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平成30年度〜令和３年度ＳＤＧｓ未来都市等選定都市⼀覧
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※⻩⾊網掛けは「⾃治体ＳＤＧｓモデル事業」選定⾃治体
※★はＳＤＧｓ未来都市のうち都道府県

いなべ市

累計

ＳＤＧｓ未来都市
124都市（125⾃治体）
⾃治体ＳＤＧｓモデル事業 40都市

平成30年度〜令和3年度ＳＤＧｓ未来都市等選定都市所在地
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広島県東広島市
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静岡県掛川市
愛知県豊⽥市
愛知県豊橋市

静岡県浜松市

北陸・中部地⽅
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都市名

都道府県・広域連携

北海道 札幌市 飯豊町 神奈川県 ⻑野県 豊⽥市 ⼩国町 郡⼭市 さいたま市 ⽇野市 ⾒附市 富⼭県
愛知県 名古屋市 滋賀県 ⻄粟倉村 熊本市 岩⼿町 豊島区 ⼤町市 岐⾩県 三重県 ⼤阪府・⼤阪市
倉敷市 宗像市 群⾺県 埼⽟県 福井県 ⻑野市

産官学⾦連携

北海道 札幌市 東松島市 仙北市 飯豊町 神奈川県 横浜市 富⼭市 珠洲市 ⽩⼭市 ⻑野県 静岡市
豊⽥市 広島県 宇部市 北九州市 ⼩国町 郡⼭市 ⽇野市 川崎市 南砺市 ⼩松市 鯖江市 愛知県 名
古屋市 豊橋市 滋賀県 広陵町 和歌⼭市 ⽇南町 ⻄粟倉村 ⼤牟⽥市 福津市 熊本市 ⼤崎町 仙台
市 鶴岡市 春⽇部市 豊島区 相模原市 ⾦沢市 加賀市 ⼤町市 岐⾩県 富⼠市 三重県 いなべ市 湖
南市 ⻲岡市 富⽥林市 東広島市 三豊市 松⼭市 ⼟佐町 宗像市 ⽔俣市 ⿅児島市 ⼀関市 ⽶沢市
境町 群⾺県 埼⽟県 墨⽥区 松⽥町 妙⾼市 福井県 ⻑野市 岐⾩市 美濃加茂市 ⼩牧市 知⽴市 京
都市 京丹後市 能勢町 姫路市 ⻄脇市 ⿃取市 菊池市 ⼭都町

登録・認証制度

北海道 つくば市 神奈川県 横浜市 ⽩⼭市 ⻑野県 静岡市 豊⽥市 堺市 真庭市 上勝町 北九州市
⼩国町 さいたま市 川崎市 ⼩⽥原市 ⾒附市 富⼭県 ⼩松市 豊橋市 三郷町 和歌⼭市 智頭町 ⼤牟
⽥市 福津市 熊本市 鶴岡市 相模原市 ⾦沢市 加賀市 能美市 岐⾩県 富⼠市 掛川市 三重県 いな
べ市 豊中市 富⽥林市 倉敷市 ⿅児島市 ⽯垣市 ⽶沢市 境町 妙⾼市 福井県 富⼠宮市 ⼩牧市 ⻄
脇市

協議会・会社設⽴

北海道 ニセコ町 つくば市 神奈川県 ⻑野県 ⼗津川村 上勝町 ⼩国町 陸前⾼⽥市 宇都宮市 川崎市
富⼭県 南砺市 ⼩松市 ⽣駒市 広陵町 智頭町 ⻄粟倉村 ⼤崎町 ⾦沢市 加賀市 掛川市 岡崎市 三
重県 湖南市 ⻲岡市 松⼭市 ⼟佐町 ⽶沢市 境町 埼⽟県 市原市 ⾼⼭市 美濃加茂市 知⽴市 能勢
町 ⻄条市 ⼭都町

普及啓発・情報発信

北海道 札幌市 下川町 東松島市 仙北市 飯豊町 つくば市 神奈川県 横浜市 鎌倉市 ⻑野県 静岡市
豊⽥市 志摩市 堺市 ⼗津川村 岡⼭市 真庭市 広島県 宇部市 上勝町 北九州市 壱岐市 ⼩国町 陸
前⾼⽥市 郡⼭市 宇都宮市 さいたま市 ⽇野市 川崎市 ⼩⽥原市 ⾒附市 富⼭県 南砺市 鯖江市 愛
知県 名古屋市 滋賀県 舞鶴市 ⽣駒市 和歌⼭市 ⽇南町 ⼤牟⽥市 福津市 熊本市 ⼤崎町 恩納村
岩⼿町 仙台市 鶴岡市 豊島区 相模原市 加賀市 能美市 ⼤町市 岐⾩県 掛川市 三重県 いなべ市
湖南市 ⻲岡市 ⼤阪府・⼤阪市 豊中市 富⽥林市 倉敷市 三豊市 松⼭市 宗像市 対⾺市 ⽔俣市 ⿅
児島市 ⽯垣市 上⼠幌町 ⽶沢市 埼⽟県 ⻑野市 美濃加茂市 富⼠宮市 ⼩牧市 姫路市 ⿃取市 ⻄
条市 菊池市 沖縄県
取組概要資料から読み取れるキーワードを抽出 平成30年度選定都市 令和元年度選定都市 令和2年度選定都市 令和3年度選定都市
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都市名

ＳＤＧｓ拠点整備

下川町 横浜市 鎌倉市 珠洲市 堺市 宇部市 北九州市 ⼩国町 ⽇野市 鯖江市 滋賀県 福津市 ⼤崎
町 徳之島町 いなべ市 ⻲岡市 墨⽥区 妙⾼市

新産業・プロジェクト
創出

仙北市 飯豊町 つくば市 横浜市 静岡市 豊⽥市 堺市 真庭市 宇部市 上勝町 壱岐市 ⼩国町 陸前
⾼⽥市 郡⼭市 みなかみ町 ⽇野市 川崎市 南砺市 名古屋市 滋賀県 広陵町 智頭町 ⻄粟倉村 熊本
市 ⼤崎町 岩⼿町 仙台市 ⽯巻市 相模原市 ⼤町市 富⼠市 三重県 ⻲岡市 ⼤阪府・⼤阪市 東広島
市 ⼟佐町 宗像市 ⽶沢市 群⾺県 埼⽟県 市原市 墨⽥区 妙⾼市 ⻑野市 伊那市 美濃加茂市 ⼩牧
市 京丹後市 ⿃取市 ⻄条市

ＳＤＧｓ⾦融

神奈川県 横浜市 ⻑野県 堺市 川崎市 南砺市 ⽇南町 ⻄粟倉村 熊本市 相模原市 湖南市 富⽥林
市 ⼟佐町 美濃加茂市

農業振興

仙北市 飯豊町 富⼭市 珠洲市 志摩市 真庭市 上勝町 壱岐市 南砺市 ⼩松市 舞鶴市 三郷町 広陵
町 ⽇南町 恩納村 岩⼿町 ⼤町市 岐⾩県 いなべ市 湖南市 ⻲岡市 ⼟佐町 対⾺市 ⽔俣市 ⼀関市
境町 埼⽟県 松⽥町 伊那市 美濃加茂市 ⻄脇市 ⿃取市 菊池市 ⼭都町

漁業振興

珠洲市 志摩市 富⼭県 舞鶴市 恩納村 岐⾩県 対⾺市

林業・⽊材業振興

飯豊町 浜松市 ⼗津川村 真庭市 上勝町 ⼩国町 陸前⾼⽥市 みなかみ町 富⼭県 南砺市 ⼩松市 智
頭町 ⽇南町 ⻄粟倉村 相模原市 岐⾩県 岡崎市 いなべ市 湖南市 ⼟佐町 対⾺市 ⼀関市 埼⽟県
松⽥町 ⻑野市 伊那市 ⾼⼭市 美濃加茂市

観光

札幌市 仙北市 ⽩⼭市 志摩市 ⼗津川村 真庭市 陸前⾼⽥市 富⼭県 南砺市 広陵町 ⻄粟倉村 福
津市 恩納村 鶴岡市 ⾦沢市 加賀市 ⼤町市 いなべ市 ⻲岡市 富⽥林市 三豊市 松⼭市 宗像市 ⽔
俣市 ⿅児島市 ⽯垣市 松⽥町 妙⾼市 ⻑野市 岐⾩市 ⾼⼭市 美濃加茂市 富⼠宮市 京丹後市 能
勢町 姫路市 菊池市 沖縄県

スポーツ・⽂化・芸術

岩⼿町 豊島区 ⾦沢市 ⻲岡市 ⽔俣市 江⼾川区 松⽥町 姫路市 沖縄県

⾷材・⾷⽂化

札幌市 志摩市 岩⼿町 相模原市 ⻲岡市 ⽔俣市 ⼭都町

DX

仙北市 ⽩⼭市 宇部市 上勝町 北九州市 壱岐市 舞鶴市 三郷町 ⻄粟倉村 福津市 鶴岡市 東広島
市 上⼠幌町 ⽶沢市 群⾺県 松⽥町 妙⾼市 ⻑野市 伊那市 美濃加茂市 京丹後市 ⿃取市

取組概要資料から読み取れるキーワードを抽出 平成30年度選定都市 令和元年度選定都市 令和2年度選定都市 令和3年度選定都市
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都市名

教育・⼈材育成

札幌市 東松島市 仙北市 飯豊町 つくば市 横浜市 鎌倉市 珠洲市 ⽩⼭市 ⻑野県 岡⼭市 真庭市
宇部市 北九州市 壱岐市 ⼩国町 みなかみ町 ⽇野市 ⼩⽥原市 ⾒附市 南砺市 ⼩松市 愛知県 名古
屋市 豊橋市 滋賀県 ⽣駒市 和歌⼭市 智頭町 ⽇南町 ⻄粟倉村 ⼤牟⽥市 福津市 熊本市 ⼤崎町
徳之島町 恩納村 岩⼿町 仙台市 鶴岡市 豊島区 相模原市 加賀市 能美市 岐⾩県 掛川市 いなべ市
湖南市 ⼤阪府・⼤阪市 豊中市 倉敷市 東広島市 ⼟佐町 対⾺市 ⽔俣市 上⼠幌町 ⼀関市 ⽶沢市
福島市 境町 群⾺県 墨⽥区 妙⾼市 福井県 ⻑野市 富⼠宮市 ⼩牧市 能勢町 姫路市 ⻄脇市 ⿃取
市 菊池市 ⼭都町

移住・定住

ニセコ町 ⼗津川村 真庭市 宇部市 上勝町 南砺市 舞鶴市 智頭町 ⽇南町 ⻄粟倉村 岩⼿町 ⼤町市
三重県 ⻲岡市 東広島市 松⼭市 ⿅児島市 ⼀関市 境町 妙⾼市 伊那市 富⼠宮市 京丹後市 姫路
市 ⻄条市 ⼭都町

コンパクトシティ

札幌市 つくば市 富⼭市 ⽇野市 ⾒附市 ⻄粟倉村 春⽇部市 宗像市 埼⽟県 松⽥町

リビングラボ

つくば市 鎌倉市 ⽇野市 ⼤崎町 岩⼿町

健康・福祉・医療

下川町 東松島市 岡⼭市 宇部市 上勝町 郡⼭市 ⾒附市 南砺市 ⻄粟倉村 ⼤牟⽥市 熊本市 岩⼿
町 鶴岡市 相模原市 岡崎市 湖南市 ⼤阪府・⼤阪市 豊中市 富⽥林市 ⽔俣市 ⿅児島市 ⽶沢市 境
町 墨⽥区 江⼾川区 岐⾩市 美濃加茂市 ⼩牧市 京丹後市 能勢町 ⻄脇市 菊池市

防災・減災

札幌市 東松島市 豊⽥市 北九州市 舞鶴市 三郷町 熊本市 仙台市 ⽯巻市 岐⾩県 富⼠市 湖南市
倉敷市 ⿅児島市 境町 江⼾川区 ⻑野市 美濃加茂市 能勢町

就労⽀援

岡⼭市 宇部市 陸前⾼⽥市 南砺市 ⻄粟倉村 ⼤町市 岐⾩県 富⼠市 明⽯市 宗像市 ⽶沢市 墨⽥
区 ⻑野市 知⽴市 沖縄県

⼦育て⽀援

東松島市 宇都宮市 ⽣駒市 三郷町 岡崎市 豊中市 明⽯市 ⿅児島市 福島市 境町 ⼩牧市

⼥性活躍

鯖江市 恩納村 仙台市 岐⾩県 明⽯市 東広島市 宗像市 ⽯垣市 福島市 松⽥町 沖縄県

多⽂化共⽣

浜松市 ⼤崎町 豊島区 ⾦沢市 岐⾩県 東広島市 江⼾川区 美濃加茂市 ⼩牧市 知⽴市

国際連携

札幌市 富⼭市 静岡市 豊⽥市 広島県 川崎市 豊橋市 熊本市 ⼤崎町 岩⼿町 仙台市 ⽔俣市 姫路
市 沖縄県
取組概要資料から読み取れるキーワードを抽出 平成30年度選定都市 令和元年度選定都市 令和2年度選定都市 令和3年度選定都市
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都市名

公共交通

富⼭市 陸前⾼⽥市 宇都宮市 ⼩⽥原市 ⾒附市 舞鶴市 三郷町 熊本市 ⽯巻市 加賀市 東広島市
三豊市 ⿅児島市 境町 妙⾼市 伊那市 岐⾩市 美濃加茂市 京丹後市

環境保全
・⽣物多様性

札幌市 ニセコ町 ⽩⼭市 宇部市 みなかみ町 富⼭県 南砺市 ⼩松市 愛知県 名古屋市 豊橋市 ⽇南町
⻄粟倉村 ⼤牟⽥市 福津市 熊本市 ⼤崎町 恩納村 岩⼿町 相模原市 加賀市 ⼤町市 岐⾩県 富⼠
市 岡崎市 ⻲岡市 三豊市 ⼟佐町 宗像市 対⾺市 ⽔俣市 ⽯垣市 ⽶沢市 埼⽟県 墨⽥区 江⼾川区
妙⾼市 ⻑野市 伊那市 岐⾩市 ⾼⼭市 ⼩牧市 能勢町 ⻄脇市 ⻄条市 菊池市 ⼭都町 沖縄県

脱炭素社会

札幌市 ニセコ町 仙北市 飯豊町 神奈川県 富⼭市 ⽩⼭市 ⻑野県 浜松市 真庭市 上勝町 北九州市
壱岐市 ⼩国町 陸前⾼⽥市 宇都宮市 さいたま市 川崎市 ⼩松市 名古屋市 豊橋市 ⽣駒市 ⽇南町
⻄粟倉村 熊本市 ⼤崎町 ⽯巻市 ⾦沢市 加賀市 岐⾩県 富⼠市 岡崎市 三重県 湖南市 ⼤阪府・⼤
阪市 三豊市 対⾺市 ⿅児島市 上⼠幌町 ⽶沢市 福島市 境町 群⾺県 市原市 江⼾川区 松⽥町 妙
⾼市 ⻑野市 伊那市 ⾼⼭市 美濃加茂市 ⼩牧市 知⽴市 京丹後市 能勢町 姫路市 ⿃取市 菊池市
沖縄県

再⽣可能エネルギー・
省エネルギー

札幌市 ニセコ町 下川町 仙北市 飯豊町 神奈川県 富⼭市 ⽩⼭市 ⻑野県 浜松市 豊⽥市 真庭市
上勝町 北九州市 壱岐市 ⼩国町 陸前⾼⽥市 宇都宮市 みなかみ町 さいたま市 川崎市 ⼩⽥原市 富
⼭県 豊橋市 ⽣駒市 ⻄粟倉村 ⼤牟⽥市 熊本市 ⽯巻市 鶴岡市 春⽇部市 加賀市 湖南市 東広島
市 三豊市 松⼭市 ⽔俣市 ⿅児島市 上⼠幌町 ⼀関市 境町 松⽥町 妙⾼市 ⻑野市 伊那市 ⾼⼭市
美濃加茂市 富⼠宮市 ⼩牧市 能勢町 ⿃取市 菊池市 沖縄県

資源循環

札幌市 東松島市 飯豊町 神奈川県 志摩市 真庭市 上勝町 陸前⾼⽥市 みなかみ町 さいたま市 ⽇野
市 富⼭県 ⽣駒市 ⽇南町 ⻄粟倉村 熊本市 ⼤崎町 鶴岡市 相模原市 加賀市 湖南市 ⼤阪府・⼤阪
市 東広島市 対⾺市 ⿅児島市 上⼠幌町 ⼀関市 市原市 ⻑野市 伊那市 美濃加茂市 知⽴市 京丹
後市 能勢町 姫路市 ⿃取市

貧困対策

つくば市 熊本市 ⿅児島市 沖縄県

起業⽀援

つくば市 宇部市 陸前⾼⽥市 名古屋市

スマートシティ

仙北市 つくば市 宇部市 さいたま市 豊橋市 三郷町 仙台市 加賀市 東広島市 三豊市 上⼠幌町 ⻑野
市 伊那市 岐⾩市

若者活躍

静岡市 愛知県 名古屋市 滋賀県 東広島市 上⼠幌町 福島市 福井県 ⻑野市 能勢町

宗像市 ⿅児島市 福島市 ⻑野市 岐⾩市 富⼠宮市

取組概要資料から読み取れるキーワードを抽出 平成30年度選定都市 令和元年度選定都市 令和2年度選定都市 令和3年度選定都市

⽬次

１．SDGs未来都市等⼀覧
２．SDGs未来都市等取組概要キーワード⼀覧
３．平成30年度SDGs未来都市 取組事例
４．令和元年度SDGs未来都市 取組事例
５．令和２年度SDGs未来都市 取組事例
６．令和３年度SDGs未来都市 取組事例
７．平成30年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
８．令和元年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
９．令和２年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
10．令和３年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
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平成30年度 SDGｓ未来都市・⾃治体SDGｓモデル事業 選定都市⼀覧
都道府県

北海道

緑字︓SDGｓ未来都市（⾃治体SDGｓモデル事業含む）10都市
⻘字︓SDGｓ未来都市 19都市
※道県が選定されている場合は道県全域を着⾊。

北海道下川町

北海道
北海道札幌市

⽯川県珠洲市

宮城県東松島市

岡⼭県真庭市
岡⼭県岡⼭市

東松島市

15

仙北市

16

⼭形県

飯豊町

17

茨城県

つくば市

18

★神奈川県

19

横浜市

20

福岡県北九州市
⻑崎県壱岐市

22

珠洲市

23

⽩⼭市

24

★⻑野県

25

静岡市

26

浜松市

27

神奈川県
神奈川県横浜市

愛知県

豊⽥市

28

神奈川県鎌倉市

三重県

志摩市

29

⼤阪府

堺市

30

奈良県

⼗津川村

31

岡⼭市

32

真庭市

33

静岡県静岡市
愛知県豊⽥市
広島県

21

富⼭市

静岡県

静岡県浜松市
熊本県⼩国町

⻑野県

鎌倉市

茨城県つくば市

⼤阪府堺市

⼭⼝県宇部市

12
13

秋⽥県

⽯川県

⽯川県⽩⼭市

札幌市
ニセコ町

14

富⼭県

⻑野県

11

下川町

北海道ニセコ町

⼭形県飯豊町

富⼭県富⼭市

ページ

★北海道

宮城県

神奈川県
秋⽥県仙北市

選定都市

三重県志摩市
奈良県⼗津川村
徳島県上勝町

岡⼭県
広島県

★広島県

34

⼭⼝県

宇部市

35

徳島県

上勝町

36

福岡県

北九州市

37

⻑崎県

壱岐市

38

熊本県

⼩国町

39
※都道府県・市区町村コード順

出典︓国⼟地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/）の⽩地図をもとに作成

※取組概要については、各都市よりご報告いただいた時点のものであり、
都市間で時点が異なる可能性がございます。ご了承ください。

「世界の中で輝き続ける北海道」に向けた取組
北海道（2018年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

北海道は急速に進⾏する⼈⼝減少や⾼齢化、⼤規模⾃然災害の発⽣などの課題に直⾯
している⼀⽅、豊かで美しい⾃然環境や安全・安⼼な⾷、豊富なエネルギー源など他の地
域には⾒られない価値や強みを有している。これらの世界に誇れる価値や強みを活かしなが
ら、SDGsの推進に取り組むことによって、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の形成を⽬指す。
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2.関連する
ゴール

2030年のあるべき姿「世界の中で輝きつづける北海道」の実現に向け、以下の優先課題の解決に向けた取組を推進。
・北海道の価値と強みを活かした持続可能な経済成⻑
・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
・未来を担う⼈づくり
・持続可能で個性あふれる地域づくり
・環境・エネルギー先進地「北海道」の実現

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

・2018年４⽉に知事を本部⻑とする「北海道SDGs推進本部」を設⽴。
・道内の多様な主体が互いに共有する基本的な指針として、2018年に12⽉に
「北海道SDGs推進ビジョン」を策定。
・SDGsに関⼼のある道内の様々な主体が参加する「北海道SDGs推進ネット
ワーク」を2018年８⽉に設置。
・道内各地域へSDGsの取組の裾野の拡⼤を図るため、2019年度は道内13
箇所、2020年度は道内3箇所で「SDGsセミナー」を開催。
・道内でSDGsに取り組む⽅々の意⾒交換・交流を図るため、 「SDGs×北海道
交流セミナー」を2018年度から毎年度開催（2021年はオンライン開催）。
・2020年3⽉に道内でSDGsに取り組む企業等の取組事例集を作成、公表。
・2021年5⽉に「市町村におけるSDGs推進モデル」策定、公表。

・道の57の計画においてSDGsと計画の関連性等について記載。
・「北海道SDGs推進ネットワーク」の会員が増加。
2018年８⽉(設⽴時)︓131 → 2021年７⽉末現在︓1010
・「地域別SDGsセミナー」の参加者︓49⼈(2020年度・３箇所）
・「SDGs×北海道 交流セミナー」の参加者︓355⼈（2020年度）
・学校、企業等からの依頼による出前講座の実施。
（2020年度実績︓７団体、264⼈参加）
・SDGsに取り組む市町村を⽀援する「市町村におけるSDGs推進モデル
事業」にて、２市町村（厚真町、標茶町）を⽀援し、2021年5⽉に
「市町村におけるSDGs推進モデル」策定、公表。

5.取組推進の⼯夫

・ネットワーク会員間の交流等を図るためのセミナーの開催や他の⾃治体や
⺠間企業等と連携した普及啓発の実施など、引き続き、情報発信・普
及啓発に努めるとともに、課題解決に向けた関連施策を推進。
・「市町村におけるSDGs推進モデル事業」を引き続き実施。
（令和３年度は、登別市、弟⼦屈町にて事業を実施）
・SDGsに取り組む企業・団体等を登録・認証する制度の導⼊を検討。

・「北海道SDGs推進ビジョン」の策定にあたり、道内でSDGsに取り組む様々な
主体の意⾒を踏まえるため、「北海道SDGs推進懇談会」を開催。
・北海道におけるSDGsの推進について専⾨的な⾒地からの意⾒を広く聴取する
ため、2021年から「北海道SDGs連携会議」を開催。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策

・北海道SDGs推進ネットワークに93市町村が参加（2021年７⽉末現在）。
・2021年5⽉に策定した「市町村におけるSDGs推進モデル」を道内市町村に幅広く発信・公表。
・2020年１⽉に内閣府等が開催した「地⽅創⽣SDGs国際フォーラム」や2020年９⽉に内閣府が開催した「地⽅創⽣SDGsオンライン
セミナー」において道のSDGs推進に関する取組を紹介。

