご近所ふれあいサロン」を設置

2030年のあるべき姿
①産業力強化・イノベーション創出のまち、②生きる力を育み、子どもの未来が輝くまち、③健幸長寿のまち、
④共に創る魅力・にぎわいあふれるまち、⑤安心・安全で、快適に暮らせるまちを目指す

78

SDGｓでSHLｓ（Sustainable Happy
Lives）持続可能な幸福な生活

徳島県上勝町

地域の特徴
•
•
•
•
•

上勝町の人口は約1,545人（2015年国勢調査）で、少子高齢化が進む四国で一番小さな町である
周囲を山に囲まれた上勝町は、面積のおよそ90%が山林で、そのほとんどが杉や檜の針葉林である
上勝町が全国から注目されるきっかけとなったのが「はっぱビジネス」である。日本料理に添える葉っぱをおばあちゃんたちが
出荷し、年商2億6000万円の産業に成長した
2020年までに焼却埋立てごみゼロを目指すゼロ・ウェイスト政策にも取り組み、持続可能な社会を目指す町としても注目
を集めている
現在は、新たにSDGs推進委員会を立ち上げ、2030年のビジョンを策定している。民間と役場から委員を公募により選出
し上勝町のありたい姿を描いている。誰ひとり取り残さないように住民全員を目標にヒアリングを実施している。

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
彩農家の後継者不足

【社会面の課題】
住民の健康

【環境面の課題】
森林資源の活用

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

●彩栽培マニュアルの策定
●彩農家育成プログラムの実施
●彩農業実習場の整備
●彩農業体験圃場整備
●ICT の活用

●ヘルスツーリズムの実施
●温泉療法の実施
●宿泊型特定保健指導の構築

●林業従事者育成プログラムの実施
●木材コーディネーターの育成
●森の探検
●森の健康診断
●山の棚卸し
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）

彩山を活用した産業振興事業
上勝町が進める彩山（いろどりやま）構想
• “町内で稼ぐ”事業をつくっていくためのきっかけ（フィールド）づくりとし
て、上勝町では、「彩山構想」という“稼ぐ山づくり”を始めている。例え
ば、“アグロフォレストリー”という考え方を取り入れ、林間地で葉っぱビ
ジネスなどの農業をすることで、林業収入と農業収入を同時獲得し、
価値が乏しくなった山という資源の価値の最大化を目指している。

ゼロ・ウェイストブランドを活用したサスティナ
ブルセンターの自立型運営新組織創造事業
●ゼロ・ウェイストの取組をブランド化し、「見たい」、「体験
したい」、「学びたい」、「行ってみたい」、「住んでみたい」と
思わせる仕組みづくり
• 上勝町のゼロ・ウェイストの拠点であるごみステーションを新設し、従
来の町民が持ち込むゴミステーション機能に加えて、新たにラボを設
置し、環境について研究したい人などが集い、共同して研究すること
で、あらたな課題を解決できるような場所を設けている。
• ゼロ・ウェイストブランドを経済活動に発展させる組織を法人化し、こ
の活動を経て、企業誘致、年間来町者増を目指す取り組みを行う。
• 施設に町産材を積極的に利用することで、木の温もりに包まれた空
間を創出すると共に森林の活性化を目指す。

●森林空間そのものを資源ととらえたヘルスツｰリズム事業
木材としての活用のみならず森林空間そのものを癒しの場として活用
住む人も来る人も健康になるまちづくりのプログラム作成
お遍路文化や彩文化などまちの歴史も資源化
サンスター社と官民連携したプログラム作成、健康メニュー作成

•
•
•
•

●商品価値のない物を再資源化
• 森林整備により出た間伐材は木糸として活用しタオルに商品化
• 商品にならない彩の葉っぱをプリントしてTシャツやバッグに商品化
• 虫食いの葉わさび等を小学生とパウンドケーキに商品化

●これまでの取組状況と成果
●これまでの取組状況と成果
•
•

事業合計参加者数 1,331名
事業合計売上 約1,400万円

2030年のあるべき姿

•
•
•

ゼロ・ウェイストブランドに呼応する企業誘致数 ４社
ゼロ・ウェイストブランドの効果による新規来町者 約25,000人
誘致企業による経済効果 約１億1,500万円