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」
北海道札幌市（2018年度選定）

・⼈⼝約197万⼈の⼤都市で、コロナ禍以前は、約1,500万⼈以上の観光客が国内外から訪れる⽇本有数
の観光都市。
・中⼩企業が⽀える第３次産業中⼼の産業構造で、⼈⼿不⾜を挙げる企業の割合が増加。また、年間約５
mもの積雪がある世界にも類を⾒ない⼤都市で、家庭における暖房エネルギーが全国平均の約３倍にも及ぶ
ほか、⼈⼝減少と少⼦⾼齢化により今後40％を超える⾼齢化率が予想されており、若者の道外転出も多い。
・「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』」を将来像とし、その実現
に向けて「環境」の取組の推進を“起点”とした、「経済」や「社会」への波及を⽬指すとともに、「寒冷地における
環境都市」の世界モデルの構築に向け、北海道という地域特性を活⽤した取組を進めていく。

1.地域の特徴と
課題及び⽬標
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2.関連する
ゴール

様々な環境施策の推進により、豊かな環境を次世代に引き継ぐと同時に、「豊かな暮らしの⽂化」が根付くことによる「環境⾸都」としての誇りの
醸成や「国内外へ魅⼒を発信」することによる札幌のブランド⼒の強化、「エネルギーや製品の地産地消」による北海道内の循環など、「⽣活」
「社会」「経済」分野における効果を同時に実現する取組を⾏うほか、都⼼部のまちの更新に合わせ、パリ協定とSDGsの達成を先導する低炭
素で持続可能なまちづくりのモデルを形成し、そのノウハウを市内の他の拠点地域や国内外の都市へと波及させることを⽬指す。

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

①持続可能な消費形態の確保を通じた、道内経済循環に向けた取組
・世界で2,000都市以上が認定されている「フェアトレードタウン」の認定を
受けることで、消費の先にある実態を考える機会を創出する。
・持続可能性に配慮した消費を普及させ、道内の資源やエネルギーを適切
に消費し、地域内経済循環の活性化による市⺠⽣活の向上を⽬指す。
②都⼼の低炭素で持続可能なまちづくりの取組
・都⼼において環境にやさしく災害に強く、利⽤する⼈々の快適性や健康
性の向上にも配慮した建物への建替促進や再開発事業を誘導する制度
を構築する。
・都⼼で消費されるエネルギーの効率利⽤や低炭素化に資する地域熱供
給事業の更なる拡充や、再⽣可能エネルギー由来の電⼒の利⽤拡⼤を
進める。
・都⼼の低炭素で持続可能なまちづくりとSDGsの普及啓発の取組を推進
する。

①市⺠団体「フェアトレードタウンさっぽろ戦略会議」が中⼼となり、2019年６⽉に国内
５番⽬のフェアトレードタウンに認定され、持続可能な消費形態の確保に向けた市⺠団
体や企業等の連携ができている。
②都⼼で建替更新を予定しているビル事業者に対し、⾼い環境性能や強靭性、快適・
健康性を備えた建物への建替に向けた誘導を⾏った。
また、都⼼における再⽣可能エネルギー由来の電⼒の利⽤拡⼤に向けて、再⽣可能
エネルギー電源の活⽤に関する検討を⾏った。

5.取組推進の⼯夫
市⺠・市内事業者活動の活性化に向け、SDGsやサステナビリティに関
⼼の⾼い中⾼⼤学⽣を巻き込んだ取組を積極的に進めている。
また、都⼼の低炭素で持続可能なまちづくりにおける取組の推進に関し、
学識や地域の関係者の意⾒聴収を⾏っている。

8.他地域へ
の展開状況
（普及効果）

7.今後の展開策
①道内の⼀⼤消費地である札幌と地⽅が連携した持続可能な⽣産・消費の仕組みを
構築するため、道内の資源や再⽣可能エネルギーの地産地消・地域内経済循環の確
⽴に向けた検討を進めていく。
②都⼼の低炭素で持続可能なまちづくりに資する建物への建替え促進や再開発事業
を誘導する制度を構築・運⽤する。
また、都⼼における将来的な熱・電気利⽤の最適化・強靭化に向けた検討を進める。
さらに、都⼼のまちづくりの普及啓発に寄与する発信や交流事業についても、効果的な
⼿法について検討する。

・「環境広場さっぽろ」において、北海道内のSDGs未来都市（北海道、ニセコ町、下川町、札幌市）が連携し、SDGsに関するパネルディスカッショ
ン（2018年6⽉）や、北海道内の他の⾃治体職員向けのSDGs導⼊プログラムを実施（2019年８⽉）

NISEKO ⽣活・モデル地区構築事業
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北海道ニセコ町（2018年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

転⼊者が多く、⼈⼝微増が続く約５千⼈の町である。「住⺠参加」と「情報共有」による住⺠⾃治のまちづくり
を実践。農業と観光が⼆⼤産業で、近年の活発なインバウンドが地域経済を牽引しているが、観光産業を中
⼼に⼈⼿が不⾜しており、⼈⼿を確保し、移住希望に答える住宅の不⾜が問題となっている。
【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

2.関連する
ゴール

世界に発信する「ＮＩＳＥＫＯ⽣活・モデル地区構築事業」を進め、①企業の働き⼿不⾜を解消し、②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。ニセコ
町は、まち・ひと・しごと創⽣法以前から「住⺠参加」と「情報共有」に取り組み、「まちづくり基本条例」に基づき、町⺠⼀⼈ひとりが⾃ら考え、⾏動する
「⾃治」を基本にまちづくりを進めてきた。「NISEKO⽣活の提案」事業においても「住⺠参加」と「情報共有」を基本に取組を進め、モデル地区に新たな
コミュニティ組織の導⼊を図り、町内への新たな⾃治組織の普及展開を図る。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

●ニセコ町、ニセコ町⼟地開発公社、専⾨家集団（クラブヴォーバン）、
地域⾦融機関、住宅関連事業者および町⺠により、連携の⼟台として協
議会を設⽴。さらに計画づくり段階から事業実施段階への移⾏に合わせ、
事業実施主体として官⺠連携のまちづくり会社を設⽴し、⺠間の活⼒・専
⾨家の知⾒を活⽤し、様々なステークホルダーと連携しながら事業展開を
進めていく。
●事業構想、基本設計において、３４０⼈規模の街区形成、ＣＯ2排
出量４７％削減を⾒込む。
●複数⼯区に分け、先⾏⼯区の実績・成果・改善点を検証し、次の⼯
区の計画を修正・更新する「学びながら進化する」段階的な開発プロセス
をとる。今後の予定スケジュールは以下のとおり。
＜予定スケジュール＞
R４︓第１・２⼯区⼟地造成、R５︓第１⼯区建物建設、R６︓第１
⼯区⼊居、R７︓第２⼯区建物建設、第３・４⼯区⼟地造成、R８︓
第２⼯区⼊居、第３⼯区建物建設

●専⾨家集団（クラブヴォーバン）ともに、関係者や町⺠などで構成される協議会での議論を重
ねながら計画づくりを進め、持続可能な開発に向けた事業構想・基本設計等を策定。
●さらに地元事業者向け技術研修により、地元事業者の技術・ノウハウの獲得・蓄積に加え、本
事業への理解促進とまちづくり会社参画へつながる関係構築が図られた。
●上記の計画づくりにおける事業運営主体の検討・議論、ステークホルダーとの関係構築を経て、
本事業全体の運営を担う事業主体としてまちづくり会社「株式会社ニセコまち」を令和２年７⽉
に設⽴。
●本まちづくり会社は、ニセコ町および地域事業者による官⺠連携（PPP）による事業主体
（出資者および出資⽐率︓ニセコ町３８％、地域事業者（建築・⼟⽊・電気）３４％、専
⾨事業者２８％、出資⾦︓６０，０００千円）となっている。
●ニセコ町のこれまでのジョイントセクター（ニセコリゾート観光協会など）への出資は、いずれも出
資割合が1/2以上であり、本まちづくり会社はより⺠間活⼒を主導する組織体としている。また、
複数分野（建築・⼟⽊・設備）の地域の主要な事業者が参画していること、さらに専⾨事業者
も加わっていることも、これまでにない取組成果となっている。

5.取組推進の⼯夫
●「住⺠参加」と「情報共有」を２⼤原則とするニセコ町のまちづくりに基づ
き事業展開していくため、住⺠・関係者との対話機会を多く設け、この中で
ＳＤＧｓの理念や新しい発想に対する理解を深めてきた。
●同時に、事業の受け⽫となる地元事業者との関係構築や事業理解の
促進、⼈材育成、技術習得を進めた。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
●まちづくり会社を中⼼に、官⺠連携を強化し事業展開する＝ニセコ町の課題を解決する政策
的⼀⾯と同時に⺠間主導による事業性を重視
⇒適切な投資と稼ぐ仕組みを構築し、持続可能な開発・経営の実現を⽬指す。
●なお、まちづくり会社は地域エネルギー事業も担い、モデル地区事業に限らず本事業をスタート
として、持続可能なまちニセコ町の価値を⾼める取組を進める。
●また、ニセコ町のモデルを他地域でも展開し、世界に発信していく組織となる。

視察受⼊（２３団体、２０８名）、教育旅⾏受⼊・教育講話（１８件、９８５名）、⽉刊誌や専⾨誌への寄稿（１１件）、
フォーラム等への登壇・展⽰（１０件）など

下川町SDGｓ未来都市計画〜⼈と⾃然を未来に繋ぐ「しもかわチャレンジ」〜
北海道下川町（2018年度選定）
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■下川町は、⼈⼝約3,200⼈で、農業と林業が基幹産業であり、森林資源を最⼤

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

限・最⼤効率に活⽤することを基本とし、経済・社会・環境の価値創造、統合的解
決による「持続可能な地域社会の実現」に向けた地域づくりを進めている。
■2030年に向けた“良質な暮らし”の実現に向けて、多様な主体による展開が必
要であり、町内外とのパートナーシップにより実現を⽬指す。

2.関連する
ゴール

■「SDGsパートナーシップセンター拠点構築事業」︓様々な地域課題を町内外の企業・団体等との連携により、技術・資⾦
等のマッチングを含めた⽀援や国内外に向けた成功事例の普及展開、⼈材育成及び政策提案・事業実施⽀援等のコンサル
テーション機能を持たせ、多様な主体による⾃⽴展開を促す”協創と展開の拠点”を構築する。
■「地域内外の多様な主体とのパートナーシップによるSDGsプロジェクト実践事業」︓多様な主体とのパートナーシップに基づく
経済・社会・環境の統合的プロジェクトの”実践の場”として本事業を実施する。地域内では、住⺠が主体となり実施する社会
課題解決活動や地域資源を活⽤したコミュニティービジネス事業などへの⽀援を⾏い、⾃律的発展を図る。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

■健康省エネ住宅の主流化事業
新築や改修における地域材利⽤や⾼断熱化・⾼気密化・
再⽣可能エネルギー利⽤⽀援。また、総合的な空き家対策
により、空き家の改修と除却、第三セクターによる空き家マッチ
ングを実施。
■町⺠主体によるSDGs課題解決推進事業
「2030年における下川町のありたい姿（下川版SDGs）」
の実現に資する町⺠等が取り組む活動⽀援。

■健康省エネ住宅の主流化事業
新築2件、改修21件、解体16件、中古住宅取得9件、⽊質バイオマス機器
等2件、施⼯等による経済効果207百万円。空き家⼾数85⼾（R1）→80
⼾（R2）
■町⺠主体によるSDGs課題解決推進事業
「2030年における下川町のありたい姿（下川版SDGs）」の実現に資する町
⺠等が取り組む活動⽀援2件（⼥性グループ活動⽀援、⼦ども縁⽇開催⽀
援）

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

本町のSDGs未来都市計画は、町⺠が主体となり策定した
「2030年における下川町のありたい姿（下川版SDGs）」を
実現するために策定している。事業の取組については、町⺠が
委員を務めるSDGs推進町⺠会議やSDGs評議委員会から
意⾒を聞きながら実施している。

昨年度、下川町SDGs未来都市計画（2021〜2023）を策定した。本町の地域づく
りの基本である、森林資源を最⼤限・最⼤効率に活⽤し、経済・社会・環境の価値創
造、統合的解決による「持続可能な地域社会の実現」に向けた地域づくり引き続きを進
めていく。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

新型コロナウイルス感染症の影響により、PRイベントへの出展中⽌や町内視察者の減少などの影響があったが、オンラインやマ
スメディアを通じて、本町が取り組むSDGsの普及展開を図るとともに、それにより新たなパートナーシップによる取り組みが展開し
ている。

全世代グロウアップシティ
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宮城県東松島市（2018年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

宮城県の太平洋沿岸部に位置し、古くから海苔・牡蠣の養殖漁場が盛んである。
2011年の東⽇本⼤震災では市街地⾯積の65%が浸⽔被害を受け、⼈的被害
は1,133名に及んだ。震災後、中間⽀援組織「東松島みらいとし機構（通
称:HOPE）」と協働し、地域の産業創出・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。地域課題は、少⼦⾼齢化・⼈⼝減少、⼩中学⽣の
学⼒・体⼒低下、震災による観光客の減少など。2030年までの地域⽬標を「⼈⼝
減少を⾷い⽌め、地域社会・経済を成⻑軌道に乗せること」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」に取組んでいる。

2.関連する
ゴール

⾼齢者の社会参画を促すセミナーを開催するなど⽣涯現役促進事業を展開。地域⾃治組織等が主体的に地域課題の解決
に向けた活動を⾏っている。市内の⼩中学校はすべてコミュニティ・スクール化しており、学校、地域が連携し、放課後⼦供教室
を展開している。環境分野におけるステークホルダーと連携し、産学官連携SDGs出前授業を実施し、活性化を図っている。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

・⼦供が⾃ら学ぶ⼒を⾝に付け、地域で⼦供を育む取組とし
て、学習やスポーツ、地域に根ざした多様な体験活動及び地
域住⺠との交流活動を実施している。
・若い世代が環境問題に関⼼を持ち、問題解決に取組む担
い⼿を育成することを⽬的とし、廃プラスチックの適正処理と再
資源化をテーマとし、SDGs教育の⼀環として実施している。

＜コミュニティ・スクール（放課後⼦供教室）＞
学校、地域が連携し、地域主体の独⾃の活動を実施することができ、⼦供達の
社会性・⾃主性等の豊かな⼈間性を育む⼀助となった。
＜環境学習（SDGs出前授業）＞
⼩学４年⽣を対象とした出前学習を実施することで、環境分野に限らず、学校
内でのSDGs活動へ波及し、SDGsの市⺠認知度に寄与した。
＜KPI（⾃治体SDGsの推進に資する取組）>
KPI「SDGｓに対する市⺠の認知度割合」
2018年3⽉時点︓15.3% → 2020年度︓44.5%
※KPIは順調に伸びており、2023年の⽬標45%と同⽔準を達成した。

5.取組推進の⼯夫
・⼦供に対する多様な地域における体験機会を提供していく
上で、地域ボランティアの資質向上に重点を置き、各地域にお
いて⾃主的に運営できるよう⼯夫している。
・⼤学及び企業が実施している取組を紹介し、⼤学で研究さ
れている⾦属透過装置や、企業の製品等を実際に触れ、児
童たちが体感できる授業になるよう⼯夫している。
8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
・コミュニティ・スクール（放課後⼦供教室）は、地域コミュニティ活動へシフトし、地
域の特⾊を⽣かした活動としてさらに活性化させていく。
・SDGs教育（環境分野）の取組に係るステークホルダーと連携し、資源循環の仕
組みづくりや、市⺠全体に対する環境意識の向上及び⾏動変容を促進する。

【H30年度】視察受⼊2件（栃⽊県那須⿃⼭市議会、岩⼿県葛巻町教育委員会）
【R元年度】視察受⼊3件（茨城県取⼿市議会、⼭形県河北町議会、岩⼿県紫波町）【R2年度】視察受⼊1件（福島県⻄郷村）

IoT・⽔素エネルギー利⽤基盤整備事業
秋⽥県仙北市（2018年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

・⼈⼝24,944⼈(2021年7⽉)、⾼齢化率43.5%(2020年7⽉)
【⼈⼝増減率︓-2.08%（2018年）→ -1.5%（2030年）】
・豊富な観光資源を有し、年間500万⼈が来訪するが通過型観光のため、経済波及効果が薄い
【観光宿泊者数︓514,256⼈（2018年）→ 860,000⼈（2030年）
・⽥沢湖の環境悪化、耕作放棄地の増加
【⽥沢湖のpH︓5.4（2018年）→ 6.0（2030年）】
【耕作放棄地解消⾯積︓3ha（2018年）→ 42ha（2030年）】
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2.関連する
ゴール

・次世代を担う⼈材育成として、ドローンを⽤いたロボットプログラミング学習を市内の全⼩学校へ展開。
・⽔稲栽培におけるIoT機器の導⼊。ドローンによる⽣育管理および農産物運搬。
・温泉⽔からの⽔素⽣成。⽔素エネルギー利⽤に関する実証実験。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

① 近未来技術による夢のあるまちづくり（プログラミング教育の推
進）
② 近未来技術による夢のあるまちづくり（農業⽤ドローン等、近
未来技術の産業利⽤の推進）
③ ⽥沢湖再⽣の加速化（⽥沢湖クニマス未来館における企画
展⽰等により、環境学習の場を提供）
④ 農業IoTの導⼊による農業⽣産性の向上
⑤ 農業IoTの導⼊による耕作放棄地の削減

① ⼩学校でのドローンによるロボットプログラミング学習導⼊率 100%（2020年実
績）
② 近未来技術関連分野での起業および事業拡張数（累計）29件（2020年⽬
標達成率︓460%）
③ 環境教育での⽥沢湖クニマス未来館への来館者数 641⼈（2020年⽬標達成
率︓80%）
④ 農業分野でのIoT技術導⼊件数 14件（2020年⽬標達成率︓156%）
⑤ ⽣産性向上に資する農業IoT営農⾯積 129.6ha（2020年⽬標達成率︓
156%）

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

市⻑をはじめ、部⻑級職員で構成する「SDGs推進本部」、各課の
中堅職員で構成する「SDGsワーキンググループ」を組織し、主要事
業とゴールを紐付け、KPI進捗管理を⾏っている。職員⼀⼈ひとりが
担当業務とSDGsのゴールとの結びつきを理解し、KPIの達成を意
識することで、取組の加速化につながっている。

 東北⼤学⼤学院との連携による⽟川温泉⽔からの⽔素⽣成（2023年度⽬標:
1,000ℓ）
 ⽥沢湖クニマス未来館での教育旅⾏等の受⼊れ（2023年度⽬標:校外学習等で
の利⽤者数 2,000⼈）
 地域課題の解決に資する近未来技術の実証（2023年度⽬標:7件）

8.他地域への展
開状況（普及効果）

平成30年の未来都市選定後、仙北市、東松島市、飯豊町で「東北SDGs未来都市サミットを発⾜」。東北の選定⾃治体で情報を共
有しながら連携し、積極的にSDGsを推進していくこととして、以来、毎年、東北のSDGs未来都市が加⼊している。
持ち回りで、サミット・シンポジウムを開催する予定だったが、コロナ禍のため第３回サミットが２年連続開催延期となっている。

「⼿づくりのまち いいで」 「持続可能な循環型社会構築への取組」
⼭形県飯豊町（2018年度選定）

〇地域特徴
・⽥園地帯に散在する屋敷林に囲まれた住宅が広がる美しい⽥園散居集落。
・ブランド⽜として名⾼い⽶沢⽜の⽣産量の約4割を占める主⽣産地でもある。
〇課題及び⽬標
・資源の域外流出を最⼩限に抑え、地域資源を活⽤した域内循環型社会の構築
・農村計画研究所の再興による「⼿づくりのまち いいで」の継承、進化、発展

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組
企
業

NPO

6.取組成果
他の
自治体

行
政

金
融
機
関

地域資源の
活用と域内
循環社会構築

農村計画
研究所
地
域
住
民

都
市
住
民

多様な主体による多様な関わりにより、新たな価値指標に取り組
む企業の活動の展開誘致、交流による経済的な好循環を⽬指す。

5.取組推進の⼯夫
本町におけるSDGsの取り組みについては、住⺠に対して⼀定以
上の認知度はあるが、さらに⾼め、かつての「椿講」のように住⺠の
主体的⾏動を基本とした体制にする必要がある。そのため、グローカ
ルな視点、バックキャスティングの⼿法を⽤いることにより、SDGｓの
理念及び課題についての認知を今後はさらに⾼めていく。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

2.関連する
ゴール

〇農村における新たな価値の創出、多様な主体による連携と新たなる担い⼿づくり推進のため、「農村計画研究所」の再興を⽬指す。
〇町内に豊富に存在するバイオマス資源や飯豊電池バレー構想の具現化により、地域資源を活⽤した再⽣可能エネルギー創出と地域
内循環型社会を⽬指す。

3.取組の概要

教
育
機
関
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持続可能な循環型社会構築への取り組みに関しては、バイオガス発電所の稼働により
環境に配慮したクリーンなエネルギーの創出がなされている。これは環境的側⾯と社会的
側⾯の相乗効果が図られている。
また飯豊電池バレー構想が具現化しており、KPIの「リチウムイオン電池開発研究プロ
ジェクト連携企業数」について令和2年度は35社である。専⾨職⼤学の及び貸⼯場の
整備が進み、今後はより⼀層の連携企業の増加が期待できる。このことにより、更なる関
係⼈⼝の増加、多様なステークホルダーの増加も併せて期待できる。
農村計画研究所の再興については、計画策定から相当の準備期間を要したものの、
令和4年度から本格稼働することから、関連するKPIについては、2030年まで達成する
と予想される。

7.今後の展開策
〇農村計画研究所の再興により、関係⼈⼝、関係団体の創出、多様なステークホル
ダーのネットワーク形成を図る。令和3年度には「いいで学講座」の開催を予定しており、
⼈材育成、担い⼿育成を⾏うことで、地域課題の解決を図る。
〇⽊質バイオマス資源の活⽤により、熱供給システムを町内施設に導⼊する。すでに稼
働しているバイオガス発電、飯豊電池バレー構想と合わせて、持続可能な循環型社会
構築への取り組みを加速させる。

東北SDGｓ未来都市サミットの開催をしており、東北地⽅でＳＤＧｓ未来都市に選定された⾃治体と共同で未来都市ごとの取り組
みの発信と共有、基調講演やシンポジムによる理念の普及を⾏っている。

世界のあしたが⾒えるまち つくば
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茨城県つくば市（2018年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

都⼼や海外からのアクセスが容易で、筑波⼭などの豊富な⾃然環境に恵まれている。また、多く
の⼤学・研究機関が集積し、豊富な国際的⼈材を擁している。2005年のつくばエクスプレス開
通後は⼈⼝増加を続ける⼀⽅、周辺地域における⼈⼝減少や少⼦⾼齢化、市内での格差拡
⼤やこどもの貧困などの課題が⽣じており、⽇本の縮図といえる状況である。「世界のあしたが⾒
えるまち」の実現に向けて市⺠とともに課題解決に取り組んでいく。

2.関連する
ゴール

SDGsに関する取組を市内で⾏う企業・団体・個⼈を「つくばSDGsパートナーズ」会員として認定し、市や会員の取組の周知や地域内での浸透
を図ることで、会員間の⾃律的な連携ネットワークを構築し、そのネットワークを活⽤して次の３側⾯からの統合的な取組を実施する。経済⾯（地
元の強みを活かした地域経済活性化）では、地元農業の振興や科学技術を活⽤した新たな産業創出などを図る。社会⾯（こどもの貧困問題
の解消）では、「つくばこどもの⻘い⽻根基⾦」を設置、集まった寄附を活⽤し、貧困家庭におけるこどもの学習⽀援事業を実施するなど、貧困の
連鎖を断ち切るための取組を進めている。環境⾯（循環型社会の仕組みづくり）では、地産地消を促進するための啓発活動などを⾏う。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

■つくばSDGsパートナーズ
①つくばSDGsパートナー講座 市⺠にSDGsを普及啓発するとともに会員に認定
②専⽤ポータルサイト 会員の取組を「⾒える化」し、会員間の連携を促進
③SDGs TRY 会員が社会課題を発⾒し、解決策を実践するプログラムを実施
④会員交流会 会員の事例発表により、具体的な取組例に触れる機会を確保
→ 市⺠が相互連携して⾃律的に社会課題を解決する環境を整備
■つくば市未来構想・戦略プラン
市の最上位計画にSDGsを盛り込み、全施策がSDGsの理念に基づき実施される体
制を構築
■重点施策の実施（つくば市SDGs未来都市計画）
①つくばこどもの⻘い⽻根基⾦ こどもの学習⽀援や居場所づくり
②つくばスタートアップパーク 新規創業者⽀援による産業創出
③つくばSociety5.0社会実装トライアル⽀援事業 科学技術の実証実験
④R8地域活性化プランコンペティション 周辺市街地活性化

■つくばSDGsパートナーズ
2019年4⽉設⽴。個⼈会員302名、団体会員72団体（2021年3⽉末）
① オンラインで3回の講座を実施 ＊筑波⼤学と共催
② 複数の会員による⾼校⽣へのキャリア講座の実施、会員同⼠の連携によるSDGs
ラッピング⾃販機の設置など新たな連携事業が誕⽣
③ オンラインでのワークショップを通して4つの課題解決プログラムを進⾏
④ パネルセッション（4団体）や活動事例発表（12団体）を実施
■重点施策の実施
① 約1,500万円の寄附が集まり、学習⽀援（14か所、299⼈）やみんなの⾷堂
（5団体）に活⽤。こどもの貧困対策事業を積極的に推進
② 新たに8社のベンチャー企業が創業
③ 「with/afterコロナの⽣活スタイル」をテーマに提案募集し、⾏政⼿続のオンライン
化や飲⾷提供の⾃動化など5件の実証実験を⽀援
④ ゴルフ場の地元住⺠による活⽤や、古⺠家再⽣プログラムなど5件のプランを採択

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

・専⽤ポータルサイトにより会員の取組を積極的に発信し、会員間での連携が⽣まれや
すい環境を整備した。
・感染症対策のためオンラインツールの活⽤することで、上記取組を継続的に実施した。

・個⼈だけでは解決が困難な社会課題に対応するため、パートナーズ団体会員にも
SDGs TRYの各種プログラムへの参加を呼び掛け、個⼈と団体の連携を強化していく。
・感染症対策のため講座やワークショップはオンラインにより実施してきたが、状況が許す
場合には対⾯とオンラインのハイブリッド型による実施も検討していく。

8.他地域への展開
状況（普及効果）

・専⽤ポータルサイト「つくばSDGsパートナーズ」にて、市と会員のイベント告知や活動報告を地域内外に随時発信。
・SDGs関連講演 3件（筑波⼤学「中央ユーラシアと⽇本の未来」、筑波⼤学「世界遺産と持続可能性」など）
・筑波⼭地域のジオパーク再認定 つくば市、⽯岡市、笠間市、桜川市、⼟浦市、かすみがうら市が連携。

SDGs推進に向けた「社会的インパクト評価システム」の導⼊
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神奈川県（2018年度選定）

1.地域特性と
課題及び⽬標
3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

コロナ禍で⼀層深刻化する社会的課題の解決に向けては、SDGsに沿った取組の価値を「⾒える化」し、
SDGsアクションを加速することが求められている。SDGsアクションを⾏う企業等への社会的投資など、
SDGs⾦融を推進し、事業者、資⾦提供者、消費者をつなぐエコシステムの形成に取り組む。

⾮財務情報を測る「ものさし」となる社会的インパクトを定量的・定性的に把握し可視化。SDGsのゴール・ターゲットに、この社会的インパクトを関
連付けることにより、SDGsへの貢献も可視化。かながわSDGsパートナーなどSDGsに取り組む事業者と、ベンチャーキャピタル、信⽤⾦庫、地⽅銀
⾏等多様な資⾦提供者が連携する⾦融フレームワークにおいて、財務情報、⾮財務情報及びSDGsへの貢献を⼀体的に捉えることにより、社会
的投資など、SDGs⾦融を推進する。

4.⾃治体ＳＤＧｓ推進等に向けた取組
【かながわ版⾦融フレームワークによるＳＤＧｓ⾦融の推進】

6.取組成果
【ＳＤＧｓ社会的インパクト評価実証プロジェクト】
・ モデル事業として３年計12件の実証事業を⾏い、SDGs経営に向けての活⽤を⽬的とす
る「SDGs社会的インパクト・マネジメント・ガイド」及び初⼼者向けガイドを作成・公表。
・ 評価を担う⼈材育成研修を実施、計45名に対し受講証書を発⾏（2020年）。
・中⼩企業の伴⾛型⽀援を３件実施、その成果をフレームワークで共有。
・ ミュージックセキュリティーズ㈱と連携し、SDGsインパクトの可視化と資⾦調達を図る「かなが
わＳＤＧｓアクションファンド」を設置、ファンドの募集を開始（2021年８⽉）。
・ 2018年３⽉に組成した「ヘルスケア・ニューフロンティア・ファンド」ではSDGs社会的インパク
ト評価を活⽤した、インパクトレポートを公表。(2021年３⽉ 投資先延べ16社)。
【社会課題解決のための取組】
・ 「かながわ気候⾮常事態宣⾔」に基づき、減災・強靭化のため、グリーンボンド50億円を発
⾏(2020年)。2021年も発⾏予定。
・ コロナ禍の中、⽣活困窮者等への⽀援や⾷品ロスの削減など社会的課題の解決に向け、
〈はまぎん〉フードバンクかながわ応援私募債の募集を開始(2021年7⽉)。
・ かながわSDGsパートナー制度(504者)によりSDGsに取り組む企業等の裾野を拡⼤。
・ 国連開発計画（UNDP）との連携趣意書(SOI)に基づき、「ジャパンSDGsアクション推
進協議会」を⽴ち上げ、コロナ禍からの復興と⾏動に向けた「SDGsアクションフェスティバル」を
開催(2021年３⽉)。

7.今後の展開策

5.取組推進の⼯夫
■ 投融資の実効性を⾼めるため、ベンチャーキャピタル、信⽤⾦庫、
地⽅銀⾏、都市銀⾏、機関投資家等の多様な資⾦提供者と緊
密に対話し、事業性評価の１つとして、インパクト評価⼿法を検討。
■ 官⺠連携ＰＦ社会的投資促進分科会を通じて、インパクト評
価⼿法を検討し、他地域とも共有。
■ 官⺠連携組織「ジャパンＳＤＧｓアクション推進協議会」など
のパートナーシップにより、ＳＤＧｓアクションを促す取組みを展開
8.他地域への展開
状況（普及効果）

2.関連す
るゴール

・ パートナー制度、社会的インパクト評価、中⼩企業伴⾛型⽀援により、ＳＤＧｓ経営実
践の取組を後押しをする。(インパクト評価ノウハウを活⽤する県内信⾦が増加中)。
・ 事業者と多様な資⾦提供者との連携を図る「かながわ版⾦融フレームワーク」によるSDGs⾦融を
推進し、事業者、資⾦提供者、消費者をつなぐエコシステムの形成につなげる。
・ コロナ禍での社会的課題の解決に向け、ＳＤＧｓを道しるべにし、多様な主体間のパート
ナーシップを後押しし、「共助」の取組みを広げ、成果を発信していく。
・ 「ジャパンＳＤＧｓアクション推進協議会」と連携し、SDGs⽩書を通じて、SDGsの進捗
評価の好事例を収集、発信していく。

・本県等が主催した「SDGs全国フォーラム」で採択した「SDGs⽇本モデル宣⾔」が、当初の賛同⾃治体の93から、422（2021年７⽉）に拡
がっている。 なお、「ＳＤＧｓ全国フォーラム」は⻑野県でオンライン開催（2021年１⽉）、次回は滋賀県で開催予定。

横浜市SDGs未来都市計画 ｜ ヨコハマSDGsデザインセンター
神奈川県横浜市（2018年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

横浜市では、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しており、産学官
連携による共同研究も活発に⾏われている。
様々な主体と連携し、多様な資源を組み合わせ、イノベーションを創出することにより、環
境・経済・社会的課題の統合的解決を⽬指す横浜型「⼤都市モデル」の創出を⽬指す。
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2.関連する
ゴール

ヨコハマSDGsデザインセンターでは、市内の様々な主体と連携し、企業等の技術⼒や知⾒等（シーズ）と、郊外住宅地等の様々な地域が
抱える課題（ニーズ）をつなぎ合わせ、３側⾯の統合的課題解決を図る「横浜型・⼤都市モデル」の創出を⽬指し、取組を進めている。令和2
年度からは、市内外の企業・市⺠団体等のSDGs 達成に向けた取組を後押しするため、新たに、「横浜市SDGs 認証制度“Y-SDGs”」を構
築し、取組を開始した。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組
横浜市SDGs 認証制度
“Y-SDGs”
事業者の皆様のSDGs 達成
に向けた取組を横浜市が認証
する制度である。事業者の皆
様が認証制度を活⽤し、S
DGs に取り組むことで、持
続可能な経営への転換、新
たな顧客や取引先の拡⼤に
つなげる。

6.取組成果
デザインセンター事業（2019年1⽉事業開始〜）
①相談事業
コーディネーターを配置し会員等からの相談・マッチング等を実施
②プロモーション事業
講演・視察受⼊れ、イベント開催など
③企業等との連携により⾃らも主体となった試⾏的取組の実施【15事業】
・海と⼩学校の教室をライブ映像でつなぐ海洋教育プログラム「海中教室」
・快適な移動⼿段の充実プロジェクト「オンデマンドバス実証実験」ほか
SDGs認証制度 “Y-SDGs”（2020年8⽉事業開始〜）
令和2年度末まで、119事業者を認証。

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

認証基準については、国や他都市の類似制度や有識者の知⾒を
参考にしつつ、横浜市が既に実施している他の企業認定制度との
整合させた。また、認証発⾏にあたってはヨコハマSDGsデザインセン
ターの中⼩企業診断⼠がヒアリングを⾏うほか、ランクアップの相談に
も応じることで伴⾛⽀援を⾏っている。

認証制度を活⽤した⾃律的好循環の形成に向け、⾦融機関との連携を強化していく。
また、ヨコハマSDGsデザインセンターのノウハウを⽣かし、市内の多様な主体によるSDGs
達成に向けた取組の⽀援を充実させるほか、市外への成功事例の発信を加速させる。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

横浜市ホームページ等で、取組を随時地域内外に発信。また、横浜市及びヨコハマＳＤＧｓデザインセンターに対し、視察依頼及び認
証制度等についての問い合わせを多数いただいている。

持続可能な都市経営「SDGｓ未来都市かまくら」の創造
神奈川県鎌倉市（2018年度選定）
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1.地域の特徴と
課題及び⽬標

⼈⼝減少・少⼦⾼齢化、気候変動や頻発する⾃然災害、インフラの⼀⻫⽼朽化等、⾃治
体が直⾯する厳しい環境下において、経済・社会・環境の三側⾯の課題解決、相乗効果
により、都市の価値・魅⼒を継続的に⾼め、持続可能な都市経営の実現をめざす。

3.取組の概要

市の最上位計画である総合計画（第３次鎌倉市総合計画第４期基本計画）に、⾃治体SDGsの理念を掲げ、施策体系を構築す
るための改定を⾏うとともに、改定作業の過程に市⺠参画を取り⼊れ、市⺠等への普及啓発、計画を実現するための新たな仕組みづくり
に取り組む。また、先⾏プロジェクトである、市内の歴史的建造物である旧村上邸をSDGsショーケースとして保存・活⽤を図る。

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

2.関連する
ゴール

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

●SDGｓの理念を導⼊した⾃治体総合計画の運⽤
➣鎌倉市SDGs推進隊（市内在住または在学の⼩学１年⽣
〜中学３年⽣が対象）の募集を⾏い、若年層への啓発活動
を⾏う。
➣SDGsつながりポイント事業として「まちのコイン」を導⼊し、地域
のつながり、SDGsの普及啓発活動を⾏う。
●市⺠参画⼿法の構築
➣本市の施策の実現に向けた、市⺠等との共創関係の構築や、
鎌倉リビングラボの全市展開を図る。
●歴史的建造物(旧村上邸)の保存・活⽤
➣歴史的建造物を保存するとともに、企業研修所や地域活動ス
ペース等としての利⽤を通じ、SDGsショーケースとしての活⽤を
図る。

●SDGｓの理念を導⼊した⾃治体総合計画の運⽤
➣鎌倉市SDGs推進隊
キックオフイベントとしてワークショップ「かまくらジュニアSDGs宣⾔をつくろう」を開催した。
➣SDGsつながりポイント事業
地域通貨「クルッポ」を通し、SDGsを⾝近なものとして体験できる取組を⾏っている。
●市⺠参画⼿法の構築
・市⺠と⾏政の共創プラットホーム「市⺠対話」を継続し、プロジェクトのブラッシュアップと
新規参加者の巻き込みを継続。並⾏して⾏っているリビングラボで新たな拠点を開拓
し全市域からの参加者を募集中。リビングラボ⼿法による政策⽴案を試⾏中。
●歴史的建造物（旧村上邸）の保存・活⽤
・令和元年５⽉から活⽤を開始し、建物の保全を図るとともに、企業研修や⽂化体
験、地域住⺠による利⽤が図られており、鎌倉市のSDGsの発信・達成に向けた取
組を進めている。

7.今後の展開策
5.取組推進の⼯夫
次代の鎌倉市を担う若年層へのSDGs達成に向けた意識付けのた
めに鎌倉市SDGs推進隊として活動を開始した。また、⾝近に
SDGsを意識してもらうためにスマートフォンアプリであるまちのコインを
導⼊し、気軽にSDGsの体験ができるよう運⽤を⾏っている。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

・鎌倉市SDGs推進隊の活動の幅を広げ、若年層へのSDGsへの関⼼を⾼めるとともに、
地域への発信を⾏っていく。
・SDGsつながりポイントの普及啓発を⾏い、より多くの⼈に利⽤してもらい、SDGsを⾝
近に感じ、体験をしてもらう。
・旧村上邸のショーケースとしての役割を強化するため、若年層（SDGs推進隊）との
連携など、新たな分野での活⽤に取り組むとともに、利⽤環境及び施設運営の拡充を
図る。

SDGs推進隊の隊員がSDGsの取組について、FMヨコハマで紹介を⾏った。

LRTネットワークと⾃⽴分散型エネルギーマネジメントの融合によるコンパクトシティの深化
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富⼭県富⼭市（2018年度選定）
1.地域の特徴と
課題及び⽬標
3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

①⼈⼝減少と少⼦・超⾼齢社会への対応、過度な⾃動⾞依存による公共交通の衰退へ
の対応／②地域資源エネルギー等の利活⽤とSDGsの意識醸成／③産業活⼒の強化と
技術・社会イノベーションの創出／④多様なステークホルダーとの連携・協働による持続可能
な多世代共創社会づくり

2.関連する
ゴール

本市がこれまで進めてきたLRTネットワークをはじめとする公共交通活性化施策に、再⽣可能エネルギーを活⽤した地域エネルギーマネジメントシ
ステム、ICTを活⽤した歩くライフスタイルへの転換、スマート農業技術の活⽤、地域交通へのEV・FCV導⼊検討等の取組みを融合させることに
より、公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくりを深化させ、技術・社会イノベーションを創出し、持続可能な付加価値創造都市
の実現を⽬指す。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

＜再⽣可能エネルギーを活⽤した地域エネルギーマネジメントシステム＞
• エネルギー事業者・⾦融機関・教育機関・庁内関係所属が参画する「とやま地域循
環共⽣圏モデル形成プラットフォーム」において、地域資源を有効活⽤する再⽣可能
エネルギーに着⽬し、環境問題のみならず、社会・経済問題の同時解決に向けたス
キーム検討を官⺠連携で推進した。
＜ICTを活⽤した歩くライフスタイルへの転換＞
• 歩く⾏動や公共交通の利⽤に対してポイントを付与するスマートフォンアプリ「とほ活」
の継続運⽤とともに、快適な歩⾏空間の整備に取り組む「とほ活ベンチプロジェクト」
を開始した。
＜スマート農業技術の活⽤＞
• ⾃動運転トラクタ、ドローン、リモートセンシングセンサー、⾃⾛式草刈機等のスマート
機器の導⼊、栽培作物の⽣育状況等を⾒える化するアプリケーションの新規開発に
取り組んだ。

＜再⽣可能エネルギーを活⽤した地域エネルギーマネジメントシステム＞
• ゼロカーボンシティの表明（2021年3⽉）
に合わせて、その実現に向けた⽅針・施策・
温室効果ガス削減⽬標等をまとめた「富⼭
市エネルギービジョン」を策定した。

5.取組推進の⼯夫
多様なステークホルダーとの連携・協働をベースとして、とやま地域循環共⽣圏モデル形
成プラットフォーム等の継続運営や⺠間企業とのSDGsの推進に関する包括連携協定
に基づく各種事業の展開により、官⺠連携での取組推進を図った。また、引き続き庁内
の組織横断的な体制である「SDGs未来都市推進本部」及び外部有識者等から構成
する「SDGs未来都市戦略会議」の相互連携を図り、⼀体的な事業実施に努めた。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

＜ICTを活⽤した歩くライフスタイルへの転換＞
• 2021年６⽉末でのとほ活アプリのユーザー数
は9,300⼈超となった。
＜地域交通におけるEV・FCV導⼊検討＞
• 駅北地区におけるグリーンスローモビリティのモデル
運⾏を開始した（2020年10〜12⽉、2021年
3⽉、計27⽇間、乗⾞⼈数:2,500⼈超）

7.今後の展開策
• 持続可能な都市経営の深化に資する官⺠連携によるエネルギープロ
ジェクトの推進展開（公共施設PPA、EVシェアリング等）
• グリーンスローモビリティの⽣活利⽤に向けた運⾏検討
• スマート農業技術の果樹栽培・⽔産業等への展開

• 国内向けには、地⽅創⽣につながる⾃治体SDGsの先進的な取組として、（⼀財）地域活性化センターの地域活性化ガイドブックで本市
のSDGs推進の取組を発信した。
• 国外向けには、脱炭素都市国際フォーラムや⽇本・インドネシア環境ウイーク等において、本市の取組を広く発信するとともに、市内企業の技
術・ノウハウのパッケージ展開による国際連携に努めた。

能登の突端“未来都市”への挑戦
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⽯川県珠洲市（2018年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

珠洲市は能登半島の先端に位置し、現在、約13,500⼈の⼈⼝は、国⽴社会保障⼈⼝
問題研究所によると、2040年に約7,200⼈にまで減少すると推計される。市内の⾼齢化
率も50％を超えており、将来の地域経済を⾒据えた上でも、少⼦⾼齢化が深刻な課題と
なっている。このような中、産学官⾦のプラットフォーム機能を有する「能登SDGsラボ」を中⼼
に地域課題の解決に取組み、市内産業・経済の活性化と⼈⼝減少に⻭⽌めをかける。

2.関連する
ゴール

⼈材育成事業を実施する⾦沢⼤学能登学舎内に「能登SDGsラボ」を併設し、特に本市の基幹産業である農林⽔産業の持続可能な
取組みを継続させるため、⼀次産品等の付加価値向上と、その地域資源を活かした新商品の開発などによる地域経済の発展（経済
⾯）、その地域産業及び経済を⽀えていく後継者の育成（社会⾯）、本市の豊かな⾃然資源を持続可能な形で保全する（環境
⾯）といった、経済、社会、環境の三側⾯を好循環させ、強靭（レジリエント）な地域循環共⽣圏を構築する。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

本市をはじめ、⾦沢⼤学を中⼼とする様々な分野のステークホル
ダーとの連携により「能登SDGsラボ」を設⽴、運営。

【能登SDGsラボの設置】
相談件数が増加し、地域資源の活⽤に向けた共同開発が⾏われるとともに、連携研究
員制度への登録者数も増加。
・相談件数（累計） R1:20件 → R2:58件
・連携研究員制度登録者数 R1:10名 → R2:12名
・「いしかわ⼤学連携インキュベータ」内のサテライトオフィス開設に伴う共同研究・開発数
R2:2件
【課題解決型の⼈材養成事業の継続】
2019年6⽉から、SDGsの理念を取り⼊れ、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を⽬指した「能登⾥⼭⾥海SDGsマイスタープログラム」を
開始。
・プログラム修了者数（延べ） H29:165名 → R1:196名 → R2:205名

運営体制

事務局体制

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

「能登SDGsラボ」では、市内企業や組織などと協⼒して経済・社
会・環境の統合に向けた実践的な取組みや研究を促進する⼈的
ネットワークを構築し、SDGsの達成に向けた事業にチャレンジできる
⼟壌を作るための「連携研究員制度」を設けており、市内企業・事
業所等に対するアドバイザー的な役割を担っていただいている。

「いしかわ⼤学連携インキュベータ」に開設したサテライトオフィスにおいて、引き続き、本市
の地域資源を活⽤した加⼯商品の開発や新商品の販路開拓に取り組む。
2021年度から、事業構想⼤学院⼤学と連携し、⺠間企業を対象とした「能登SDGs
新事業プロジェクト研究」を開始。本市をフィールドに、地域課題解決に資する新事業を
創出するための研究会となる。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

・これまでの活動の振返りと今後の展望を考えるシンポジウムを開催（2021年3⽉ 能登SDGsラボHPで動画配信）
・視察等において取組みを説明（2020年度 ⽯川県議会1件、⾃治体1件、⼤学1件）

⽩⼭の恵みを次世代に贈る「⽩⼭市ＳＤＧｓ未来都市ビジョン」
⽯川県⽩⼭市（2018年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

⽩⼭市は県都⾦沢市の南⻄部に位置し、⼈⼝は⾦沢市に次ぎ県内で２番⽬に多い都市
で本市の平野部の⼈⼝は増加傾向にあるが、その⼀⽅で本市の⼤部分を占めている霊峰
⽩⼭の麓にある⼭間部の地域では⼈⼝減少が進んでいる。
本市の⽬標として、⼭間部において経済発展や豊かな⽣活を実現し、その成果を市全体に
還元するサイクルの確⽴を⽬指す。
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2.関連する
ゴール

過疎化・⾼齢化が進む市内の⼭間部で、地域資源を活かした魅⼒的な⽣涯学習エリアを構築するとともに、産学官⺠が共創して社会課題に
取り組み、経済・社会・環境が調和されたまちづくりを⽬指す。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

全庁体制でＳＤＧｓを推進するため⾏政体内部に市⻑を本部⻑
とする「⽩⼭市SDGs推進本部」を設置し、外部有識者から助⾔・
提⾔を受けながら施策を進めていくこととしている。

【ＳＤＧｓカードゲーム】
児童⽣徒にＳＤＧｓ的発想を養ってもらう⽬的で、市内全⼩中学校にカードゲームを
配布し、活⽤を促した。
【まちづくりワークショップの開催】
⼭間部にある⼀つの⼩さな集落で住⺠が⾦沢⼯業⼤学の学⽣や企業とともに、⼈が集
う将来のまちを描くワークショップを４回開催。
【ジオパークの推進】
⽇本ジオパーク委員会にユネスコ世界ジオパークの国内推薦申請書を提出。プレゼン
テーションによる⼀次審査を通過し、その後、現地調査が⾏われ、国内推薦が決定した。
【市⺠協働で創るまちづくりの推進】
地域と⾏政がともに持続的な地域づくりに取り組む「市⺠協働で創るまちづくり」を推進す
るため、基本的な考え⽅や⽅向性を⽰した、まちづくりのあり⽅指針を策定した。

5.取組推進の⼯夫
多様なステークホールダーと連携協定を締結しＳＤＧｓを推進
・ＩＴ技術による社会課題解決や⼈材育成について⼤学と通信
会社 ・ジオパーク等の連携について⼤学研究機構 ・市⺠への普
及啓発等について地元⻘年会議所、新聞社 ・再⽣エネルギーの
活⽤や観光振興について地元電⼒会社