①彩山(いろどりやま)を活用した産業振興②農林水産業における新規就業者の促進③ゼロ・ウェイストブランドを活用した循環型まちづくり
④四季を通じた滞在型観光と体験型交流の促進⑤若者の就職支援と後継者の育成⑥持続可能な美しいまちづくりの推進
⑦ゼロ・ウェイスト施策の推進⑧生涯現役で活躍する健康長寿の形成

福岡県北九州市
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北九州SDGs未来都市

地域の特徴
•
•
•
•
•

本州と海を挟んだ九州の玄関口に位置する、人口 約94万人（2019年7月）の自治体
国内では主な国道や鉄道の「九州の起点」となっていて交通や物流の利便性に優れている。海外でもアジアとの距離が近く
「アジアのゲートウエイ」として各方面のアクセスに優れている
高齢化率は30.1％（2018年3月末時点）であり、政令指定都市の中で最も高齢化が進んでいる
産業都市として発展してきた。現在も、素材産業（鉄鋼や化学等）や加工組立産業（機械や自動車等）、環境関連
産業（リサイクル等）等のグローバル企業も立地している
世界文化遺産などの観光資源を活用した「インバウンド事業」や、工場見学などを行う「産業観光」などにも、官民連携し
て取り組み、観光関連産業も伸びつつある。産業構造も「持続可能な形態」へ変化している

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
持続可能な産業の振興

【社会面の課題】
人口減少・超高齢化の対応、
生涯活躍社会の実現

【環境面の課題】
気候変動への対応・資源効率の
向上

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

●洋上風力発電やバイオマス発電所等の
地域エネルギー拠点化の推進
●介護ロボットや自動運転などの新たな
ビジネスの創出

●女性や高齢者・障害のある人などが活躍
できる場の提供
●安心で災害に強いまちづくり
●市民活動の推進（ＥＳＤ等）

●エネルギーや資源の地域循環
●環境国際協力・環境国際ビジネス
●コンパクトなまちの形成

三側面をつなぐ統合的取組:「地域エネルギー・ＳＤＧｓ 戦略の策定」、 ＥＳＤ等を活用した「ＳＤＧｓ人材の育成」、
市民等がＳＤＧｓを体感できる「地域拠点形成・見える化」、 ビジネス展開につながる、「国際ネットワーク構築」 ※次頁参照
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）

地域エネルギー次世代モデル事業

人と環境の調和により、新たな産業を拓く

● 「地域エネルギー・ＳＤＧｓ戦略の策定」

●「『洋上風力ファーム』等の地域エネルギー拠点化」

• エネルギー面からＳＤＧｓを達成するための将来像及び具体的な
方策やロードマップを盛り込んだエネルギー版ＳＤＧｓ戦略を策定
し、順次実施していく

•
•

洋上風力やバイオマス等の高効率火力発電の立地を促進する
響灘に最大22万㎾の洋上風力発電を展開する「響灘洋上ウイ
ンドファーム」事業を実施（2022年度の着工予定）

●ＳＤＧｓの取り組みを支える「ＳＤＧｓ人材育成」
•

未来を担う若年層（小・中・高校生等）に向けたマンガを活用し
た普及啓発や、地域活動の拠点での推進者の育成やチャレンジ
支援、先進的な取り組みを表彰するアワードや、企業向けセミナー
等を行い、人材の育成を図る

●ビジネス展開につながる、「国際ネットワーク構築」
•

ＯＥＣＤが実施する「ＳＤＧｓ
モデル都市」調査の選定都市とし
て、データや調査、優良事例の共
有やモデル都市間でのネットワーク
構築を図り、事業ニーズ・シーズを
汲み上げ、ビジネスへと繋げていく

●これまでの取組状況と成果
•

•
•

地域エネルギーSDGs戦略、森林活用マスタープランを策
定
「環境首都北九州SDGｓアワード」を開催し、優良事例の
表彰、普及を行った
本市の強みである「マンガ」を活用した「マンガで分かる！
SDGsってなに？」を制作し、学校等に配布した
など