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
・若者から⼤⼈まで⾃発的にまちづくりに取り組む環境を産学官連携して推進してい
く。 ・ユネスコ世界ジオパークの認定に向けた活動を推進していく。（今後、ユネスコの
現地審査が⾏われる予定）・全地区において市⺠協働で創るまちづくりを進めていく。
（まずはモデル地区で地域コミュニティ組織設⽴準備会の⽴ち上げ等を実施する。）

・国道沿いにある多くの⼈が集う道の駅でＳＤＧｓパネル展を実施
・ゼロカーボンシティの宣⾔

学びと⾃治の⼒による「⾃⽴・分散型社会の形成」
⻑野県（2018年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

豊かな⾃然環境、多様な個性を持つ地域、⾃主⾃⽴の県⺠性、全国トップレベルの健康
⻑寿、⼤都市圏からのアクセスの良さ等の地域特性がある。⼈⼝流出の⼤きな要因である
県外への進学、豊富な⾃然エネルギー資源の利⽤が⼗分とは⾔えないこと、中⼭間地域を
中⼼に地域の⽣活の⾜を維持することが困難になりつつあることなどが課題。そのため、ステー
クホルダーが主体的に学び、協働しながら地域の課題解決に取り組み、多様な地域の個性
を活かす⾃⽴・分散型社会をめざす。
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2.関連する
ゴール

地域SDGsコンソーシアムで企業のSDGs活⽤⽀援⼿法を検討。⻑野県SDGs推進企業登録制度を創設・運⽤し、企業等の取組を促進。
信州屋根ソーラーポテンシャルマップによる建物の屋根での太陽光発電・太陽熱利⽤を促進し、エネルギー⾃⽴・分散型社会の形成を⽬指す。
信州地域デザインセンター（UDC信州）による、まちづくり⽀援、⼈材育成、情報収集・発信を⾏い、⼈⼝減少、環境、景観等に配慮したまち
づくりを促進。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

【⻑野県SDGs推進企業登録制度】
・ステークホルダーとの連携による地域SDGsコンソーシアムを⽴ち上げ。
・コンソーシアムにおける検討結果をもとに、SDGsの達成に意欲的に
取り組む企業を登録・PRする制度を構築。
【信州屋根ソーラーポテンシャルマップ】
・ステークホルダーとの連携による協議会を⽴ち上げて、ソーラーマッピ
ングの構築や普及策について検討。
・2018〜2019年度の２か年かけて「信州屋根ソーラーポテンシャル
マップ」を構築するとともに活⽤促進、普及啓発を実施。
【信州地域デザインセンター（UDC信州）】
・公・⺠・学が連携し、市町村のまちづくりを⽀援するほか、セミナーや
研修会の実施による⼈材育成、情報収集・発信を実施。

【⻑野県SDGs推進企業登録制度】
・登録事業者数は972者（第９期、R3.7時点)。企業等のSDGs達成に向けた取
組を促進している。
【信州屋根ソーラーポテンシャルマップ】
・⾃治体では世界最⼤の⾯積となるソーラーポテンシャルマップを構築。地域内経済循
環を重視し、地域の施⼯業者を紹介する等の⼯夫も⾏っている。（ソーラーポテンシャ
ルマップアクセス数 R2年度︓19,004回）
【信州地域デザインセンター（UDC信州）】
・2019年８⽉に信州地域デザインセンターを設⽴。2020年度は⼤町市、諏訪市等
15市19案件について⽀援した。

5.取組推進の⼯夫
⻑野県SDGs推進企業登録制度の構築に当たっては、関東経済
産業局、経済団体、⾦融機関、⼤学等のステークホルダーと、信州
屋根ソーラーポテンシャルマップの構築に当たっては、太陽光関係団
体、住宅関係団体、市町村等のステークホルダーと連携し、検討を
⾏った。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
・⻑野県SDGs推進企業登録制度の専⽤WEBサイトによる制度・登録企業のPR、
SDGsをテーマとしたビジネスマッチング等を実施し、企業の取組を⽀援する。
・県⺠参加による太陽光発電設備や蓄電池の共同購⼊を促進し、太陽光発電の普
及拡⼤につなげる。
・先進的なまちづくり事例の収集・ホームページの作成・WEBセミナーの開催により、広く
情報収集・発信、⼈材育成を加速させる。

SDGs全国フォーラム（R3.1）を開催。（視聴者数︓延べ2,536名）
SDGsポータルサイト「信州SDGsひろば」を開設し、イベント・セミナー情報の発信、インスタグラムでの取組事例を共有。
出前講座の講師を市町村、⾼校、⼤学等に派遣。⻑野⾼校と連携し、⽣徒の探求学習を⽀援。

「世界に輝く静岡」の実現
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静岡県静岡市（2018年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

⾸都圏と中京圏との中間に位置する本市は、温暖な気候に恵まれ、古くから東⻄
交通の要衝として発展してきた。しかし、本市の⼈⼝は1990年をピークに年々減少
傾向にあり、2017年には47年ぶりに⼈⼝社会増に転じるという明るい兆しもあるが、
⼈⼝維持までには⾄っていない。 そこで本市では、ＳＤＧｓの推進を市政に組込
み、本市が⽬指す「『世界に輝く静岡』の実現」への加速⼒につなげていく。

2.関連する
ゴール

ＳＤＧｓを様々なステークホルダーと連携し推進する基盤づくりとして、まずは、ＳＤＧｓを共通⾔語と捉える普及啓発に注
⼒してきた。最近では、若者と企業・団体がＳＤＧｓのゴールを共有し、地域課題の解決に取り組む活動が⽣まれている。
「『世界に輝く静岡』の実現」に向け、各項⽬に対応するＳＤＧｓのゴールとKPIをそれぞれ設定し、取組を進めている。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

ＳＤＧｓの推進を「普及啓発」、「情報発信」及び「市政へ
の組込み」の３本柱で⾏ってきた。
【普及啓発】︓重点的に啓発を進める取組としてH30年度に
「ＳＤＧｓウィーク」、Ｒ１年度に「ＳＤＧｓマンス」、R2年
度に「ＳＤＧｓシーズン」を実施した。
【情報発信】︓市内外における講演、メディア出演、雑誌等へ
の寄稿などあらゆる機会・媒体を利⽤した情報発信を積極的
に⾏っている。
【市政への組込み】︓「静岡市ＳＤＧｓ実施指針」の策定や
本指針を踏まえた各種計画への反映など、既存計画の充実
と、施策の更なる推進・拡⼤を図っている。

【普及啓発・情報発信】
ＳＤＧｓの市⺠認知度が全国平均より20%以上⾼い、66%となった。
【ＳＤＧｓ宣⾔事業】
企業・団体のＳＤＧｓの取組の⾒える化を図るＳＤＧｓ宣⾔事業では、R3
年11⽉15⽇時点でＲ４年度の⽬標値（250）を⼤幅に上回る385の企業・
団体が宣⾔している。
さらに、宣⾔企業・団体同⼠が連携し、互いの強みを活かした事業展開や宣
⾔企業・団体を⾦融機関が⽀援するシステムが構築されている。
【ＳＤＧｓユースサミット】
2030年の社会で中⼼的な活躍を期待される若者が主役となり、これからのＳ
ＤＧｓの⾏動を話し合う「ＳＤＧｓユースサミット」を国連と連携し、開催した。
サミットでは、若者が様々な主体と連携し、ＳＤＧｓに取り組む「持続可能な
社会の構築に向けたメッセージ」が採択された。

5.取組推進の⼯夫
庁内各局・各課が、本市のＳＤＧｓ推進における取組姿
勢や役割を理解しなければ、効果的な取組が⾏なわれないこ
とから、「静岡市ＳＤＧｓ実施指針」を策定し、認識や⽅向
性の統⼀を図りながら、局間連携のもと取り組んでいる。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
「普及啓発」を「パートナーシップ」に拡充し、「情報発信」「市政への組込み」との新
たな３本柱でＳＤＧｓを推進する。

・市外からの視察受⼊れ18件（中国三沙市議会、ハワイ州など）
・市外への出講・セミナー25件（国連ＮＹ本部ＳＤＧｓ推進会議、2018国連ハイレベル政治フォーラムなど）
・雑誌等への寄稿15件（⽇経ＢＰ社、⾃治体国際化フォーラムなど）

浜松が「五⼗年、⼋⼗年先の『世界』を富ます」
静岡県浜松市（2018年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

本市は、温暖な「国⼟縮図型都市」、進取の気⾵「やらまいか精神」、多様性と共助にあふ
れた社会といった強み・資源を持つ。浜松市総合計画で描く理想の姿「1ダースの未来」を⽬
指し、外国⼈との共⽣社会の実現や中⼭間地域における持続可能な森林経営、エネル
ギーの安定供給などの課題解決を図る。
※総合計画では、2015年（平成27）年度から、30年後（⼀世代先）の理想の姿をバックキャス
ティング⽅式で設定。
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2.関連する
ゴール

「森林」、「エネルギー」、「多⽂化共⽣」の各分野において、多様なステークホルダーとの連携により、⾃治体SDGsを強⼒に推進していく。「森林」
では、FSC認証を活⽤した持続可能な森林経営のため、林業・⽊材産業の成⻑産業化などに取り組む。「エネルギー」では、エネルギーに対する
不安のない強靭で低炭素な社会「エネルギー・スマートシティ」の実現のため、地域特性を活かした再⽣可能エネルギーの導⼊などに取り組む。
「多⽂化共⽣」では、多⽂化共⽣社会の実現のため、外国にルーツを持つ⼦どもたちへの教育⽀援などに取り組む。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

【森林】
・森林組合や⽊材関係事業者等の雇⽤を創出・拡⼤、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
や国内外への販路拡⼤の推進など
【エネルギー】
・導⼊⽇本⼀である太陽光発電をはじめ、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促進など
【多⽂化共⽣】
・外国にルーツを持つ⼦どもたちの不就学をなくし就学促進を図ること、外
国にルーツを持つ⻘少年の義務教育期後のキャリア⽀援など

【森林】
・FSC森林認証によるブランド化や地産・地産外商の両⾯に取り組むとともに、林業従事者の確
保・育成に向けた⽀援等を⾏い、⽊材⽣産量が増加

5.取組推進の⼯夫
【森林】持続可能かつ適切な森林経営を推進するため、浜松地域FSC・
CLT利活⽤協議会等と連携し、FSC認証の認知度向上を図るとともに、
FSC認証材の流通・販路拡⼤に努めた。
【エネルギー】エネルギービジョンの実現を⽬指し、⺠間事業者を主体とした
事業の実現に向けた連携や⽀援に努めた。また、エネルギー先進市として、
2050年までの⼆酸化炭素排出実施ゼロを⽬指し、浜松市域“RE100”
宣⾔（R2.2）を⾏った。
【多⽂化共⽣】外国⼈の⼦どもの不就学ゼロを実現するため、推進体系を
整理した「浜松モデル」に沿って実施した。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

◆森林組合等における年間素材⽣産量（万㎥） H30︓11.８ ⇒ R1︓14.1 ⇒ R2︓11.0

・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、市町村別取得⾯
積は全国第1位
◆FSC森林認証⾯積（ha） H30︓45,270 ⇒ R1︓48,542 ⇒ R2︓49,130

【エネルギー】
・太陽光発電のけん引により再⽣可能エネルギーの導⼊が進展

◆エネルギー（電⼒）⾃給率（%） H30︓14.9 ⇒ R1︓16.0 ⇒ R2︓17.7

【多⽂化共⽣】
・関係機関との連携により、就学状況の継続的な把握に努め、訪問による⾯談やカウンセリングを
はじめとしたきめ細かな⽀援を実施した結果、不就学者はゼロ近くを維持
◆外国⼈の⼦どもの不就学児童⽣徒数（⼈） H30︓2 ⇒ R1︓4 ⇒ R2︓2

7.今後の展開策
【森林】⼯務店や設計者等との連携を進め、⾮住宅建築物でのFSC認証材使⽤を進めることで更なる認
知向上及び利⽤拡⼤を図るとともに、天⻯美林の多⾯的機能の維持・拡⼤を⽬指す。
【エネルギー】各プロジェクトの検討を進めるとともに、⺠間事業者との更なる連携や⽀援を進め、各事業の実
証や実装の実現に向けたフェーズアップを⽬指す。
【多⽂化共⽣】外国⼈の⼦どもの不就学ゼロを⽬指し、外国⼈学校を始めとする関係者と連携・協⼒を継
続する。また、外国にルーツを持つ⻘少年が⾃⾝の将来を⾒据えることができるよう⽀援を続ける。

【森林】他⾃治体が参加する特別区全国連携プロジェクトで取組を発表。
【エネルギー】他⾃治体や企業が参加する展⽰イベントや雑誌取材などで取組を発表。
【多⽂化共⽣】外国⼈の⼦どもの不就学ゼロ作戦事業の推進への関⼼が⾼く、報道や⾃治体からの問合がある。

みんながつながる ミライにつながるスマートシティ
愛知県豊⽥市（2018年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

⾃動⾞産業の⽣産拠点が集積した産業都市でありながら、市域の７０％の森林を
有する⼈⼝約42万の中核市。都市と⼭村の2⾯性を合わせ持ち、地域ごとに多様
な⽂化や暮らしがあり、地域課題も多種多様。本市では、先進技術や実証事業を
積極的に取り⼊れ、官⺠相互連携し、多様なステークホルダーと共働することで、
様々な地域課題の解決を図っている。
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2.関連する
ゴール

官⺠相互連携のプラットフォームとして、本市をフィールドに先進技術実証を⾏うことを⽬的とする「豊⽥市つながる社会実証推
進協議会」、SDGｓの普及啓発を⽬的とする「とよたSDGｓパートナー」がある。地域⼈材の知⾒や資源、技術をつなぎ補完
しあうことで、地域課題の解決を図り、ビジネス創出、まちといなかの魅⼒、⼈とのつながりや⽣きがいを促進するといった市⺠⽣
活の向上といった好循環を確⽴した持続可能な都市を⽬指す。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

【SDGs×新しい⽣活様式ミライのフツーをつくろうプロジェクト】
 新型コロナウイルスの感染拡⼤で⽣活が変わり発⽣した新たな
課題を様々なステークホルダーとのパートナーシップで解決を図
る。
 お困りごと解決マッチング／地域経済活性化キャンペーン／
「在宅避難」外部給電機能活⽤／リモートガイドツアー
【SDGｓ国際会議（Zoom使⽤ オンライン）】
Think SDGｓ2021 in とよた〜Smart and
Sustainable Communities with COVID19〜
 UNCRDと共催。豊⽥市のSDGｓ重点分野（エネルギー・モ
ビリティ・ウエルネス）をテーマに国内外の事例を踏まえて考える。
 同時通訳、⼿話通訳、YouTube配信対応

 フードデリバリー「T+CAGO（ティーカーゴ）
コロナ禍で売り上げに悩む市内飲⾷店と外⾷を楽しみたい市⺠のニーズを
マッチングし、アプリと超⼩型EVを活⽤したデリバリー事業を開始
 災害発⽣時における「3密防⽌策「SAKURAプロジェクト」
外部給電機能を「ふやす」「つなぐ」「つかえる」仕組みづくり
実績︓ブラックアウト体験ツアー開始、次世代⾃動⾞を活⽤した給電体験
会
協⼒︓トヨタ⾃動⾞、販売店、スマートハウス出展者
 SDGｓ国際会議 実績
視聴者数︓3,625名 国内47都道府県及び海外20か国
とよたSDGｓパートナー（15団体）が、ワーキング（全6回）を経て登壇
会議終了後、３つのテーマで⾃律的に活動を継続
①教育・次世代育成、②災害・まちのお助け隊、③おたがいさま会議

5.取組推進の⼯夫
とよたSDGｓパートナーを中⼼としたステークホルダーが⾃発的に
取り組みを進められるよう事務局は、できるだけ取組のサポートに
徹するように⼼がけた。
8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
とよたSDGｓパートナーの登録制度の有効期限（令和5年3⽉末）を⽬途に制度
内容を⾒直し、「認証」制度の構築に向けた検討をR3年度から順次開始していく。

・⾃治体SDGｓ経営モニタリングツール研究会
国連地域開発センター（UNCRD）が主催し、⼤⽇本コンサルタント、名古屋市、豊⽥市、凸版印刷㈱、ESRIジャパン㈱がパートナーと
して、地域レベルのＳＤＧｓ達成状況を評価・モニタリング指標を含む仕組（⼿引き）の開発をおこなう。
オンラインセミナー「地域で取り組むＳＤＧｓ経営と効果的な情報発信」を7/10、2/５に開催し、ＳＤＧｓ経営に興味をもつ⾃治体に
向けて研究会での取組成果について情報発信を⾏った。

持続可能な御⾷国の創⽣
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三重県志摩市（2018年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

志摩市は複雑に⼊り組んだリアス海岸が特徴であり、1946年には、市のほぼ全域が伊勢志摩
国⽴公園の指定を受けている。農林漁業者の⾼齢化と後継者の不⾜が顕著となって従事者数
が激減しており、観光資源として重要な御⾷国の⾷材確保が懸念される状態である。持続可能
な⾷材の普及・情報発信や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
みを推進し⽔産資源の管理推進にも取り組む。

2.関連する
ゴール

我が国でも最も歴史ある「⾷のブランド地域」であり、⾷⽂化を持続可能にしていくために、⾷材を⽣み出す⾃然環境【環境】と農林⽔産業【経
済】及び⾷にまつわる歴史や⽂化【社会】の三側⾯を密接に連携させて取組みを進める必要がある。三側⾯をつなぐ「持続可能な⾷⽂化の軸」
を明確にするとともに、多様な地域資源への展開を図っていく。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

【御⾷国⾷⽂化創⽣事業】
豊かな⾃然環境の保全や
産業振興、地域の伝統⽂化
の継承に向けた動きを統合
するため、御⾷国としての
「⾷材・⾷⽂化」とは何かを
明確に定義づけることにより、
まちづくりの「軸」を明確にする。

本市の豊かな⾃然や、地域の歴史・⽂化を守り伝えることや、御⾷国の⾷材を中⼼とする地域
ブランディングの推進が、環境・社会・経済の三側⾯での⾃律的好循環を⽣み出す。
未来を担う⼦どもたちへの「学校における環境教育の推進」のKPIは順調に推移し、⽬標値を
達成した。⼀⽅、「御⾷国⾷⽂化展開事業」「⽔産資源管理の推進」などは、コロナ禍の影響や
地球温暖化の影響等によりKPIの数値悪化がみられる。
本市の魅⼒は 環境⇒ ⾃然環境・景観
経済⇒ ⾷材・観光
社会⇒ ⼈のつながり・⽂化・伝統
から成り⽴っている。
近年の「磯焼け問題」では、⼈のつながり⇔ガンガゼ駆除による御⾷国の⾷材を守る⇔⾃然環境
を守る、「海ごみ対策」として、⼈のつながり⇔海洋プラスチックごみ問題への連携⇔アップサイクル
による付加価値創出、「⼲潟・藻場再⽣」では、環境教育⇔⼲潟・藻場再⽣ ⇔海洋資源であ
る⾷材を守る、といった循環活動をステークホルダーとともに加速させている。

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

2018年度には、「御⾷国」の⾷⽂化を活かして地域の活性化を図る
ために、国際的な地域⾷⽂化学習プログラムとする地域資源の洗い出
しや、国際発信を⾏う⼈材育成を⾏うための取組を⾏った。現在はコロ
ナ禍の影響を受け、アフターコロナを⾒据えた国内向けのプログラム構
築への⽅向転換も視野に⼊れる必要がある。

今秋構築予定の宣⾔制度を⽪切りに、宣⾔を⾏うステークホルダー全体をプラットフォーム
（志摩市版SDGｓ官⺠連携プラットフォーム（仮称））として捉え、ステークホルダー同⼠
がつながり、新たな連携を⽣み出し、持続可能な取組の⾃⾛を促す。SDGｓの視点から
様々な取組を「⾒える化」する中で、「⾷・⾷⽂化」の⾯でもつながりの創⽣、新たな情報発
信や三側⾯の連携、循環を図る。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

2020年度 ◆⾷⽂化振興の取組に関するヒアリング（オンライン）︓⽂化庁参事官 ◆視察受⼊︓1団体（⼀般財団法⼈地⽅⾃治研究
機構) ◆研修等開催︓2030中⽇ジュニアキャンプ（主催︓中⽇新聞社、共催︓志摩市、⿃⽻市、特別パートナーシップ︓
国際連合地域開発センター（UNCRD）、オフィシャルパートナー、オフィシャルサプライヤー等多数）、オンライン講演会︓「豊かな海と持続可
能な⾷⽂化」（講師︓セイラーズフォーザシー⽇本⽀局理事⻑ 井植 美奈⼦⽒）

多様性を認め合い未来を創造する都市・堺
⼤阪府堺市（2018年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

堺市は、⼤阪府の中部に位置し、82万⼈の⼈⼝を有する政令指定都市である。世界⽂
化遺産の百⾆⿃古墳群をはじめ数多くの歴史・⽂化資源を有するとともに、優れた技術を
有するものづくり企業が集積する全国屈指の産業都市である。他⾃治体と同様に、⼈⼝減
少・⾼齢化率の上昇による社会保障費の増⼤や地域経済の縮⼩など持続的な都市経営
への影響が懸念される。堺発のイノベーションの創出など、地域経済の成⻑を促すとともに、
都市魅⼒の向上や、先進的な環境政策の推進により、都市の持続的発展をめざす。
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2.関連する
ゴール

SDGsの達成を⾒据えた持続可能な都市経営を実現するため、SDGsの理念を踏まえ、経済⾯では、イノベーションの創出や⺠間投資
の誘導などを推進し、地域経済の成⻑を促す。環境⾯では、都市の脱炭素化に向けた先進的な取組などを推進し、環境に配慮した都
市構造の形成を図る。社会⾯では、市⺠の健康や暮らしを守りながら未来を担う⼦どもたちの成⻑を⽀え、多様性を認め合う、誰⼀⼈取
り残さない社会の構築を推進する。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

◆さかいSDGs推進プラットフォームの運営
市域内外を問わず、企業や団体等の多様なステークホルダー間の
パートナーシップ強化及びその⾃律的なSDGsの取組の促進を図る
ため、「さかいSDGs推進プラットフォーム」を構築し、運営する。

◆さかいSDGs推進プラットフォームの構築
令和3年5⽉26⽇に「さかいSDGs推進プラットフォーム」を構築
（290会員、令和3年8⽉現在）。SDGsに関する様々な情報
や同プラットフォーム会員によるSDGs取組などを集約し、堺市ホー
ムページや広報誌等による情報発信をきっかけに、企業や団体等
との取組促進や、連携強化につなげている。
◆さかい・コネクテッド・デスクによる公⺠連携の促進
令和2年7⽉29⽇に「さかい・コネクテッド・デスク」を開設
（企業2社との包括連携協定締結（締結数累計15件︓9企業、6⼤学）。10の実
証プロジェクトの実施。令和3年8⽉現在）。公⺠連携の窓⼝として、発⾜から約100
以上の⺠間事業者との接点を作り、製薬⼤⼿企業との事業連携協定の締結や、AIな
どの先端技術を活⽤した実証プロジェクトを実施。

◆さかい・コネクテッド・デスクの運⽤
地域の活性化や都市魅⼒の向上、あわせて⺠間のビジネスチャン
スの拡⼤を図るため、⺠間事業者に開かれた窓⼝の⼀元化と庁内
事業課への橋渡しや総合調整を⾏い、公⺠連携の取組を推進す
る。

5.取組推進の⼯夫
・堺市ホームページ等を通じて、本市取組やさかいSDGs推進プラッ
トフォーム会員のSDGsの取組情報などを発信し、市⺠や企業、団
体等のSDGs取組への意識醸成を図っている。
・本市がこれまで培ってきた多様なステークホルダーとの連携、協働を
ベースとして、さかい・コネクテッド・デスクを構築し、公⺠連携による
取組の推進を図っている。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
SDGsのさらなる推進に向けて、「さかいSDGs推進プラットフォーム」の会員の増員によ
る連携促進と、企業等のSDGs取組への登録認証制度の構築や、⾦融機関等との連
携により、SDGsファイナンスの制度創設に向けた取組を進める。

堺市ホームページでのさかいSDGs推進プラットフォーム会員の取組内容の発信や同会員と連携したイベント等の開催を通じて、市域内外
に情報を発信。

〜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〜
奈良県⼗津川村（2018年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

⼗津川村の⼈⼝は3,162⼈（2020年10⽉時点）、⾼齢化率45.8％と少⼦⾼
齢化・過疎化が進んでいる村である。主要産業は、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。本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うえでの課題先進地となっているため、課題解決に向けて⼗
津川村SDGsを構築していく。
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2.関連する
ゴール

「⼗津川村SDGsモデル構想」を進め、主⼒産業の衰退課題の解決に向けて、林業・観光業の総合的な事業運営による産
業の創出を図ることで、若者の移住促進、関係⼈⼝を増加させ、⼈⼝減少による担い⼿不⾜を解消し、豊かな⾃然環境の
保全や限界集落を維持することが可能とするための、村づくりを進める。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

・新型コロナウイルスの感染拡⼤の影響を受け、インバウンド旅⾏者
の受⼊れはできていない。

起業数 2015年 0件 → 2020年 2件（地域おこし協⼒隊）
インバウンド旅⾏者の拡⼤ 2019年 1329⼈ → 2020年 9⼈（コロナの
影響）
空き家バンクの成約数 2019年 9件 → 2020年 17件

・コロナ禍で注⽬されている
ワーケーションの受⼊環境を
強化するため、各観光拠点
において整備した。
・森林施業に関するガイド
ラインを策定し、安全と環境
に配慮した森林づくりに
取り組んでいる。

5.取組推進の⼯夫
⼗津川村での体験型観光メニューはインバウンド旅⾏者にも好評で
あったが、新型コロナウイルス感染拡⼤により、観光業に⼤きな影響
を受けている。インバウンド旅⾏者に限らず、ワーケーションへの新た
な取組をはじめ、多⾓的な観光の⾏うことにより、⼗津川村の良さを
伝えることが可能となるため、観光を⼊り⼝とし、移住定住・⼆居住
⽣活の促進を図る。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

SDGs関連オンライン授業（⽴命館⼤学）

🔶ワーケーション受⼊施策「遊ぶ広報」を実施した。
＊遊ぶ広報とは・・「関係⼈⼝の創出」と、インバウンド需要回復後の「⻑期滞
在が可能な滞在環境づくり」を⽬的に、リモートワーカーを誘致し、３泊４⽇程度
のモニタリングを実施し、現地での体験SNS等で発信してもらう取組。
https://asobu-koho.studio.site/
7.今後の展開策
・コロナ禍では、過疎地域の関⼼が⾼まっている状況にあり、空き家を活⽤した、短期移
住体験施設を整備し、緩やかに村とかかわる取り組みを続け、関係⼈⼝、移住者の促
進に繋げられる取り組みを⾏う。
・奈良県フォレスターアカデミーなど、県の施策と連携を深め、林業従業者数の増加を図
る。
・⽊質バイオマス燃料の活⽤に関する検討を進める。

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
岡⼭県岡⼭市（2018年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

岡⼭市は、病院や医療従事者などの医療資源を豊富に有しており、特に⼥性の平均寿命が⻑
い⻑寿のまちである。しかし、市⺠⼀⼈当たりの⽣活習慣病関連医療費が、全国平均より約10
万円⾼いなど、健康寿命の延伸が課題となっている。そこで、市⺠が⾃らの健康状態を適切に
把握し、健康増進に積極的に取り組むことを促すとともに、健康になった先に⽣きがいをもって活
躍できる場を創出するなど、健康で⽣涯活躍できるまちづくりに取り組んでいく。
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2.関連する
ゴール

岡⼭市の特徴である豊富な医療資源を活⽤し、健康の⾒える化や遠隔健康医療相談、⽣涯活躍就労⽀援、健康教育の推進を柱とする
「SDGs健康好循環プロジェクト」を推進する。また、岡⼭市が2005年から取り組んできた持続可能な地域づくりを⽬指すESD活動の成果を活
かし、SDGsの普及啓発と理解促進を図るとともに、様々なステークホルダーの主体的な活動を活性化させ、SDGs達成に向けた⼈材の育成に
取り組むことで、地域の特性を踏まえた持続可能なまちづくりを推進する。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

◆SDGs健康好循環プロジェクト
《健康⾒える化事業》…特定健診の結果や⽇々の⽣活習慣などから
AIが将来の健康のリスクを可視化し、アプリによる⼀⼈ひとりに適した⽣
活習慣改善プログラムを実施。
《SIBを活⽤したヘルスケア推進事業》…⺠間企業のヘルスケアサービ
スの提供と市⺠の利⽤により、⾝近に健康がある環境整備を推進。
《SIBを活⽤した⽣涯活躍就労⽀援事業》…課題を抱えている⾼齢
者等を就労等に結び付け、地場企業の担い⼿不⾜を解消する。
《遠隔健康医療相談事業》…⼦育て中の親を対象として、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する。
《健康教育推進プロジェクト》…⽣活習慣や健康リスク、健康改善プロ
グラムなどについて、市⺠とともに健康について考える場を設ける。
◆普及啓発活動の推進
・市⺠へのSDGsの理解促進を図るイベントの開催。
・様々なステークホルダーの取組を共有するフォーラムの開催。

◆SDGs健康好循環プロジェクト
《健康⾒える化事業》…国保被保険者の健康リスク者を対象にした、アプリによる⽣活習慣改善プログラムを2019年
11⽉に開始。
《SIBを活⽤したヘルスケア推進事業》…運動や⾷⽣活などの市⺠や企業等の健康的な取組にインセンティブを付与し、
⽣活習慣病予防を推進する健康ポイント事業「おかやまケンコー⼤作戦」を2019年4⽉から開始。2021年3⽉時点
で参加者は13,393⼈となる。
→KPI「⽣活習慣改善メニューを提供する企業の数」が68企業(2020年度実績)となり、2020年度⽬標値を⼤きく
上回っている。
《SIBを活⽤した⽣涯活躍就労⽀援事業》…総合受付として「⽣涯かつやく⽀援センター」を設置し、社会福祉協議会
と⺠間就労⽀援機関２社が連携し、マッチング⽀援や定着⽀援、企業に対し⾼齢者雇⽤への理解促進を⾏っている。
→KPI「就労・社会参加につなげた⾼齢者等の⼈数」が2018年度210⼈から2020年度751⼈となった。
「柔軟な働き⽅の提供等により⾼齢者等を積極的に雇⽤する企業数」は224社となり、2020年度の⽬標値を⼤
きく上回っている。
《遠隔健康医療相談事業》…2019年7⽉から市内在住0歳児約6,000⼈の保護者を対象に開始。
→KPI「児童の軽症救急搬送件数」が2016年度1823件から2020年度1299件となった。
適正受診の啓発効果により、2020年度の⽬標値を⼤きく上回っている。

5.取組推進の⼯夫

《健康⾒える化事業》…2019年度から国保被保険者を対象として事業を開始したところであるが、今後は医療機関
等の他関係機関にも展開し、効果を検証したうえで普及を検討していく。
《SIBを活⽤したヘルスケア推進事業》…市⺠が⾝近に健康的なサービスを受けられる環境を引き続き整備し、参加者
の健康的な⽣活の習慣化を促進していく。
《SIBを活⽤した⽣涯活躍就労⽀援事業》…効果的なPR活動等により意欲ある⾼齢者の登録を促進し、⾼齢者の
ニーズに合った就労のマッチング⽀援を今後も⾏っていく。

健康好循環プロジェクトの事業実施にあたり、⺠間資⾦を活⽤する
SIB⼿法を導⼊。また、ESDの取組で構築したネットワークを活かし、
産官学⺠と協働でSDGs達成に向けた様々な普及啓発事業を実施。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策

・アジア太平洋RCE会議、ユネスコカタール会議、国内RCE実務者会議などにおける本市の取組発表（オンライン）…6件
・市外の⾃治体議員、⼤学などによるSDGs関連の本市視察受⼊…4件
・RCEやユネスコ関連組織などが主催する会議（オンライン）に参加…31件
・岡⼭市が連携中枢都市圏に関する連携協約を結んだ７市５町とともに、職員、市⺠を対象にしたESD研修を実施…2件

永続的発展に向けた地⽅分散モデル事業
岡⼭県真庭市（2018年度選定）

1.地域特性と
課題及び⽬標
3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

中⼭間地域における地⽅分散型のモデル地域を⽬指し、⼈⼝減少の抑制と年齢構成の
偏在の解消に向け、既に効果が発現している地域エネルギー活⽤を進め、エネルギー⾃給
率100％を⽬指すとともに、地域資源を活⽤した循環型の「回る経済」を確⽴する。
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2.関連する
ゴール

多様なステークホルダーの連携により、⽊質バイオマス発電の推進によるエネルギー⾃給率の向上や⽊材需要拡⼤へ向けたＣＬＴ等の活⽤促
進を⾏うとともに、蓄積したノウハウを⽣かして、バイオ液肥（⽣ごみ活⽤）や牡蠣殻を活⽤した⾥⼭⾥海資源循環農業による循環型の「回る
経済」をつくるとともに、市⺠に分かりやすくSDGsの理念を伝える普及啓発を実施し、市⺠の誇り（シビック・プライド）の醸成とPRを図る。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

◆地域分散型社会・経済モデルの構築
林業⽊材産業・バイオマス産業による経済・社会・環境を繋ぐ地域システム
のノウハウを基に、地域分散型モデルの形成へ向け、市⺠を巻き込み地域資
源を活⽤した、新たな地域経済構造の定着を⽬指し、次の事業を推進。
①「⽊を使い切る真庭」事業
・⽊質バイオマスエネルギー利⽤やＣＬＴ等⽊材利⽤の推進
②「有機廃棄物資源化」事業
・⽣ゴミの資源化による液肥活⽤の推進
③「⾏ってみたくなる、住んでみたくなる」事業
・着地型観光（バイオマスツアー真庭）の推進
④「将来モデルの検証及び今後の政策検討
・ＡＩを活⽤し将来予測を実施し政策検討へ活⽤

◆地域分散型社会・経済モデル
①「⽊を使い切る真庭」事業

◆普及啓発活動の推進
・地域内の多様なステークフォルダーの合意形成、交流促進を⼀層促進する
ため、「真庭ＳＤＧｓパートナー制度」を創設（2018.11⽉）
・市⺠を巻き込んだ普及啓発及び合意形成の場（真庭ＳＤＧｓ円卓会
議や出前講座など）を創出。
・真庭市のごみから制作した現代アート「真庭のシシ」によるＰＲ継続実施

・⽊質バイオマス発電事業︓売電収⼊23億円、燃料購⼊14億円、関連雇⽤者数50⼈、公共施設
83施設以上で電⼒利⽤ → エネルギー⾃給率︓33％、CO2削減︓約11.5万tーCO2/年
・CLT事業の展開︓三菱地所・隈研吾設計事務所と連携し晴海からＣＬＴパビリオンを移築
→ GREEnableHIRUZENとしてR3.7⽉に施設Open

②「有機廃棄物資源化」事業

・⽣ゴミ資源化 → バイオ液肥活⽤⾯積︓16ha/年、ゴミの減量︓約1.1万t/年

③着地型観光商品の開発
・市⺠向けのSDGｓ関連施設の⾒学を⾏う市内SDGｓツアーを創出
→ ツアー利⽤団体74件、1,581⼈（R2年度）

④「将来モデルの検証及び今後の政策検討

・ＡＩを活⽤した将来予測（市の持続可能性の実現は、回る経済の深化・実体化と、⼈材育成の相
乗効果が必要）を⾏政計画作成へ活⽤
→ R2.12⽉︓第2次真庭市総合計画改定及び第2期まち・ひと・しごと創⽣総合戦略策定

◆普及啓発活動の推進
・真庭SDGsパートナー︓189団体・15個⼈（R3.8末現在）
・真庭SDGs円卓会議（R1.10⽉設⽴）︓ R2年度開催（R3.2⽉、197⼈出席・Web配信有り、円
卓は若⼿と⼥性が中⼼、⾼校⽣が司会進⾏等、テーマ「草の根的な動きをつくる」）

・真庭SDGｓミーティング︓全5回のミーティングでSDGｓ伝道師を育成（R2︓第1〜2回開催）

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

市内外の様々なステークホルダーとの連携の仕組みとして、「真庭ＳＤＧｓパート
ナー」が情報収集・意⾒交換等を⾏う、「真庭ＳＤＧｓ円卓会議」や「真庭ＳＤＧ
ｓミーティング」を⾏い、取組状況の確認やアイディア出しなどを⾏いSDGsの取組を
推進することで、市⺠を含めた合意形成を実施。
また⾏政の取組をSDGｓのゴールごとへ⾒える化しHPにて公開。

・⽊質バイオマス利活⽤については、広葉樹活⽤の検討を実施。
・⽣ゴミ資源化事業については、実証プラントから本格プラントへ向け、2024年度本格稼働を⽬指す。
・SDGｓミーティングの継続実施︓パートナー同⼠の連携プロジェクト創出を⾏い具体アクションを起こす。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

（ツールとして活⽤できる三側⾯の強み・弱みがわかる団体カードを活⽤したプロジェクト共創カードゲームを検討。）

・SDGｓ伝道師の活躍の場となる、出前授業やツアーなどで活⽤可能な教材やカリキュラム等検討開始。

SDGｓ関連視察等は新型コロナウイルスの影響により近隣地域が⼤半であるが、メディア掲載効果も含め、取組の波及促進を期待。なお、真庭SDG
ｓパートナー制度と類似の「宣⾔制度」について、全国的にも取組が増えており、「円卓会議」や「ミーティング」といった次の展開に係わる問い合わせ等が
増加している。⇒視察・講演等︓17件（岡⼭県奈義町、姫路⼥学院、岡⼭県⽴⼤学など）、メディア掲載︓３件（ソトコト5⽉号など）

広島県ＳＤＧｓ未来都市計画
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広島県（2018年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

広島は，⼈類最初の原⼦爆弾による破壊を経験し，その廃墟から復興を成し遂げた地で
あり，この経験から，「核兵器のない平和な世界の実現」に向け，取組を進めてきた。
しかし，県を含む様々な主体による取組は，相互連携に乏しく，世界に向けた発信⼒も
⼗分ではない。また，⼈材，知識，資⾦等の集積も課題である。
そのため，⺠間セクターの巻き込みによる持続性の確保や若い世代への平和学習機会の
提供による⼈材育成等をとおして，2045年に向けた次期国連⽬標に「核兵器のない平和
な国際社会」が位置づけられることを⽬指す。

2.関連する
ゴール

「2020世界平和経済⼈会議ひろしま」の開催により，企業やＮＰＯ/ＮＧＯなどのマルチステイクホルダーとの連携を深め，協働して平和の取
組を⽣み出すためのプラットフォームの整備を進める。併せて，県内企業等へのSDGsに係る普及啓発を⾏う。
また，世界の⼈々，特に次世代を担う若者に対し，平和学習の機会を提供し，平和貢献⼈材の育成を図る。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

●「2020世界平和経済⼈会議ひろしま」の開催
政治，経済，国連・政府機関，⼤学研究機関，ＮＧＯ/Ｎ
ＰＯ等の各界で活躍する国内外の要⼈を招聘し，SDGsを通じ
た国際平和への取組を加速させるために議論し，その内容を広く
発信・共有した。
●SDGsビジネスセレクトブックの制作
県内⼤学⽣に対し，SDGsビジネスについての学習機会を提供し，
⼈材育成を図った。また，企業訪問・ヒアリングを実施し，その成果を
取りまとめ，ウェブサイト等で広く発信した。
●計画への反映
2020年度策定の新たな総合計画に，SDGsに関して，県の⽬指
す姿と⽅向性は同じである旨が記載された。

●SDGsビジネス孵化⽀援助成件数
SDGsビジネス参画企業等が増加した。
0件（2018年）→66件（2020年）となり，2020年度⽬標を達成した。
●県及び県の関係機関で平和を学ぶ⼈数
平和を学ぶ⼈数は順調に増加している。
県が制作したオンライン講座のウェブサイトを利⽤した発信等事業により，国内外を問
わず，様々な世代の⼈が平和について学習する機会を提供し，平和に向けた意識醸
成が図られた。
28,585⼈（累計・2019年）→50,650⼈（累計・2020年）となり，2020年度
⽬標を達成した。

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

・県内企業等のSDGs認知度向上のため，他団体主催の勉強会，
イベント等，機会あるごとに県の事業説明や参画促進を⾏った。
・YouTubeを利⽤し，国内外への発信⼒の向上を図った。

・これまで県の事業に参画した団体等を対象に，SDGsに係る交流会を開催している。
ここから輪が広がりつつあり，今後，プラットフォーム化を⽬指す。
・既存の教育や研究に関するネットワークを拡⼤・強化する。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

・独⾃のウェブサイトを構築し，SDGsを含む県の平和に向けた取組等を広く発信・共有している。

「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〜
⼭⼝県宇部市（2018年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

本州⻄端の⼭⼝県の南⻄部に位置する宇部市は、明治期以降に⽯炭産業の振興により
急速に発展し、ばいじん公害等の社会問題を「宇部⽅式」と⾔われる「産・官・学・⺠」連携
により克服してきた。現在、⼈⼝減少や超⾼齢化社会による⼈材不⾜や産業規模の縮⼩
が課題となっているが、地域に受け継がれてきた「共存同栄・協同⼀致」の精神を基に、多
様な主体と連携し、地域の「⼈財」育成・活躍推進を図るとともに、IT、IoTを有効に活⽤し
て、産業や地域づくりに展開していくことで、持続可能なまちづくりを⽬指す。

35

2.関連する
ゴール

⾼度化したテクノロジーを活⽤して地域内産業のイノベーションを進めるとともに、起業・創業の場づくりを⾏い、多様な働き⼿の確保・育成
に取り組む。また、共⽣社会ホストタウンを推進することで、誰もが安⼼していきいきと暮らせるまちづくりを進める。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

■「SDGs推進センター」×「イノベーションセンター」によるSDGs推
進プラットフォームを設置

■SDGsの達成に向けて取り組んでいる、または取り組む意欲のある個⼈・団体の取組
⽀援・強化や相互連携を⽬的とし、相互交流や情報交換を通じて連携できる「SDGsフ
レンズ制度」を設⽴

「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」が持つ、「⼈」「情報」「技術」を効果的に共有・活
⽤することで、様々な社会的課題の解決に向けた多様な主体の連携を図
り、事業化・創業実現、産業の多様化、多様な働き⼿の確保育成に繋げ
る。SDGsに関する相談・問合せの対応やセミナーを開催。

■将来を担うSDGs⼈材の育成

⽣息環境展⽰を採⽤した「ときわ動物園」をフィールドに、「せかい︕動物
かんきょう会議」を実施し、将来を担う⼦ども達へSDGs教育を推進する。

→2021年3⽉31⽇現在︓144（個⼈会員54、団体会員90）

■SDGsの普及に繋がる様々なイベントを外部団体と協同開催し、市⺠・団体・企業へ
周知啓発を実施
→2020年度 セミナー、講座、イベント等参加者︓1,126⼈

■「せかい︕動物かんきょう会議」の実施
→2020年度 計10回開催 延べ156⼈参加、インストラクター養成講座 延べ164⼈参加

5.取組推進の⼯夫

■「宇部SDGs推進センター」のWebサイトを開設し、様々な団体やセンターの取組を
発信することで、SDGsの普及啓発を進めた

■市内外の様々なステークホルダーとの連携の仕組みを構築

7.今後の展開策

【オープンイノベーションシステムの推進】市内⾦融機関、学術研究機関
【多様な働き⽅確保の⽀援】ハローワーク、移住・定住サポートセンター
【ESDの推進・環境活動】まちなか環境学習館、宇部市地球温暖化対
策ネットワーク、宇部市国際環境協⼒協会
【地域共⽣型のまちづくり】地域運営組織、地域福祉総合相談センター、
社会福祉協議会 等

8.他地域への展
開状況（普及効果）

■「宇部SDGs推進センター」を拠点に、課題解決に取り組む多様な主体とのマッチング
や活動⽀援、ビジネスチャンスの創出などを図り、宇部SDGsの達成を⽬指す。

■「せかい︕動物かんきょう会議」は、国内外へと展開しており、他地域との情報交換を通してSDGs⼈財の育成に繋がっている。
（2020年度ミャンマーの⼦どもたちと地元⼩学⽣がオンラインで交流）
■視察受⼊2件（滋賀県栗東市、岐⾩県岐⾩市）、フォーラムへの参加2件、講師依頼1件

ゼロ・ウェイストと、ひとづくりでいろどりのあるまちづくり
徳島県上勝町（2018年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)
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上勝町は、⼈⼝1,545⼈（2015年国勢調査）の少⼦⾼齢化が進む四国で⼀番⼩さな町であり、
⾯積の88.5％が⼭林で、そのほとんどが杉や檜の針葉林である。かつては、林業とみかん農業が盛ん
であったが、衰退した後、新しい産業として、いろどり農業（つまもの）が⽣まれ注⽬を浴びている。また、 2.関連する
ゴール
⽇本の⾃治体で初めてゼロ・ウェイスト宣⾔を⾏い、町⺠⼀丸となり、ゼロ・ウェイストの実現にむけ取り
組んでいる。この２つの⼤きな柱を軸に、持続可能な美しいまちづくりを進めている。
上勝町は、「まちづくりは⼈づくり」をテーマにまちづくりを進めてきた基盤があり、その⼀つに、「１Q運動会」がある。１Qとは町⺠が⼀休さんのように地
域の問題を考え、知恵を使ってまちづくりを推進することで、町内を５地区に分け、運動会のように競い合いながら、住⺠⾃⾝がまちの未来をつくって
いくというものである。そのような中、⽇本で初めてゴミゼロ宣⾔を⾏い、ゴミのリサイクル率は全国トップクラスである。そのほか、⽊質チップボイラー導⼊
や⼩⽔⼒発電などエネルギー問題にも取り組んでいる。また、環境問題に取り組んでいる本町だからこそできる付加価値の⾼い農産物（いろどり農
業）を軸に、豊かな地域資源を活かし経済活動につなげている。その他、豊かな⾃然を活⽤し、ヘルスツーリズムや健康プログラムの開発、ローカルベ
ンチャーの起業等についても推進している。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

①彩⼭(いろどりやま)を活⽤した産業振興事業
彩⼭を３つの区分に分け、農林業インターンシップや彩体験等ができる
教育システム、農業と林業のハイブリッドによる実証実験、また森林資源・
森林空間を活⽤した新しい森林の価値の創出、さらには、彩⼭をフィール
ドとし、ヘルスツーリズム、起業塾、ワーケーション事業を展開している。
②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
新ごみステーションの竣⼯と併せて、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」等と思わせる仕組みづくりを⾏う。⺠間
組織と⾃治体が連携し、環境イベントや体験学習、企業連携によるエコ
商品開発等ゼロ・ウェイストブランドを経済活動に発展させる。
③⾃治体広域連携による「ローカルベンチャー」推進事業
地域資源・森林空間等を活⽤したローカルベンチャーの起業推進を⾏
う。また、起業家型⼈材の育成とローカルベンチャーの成⻑⽀援を進め、
地域経済の発展につなげる。