●「環境国際協力と環境国際ビジネスの推進」
アジア諸都市（環境姉妹都市など）や企業の多様なニーズ
に応えて、オーダーメイド方式による廃棄物管理、エネルギー、
上下水、環境保全など「北九州モデル」を活用した総合的なま
ちづくりの輸出を行っている

•

●これまでの取組状況と成果
•
•

「響灘洋上ウインドファーム」事業において、公募で選定した
事業者により、2022年度の着工に向け、各種調査や環
境アセスメントの手続き等を進めている
環境国際ビジネスでは、これまで15か国・77都市で、計
187件、180億円を超えるプロジェクトの実施につながった

2030年のあるべき姿
「真の豊かさ」にあふれ、世界に貢献し、信頼される「グリーン成長都市」を目指す

長崎県壱岐市
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壱岐活き対話型社会
「壱岐（粋）なｓｏｃｉｅｔｙ５.０」
地域の特徴

•
•
•

人口 約27,000人（2015年）。晩婚化による出生率の低下や若年層の島外流出などの要因により2030年には
21,869人まで減少の予測され人口減少が課題となっている
九州本土と朝鮮半島との間にある玄界灘に浮かぶ島。福岡市へのアクセスが良く、福岡都市圏と一体となった暮らし方が
可能であり移住の訴求にあたって大きな強みとなっている
第１次、第２次、第３次産業の産業構造のバランスが良く、食料の生産供給から加工販売、飲食、観光等のサービス
業、医療福祉、環境など、社会を構成する島内で完結する環境である

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
従来型1次産業スタイル

【社会面の課題】
少子高齢化に伴う前例のない
将来課題への不安

【環境面の課題】
持続可能な環境づくり

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

1次産業のindustry4.0による垂直統合
●スマート農業
●市内自動輸送
●ものづくり視える化
●地産地消ECマーケット
●生産量の可視化による新規卸先企業の
誘致

新な交流環境の実現
●IoT人材育成・獲得
●国内外PRおよび普及活動
●みらい創りプロジェクト

環境ナッジの実施
●環境ナッジ

三側面をつなぐ統合的取組:Ｉｎｄｕｓｔｒｙ４．０を駆使したスマート６次産業化モデル構築事業の推進管理

※次頁参照
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）
Industry4.0を駆使したスマート6次産業
の確立
●IoTやAIなどの先進技術を農業に取り入れ対話交流に
よる技術の共有と学習、持続可能な地域循環モデルの構
築
Industry4.0を駆使したスマート６次産業化モデル構築事業の
推進管理
本事業の事業構想及び計画の策定
多様なステークホルダーと連携するための体制づくり・運営管理
本事業の普及展開のための各自治体および団体との連絡調整
モデル事業の品質向上を目指し、海外ベンチマーク先の選定お
よび連携調整並びに管理
各生産および業務工程で活用するシステムやＩｏＴ機器の域
外企業からの調達および企業間連携の運営管理

•
•
•
•
•
•

●これまでの取組状況と成果
•
•

スマート農業（アスパラガスハウス栽培）における土壌デー
タ分析を行い、生育環境調査を実施中
官民連携を推進するため、モニタ－ツアー（参加企業９
社１６名）を実施し、２社の新規企業誘致に成功した

壱岐なみらい創りプロジェクト
●住民主体の対話会の支援の実施
• 対話会の運営支援
• 対話会から出てきた地方創生テーマの実現に向けた支援

●島内高校生と島外大学生とのイノベーションプログ
ラムを実施
• 地域を学び、郷土愛を育む機会を創出
• イノベーション教育とコミュニケーション技術の習得支援
• 自治体SDGs モデル事業の情報発信・啓蒙の部分との連
携

●これまでの取組状況と成果
•
•

対話会から出てきた地方創生テーマ２０事業のうち、１２
事業を具現化した
地方創生テーマ「テレワークセンターの開設」に取り組み、3
社の新規企業の誘致を図った

2030年のあるべき姿
壱岐活き対話型社会「壱岐（粋）なｓｏｃｉｅｔｙ５．０」を実現を目指す

熊本県小国町

地熱と森林の恵み、人とのつながりがもたらす
持続可能なまちづくりを目指して
地域の特徴

•
•
•
•
•

九州のほぼ中央、熊本県の最北端、阿蘇外輪山の外側、筑後川の上流に位置する。
総面積の７８％を山林が占める農山村地域。古くから優れた木材（小国杉）の産地として発展
阿蘇～久住地域に分布する火山帯に位置しており、町のシンボルである涌蓋山地下を熱源とする地熱資源は、全国有
数の賦存量が推定されている。
地熱発電の事業化・計画が進められているほか、木材乾燥施設やグリーンハウス等への熱利用が図られている。
一方で、少子高齢化及び社会減少の継続による人口減少及びそれに伴う地域産業の空洞化等が課題

重要な地域課題と解決に向けた取組
【経済面の課題】
地域資源の利活用
（地熱、森林資源等の有効活用）

【社会面の課題】
交流人口の拡大、地域内コミュ
ニティの維持

【環境面の課題】
町内が一体となった低炭素行動
の実現

＜解決事業＞

＜解決事業＞

＜解決事業＞

●主体的な開発計画に基づく地熱資源の
有効活用
●地熱資源の多面的活用・熱供給システ
ム構築
●森林資源の有効活用及び高付加価値
化

●地域資源活用における公正の確保
●地域主体で運営するコミュニティ交通シス
テムの構築
●環境教育・交流の充実（統合的取組に
内包）

●木質バイオマスボイラー設備導入の拡大
●未利用資源を活用した発電事業の推進
●低炭素型森林経営のさらなる推進
●エココミ活動 （コミュニ ティによるエコ 活
動）のさらなる推進

三側面をつなぐ統合的取組:地熱をはじめとするエネルギー研究・交流拠点づくり
・資源活用に向けた産学官民による交流・研究拠点としての体制及び施設の整備、・環境教育・専門人材育成・交流のプログラム、施設の整備（省エネモデルの実証実験） 等※次頁参照
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自治体SDGs推進等に向けた取組（一例）
地熱をはじめとする
エネルギー研究・交流拠点づくり
●資源活用に向けた産学官民による交流・研究拠点とし
ての体制及び施設の整備
• 地域が主体となるため、地域との対話（科学対話）を重視しなが
ら、これまでの取組みで連携を図ってきた大学・研究機関・事業者
等との連携体制を再構築・拡充し、町主導の地熱活用計画等の
調査研究等について、地域PPS及び新たな事業体を軸として推進
する。

地域資源（地熱、森林資源等）の
有効活用と地域経済循環・産業創出
●地域資源（地熱や木質バイオマス）の利用強化
地域資源（地熱や木質バイオマス）電気及び熱エネルギーの多
面的に利活用町内事業者の経済活動の基盤を構築強化する。
• 町民の財産である地域資源としての持続性に鑑み、これらの資源
を「地域主導」により活用することが重要であると考えており、そのた
めの制度的枠組みやビジネスモデルの構築と、地域（町民及び町
内事業者等）が主体的に関与する体制構築に取組む 。
•

●環境教育・専門人材育成・交流のプログラム、施設の
整備（省エネモデルの実証実験） 等
• 人材交流と育成の拠点として、木魂館での取組みをより深化させた
活用を目指す。産官学民と地域住民の交流と対話、児童生徒向
けの環境教育・交流の分野に取組内容を深めることで、自らの持つ
地域資源に対する再認識、それを活かしたSDGs推進の普及啓発
及び主体的な取組みの推進を図る。

●これまでの取組状況と成果
•
•

地域コンソーシアムの設置及び事業化ヴィーグルの立ち上げ
に向けての検討を開始（地域循環共生圏PF事業を活
用）。
拠点の在り方についての基本設計が完了。

●これまでの取組状況と成果
•
•
•

地熱発電所から供給される地熱を利活用した事業に関す
る調査が完了。
第10回持続可能なハイレベルセミナ（バリ）にて事例発
表。
日本地下水学会にて、地熱（地下水）について講演。