①彩⼭をフィールドとし、各事業の展開。森林空間活⽤した葉わさび等の⽣産実証実験等。
彩⼭活⽤事業の参加者数︓2017年 421名/年→2020年 526名/年
彩⼭活⽤の売上創出額︓2017年 243,940円/年→2020年 6,300,000円/年
農林業関係者の移住者及びビジネス創出者数︓2017年 2名(累計)→2020年 7名(累
計)
林間葉わさび作付け⾯積︓2017年 0㎡(累計)→2020年 500㎡(累計)
②ゼロ・ウェスト認証制度の導⼊、ゼロ・ウェイストセンター(ホテル)の活⽤、町内企業のゼロ・
ウェイストプログラムの導⼊。
ゼロ・ウェイストに呼応する企業誘致数︓2017年 4社(累計)→2020年 6社(累計)
ゼロ・ウェイストブランドの効果による新規来町者︓2017年 11,000⼈/年→2020年
48,177⼈/年
誘致企業による経済効果︓2017年 6,253万円(累計)→2020年19,653万円(累計)
③起業家型⼈材育成のためのプログラム、調査事業の実施
ローカルベンチャーによる売上規模︓2017年 2億4,900万円/年→2020年 3億1,310万
円/年 新規起業者⼈数及び新規事業創出数︓2017年 4件(累計)→2020年 11件
(累計)
起業家型⼈材の地域へのマッチング︓2017年 9⼈(累計)→2020年 24⼈(累計)

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

役場職員・住⺠等が参加し、SDGｓカードゲームの実施。また、上勝町
SDGｓ推進委員会の発⾜。 上勝起業塾、ワーケーションの実施等に
際し、フィールドを彩⼭として積極的活⽤。 新ごみステーションは、町内
産の杉材を使⽤し⽊の温もりに包まれた空間を創出した。

①彩⼭を活⽤した産業振興、起業促進拠点とし、貸事務所の整備 2021年度竣⼯予定
②上勝町ゼロ・ウェイストタウン計画（仮称） 2021年度策定予定
環境教育機関設⽴・プログラム開発 2022年〜2030年
③コワーキングスペースを活⽤した上勝起業塾の開催 2022年1⽉開催予定

8.他地域への展
開状況（普及効果）

SDGｓのゴールにむけて、上勝町SDGｓ推進委員会を通し、各委員による2030年を⾒こしたプロジェクトが始動。また、修学旅⾏や視察、ワー
ケーションの受け⼊れについて、SDGｓプランを構築し、受け⼊れが始まった。

「『真の豊かさ』にあふれ、世界に貢献し、信頼される『グリーン成⻑都市』」を⽬指して 37
福岡県北九州市（2018年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

本市は、本州と海を挟んだ九州の⽞関⼝に位置しており、主な国道や鉄道の「九州の起
点になっていることから、交通や物流の利便性に優れている⼀⽅、⼈⼝減少や⾼齢化、産
業構造の変化といった「将来の⽇本の⼤都市が抱える課題」に⼀⾜早く直⾯している。
ものづくりの技術や公害克服の経験など、本市の強みを⽣かし、経済・社会・環境の統合
的な取組み(課題解決モデル)を発信・展開し、課題解決を図ることで、「真の豊かさ」にあふ
れ、世界に貢献し、信頼される「グリーン成⻑都市」を⽬指す。

2.関連する
ゴール

北九州市のSDGs戦略（ビジョン）である「真の豊かさ」にあふれ、世界に貢献し、信頼される「グリーン成⻑都市」の実現に向け、３つの柱
（1.⼈と環境の調和により、新たな産業を拓く【経済】 2.⼀⼈ひとりが⾏動し、みんなが輝く社会を拓く【社会】 3.世界のモデルとなる持続可
能なまちを拓く【環境】）を中⼼に三側⾯を統合的に取り組み、⾃律的な好循環を⽬指す。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

◆普及啓発
出前講演などにより、SDGsの認知を促進し、本市の取組みを発信。
◆成功事例創出のための取組
「北九州SDGsクラブ」のプロジェクトチーム創出や、「北九州SDGs
未来都市アワード」を実施し、市⺠団体や企業13団体を表彰。
◆未来⼈材の育成
探究学習の成果発表の場「⾼校⽣SDGs選⼿権⼤会」を実施。
◆積極的な情報発信
2020年10⽉、本市は2050年までに脱炭素社会の実現を⽬指す
「ゼロカーボンシティ」を表明。2021年2⽉、再エネ100％電⼒を普
及するためのロードマップ「再エネ100％北九州モデル」を発表するな
ど、再⽣可能エネルギーに係る取組みを積極的に発信。

◆市⺠の認知度の向上

市⺠アンケート調査…５２．３％（昨年度44.9％）

◆優先的なゴール、ターゲットに関するＫＰＩ
・再⽣可能エネルギー導⼊量 2018年:288,000kＷ → 2020年︓408,119kW
・付属機関等の⼥性委員の参画率 2018年︓50％以上→2020年︓53.14%
・アジアの環境⼈材育成のための研修員の受⼊数 2018年:9,083⼈→2020年:9,956⼈
◆地域活性化への貢献
「北九州SDGsクラブ」において、 ①会員同⼠の連携による地域課題解決に向けた市
⺠主体の「プロジェクトチーム」が多数発⾜ ②19の⾦融機関と連携した市内企業⽀援
のための「SDGs経営サポート」や、地域での主体的な防災活動を促進するため企業・
団体8者と連携した「SDGs防災サポート」をスタート。
【2021年8⽉末クラブ会員数:1,423（内訳）企業:533/団体:210/学校:242/個⼈:438】

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

市内部において、市⻑が本部⻑の「庁内推進本部」を設置、全局
の取組みを横断的に推進する「担当課⻑会議」を開催。
また、有識者等が助⾔を⾏う「北九州市SDGs協議会」と多様な
ステークホルダーの交流や連携を促す「北九州SDGsクラブ」により、
産官学⺠が⼀丸となった活動を促進。
さらに、市教育⼤綱の改訂、⼩・中学校のSDGs副教材作成、⾼
校や⼤学との連携、市⺠センターでの活動⽀援など、SDGs推進の
ための⼈財の創出、育成に取り組んできた。

洋上⾵⼒発電等のエネルギー、ロボット、⾃動⾞、DXなど、本市の「ものづくり技術」等
を活かし、経済・社会・環境を統合的に解決できる産業を創出し、地域経済の活性化、
ブランド構築や市⺠のQOL向上を⽬指す。
また、SDGsの達成に寄与する市内企業・団体の取組みを「⾒える化」する「北九州
SDGs登録制度」の創設や、⾦融機関と連携したSDGs推進企業の⽀援により、
SDGsの普及・実践を図り、成功事例を創出するとともに、九州の各⾃治体においても
SDGsの取組みが広がるよう連携を深めていく。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

「脱炭素都市国際フォーラム」（オンライン開催）への参加、「地⽅創⽣SDGs官⺠連携プラットフォーム総会」での事例発表。
オンライン等を活⽤した出前講演（４３件）、視察受⼊（２件）、専⾨誌等への寄稿（６件）など。

壱岐活き対話型社会「壱岐（粋）なSociety5.0」
⻑崎県壱岐市（2018年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

・壱岐市は九州本⼟と朝鮮半島との間にある⽞界灘に浮かぶ島で、⼈⼝が約27,000⼈の
市。近年は少⼦⾼齢化により⼈⼝減少が著しい。2030年には20,503⼈まで減少予測。
・経済⾯では「従来型１次産業スタイル」、社会⾯では「少⼦⾼齢化に伴う前例のない将
来課題への不安」、環境⾯では「持続可能な環境づくり」が課題となっており、それを解消す
るために「壱岐(粋)なSociety5.0」を推進していく。
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2.関連する
ゴール

・2000年続く交流・対話の島の歴史を未来へとつなぐとともに、先端技術を積極的に取り⼊れ、少⼦⾼齢化等の社会的課題の解決と基幹産
業である1次産業を中⼼とした経済発展を両⽴する。
・現実・仮想ともに様々な⼈や情報につながることで、イノベーションが起こり続け、あらゆる課題に対応できるしなやかな社会を作るとともに、⼀⼈
⼀⼈が快適で活躍できる社会を⽬指す。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

(1)アスパラガスの⼟壌調査・分析、農家の潅⽔データ取得により、
⾃動灌⽔AIモデルを構築。
(2)ドローン⾃動航⾏の実証実験の実施、ドローンを活⽤した事業
構築の課題と展望を整理。交通インフラを活⽤した⾃動運転技術
導⼊に向け、本市の移動課題の整理と全体構想の策定。
(3)アスパラガスの規格外を活⽤した商品開発。
(4)市⺠主体のみらい創り対話会の実施。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の実施。
(5)市内外にSDGsを広く普及・浸透させるためのイベントの開催。
(6)市⺠を対象としたIoT教育プログラムの実施。
(7)市内中学⽣を対象としたSDGs環境プログラムの実施。

・アスパラガスの⽣育・収量に⽔収⽀（⽔はけ）が⼤きく影響していることがデータにて科学
的に実証できた。優良農家の潅⽔作業を気候、⼟壌データとともにAIに学習させ、⼟壌⽔
分量を最適化する実証と開発を⾏った。潅⽔作業60分→10分に短縮、収量最⼤18％増
加と、省⼒化、収量増加に繋がることが実証された。
・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。５つのイノベーションプロジェ
クトが誕⽣。⾼校での部活動設置など、⾃⾛化の仕組みを構築。
・IoT⼈材育成セミナー等を開催し、AIアノテーション業務のスキルアップを図るとともに、ビジ
ネスマッチングを⾏い、就業機会を獲得した。
・SDGsのイベントではsociety5.0のショーケース（ドローン⾶⾏、⾃動運転、VRなど）を実
施し、リアル778⼈、バーチャル678⼈が参加した。
・みらい創り対話会は全3回で延べ225名、環境ナッジは市内４中学校（全校）で実施し
た。この取組により、バックキャスティング思考で物事を考え、地域イノベーションを引き起こし、
課題解決を図る⼈材育成のほか、世代間交流、郷⼟愛の醸成も図られ、将来的には関係
⼈⼝としての地域貢献やUIターン者の獲得に繋がる。

5.取組推進の⼯夫
・事業ごとに適切なステークホルダーと連携し、SDGsの⽬標達成に
向けて事業を実施している。
・スマート農業の構成メンバーとして、連携企業だけでなく、専⾨的
な知識を有する県や農協の職員にも協⼒いただき、⼀体となって事
業を進めている。
・「気候⾮常事態宣⾔」を表明し、脱炭素化社会の実現に向けて
再⽣可能エネルギーの導⼊など積極的な取組を推進している。

8.他地域への展開状況（普及効果）

7.今後の展開策
・市や⼀般社団法⼈壱岐みらい創りサイトなどを含めた「壱岐なSociety5.0活動推進事務
局」を中⼼に、官⺠連携を強化し、事業展開する。
・本市と類似した⽴地や条件を持つ⾃治体との連携体制を図り、Industry4.0による6次
産業化の取組を互いに情報発信し、効果的な改善を図っていく。また、これらの好事例を組
みあわせていくことで、さらなる未来都市化を実現する。

・各種メディアからの取材等により、広く活動が周知されている。さらにその記事を読み、⼤学等からの講義依頼（活動紹介
等）や⾃治体・企業からの視察（コロナ禍によりオンラインも）が増加するなど、波及効果も出てきている。

特⾊ある地域資源を活かした循環型の社会と産業づくり
熊本県⼩国町（2018年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

●九州のほぼ中央に位置する⼈⼝約7千⼈の中⼭間過疎地。総⾯積の約80％を森林が
占め、古くから優れた⽊材（⼩国杉）の産地として発展。⽕⼭帯に位置し、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。
●少⼦⾼齢化と社会減少の継続による⼈⼝減少・地域産業の空洞化が課題。地域資源
の有効活⽤、⾃律的低炭素⾏動の実現、交流⼈⼝拡⼤、地域コミュニティ維持が⽬標。
特⾊ある地域資源を活かしながら、地域主体で事業体⽴上げや
研究交流拠点整備を推進し、地域において⾃⽴的な経済活動
として持続するシステムを構築し、持続可能なまちづくりを推進する。
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2.関連する
ゴール

経済︓地域資源の利活⽤
社会︓交流⼈⼝の拡⼤、地域
内コミュニティの維持

環境︓地域内が⼀体となった低
（脱）炭素活動の実現

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

●2030年に向けた未来へのコミットメント
・⼩国町気候⾮常事態宣⾔
・第2期⼩国町まち・ひと・しごと創⽣総合戦略
・第6次⼩国町総合計画（2021〜2030）
●地域循環共⽣圏の構築
・2050年に向けて新たな事業を探求（農業、交通、ツーリズム）
●地熱資源の活⽤と保全
・地熱資源の有効活⽤と資源保全の体制構築
・地熱資源賦存量の把握
●企業との協定締結
⾦融１⾏、地熱事業5社、森林事業11社、拠点整備１社
●⾃治体間連携
・⼩国町・北九州市・壱岐市による「ALL九州SDGsネットワーク」
を設置し、九州内の⾃治体と連携

【地熱】・新規参⼊や相次ぐ開発による温泉資源の枯渇への懸念を払しょくするため、
「⼩国町地熱資源活⽤協議会」を設⽴。さらに、町内で地熱開発事業を⾏っ
ている5社と不測の事態に備える「地熱の恵み基⾦」への拠出等を定めた「同
協議会協定」を締結し、無秩序な地熱開発を抑制
・地熱資源賦存量調査を実施し、令和３年度で最終報告
【森林】・全国⽊のまちサミット in おぐにを開催し林野庁や20超の⾃治体と連携強化
・⽼⼈福祉施設に⽊質バイオマスボイラー設置
【教育】・特別授業実施により⼩中学⽣によるSDGsの取組深化
・⽀援学校でのSDGs授業の実施
【ステークホルダーとの連携】・⼩国町・北九州市・壱岐市の連携により、フォーラムを開催
し、情報共有及び取組を発表
⇒令和2年7⽉豪⾬災害復旧のため壱岐市から災害⼈材派遣（R2︓6か⽉間）
・熊本県や県内SDGs未来都市等と熊本県SDGs登録制度の開始
・町独⾃の取組として、「⼩国町パートナーシップ制度」の開始

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

●事業化及び資⾦調達のため、⾦融機関との連携を強化
●住⺠による会議体「SDGs未来会議」を含めた協議
●CATVや広報誌を活⽤し、町⺠のSDGsの認知度を⾼めるととも
に町内企業への広報・啓発・巻き込みを展開

●地域資源（森林・地熱）を活かし、地域PPSに事業化ヴィークルの機能を持たせた
事業の展開及び新規産業の創出
●次世代の育成を⽬的とした教育におけるSDGsの取組を深化させ、学⽣を中⼼とした
地域内への広がり。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

【2020年】視察受け⼊れ（約10⼈︓新型コロナウイルスの影響により⼤幅減）、講演依頼（1件）、SDGs未来都市としての取組取
材・紙⾯掲載（多数）、パンフレット制作（SDGs）、SDGs学習⽤ツール制作（カルタ、シール）

⽬次

１．SDGs未来都市等⼀覧
２．SDGs未来都市等取組概要キーワード⼀覧
３．平成30年度SDGs未来都市 取組事例
４．令和元年度SDGs未来都市 取組事例
５．令和２年度SDGs未来都市 取組事例
６．令和３年度SDGs未来都市 取組事例
７．平成30年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
８．令和元年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
９．令和２年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
10．令和３年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例

令和元年度 SDGｓ未来都市・⾃治体SDGｓモデル事業 選定都市⼀覧
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都道府県

選定都市

ページ

岩⼿県

陸前⾼⽥市

42

福島県

郡⼭市
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緑字︓SDGｓ未来都市（⾃治体SDGｓモデル事業含む）
⻘字︓SDGｓ未来都市

栃⽊県

宇都宮市

44

群⾺県

みなかみ町

45

※県が選定されている場合は県全域を着⾊。

埼⽟県

さいたま市

46

東京都

⽇野市

47

神奈川県
新潟県

新潟県⾒附市
⽯川県⼩松市

富⼭県

富⼭県南砺市

福井県鯖江市

富⼭県

岩⼿県陸前⾼⽥市
福島県郡⼭市

京都府舞鶴市

群⾺県みなかみ町
栃⽊県宇都宮市
埼⽟県さいたま市

沖縄県恩納村

南砺市

52

⼩松市

53

福井県

鯖江市

54
55

名古屋市

56

豊橋市

57

神奈川県川崎市

滋賀県

★滋賀県

58

神奈川県⼩⽥原市
愛知県
愛知県豊橋市

京都府

舞鶴市

59

⽣駒市

60

三郷町

61

広陵町

62

和歌⼭市

63

智頭町

64

⽇南町

65

⻄粟倉村

66

⼤牟⽥市

67

福津市

68

熊本市

69

愛知県名古屋市

⿅児島県⼤崎町

滋賀県
奈良県広陵町
奈良県⽣駒市
奈良県三郷町

奈良県
和歌⼭県
⿃取県
岡⼭県

⿅児島県徳之島町

福岡県
熊本県
⿅児島県

出典︓国⼟地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/）の⽩地図をもとに作成

50
51

⽯川県

東京都⽇野市

和歌⼭県和歌⼭市

⾒附市
★富⼭県

★愛知県

岡⼭県⻄粟倉村
福岡県福津市

熊本県熊本市

48
49

愛知県

⿃取県智頭町
⿃取県⽇南町

福岡県⼤牟⽥市

川崎市
⼩⽥原市

沖縄県

⼤崎町

70

徳之島町

71

恩納村

72
※都道府県・市区町村コード順

※取組概要については、各都市よりご報告いただいた時点のものであり、
都市間で時点が異なる可能性がございます。ご了承ください。

ノーマライゼーションという⾔葉のいらないまちづくり
岩⼿県陸前⾼⽥市（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

岩⼿県の東南端、宮城県との県際に位置する。東⽇本⼤震災後、特に転出が多く、⼈⼝
は減少の⼀途をたどっている。少⼦⾼齢化などの影響もあり、産業競争⼒が脆弱で優良な
雇⽤機会が少ない中、経済⾯では「震災で壊滅的打撃を受けた地域産業の復興」、社会
⾯では「震災で壊滅的打撃を受けたまちの整備と活性化」、環境⾯では「震災で壊滅的打
撃を受けた陸の整備と海の保全」を課題とし、誰⼀⼈取り残さない社会の実現を⽬指す。
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2.関連する
ゴール

これまで進めてきた「ノーマライゼーションという⾔葉のいらないまちづくり」の施策に加え、多様なステークホルダーとの連携により、「共⽣のまち」「交
流のまち」「持続可能なまち」の実現を⽬指した事業構想・計画策定、普及啓発イベントや、ユニバーサル就労⽀援センターによる就労⽀援、お
よびパラスポーツ（eスポーツを含む）の⼤会・合宿を実施するほか、ベンチャー企業等とのパートナーシップ・イベントを開催することにより、理解醸
成やPR、精神的なバリアの低減や研究開発の促進を図り、誰⼀⼈取り残さない社会の実現へ繋げる。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

◆普及啓発活動の推進
・市⺠への認知度向上のため、公共施設などでの、⼩冊⼦の配布
やポスター掲⽰、市広報紙にてＳＤＧｓ関連記事の定期連載
・市の出前講座や⾼校、⼤学での講義を実施
◆連携体制の構築
・「陸前⾼⽥市SDGs推進プラットフォーム」の運営
・「ＳＤＧｓ陸前⾼⽥市起業家⽀援プロジェクト」による新規事業
及び起業家の⽀援
◆循環型社会・地域内経済循環モデルの検討
・グリーンスローモビリティの活⽤検討に向けた実証調査⽀援事業
・地域の資源である⽊質バイオマス等の導⼊検討

◆陸前⾼⽥市SDGs推進プラットフォームによるイベントの実施（R3年3⽉）
ＳＤＧｓ普及啓発に向けたパネル展⽰や、多様なステークホルダーと連携したオンライ
ンシンポジウムのほか、⾼齢者や障がい者の⽅など多世代の交流実現が期待されるeス
ポーツを活⽤したイベントの実施【総来場者数︓約300名】
◆ＳＤＧｓ陸前⾼⽥市起業家⽀援プロジェクトの実施（R2年9⽉〜）
商⼯会、市内の先輩起業家等を設⽴メンバーとして、現状の課題共有や、今後起業
を⽬指す「起業家候補者」へのコーチングの実施により、地域課題等の解決に取り組む
体制を構築【プログラム修了者３名（R2年度）】
◆グリーンスローモビリティの活⽤検討に向けた実証調査⽀援事業（R2年11⽉）
地域電⼒会社や交通事業者等と連携し、時速20キロ未満で公道を⾛る電動⾞の
活⽤による、観光客の市内周遊の利便性向上、市⺠の買物・通院・通学等の⾜の提
供及び脱炭素の実現を図る【実施期間２週間︓延べ利⽤者数571名】

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

・SDGs推進プラットフォームや、ＳＤＧｓ陸前⾼⽥市起業家⽀援
プロジェクトによる市内外の多様なステークホルダーとの連携・協働の
仕組みを構築し地域課題の解決を図る
・SDGsの事業理解の促進や、市⺠⼀⼈ひとりの理解を深めるため、
市内事業者のＳＤＧｓに関する取組紹介のパネル展や誰もが楽
しめるeスポーツを活⽤したイベントの実施

8.他地域への展
開状況（普及効果）

・陸前⾼⽥市SDGs推進プラットフォームにおいて、新型コロナウイルス感染症の影響により昨
年度はオンラインでの実施にとどまったイベントを、より多くの⽅への普及啓発が可能な⽅法を
模索し、持続可能なものとなるよう取り組みを進める
・グリーンスローモビリティの本格導⼊に向け、⾞両の運⽤⽅法、事業の運⽤管理体制等の
検討を進め、福祉、観光、脱炭素による地域の課題解決を図る。

講演（５件）、取材・ヒアリング（２件）、雑誌等への寄稿（1件）、イベントの実施（1回）など

SDGsで「広め合う、⾼め合う、助け合う」こおりやま広域圏
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福島県郡⼭市（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

こおりやま広域連携中枢都市圏(16市町村)は、福島県の中央部に位置し、中核市であ
る郡⼭市を中⼼に、圏域⼈⼝約59万⼈で県内⼈⼝の約3割を占めている。
圏域には、産業技術総合研究所福島再⽣可能エネルギー研究所や国⽴環境研究所
福島⽀部、⼤学等様々な拠点施設が多数⽴地しており、「知の結節点」としての特性を活
かし「全世代健康都市圏」を創造し健康寿命の延伸を図る。

2.関連する
ゴール

・「健康」をキーワードに「経済」「社会」「環境」において、持続可能なまちづくりに向けた先導的取り組みを実施する。
・地域の産業や社会活動を⽀えるために「健康」は重要な基礎であることから、医療費・介護給付費の適正化をしつつ健康寿命延伸対策の
推進や⾃律的好循環の形成を図ることにより、持続可能な圏域の創⽣を⾏う。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

◆全世代健康都市圏創造事業
・オープンデータを活⽤した健康づくり・⽣活習慣病予防対策、
広域医療の分析
・ICTを活⽤した科学的根拠に基づく保健指導の実施による
健康寿命延伸対策の推進

◆全世代健康都市圏創造事業
・医療レセプトや介護認定状況などのデータを多⾯的に分析し、疾病構造や介護状況、
健康問題に⾄る原因を分析した。
健康
平均
健康
・健康寿命の2016年から2020年の推移は
寿命
寿命
−平均
平均寿命の推移と⽐べ、男性は同じ伸び
男性
±0.00
+0.62
+0.62
率、⼥性は0.16歳上回った。

◆普及啓発活動の推進
・こおりやま広域圏を対象とした
SDGsの普及啓発
①こおりやまSDGsアワードの実施
②損保会社と連携したウェブセミナー・ワークショップの実施
③YouTubeによる普及啓発動画の発信

5.取組推進の⼯夫
・福島県⽴医科⼤学をはじめ、
製薬会社や⽣命保険会社などと
包括連携協定を締結したほか、
損保会社と連携しﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを実
施するなどSDGsの推進を図った。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