2030年のあるべき姿
特色ある地域資源（地熱と森林）を活かした循環型の社会と産業を創出し、将来にわたって持続可能な町を目指す。

自治体担当者の声
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北海道
① 国や他の未来都市などからSDGsに関する情報提供があったり、有意義
な意見交換ができるようになった
② 具体的な取組を実施している他部局との連携に苦労した
③ 全体計画をとりまとめるに当たり、関係部局にもＳＤＧｓを意識してもら
うことができた

ＳＤＧｓ未来都市を担当した職員に
下記の点をお伺いしました。
①ＳＤＧｓ未来都市に選ばれたメリット
②推進にあたって苦労した点
③ＳＤＧｓ未来都市の取組に期待すること
④その他

SDGｓの推進にあたっては、各主体による取組はも
ちろんのこと、各主体の連携が必要不可欠ですので、
ともに連携してSDGｓを推進していきましょう！

北海道札幌市

北海道ニセコ町

モデル事業

① 札幌市がSDGsに取り組んでいることを広く周知できたことや、SDGsに取 ① 本町の自治の実践や、自然環境・景観を守る姿勢、地域に根付く「相互
り組む企業や団体とのネットワークが広がった
扶助」の精神などを改めてＰＲできた。またそれらに共感いただく様々な方
③ 環境分野をはじめとした取組をSDGs全体計画として位置づけることで、
と連携が進んでいる。
SDGsに関する取組の事例として示すことができた。
② モデル事業では、専門家や住民のみなさん等から得られる知見が深く、ま
④ 北海道内でSDGs未来都市に選定された自治体（北海道、ニセコ町、
た情報量も多く、とても勉強になっています。
下川町、札幌市）の担当者間とのネットワークができた。
③ SDGsの取組みを通じてニセコ町のまちづくりをさらに前進させていきたい。
ＳＤＧｓの達成を目指したまちづくりは、地方創
生（本町では自治創生という）の実現につながる
ものと実感しています。

SDGsは持続可能な世界を作るための共通目標とし
て、様々な企業や市民団体、他の自治体等と連携
を深めながら取り組める「接着剤」として活用で
きます。

北海道下川町
①
②
③

モデル事業

ブランドの向上による、多くの企業や団体からSDGｓのビジョンなどにつ
いての講演依頼や視察者の増加などにつながった。
町民へむけたSDGｓやビジョンの普及啓発、内容を理解していただき
実行につなげていけるかが難しい。
政府の選定を受けることにより、信用性が担保され、企業や町内の団
体との新たな連携が創出された。
SDGsは様々な企業・団体とつながることができる
ツールでもあります。地域が抱えている課題を多
様な関係者と共に解決する機会を提供してくれま
す。

宮城県東松山市
①
②
③

SDGｓへの取組みが概ね好意的に評価され、研究機関や企業等と
連携する機会が従来よりも増加した。
市報や出前講座等を活用し市民の認知度向上を図った。企業向けセ
ミナーを開催する等事業者の取組みを推進した。
自治体SDGｓの推進が東日本大震災からの創造的復興と地方創生
の推進を加速化する期待がある。
「誰ひとりとして取り残さない」というSDGｓの
理念は、住民の福祉の増進を図るという地方自治
体の役割に合致します。この取組みを共に進めて
いきましょう。

スマート防災エコタウン(赤井地区)

秋田県仙北市
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山形県飯豊市

① 様々な分野の企業・団体から事業連携の提案。補助金等の申請時、未 ① これまでのまちづくりの取組を後押しできる効果があった。
来都市の優位性。他の未来都市との連携（東北SDGs未来都市サミッ ② SDGsに対する住民の理解と意識の醸成を図る点に苦労した。
トの発足）。
③ 住民に一番近い基礎自治体、また小さな自治体であってもSDGsの理念
② 職員、市民、関係者への周知。
を推進しすることを期待する。
③ 総合計画の加速化。地域課題の解決。SDGsを軸とした企業・団体との
連携。職員の意思統一。
SDGsを一つの尺度として、ともに同じ目標に歩ん
でいけることを期待します。

SDGsは、官民の垣根を超え、自治体の圏域を越えて、世
界をつなぐ共通のキーワードです。様々な地域課題を解
決する起爆剤として、これを上手に活用し、情報を共有
し、発信し、共に推進していければと思います。