⼥性

+0.54

+0.38

+0.16

◆情報発信・普及啓発
・こおりやまSDGsアワードを開催し、広域圏から17件の応募があり、10件を表彰
・広域圏内⾃治体職員を対象としたワークショップを実施し、30名が参加
・職員が講師として伺う出前講座を実施し、18の企業等1,207⼈が受講

7.今後の展開策
・現在、福島県⽴医科⼤学との協定(2021年2⽉)により、12項⽬の共同研究を実施
しており、今後、⾼度かつ専⾨的⾒地からの具体的施策の⽴案を図る。今後、福島
県⽴医科⼤学からの施策提⾔を受け、健康寿命延伸対策についてこおりやま広域圏
とともに全国に発信し、投資（ESG投資）を呼び込める環境づくりに努め、⾃律的好
循環の形成を図る。
・広域圏内の企業や団体を対象としたプラットフォームを構築し、SDGsをツールとして、
相互のマッチング促進を図る。

・SDGs未来都市ブロック会議(北海道・東北ブロック) 及び 令和2年度第1回地⽅創⽣SDGsオンラインセミナーにおいて事例発表
・慶應義塾⼤学「xSDGｺﾝｿｰｼｱﾑ」へ参加し、慶應義塾⼤学とともに「ｺﾛﾅの経験を踏まえたSDGs 達成へのカギとなる12の⽅策」を発表
・「健康都市デザイン(コーポレイトデザイン研究所発⾏)」への寄稿 ・「SDGsで繋ぐ東⽇本連携宣⾔」への参加

ＳＤＧｓに貢献する持続可能な都市うつのみやの構築
栃⽊県宇都宮市（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

・東北新幹線，東北⾃動⾞道が通る北関東の中核都市であり，現在の⼈⼝は約52⼈
万であるが，今後は⼈⼝減少に転じていく⾒込みである。
・これからのまちづくりを進めるに当たって，「次代を築く⼈づくり」や「⾻格の強い都市の形成」
などの重点課題の解決と「経済・社会・環境の統合的向上」を図るため，「⼥性の雇⽤創
出・就労の促進」，「ＬＲＴを軸とした交通ネットワークの充実」や「もったいない運動による
⼈づくり」などに取り組む。
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2.関連する
ゴール

「第６次宇都宮市総合計画」に掲げた６つの未来都市（⼦育て・教育の未来都市，健康・福祉の未来都市，安全・安⼼の未来都市，
魅⼒創造・交流の未来都市，産業・環境の未来都市，交通の未来都市）の実現に向けた取組を着実に進めるとともに，宇都宮市ＳＤＧ
ｓ⼈づくりプラットフォームの設⽴や地域新電⼒会社による地域課題の解決（シュタットベルケの構築）などに取り組む。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

・ＬＲＴ沿線の拠点化や総合的な交通ネットワークの構築
⇒ トランジットセンター周辺等への商業施設等の整備誘導
⇒ 地域連携ＩＣカードを視野に⼊れた交通ＩＣカード導⼊等

・ＬＲＴ沿線まちづくりの推進，地域連携ＩＣカードの導⼊
各停留場やその周辺の地域特性に応じたまちづくりについて検討を進めている。
また，Ｓｕｉｃａの機能を持ちつつ，宇都宮地域のＬＲＴやバスが利⽤できる「地域連
携ＩＣカード」を全国で初めて導⼊することを決定し，導⼊に向けた取組を進めている。

・⼦育て環境の整備やグローバル社会等に対応できる教育の推進
⇒ 認定こども園等の整備や保育⼠の育成・確保
⇒ 宇都宮市を愛し誇りに思う態度を育成する宇都宮学の推進

・供給体制・保育⼠の確保，⼩学⽣に対する宇都宮学の推進
認定こども園や保育所の整備など，供給量を確保するとともに，保育⼠の確保を着実に実
施し，待機児童ゼロを達成した。また，宇都宮の伝統や⽂化，産業などについて体系的に
学ぶことができる郷⼟資料集を作成し，市内の全市⽴⼩学校68校へ配布することで，宇都
宮を愛し，誇りに思う態度の育成を図った。

・宇都宮市ＳＤＧｓ⼈づくりプラットフォームの設⽴
⇒ ＳＤＧｓの普及啓発に取り組む事業者等の会員募集
⇒ 市⺠・事業者向け勉強会を実施（取組事例の横展開等）

5.取組推進の⼯夫
宇都宮市が策定・管理する多種多様な計画へＳＤＧｓの視点
を適切に反映させていくため，市⻑をトップとし，全部局⻑で構成
する「うつのみやＳＤＧｓ推進本部」を設⽴・運営することで，全
庁的な理解の促進とＳＤＧｓに係る政策・活動の⽅向性について
協議・決定を⾏っている。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

・宇都宮市ＳＤＧｓ⼈づくりプラットフォームの設⽴（令和２年１⽉）
「ＳＤＧｓに対する宇都宮市全体での理解促進と市⺠・事業者とのパートナーシップの基
盤強化」に向け，「宇都宮市ＳＤＧｓ⼈づくりプラットフォーム」を設⽴し，会員と連携した
普及啓発を実施【会員数︓１９５団体（令和２年９⽉末現在）】

7.今後の展開策
・市と⺠間事業者が共同で運営する地域新電⼒会社を2021年度に設⽴し，⼩売電
気事業を開始する予定であり，将来的に収益を活⽤した地域還元事業を実施する。
・ＳＤＧｓに対する認知を深め，ＳＤＧｓの達成に向けて何ができるのかを学ぶととも
に，今できる⾝近なところからの実践を⽀援するための効果的な⼿法について検討する。

・視察受⼊（甲府市，川⼝市等 ８団体 51名） ・フォーラム等への参加（3件） ・専⾨誌等への寄稿（4件）
・本市をホームタウンとするプロスポーツチームのホームゲームや本市開催の国際スポーツ⼤会等に合わせ，取組を地域内外に発信

⽔と森林と⼈を育む みなかみプロジェクト2030
群⾺県みなかみ町（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

群⾺県の最北端に位置し、町の⾯積の９割以上を⼭林が占め、⾕川岳や利根川源流域
といった⽇本を代表する豊かな⾃然環境を有する。これらの⾃然をまもり、観光や農業などに
活かしひろめながら⼈々の暮らしが営まれているが、1955年をピークに⼈⼝減少が顕著であ
る。⾃然と⼈が共⽣する社会の世界的モデルであるユネスコエコパークの町として、ＳＤＧｓ
達成に向けたチャレンジを通じて課題解決を図る。

45

2.関連する
ゴール

三側⾯の課題を総合的に解決することが期待できる「⾃伐型林業」の推進強化を図り、森林資源を活⽤した稼ぐ⼒の強化による循環経
済の確⽴、地域に根ざした特⾊有る教育の推進と関係⼈⼝の増加による社会⾯の好転換、森林・⾥⼭整備と⽊質バイオマス利⽤推進
による環境⾯の強化を展開する。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組
「⽊材の伐倒から利⽤まで⼀貫した林業の六次産業化」
 ⼭林所有者や地域住⺠が主体的に継続して関わることができる
「⾃伐型林業」を推進し、多様な⼈材を巻き込んだ担い⼿の育
成を推進する。
 林業分野ではあまり重視されてこなかった町内の広葉樹の活⽤。
 国産材にこだわった⾼級家具メーカーや町内⽊⼯職⼈、製材所、
福祉作業所などと連携して、川上から川下までの⼀貫した流れを
構築。

6.取組成果
 「⾃伐型林業」による担い⼿の育成と就労機会の創出
⾃伐型林業実践団体数・実践者数

団体数

⼈数

2019年度末

８

７４⼈

2020年度末

９

８３⼈

１２

１００⼈

2021年度末（⽬標）

 広葉樹を中⼼とした⽊⼯製品の商品化と⽊材のブランド化
→製品の開発・販売、ステークホルダー向け研修の実施
 ⽊材ステーション（仮称）設置による⽊材集出荷の仕組み構築 →現在進⾏中
 ⼭林マッチング制度（仮称）の試⾏ →制度設計中

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

従前から⾏われている⾃伐型林業団体の意⾒交換会を連絡協議
会に格上げし、町や団体のさらなる連携や情報交換が図られ活動
の全体的な底上げが進んだ。加えて、団体の活動の初動⽀援をき
め細かに⾏うなどして参⼊者の増⼤を図った。

本町の最⼤の財産である美しい⾃然と⾥地⾥⼭を核として、観光・商⼯業・農林業・教
育・健康・福祉・エネルギーなど様々な分野をそれぞれ横断的かつ有機的に連携し地域
を経営するという観点で相乗効果を創出し、⼈と⾃然が共⽣した持続可能なまちづくり
を推進していく。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

2016年度から毎年実施している⾃伐型林業研修は対象者を町⺠に限定しておらず毎回数名の町外の⽅の参加がある。
⾃治体等の視察受け⼊れの際はSDGｓ未来都市計画について説明をしている。また、新聞をはじめとするメディアや、ｗｅｂ会議等にお
いて、みなかみ町のＳＤＧｓについて積極的に発信している。

ＳＤＧｓ国際未来都市・さいたま2030プロジェクト〜誰もが住んでいることを誇りに思える都市へ〜 46
埼⽟県さいたま市（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標
3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

市⺠に「住みやすい」「住み続けたい」と感じてもらい、本市に対する誇りと愛着を持ってもらう
ために、都市としての利便性の向上、緑地や⽔辺を中⼼とした環境保全、ごみ総排出量削
減を中⼼とした良好な⽣活環境の確保、災害に対するレジリエンス強化を図る等し、様々な
ステークホルダーとのパートナーシップを活かしながら、本市ならではの「住みやすさ」のより⼀層
の向上を⽬指す。

2.関連する
ゴール

⾃⽴的かつ持続可能な「誰もが住みやすい」「住み続けたい」と思えるさいたま市の実現に向けて、「環境・アメニティ」「健康・福祉」「教育・⽂化」
「都市基盤・交通」「産業・経済」「安全・⽣活基盤」「交流・コミュニティ」の7つの分野における各種施策を、様々なステークホルダーとの協働を図
りながら、総合的かつ計画的に推進する。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

【普及啓発】
・学校や市⺠団体を中⼼に⽉1〜２回程度出前講座を実施し、幅広い
層へのSDGsの普及促進を図っている。また、SDGsのチラシ・リーフレット・
動画・のぼり・バックボードを作成し、普及啓発に活⽤。
・2021年5⽉に本市、上尾市、伊奈町、埼⽟中央⻘年会議所の4者で
「SDGsパートナー宣⾔」を実施し、以降、連携して様々なSDGsの普及
啓発イベントを実施。

【環境⾯】
・浦和美園地区における「スマートホームコミュニティ」(第3期)の整備推進や、⼤宮・さいたま新都
⼼地区における超⼩型EV等のシェア型マルチモビリティの実証実験を⾏うなど、スマートシティの取
組を積極的に実施。
・⾷品ロスに取り組む⺠間事業者28者と「チームEAT ALL」を創設。また、⺠間事業者を含む21
か所の常設窓⼝でフードドライブを実施(R2:877kg回収)。さらに、市内学校で使い捨てコンタク
トレンズ空ケースの回収開始。
・2020年7⽉に「ゼロカーボンシティ」を⽬指すことを表明するとともに、2021年5⽉には「気候⾮
常事態宣⾔」を発出し、官⺠で危機意識を共有。

【事業実施】
・新総合振興計画(2021〜2030年度)において、各政策ごとに関連の
深いゴールを明記するとともに、統合的解決の視点を持って事業を推進し
ていくこととした。また、第2次環境基本計画や新産業振興ビジョン等の個
別計画においてもSDGsの視点を盛り込んで策定。
・庁内におけるSDGsの理解度向上を図るため、部⻑研修、課⻑補佐研
修、主任研修においてSDGsに関する講義を実施。
・全ての市⽴学校・⽣涯学習施設においてSDGsのPRシートを作成し、広
く公開。また、市⽴学校5校をSDGs研究推進校に指定。

5.取組推進の⼯夫
・市⺠の現在のSDGs認知度の把握と普及啓発活動のターゲット設定の
ため、市⺠に対してSDGsの認知度や社会的課題への取組状況に関する
アンケート調査を毎年実施。
(SDGs認知度)R1︓22.4％⇒R2︓66.6％に向上
(社会的課題に対する⾏動・意識)R1︓25.5％⇒R2︓36.1％に向上

8.他地域への展
開状況（普及効果）

【社会⾯】
・2021年4⽉にSDGsの「宣⾔」制度である「さいたま市CS・
SDGsパートナーズ制度」を創設(R3.7時点︓93団体が宣⾔)
【経済⾯】
・2021年4⽉に「SDGs企業認証制度」を創設(R3.8︓32社を認定)。さらに、SDGs推進マ
ニュアルを作成、広く公開し、企業のSDGs推進を⽀援。
・2020年10⽉に、東⽇本連携を⾏う16都市と「東⽇本でつなぐSDGs宣⾔」を実施。同年11
⽉に、宣⾔に基づき、地元Jリーグチームらと連携したフードドライブ事業を実施。また、2021年8⽉
には宣⾔都市のSDGs担当者会議を開催し、各都市の課題や取組を共有。

7.今後の展開策
・他⾃治体や企業、団体等のステークホルダーと連携をしながら、SDGsに資する事業の継続的な
展開を図るとともに、調査に基づいて設定したターゲット層(調査で認知度が低かった⾼齢者層や
⼥性層)や若者(⼩学⽣等)に対して、⾏動変容を促す取組も含めた、普及啓発活動を実施する。

【2019年度】出前講座等による取組発表︓4件
⺠間イベントにおける普及啓発︓3件
【2020年度】出前講座等による取組発表︓12件(約750名) ⺠間イベントにおける普及啓発︓1件
【2021年度】出前講座等による取組発表︓4件(約220名) ⺠間イベントにおける普及啓発︓1件（8⽉末時点）

市⺠・企業・⾏政の対話を通じた⽣活・環境課題産業化で実現する⽣活価値（QOL）共創都市 ⽇野
東京都⽇野市（2019年度選定）
1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

東京の中⼼部に位置する⼈⼝約18万7千⼈が暮らす郊外都市で、⾼度経済成⻑期に企業に
隣接するベッドタウンとして⼈⼝急増した。産業構造の転換や2007年の世界⾦融危機により市
内複数の製造拠点が撤退し、近年では研究開発機能に転換しつつある。東京圏でも特に超⾼
齢化が急速に進展する地域のため、⽇本の発展と共に形作られたベッドタウンの持続可能なモデ
ルを描くことが必須である。そのため、今後⽣じ得る課題の探索と共有、解決策の検討、実証と
実装を住⺠・企業・専⾨機関等と連携し、まちぐるみで実施し始めている。
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2.関連する
ゴール

現代の課題は様々な要因が複雑に関係しあうことから、⼩さく速く試⾏するアジャイル型の問題解決が必要とされている。これを地域にも適⽤し、
リビングラボ活動を軸に据えた産官学⺠の課題発⾒と共有の場を促進する。また、海や⼭がない内陸の都市だからこそ、資源を消費するというラ
イフスタイルを転換するために脱プラスチックやエシカル消費を推進していく。多様な主体の参画するグループ活動を増やすことで、環境問題をパー
トナーシップで解決する地域となる。これらの取組みを通じ、⽣活・環境課題が産業イノベーションの芽にできる場をつくる。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

■新型コロナ禍における課題解決に向けたパートナーシップの強化
コロナ禍の様々な気づき、転換点にある社会課題を踏まえた連携の深化
①産学官⺠連携によるSDGs・イノベーションの推進（協定等）
②NPO、地域活動団体、教育機関などとのSDGs連携
■プラスチックごみの削減に向けた地域連携体制
・プラスチックごみ処分場・啓発拠点の開設
・プラスチックスマート宣⾔の発出と市⺠、地域事業者
へのよびかけ
・コロナ禍におけるプラごみ問題への取組
環境配慮型パッケージによる飲⾷店事業者の⽀援と啓発を
通じた、購買者（市⺠など）への啓発
■パートナーシップによる地域SDGs⼈材の育成
・⾼校のSDGs探求学習から、⼩中学校、⼤学などへの展開、市⺠
や地域事業者の共感・参加による⼈材育成

■変化する環境下で、SDGsへの関⼼や連携意識はより⾼まった
 新型コロナの影響で予定していた活動が進められず、KPIが達成できない事業もあった
⼀⽅で、創意⼯夫をしながら、新たに発⽣する課題に対応していこうという意識は醸成
され、限られた条件・予算の中での創意⼯夫や協⼒意識が⽣まれた。
 ⾼校⽣探求学習の取組は地域での共感を⽣み、市⺠やNPOなどがその⽀援をその通じ
ＳＤＧｓへの理解を深め、限られた予算の中でもそれぞれのノウハウや資源を持ち寄る事
でオンラインとリアルのハイブリッドのイベント「ひのミラ⽂化祭」実施。参加者は⽬標値を上回
る51名（2020年度）となった。
■⽣活・環境課題、イノベーションへの取組
 2020年度に東京都の「多摩イノベーション創出拠点」としての選定により、社会課題
の解決に向けたイノベーションの取組視点、リビングラボの活動意義を内外に周知する機会
となった。⽇野市SDGs産学官⺠連携プラットフォームのキックオフミーティング（Web 開催）
には、⽇野市とSDGsで接点を持つ17の企業、団体が参加した。

5.取組推進の⼯夫
⽇野市のSDGs未来都市計画のタイトルにあるように、多様な主体間で対
話を通じて取組意識や価値を共有する事が重要であると考えているが、昨年
はその点で⾮常に厳しい環境に置かれた。他⽅、オンライン利⽤環境整備が
進み、関係するステークホルダー間や異なる属性の⽅々同⼠の対話はよりしや
すくなったため、今後の取組では両⾯を使い分けていく。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策SDGs
⺠間企業、地域団体から学⽣、市⺠まで各階層でSDGsの認知が広がり、様々な取り
組みが始まっている。⼀⽅でそれぞれの取組⾃体はあまり認知されておらず、課題をもちな
がらの取り組みも多い。持続可能な取組とするためには、⾏政主体の取組ではなく、地域
発の取り組みを⽀援していく中で⾏政が関与・協⼒していく事や各取組主体の連携・協
調を図るような役割が求められる。また、延期となっているが、次期⻑期ビジョンの中で
SDGsの理念、視点を⼗分に反映させていく。

東京都のイノベーション拠点モデルの選定を受けており、官⺠共創、リビングラボとSDGsの取組意義の横展開を図る。また、市内外の教育
期間等への出張授業・講義を通じて⽇野市の取組と SDGsの普及を図る。（2020年度3⼤学、⼩中学校で実施）

成⻑と成熟の調和による持続可能なSDGs未来都市かわさき
神奈川県川崎市（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

◆⽇本列島のほぼ中央に位置し、東京都と横浜市に隣接した⼈⼝150万⼈を超える⽇本
有数の製造業集積都市かつ多数の研究開発機関が集積する先進技術開発拠点都市。
◆産業経済を取り巻く環境変化、少⼦⾼齢化・⼈⼝減少、地球規模での環境問題・エネ
ルギー問題への対応等のSDGs達成に向けた課題を抱えており、あらゆる分野のステークホ
ルダーとの連携を図りながら、SDGs達成に向けた取組を推進する。
◆⽬指す都市像「成⻑と成熟の調和による持続可能な最幸のまち かわさき」
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2.関連する
ゴール

経済・社会・環境の三側⾯の取組をはじめ、川崎市総合計画に位置付けられた取組にSDGsの視点を取り⼊れ、同計画に基づく各取組の進
捗管理等を通じて、SDGsのゴール達成に資する⽬標と成果を可視化するとともに、課題や改善点を明確化し、効果的にPDCAサイクルを機能
させて推進している。また、多様なステークホルダーとの更なる連携や、異なる⽴場の⼈々が持つ技術やネットワーク等をつなぎ、新たな価値を⽣
み出す仕組みにより取組を推進している。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

■川崎市SDGs登録・認証制度「かわさきSDGsパートナー」の
創設
・企業、団体、⾦融機関など、SDGsの推進における重要なステー
クホルダーを対象とする『川崎市SDGs登録・認証制度「かわさき
SDGsパートナー」』を創設（令和3年3⽉）

■川崎市SDGs登録・認証制度「かわさきSDGsパートナー」
・川崎市内において事業活動を⾏う企業、法⼈、NPO団体、市⺠団体及び教育・研
究機関等を対象とした登録・認証制度を創設し、令和3年8⽉末時点で398者のか
わさきSDGsパートナーを登録・認証。
・SDGs達成に向けた事業者の取組を評価するとともに、「川崎市SDGsプラットフォー
ム」への参加や市融資制度「SDGs取組⽀援融資」による信⽤保証料補助などを通じ
て、かわさきSDGsパートナーの活動を⽀援。

■「川崎市SDGsプラットフォーム」の設置
・かわさきSDGsパートナーの活動を⽀援し、参加団体相互のネット
ワークを構築すること等を⽬的とする「川崎市SDGsプラットフォー
ム」を設置（令和3年3⽉）。プラットフォームの運営は、地域の⾦
融機関と共同で実施。

5.取組推進の⼯夫
■多様なステークホルダーの連携を進めるため、企業だけではなく、
NPO 法⼈、市⺠団体、教育・研究機関等も川崎市SDGs登録・
認証制度の対象としている。
■⼤企業に加え、地域社会と経済を⽀える地域の中⼩企業等へ
のSDGsの更なる浸透を図るため、地元企業の様々な情報等を持
つ地域⾦融機関と共同でSDGsプラットフォームを運営している。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

■「川崎市SDGsプラットフォーム」
・SDGsの推進に関するセミナーを開催（令和3年8⽉）
・SDGsパートナー向けのニーズ調査を実施（令和3年8⽉）し、必要としている情報等
を把握。

7.今後の展開策
川崎市SDGsプラットフォームにおいて、SDGsの推進に関するセミナー等を開催し、
SDGsパートナーの更なる活動⽀援を推進する他、SDGsパートナー間のマッチングや連
携・協働による新たな活動を創出するプロジェクトの⽴ち上げなどを推進する。

■優れた環境技術を川崎から国内外に広く情報発信する国際展⽰会「川崎国際環境技術展」におけるSDGsセミナーの動画配信や、
⾦融業界の通信教育におけるSDGsプラットフォームに関する内容掲載など、様々な媒体を活⽤して情報発信に取り組んでいる。

⼈と⼈とのつながりによる「いのちを守り育てる地域⾃給圏」の創造
神奈川県⼩⽥原市（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

神奈川県⻄部の中⼼都市で、⼈⼝約19万⼈の⾃治体。森⾥川海オールインワンの⾃然
環境や多彩な⽂化や⽣業等の豊富な地域資源が存在する。地域資源を総動員した「問
題解決能⼒の⾼い地域」への歩みを、「持続可能な地域社会モデルの実現」という明確なビ
ジョンのもと、より能動的な取組に転換していくため、現場での「⼈の⼒」に主眼を置き、担い
⼿確保や育成を喫緊の課題として位置付けている。

2.関連する
ゴール

恵まれた⾃然環境、地勢条件、歴史的に育まれてきた技や⼈、地域の絆などの社会的資源を強みとし、「おだわら市⺠学校」によるひとづ
くりやつながりの強化を中核に、ポイント循環による「つながりの⾒える化」を通じて、「いのちを守り育てる地域⾃給圏」を創造し、豊かで、安
全で、持続可能な暮らしを実現する。三側⾯をつなぐ統合的な取組により、経済・社会・環境⾯での課題解決の促進、実践の活性化を
図り、公・共・私がそれぞれの役割を担うことで地域全体の取組の好循環を⽬指している。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