茨城県つくば市

神奈川県

モデル事業

① 知名度の向上により、企業や団体等から問合せが増え、情報交換や連 ① 国から選定いただけたことで、全国的な取組みであることを県民に理解さ
携の機会が増加しました。
れやすくなり、県がＳＤＧｓの取組を進めていくうえで後押しとなった。
② 経済・社会・環境の三側面の相乗効果を意識しながら、施策立案等を ② ＳＤＧｓの認知度が低い中で、新規のモデル事業を推進するにあたって、
行うことが困難でした。
庁内外ともに理解をいただくことに苦労した。
③ ＳＤＧｓという共通言語をベースに、庁内外が一丸となって目標に取組 ③ ＳＤＧｓをより多くの方々に知っていただける機会となるとともに、ＳＤＧ
んでいくきっかけになることを期待しました。
ｓの具体的な取組が成功事例として、共有されることを期待した。
ＳＤＧｓはステークホルダーをつなげる共通言語
であり、みんなが同じ目標に向かって進んでいく
ことができます。皆さんも、ぜひその仲間に入り
ませんか。

神奈川県横浜市
①

自治体がＳＤＧｓに取り組むことで、世界的なＰ
Ｒになるとともに、ＳＤＧｓを視点に施策事業の
位置づけの再整理や、職員のモチベーション向上
にも寄与します。
モデル事業

神奈川県鎌倉市

モデル事業

ＳＤＧｓを先進的に推進する自治体として、都市のプレゼンスが向上 ① 選定をきっかけに市民、企業や他の都市など、同じ目標に取り組む方々と
した。
のつながりが生まれた。
地域のニーズと企業のシーズを調整し、試行的取組の実現に結びつけ ② SDGsの普及促進が進んでおらず、庁内を含め関係者の理解を得るのに
たこと。
時間を要した。
試行的取組が横浜型大都市モデルとして国内外に展開し、SDGsの ③ モデル事業はきっかけであり、様々な取組につながりが生まれ、大きな成果
実現や都市課題の解決に役立つこと。
となることに期待する。

②
③
ー

SDGsの達成にはローカルな取組が重要であり、地方
自治体に求められる役割も大きいと思います。一緒
に誰一人取り残さない世界を目指しましょう！

富山県富山市

モデル事業

石川県珠洲市

① 国からの人的・財政的支援のほか、SDGsを通じて具体のプロジェクトを ①
推進するために多様なステークホルダーからの提案や協力を得やすくなった。
② モデル事業設定に関する部局間の調整や、環境・経済・社会の三側面
の価値統合に係る具体的なＫＰＩの設定に苦労しました。
②
③ 持続可能な都市像を企業や大学、市民ネットワークと議論し、共有しな ④
がら、取組を国内外へ発信するプラットフォーム構築を強く意識しています。
ＳＤＧｓは新しいビジネスチャンスの拡大や、部
局を超えて施策を総合的に展開していくための重
要なツールになるので、一緒にチャレンジしてい
きましょう。

石川県白山市
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未来都市に選定されたことで、これまでの取組みが改めて評価されたとい
う自信につながった。また、市職員を含め市民のSDGｓに対する意識が
高まった。
多様なステークホルダーとの連携について、調整に苦労した。
SDGｓを共通言語とした”人”や”組織”との新たなネットワークを構築する
ことが出来た。
未来における自治体の「ありたい姿」を考える
バックキャスティングの手法を取り入れることで、
明確なビジョンに基づく「まちづくり」が可能に
なると思います。

長野県

① 本市が選定されたことが全国に知れ渡り、県内外の多くの企業等から連 ① 政策を考える上で、一方的な視点でなく幅広い観点から判断する素地が
携の提案があったこと。
できた。
② 限られた予算の中で取り組みを推進することに苦労している。
② 国が示す条件の中で独自性を表すことや財源の手当てに苦労した。
③ 全国的にも課題である過疎化問題の解決策をＳＤＧｓにより見出して ④ ＳＤＧｓと関連した国の事業や補助制度の広がりが進まず、庁内や市
いきたい。
町村にメリットを説明しづらい。

ＳＤＧｓは横展開が重要なので、各自治体の成功
事例を日本のみならず全世界に広げ、みんなが手
を取り合って持続可能な世界に目指しましょう！

静岡県静岡市

ＳＤＧｓが描く社会像「誰一人取り残さない持続
可能な社会」は、行政が目指す社会の姿そのもの。
まさに地方創生です。

静岡県浜松市

① 国内外から本市の取組に対する視察や問合せ、出講・出稿依頼があり、 ① ポテンシャルの高い自治体として認知されたことにより、企業や団体などか
ら連携の提案をいただけるようになった。
本市のプレゼンスが向上した。
②
SDGsに対する認知度が低い状況において、庁内及びステークホルダーの
② 市民認知度が低かったため、様々なステークホルダーと連携し、重点的に
意識を向上させること。
普及啓発をする「SDGsウィーク」を実施した。
③
SDGsの理念にも通ずる社会を描いた本市の総合計画を、より推進する
③ 「世界に輝く静岡の実現」を加速させるため、有識者からの知見を聴取し
原動力になること。
ながら、SDGsをツールとして活用している。
SDGsは一人の百歩ではなく、百人の一歩で取り組む
ものと考えています。様々なステークホルダーとの
連携が大切です。一緒に頑張っていきましょう！

SDGs達成のためには、多様なステークホルダーの
連携とパートナーシップの構築が重要です。自治
体は、その促進に大きく寄与できると信じてくだ
さい。

愛知県豊田市
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三重県志摩市

① SDGsに積極的に取組む自治体として認知されることで、民間や学術団 ① ＳＤＧｓに関心を持っている企業や団体からお声掛けいただき、パート
体など外部機関と情報交換をしたり、市の課題解決に向けて共に取組む
ナーシップを結ぶことが出来た。
きっかけとなる。
② ＳＤＧｓの意義や内容について、一般の住民の方に理解していただくこと
② 庁内の合意をとる必要があるが、提出期限が短すぎる。
が難しく感じた。
③ 「御食国」として古くから続く食文化を活かした持続可能なまちづくりを推
進していくことを期待した。
同じゴールを見据え、いろいろな分野の人々が協
力すると、世界をよりよい方向に動かす大きな力
が生まれます。どんなミライをつくりたいのか、
みんなで目標を共有して、「今、できること」を
始めましょう。

大阪府堺市

それぞれの自治体が特色を活かしてまちづくりを
進めていくことが求められる中でSDGsは様々な
分野に活用できるツールだと思います。

奈良県十津川村

① 市民レベルでSDGsの取組が活発化し、本市との連携を求める声も見受 ①
けられ、気運醸成が促進されたこと。
② 自治体SDGsの全体計画に関する先例がない中、関係各局の理解を得
ながら各指標を設定したこと。
②
③ 自治体SDGsの全体計画を策定する自治体が増え、共通の課題に対す ④
る自治体間連携が促進されること。
自律的に市民や企業がSDGsに取り組み始める中、
SDGsという共通言語を用いて自治体がまちづく
りの方向性を示すことは、大きな意義があるもの
と思料します。

岡山県岡山市

十津川村の目指す取組について、SDGs未来都市に選定されたことから
各種メディア等に取り上げられるなど、全国に情報発信する機会が増えま
した。
職員の間でも、SDGsに対する認識の違いがあることに苦労しました。
十津川村では、林業と観光業を同時に発展させることを目標としています。
SDGsの取組を通じて、PRを行いたいと思います。
SDGsの取組を進めることは、今まで取り組んで
きた施策を振り返り、リスタートする一つのきっ
かけになると思います。

岡山県真庭市

モデル事業

① 岡山市は2005年からＥＳＤに取り組み、選定を機に地域で更に持続 ① 真庭市の取組が国際的な基準に照らしても正しいことが裏付けられ、多く
可能な社会づくりの活動の輪が広がっています。
の方に真庭市を知っていただけた。
② 当初は庁内でのＳＤＧｓに対する認知が不足しており、まずＳＤＧｓ ③ 地域資源を生かした環境配慮型の回る経済の確立など、真庭市が中山
を理解してもらったこと。
間地域の永続的発展のモデルとなること。
③ ＳＤＧｓ未来都市のネットワークを活用し、連携した取組が国全体に広 ④ ＳＤＧｓを合言葉に、様々なステークホルダーとのパートナーシップを構築
がり、日本がＳＤＧｓ先進国となる。
し、市民運動としてＳＤＧｓを推進する。
持続可能なまちづくりに取り組む自治体にとって、
ＳＤＧｓは施策を見える化するツールとして活用
でき、その自治体のもつ特色が発信できます。

ＳＤＧｓは私たちの身近にあるもので、既に様々
なことに取り組んでいることだと思います。
ＳＤＧｓ達成に向け取組を進め、持続可能なまち
をつくっていきましょう！

広島県
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山口県宇部市

① ＳＤＧｓ未来都市に選ばれたことによって，県のＳＤＧｓに関する取り ① SDGsをキーワードに、企業や団体など多様な主体と連携することが可能
組みが，県内に広く周知できた。
となった。
② 県内企業等のＳＤＧｓについての認知度がまだあまり高くなく，まずは ② 多様で複雑な地域課題に対し、他団体の事例を参照したり、多様な主
認知度向上を図ることから始める必要があった。
体と連携しながら、解決を図っている。
③ 平和への取組とビジネスを繋げるものとなることを期待している。
③ SDGsの取組は地方創生の大きな突破口となり得ることから、本市のすべ
ての政策のベースとしている。
基礎自治体でのSDGsの取組は、地域の課題解決
と持続可能な発展に繋がると考えています。
是非、SDGsの取組を進め、持続可能な社会を作
り上げていきましょう。

企業等のビジネスセクターや，大学，ＮＰＯ等と
の連携が，取組を進めるにあたって重要になって
くると考えています。

福岡県北九州市

徳島県上勝町

モデル事業

① これまでの上勝町の取組が日本や世界で目指している方向性と同一であ ① 環境国際協力などの取組みが、ＳＤＧｓを先取りしたものとして評価さ
れ、都市ブランドの向上につながった。
ることが明確化された。
② SDGsは英語であるため、地域の高齢者に理解してもらうのに苦労してい ② 6月のモデル事業の選定から、9月補正予算の編成、年度末までの履行
と、時間的な余裕がなく大変だった。
る。とにかく広報に特集を組み周知しています。
③
SDGsの取り組みを通じて、新たな価値の創造に積極的にチャレンジして
④ 2030年になるとSDGsに取り組んだことでどのように変わったかが問われる
いきたい。
ので、独自指標の開発などに取りかかりたい。
企業、学校等のSDGsに対する関心が大きく高
まっている中、地域でのSDGsの推進には自治体
のリーダーシップが不可欠です。まずは庁内推進
体制の構築を！

SDGsは目指すべき目標ではなく、これからの地域づく
りのきっかけだと感じます。自らの町のビジョンを再
構築し、当事者意識を持って取り組むための足がかり
としてこの機会に共に世界のモデルになりましょう。

長崎県壱岐市

モデル事業

熊本県小国町

モデル事業

① SDGsの推進に関する先進地として、多くの企業や自治体からの視察等 ① 関係省庁に町や町の取組を認識して貰い易くなった。またＳＤＧｓに取
が増えたこと。
組む自治体や企業との連携が密になった。
② モデル事業を推進することに注力がいってしまい、SDGsに関する市民等 ② 計画策定や事業完了までのスケジュール調整に苦労した。
への周知活動が思うように進んでいない。
③ ＳＤＧｓの取組やＳＤＧｓ未来都市への選定が、まちづくりのいいタイ
③ 選定を受けたことで、企業・自治体からの注目度が上がった。
ミングやきっかけ作りになると期待した。
自治体がSDGsに取り組むことで、様々な情報へ
のアクセスが可能となり、企業連携等もスムーズ
に進めることが出来ます。

ＳＤＧｓに取組んだり、ＳＤＧｓ未来都市に選定
されると、都市間連携やこれまでになかったチャ
ンスや人とのつながりに恵まれるようになります。