【⺠主体のSDGs活動の推進】

【おだわら市⺠学校】

• ⺠主体の「おだわらSDGs実⾏委員会」を
中⼼に、地域メディアとも連携した普及啓発
を展開。体制を進化させ、ブランディング、コ
ラボレーション、ネクストジェネレーションの3側⾯でアクションを展開
しながら、次年度に向け取組の⾃⾛化について検討。
• おだわらSDGsパートナー(192団体)。⾼校⽣の現場訪問・体験
受け⼊れや中学校での出前講座などの次世代との関係づくりのほ
か、パートナーの活動をまとめた普及啓発冊⼦の作成・配布、パー
トナー間のコラボレーションを⽣み出す機会を展開
※各分野の課題解決の促進に向け、公⺠連携の取組を推進

5.取組推進の⼯夫
様々なノウハウを有する企業や柔軟な発想や
アイデア、視点を持つ若者や⼥性など、多様な
主体が集い交流することにより、新たなまちづくり
につなげることを⽬的とした公⺠連携の拠点「お
だわらイノベーションラボ」を開設・運営

8.他地域への展
開状況（普及効果）
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「⼈のチカラ」を育む学びの場として「おだわら市⺠学校」を運営。1年
⽬のおだわら学講座(全14回、34名)、2年⽬の専⾨課程(6分野、
52名)・教養課程（2分野、26名）を通じ、学びを実践活動につ
なげている。

【つながりの⾒ええる化「おだちん」】

おだわら市⺠学校 活動の様⼦

SDGsの⾃分ごと化に向け、気軽に楽しみながら地域のつながりを増
やしていく仕掛けを継続実施（アプリダウンロード︓2,337、⽬標達
成度106％）。⼤学⽣・⾼校⽣の団体によるフードロスアクションや
ビーチクリーン活動等を多様な主体が連携して展開。

【再⽣可能エネルギーの地域⾃給に向けた取組】

公⺠連携によるEVカーシェアリング、地域マイクログリッド構築事業
への着⼿のほか、SDGs社会的インパクト評価の検討も進めている。

7.今後の展開策

おだわらイノベーションラボ

おだわら市⺠学校卒業⽣の課題現場への接続など卒業後フォローの充実、「おだちん」
のユーザーやスポットの質・量の拡充、おだわらSDGs実⾏委員会の進化など、⾃律的好
循環に向け、⺠主体の動きを加速させていく。また、2022年度スタートの第6次⼩⽥原
市総合計画の策定を踏まえ、次年度にSDGs未来都市計画との整合を図る予定。

「おだちん」(まちのコイン)は、県内⾃治体はもとより、全国で取組が展開されており、導⼊地域が連携したミートアップ会議を開催。また、地
域ではじまる持続可能なまちづくり（東洋経済新報社）、SDGs⾃治体⽩書2021（⽣活社）等に取組事例を掲載。

「歩いて暮らせるまちづくり」ウォーカブルシティの深化と定着
新潟県⾒附市（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

⾒附市は、新潟県の中央（重⼼点）に位置する新潟県内で最も⾯積が⼩さい市である。交
通利便性の⾼い環境に位置し、県内でも社会動態の⼈⼝減少率は低い⽅であるが、⼈⼝約4
万⼈、⾼齢化率約32％と少⼦⾼齢化が進展している。⽬標である「住んでいるだけで健康で幸
せになれる健幸都市」の実現にあたっては、①⽇常⽣活で必要な運動量が確保される「歩いて
暮らせるまちづくり」の推進、②社会参加を通じた交流の喜びや⽣きがいの享受がポイントであり、
公共交通の整備や誰もが社会参加しやすい場所、環境を整えることで誘導を図り、市⺠の⾏動
変容に繋げていく。
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2.関連する
ゴール

「歩いて暮らせるまちづくり」の推進により、歩くことで健康増進を図るとともに、まちなかに歩⾏者を増やし、⼈と⼈とが触れ合え交流でき、賑わいのある中
⼼市街地として都市機能を集約し、将来に渡り持続できる都市形成を図る。ポイントとしては、①外出しやすくする仕掛け、②賑わいを創出する仕掛け、
③市⺠の⾏動変容を誘導する仕掛けの３つの視点を持って、総合的に施策を展開する。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

＜外出しやすくする仕掛け＞
①コミュニティバスのルート最適化
・住基情報や各バス停の利⽤者数等のデータを活⽤
し、現⾏ルートの課題を抽出。他にも、アンケートに
よりバス運⾏間隔のニーズを調査。
②公共交通の利⽤促進
・コロナ感染症対策の徹底とともに、利⽤実態にあわ
せてコミバスの早朝便および深夜便の運⾏を実施。
デマンドタクシーも1⽇6往復から7往復に増便。
＜市⺠の⾏動変容を誘導する仕掛け＞
③ウエルネスタウンの拠点化整備
・モデル地区として街並み形成を図るため、住宅取
得に関する補助制度を実施。
④教育機関と連携したSDGsの啓発活動
・総合学習の⼀環としてSDGsに取り組む市内外の
教育機関と連携し、当市のSDGsに関する取り組み
を講演。

①バスルートの最適化
・現⾏ルートの課題箇所を抽出し改定ルートの⽅向性を策定。他にもコミバスの運⾏間隔
のニーズ調査をした結果、約75％は現状で満⾜だが、約25％が更なる運⾏間隔の短縮を
希望しており、特に朝⼣の通勤通学時における短縮を望んでいることが判明。これらの調査
結果を「地域公共交通計画」として取りまとめ、公共交通活性化協議会の承認を得た。
②公共交通の利⽤促進
・利⽤実態調査からコミバスの朝⼀番の便を「おはようライナー」と名付け、利⽤動態に合わ
せた運⾏ルートに変更。他にも更に遅い時間帯の運⾏を望む声から夜10時台の深夜便の
運⾏を実施した。コロナ感染症の影響から年度当初は対前年⽐65％程度まで利⽤が落
ち込んだが、最終的には対前年⽐87％まで回復した。
③ウエルネスタウンの拠点化整備
・住宅取得補助制度の実施により新たに7区画の分譲に繋がり、街並みの形成に寄与した
結果、更に当市のまちづくりのモデル地区として発信⼒が⾼まった。しかし、コロナ感染症の
影響もあり、R2年度の当市への視察件数は29件と⼤きく減少した。
④教育機関と連携したSDGsの啓発活動
・市内⼩学校の事例では、最終的な成果として、児童たちがSDGsを題材としたミュージカル
を公演し、それを多くの保護者や地域関係者が鑑賞することで、⼦どもたちから⼤⼈たちへと
SDGsを普及啓発させる１つのロールモデルが構築できた。

5.取組推進の⼯夫
・市内⼩学校×1校、市外中学校×3校からの要請に応じ、積極的に当市の
SDGsの取り組みを講演。特に市内⼩学校での事例においては下川町のSDGs
担当者とも連携し、SDGsの裾野の広さや多⾯性を感じてらえるよう実施した。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
・SDGｓの普及啓発を⽬的として、R2.4⽉にパートナー制度（ガイドラインの「宣⾔」レベ
ルに該当）を⽴ち上げ。⼝コミ的に加盟の輪が広がっており、R3.8⽉末で33団体を認定。

・SDGsおよびSWC関連の視察受け⼊れ件数 4件（全29件中）
・事例発表およびWEB取材等への対応 4件（12/21:新潟県庁幹部研修会、2/4:帝京⼤学リモート視察、2/9:農村⽂明創⽣⽇本塾フォーラム、
2/25︓国連⼤学サスティナビリティ⾼等研究所WEB取材）

環⽇本海地域をリードする「環境・エネルギー先端県とやま」
富⼭県（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

・2016年のＧ７富⼭環境⼤⾂会合で国際的に資源効率性の向上や3Rの推進に協調して取
り組む「富⼭物質循環フレームワーク」が採択されたものの、⾷品ロスの県⺠認知度が低く、⾷品
ロス削減の推進に率先して取り組む必要がある。
・本県を訪れる旅⾏者の観光消費額や滞在時間は全国平均より低い⽔準にとどまっており、こ
れらの増加に向けた施策を展開する必要があり、この⼀環として、「⽴⼭⿊部」や「富⼭湾」を素
材とした観光商品化や⾼付加価値化に取り組む必要がある。

51

2.関連する
ゴール

【経済⾯】美しい⼭と海を有し、豊かな⽔の恵みを活かした経済発展
①富⼭湾の恵みを活かした産業展開②サスティナブル・シーフードの推進③再⽣可能エネルギーの導⼊）
【社会⾯】「富⼭物質循環フレームワーク」の実現に向けた「とやまモデル」の確⽴
①レジ袋無料配布廃⽌、使⽤済⼩型家電等のリサイクル②⾷品ロス・⾷品廃棄物対策③海岸環境の保全活動
【環境⾯】地域固有の⾃然環境・⽔環境の保全
①森づくりの推進②健全な⽔循環系の構築③海岸漂着物の削減④国際環境協⼒の推進

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

【経済⾯】
①「⽴⼭⿊部」の世界ブランド化
②国際的ブランド「世界で最も美しい富⼭湾」の活⽤
③⽔産業の振興と富⼭湾のさかなのブランド⼒向上
④再⽣可能エネルギーの導⼊、新たなエネルギーの利⽤に向けた
開発の促進
【社会⾯】
⑤循環型社会・低炭素社会づくりの推進
⑥「富⼭物質循環フレームワーク」の実現に向けた「とやまモデル」の確⽴
【環境⾯】
⑦⽴⼭⿊部をはじめとする雄⼤で美しく豊かな⾃然環境の保全
⑧環⽇本海地域の環境保全への国際貢献
⑨清らかな⽔資源の保全と活⽤
⑩⽔と緑の森づくり

・⽔産業の振興と富⼭湾のさかなのブランド⼒向上︓三⼤都市圏での「富⼭のさかな」ＰＲイベント
等を開催し、「富⼭のさかな」の知名度の向上に取り組み、産出額が2018年36億円→2019年39億
円に上昇した。
・「富⼭物質循環フレームワーク」の実現に向けた「とやまモデル」の確⽴︓全県的な⾷品ロス等削減運
動（とやま⾷ロスゼロ作戦）の展開に寄り、⾷品ロス削減のための取組みを⾏っている⼈の割合が2018年
度70.1%→2020年度81.3%と2021年度の⽬標80%を達成
・⽴⼭⿊部をはじめとする雄⼤で美しく豊かな⾃然環境の保全︓⽔質に係る環境基準の達成は
100％を達成しているが、⾃然要因に左右されるため、引き続き県⺠総参加による⽔環境保全活動の促進
が必要
◆富⼭県SDGs推進連絡協議会の開催（令和３年３⽉）
市町村や経済界、有識者、ＮＰＯなど多様なステークホルダーとの連携を⼀層強化し、SDGs達成に向
けた取組みを推進するため開催
◆県⺠総参加のSDGsフォーラムの開催（令和３年１⽉）
県⺠のSDGsへの理解を深め、県⺠⼀⼈⼀⼈がSDGsを⾃分事として捉え、取り組むきっかけとするため開催。

7.今後の展開策

5.取組推進の⼯夫
各種計画へSDGsの理念を反映するとともに、県事業とSDGｓ
を関連付けを⾏い、全庁的にSDGｓに取り組みを推進。
市町村や経済界、有識者、NPOなど多様なステークホルダーが
参画する「富⼭県SDGs推進連絡協議会」と連携。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

・引き続き、「⼭と森から富⼭湾へ 清らかな⽔の循環の創造」を基本理念とした取組みを進めることにより、
課題解決に向けた⾃律的な好循環を創り出し、その成果を内外に発信することで「環境・エネルギーフロント
ランナー」として地⽅創⽣・地域活性化に貢献することを⽬指す。
・富⼭県SDGs宣⾔を募集し、県HPにSDGs宣⾔を掲載することで、県内企業等でのＳＤＧｓの取組みや、
県、市町村、県内企業等の連携を促進し、本県のＳＤＧｓの取組みを推進していく。

・「SDGs理解/環境保全促進トップセミナー」や「環境フェア」における本県のSDGsの取組み発信（R2.12）、「⾷品ロス削減全国⼤会in富⼭」（R2.12)
におけるSDGsと⾷ロス削減の取組み推進

「南砺版エコビレッジ事業」の更なる深化

〜域内外のブランディング強化と南砺版地域循環共⽣圏の実装〜
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富⼭県南砺市（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

富⼭県の南⻄部に位置し、2004年11⽉に８つの町村の合併により誕⽣した⼈⼝
48,913⼈（2021年９⽉）の⾃治体。⾯積の約8割が森林であり、豊な⾃然に恵まれて
いる。川上の産地には世界遺産の合掌造り集落が残る。
南砺市は今後を⾒据え、「環境保全・エネルギー」「農林漁業」「健康・医療・介護・福祉」
「教育・次世代育成」という地域社会の根幹を⽀える４つの分野が相互に連携・連動しなが
ら地域の⾃⽴と循環を図ることを⽬指している。

2.関連する
ゴール

三側⾯をつなぐ統合的な取組みとして整理した「⼟徳⽂化」は⼈材育成、次世代教育、⽂化の継承という精神⾯での役割を担い、「⼩規模多機能⾃治」が地域の課
題解決能⼒を⾼める組織⾯での役割を担い、「南砺幸せ未来基⾦」が資⾦⾯でのサポート及びネットワーク形成を担う。
この３つの取組がすべての取組のエンジンとなって経済⾯、社会⾯、環境⾯への好影響を及ぼす。それを数式で整理したものが以下の数式で表される南砺版地域循環
共⽣圏であり、「⼀流の⽥舎」である。

⾃⽴分散（⼩規模多機能⾃治、南砺幸せ未来基⾦）×相互連携（⼟徳⽂化、地域包括ケア）×循環・共⽣（エコビレッジ構想）＝活⼒あふれる循環共⽣圏（⼀流の⽥舎）

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

「南砺幸せ未来基⾦」について記載する。
南砺幸せ未来基⾦は、⾏政と⺠間の間に位置し地域課題に資す
る活動を⽀援する中間⽀援組織。市内外からの寄付⾦を原資とし
て助成事業を展開している。さらには休眠預⾦等活⽤事業の資⾦
分配団体となり地域外からの資⾦を呼び込むと共に⾏政間の隙間
に位置する課題への取組みを⽀援している。
2020年度には、16団体に助成を実施し、持続可能な農業への
取組みやお寺をモチーフとしたジュエリーづくり、⾼齢者の宅道の除排
雪に⽀援する他、空き家問題、引きこもり・障害者の社会進出の
取組みに⽀援した。複雑化・複合化した課題には市内のリソースを
最⼤限活⽤する必要があるが、取組みを通してゆるやかなネット
ワーク形成が構築されつつある。

南砺幸せ未来基⾦は2020年度16団体へ資⾦的⽀援を実施した。内訳としては地域
資源を活かした取組みを⽀援する「頑張る⼈・地域応援事業」を6件、コロナ禍における
配⾷サービス⽀援等に４件、事業指定寄付プログラム（いわばオフライン型クラウドファン
ディング）に2件、休眠預⾦活⽤助成に4件。⽀援の原資を市内外からの寄付⾦にて
調達すると共に、休眠預⾦活⽤の資⾦分配団体となり地域外からの資⾦を地域内に
投⼊する結果となっている。課題に向き合いながら地域資源を活⽤した助成事業を展
開することによって団体間のネットワークが図られつつある。また休眠預⾦活⽤助成におい
ては実際に取組む団体とロジックモデルの構築やセオリーオブチャンジ、社会インパクト評
価という⼿法に⼀緒に取組むことによって課題や将来像の可視化が図られ、解決の仮説
も構築できるようなりつつある。

7.今後の展開策

5.取組推進の⼯夫
南砺幸せ未来基⾦は、地域性、市⺠性を持つ財団（コミュニティ
財団）である。⽴ち上げにあたっては⾏政が⼀定の役割を持ったが、
財団の意思決定は、市⺠、地域、企業、⾦融機関などで構成され
た役員が実施する。中間⽀援組織としての位置づけを明確とするこ
とによって多様な意⾒を取り込める体制となっている。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

助成事業を通してネットワーク形成を図っていく。そのために助成を受けた団体等の活動
報告会を実施し、情報や課題の共有を図っている。⽬的別のファンドの⽴ち上げも企画
されており、⽀援する側、⽀援される側がより可視化される形も模索している。
⼀⽅で地域内資⾦循環をテーマとした地域通貨の研究も進めており、市内への周知を
図るとともに主体的担い⼿の検討を実施する。

2021年1⽉30⽇に⾦沢市主催の「北陸SDGｓ未来都市フォーラム」にてSDGｓの取組みの事例紹介を実施。また2021年2⽉には北
陸（富⼭、⽯川、福井）のNPO等の団体に南砺幸せ未来基⾦の取組や休眠預⾦活⽤事業の紹介を⾏うセミナーを実施。

美しい⾥⼭・⽔郷を活かしたSDGs未来フィールドの創⽣
⽯川県⼩松市（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)
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本市の⾯積の約7割を占める⼭林や⾥⼭地域は、豊かな⾃然環境や資源を有しているが
⾼齢化の⾼まり等により、その多⾯的機能の維持・成⻑が求められている。
本市では、南北に連なる⾥⼭や⽔郷を、SDGsを推進する研究・交流フィールドとして捉え、 2.関連する
ゴール
環境・エネルギー問題への貢献や農林業の⾼度化、次世代の技術等の研究開発に向け、
住⺠や⼤学、企業等の多様なステークホルダーを交えた取り組みを展開する。
環境共⽣のシンボル「⽊場潟」では、環境基準値を⾒据えた⽔質改善と⽣態系の豊かさに関する指標を掲げ、市⺠や⼤学、企業等が
連携して、次世代に引き継ぎたいより良い⾃然環境を追求するため、研究・技術の応⽤や美化活動等の取り組みを続けている。
こうして、これまでに得られた知⾒や活動の輪を、本市のSDGs未来フィールドとして位置付ける⾥⼭地域にも拡⼤し、環境教育の普及
や産業のグリーンイノベーション創出、農林業振興による⼭林・⽥畑の荒廃防⽌や治⼭治⽔等につなげる。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

●⽔質改善(⽊場潟COD値)、豊かな⽣態系に向けた取り組み
・市内の環境保全に取り組む団体・企業等の組織である「環境
パートナーシップ」や「こまつ⽔郷パートナーシップ」を設⽴し、⼀体
的な活動を展開・地域や企業等による⼀⻫美化
・⼤学により⽣態系調査の実施
・産学官合同の「浮島プロジェクト」

●他事業への展開
・2020年10⽉有識者による「こまつ⾥⼭SDGs倶楽部」を新たに⽴ち上げ、⾥⼭地
域におけるSDGs推進に関する調査・分析や、国内外からの教育、産業、ツーリズム
等の幅広い分野での取り組みを加速させた。
・SDGs 宣⾔
市内の各事業者や団体などで、SDGs 達成のために「現在取り組んでいること」ある
いは「これから取り組むこと」を宣⾔して掲⽰することで、SDGs 活動を促進することを
⽬的として実施。
●KPIの達成状況
・⽔質改善(⽊場潟COD値) （H27）8.6mg/ℓ→（R1）7.7mg/ℓ
・⽣態系の豊かさ（在来種の発⾒）計7種（コハクチョウ、マガンが⾶来）
・清掃活動への参加者数 年間 2,200⼈（コロナの影響で中⽌多数）
・酒⽶の作付⾯積 （R1）10ha →（R2）13.5ha

5.取組推進の⼯夫
環境保全に取り組む各団体を「環境パートナーシップ」として⼀体
的な組織運営を図り、共通の計画や⽬標を⽴て、活動を進めるこ
とで、相互の活動の⾒える化や情報共有、⼤学や企業との連携な
ど、あらゆる効果が得られた。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
⼩松市ゼロカーボンシティ宣⾔
先達から受け継がれてきたふるさと⼩松の⾃然と⽂化を100年後の未来に引き継ぐ
その思いを未来に⽣きる⼦どもたちにも受け継いでいく
2050年までにCO２排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」の実現を⽬指す

・全国の団体、企業等から視察の受け⼊れや取材対応などあり
・⾦沢⼤学教授による研究報告をはじめ、同学の広報誌「アカンサス」等でプロジェクト内容を紹介

持続可能なめがねのまちさばえ 〜⼥性が輝くまち〜
福井県鯖江市（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

・眼鏡、繊維、漆器を三⼤地場産業とするものづくりのまちで、昔から家族経営が多いことか
ら、⼥性が働きやすく社会参画しやすい⾵⼟が育まれ、特に20代から40代前半にかけての
⼥性の就業率が⾼い状況にある。
・意思決定の場（市議会議員、管理職等）や町内会組織での役員等に⼥性が少ない。
・⼈⼝減少時代において、家庭、職場、地域におけるジェンダー平等の実現により、「持続可
能なめがねのまちさばえ」を⽬指す。
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2.関連する
ゴール

地域のブランド⼒を⾼め、魅⼒ある雇⽤を⽣み出し、若者が住みたくなる・住み続けたくなるまちづくりを⽬指すためには、市⺠や市⺠団体、
企業などあらゆるステークホルダーにおけるエンパワーメントが重要であり、性別関係なく、潜在的ポテンシャルが⼗分に発揮できる環境により、
エンパワーメントを引き出すことが有効である。そこで、地域特性を活かし、経済・社会・環境の３分野において、⼥性が輝くまちづくりを中
⼼とした「居場所」と「出番」づくりを創出することで、あらゆる⼈々のエンパワーメントを⽣み、地域のエンパワーメントにつなげていく。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

▶「さばえSDGs推進センター」の開設
・国内外のSDGsに関する情報収集と発信の場
・講演会、セミナー、研修の受⼊れ、相談の場
・様々なステークホルダーによる連携、活動の場
▶「さばえ３８組」の創設
・⼥性活躍に向けた取組を積極的に⾏う市内企業の経営
者を中⼼となって⼥性活躍の重要性を発信することにより、企
業リーダーの意識改⾰と⼥性活躍の取組の輪を市全体に広
げることを⽬的とする。
▶「さばえグローカルクラブ」の創設
・鯖江市のSDGs推進に賛同いただける企業、学校、団体
同⼠の連携や交流の促進を⽬的に設⽴。

▶さばえSDGs推進センター（2020年9⽉オープン）
①相談、⾒学等来場者数 約10名/⽇
②企業、学校、団体への研修会の開催 15件
➂慶應⼤学⼤学院メディアデザイン研究科とのセミナー 2回（2,3⽉）
④SDGsシンポジウムの開催 1回（3⽉）
▶「さばえ３８組」（2021年3⽉発⾜）参加メンバー 17社
▶「さばえグローカルクラブ」（2021年2⽉創設）会員数 28社
▶地域おこし協⼒隊として、カナダ出⾝の⼥性1名がセンターを拠点に活動
海外の視点から⾒たジェンダー平等についての研修会の開催やSNSを活⽤し
て本市の取組を英訳付きで発信
（Instagram フォロワー数 約700件 うち海外のフォロワー数 約150件
Facebook、Twitterでも発信）

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

国内外の様々なステークホルダーとの連携によるSDGsの推進
・研修会やパネル展⽰、キャンペーンなど、協働で実施
・SNSや動画を活⽤した情報の発信や共有
・市職員で構成された推進チームや担当課との連携

「ものづくりのまち」として、商⼯会議所や地元の⾦融機関、福井県眼鏡協会、越
前漆器協同組合、鯖江市繊維協会等と連携し、地場産業のエシカルやDXを推
進するためのセミナーを開催。越前漆器の海外への販路開拓にむけ、産地の⼥性
デザイナーや⼥性職⼈チームによる商品開発プロジェクトを実施。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

仁愛⼤学と連携し、ふくいSDGsアワードを開催（2020.9〜2021.3）県内中学校の視察研修 1件
⾸都圏中⾼⽣対象の教育旅⾏の視察2件 BS-TBSの新春番組の取材1件 県外企業、⾃治体視察 15件（妙⾼市、
⾦沢市等） 出前講座・講演会 15件 県外⼤学や団体、市内中学校、⾼校へのオンライン研修、インタビューの実施

「命をつなぐＳＤＧｓ愛知モデル」の拡⼤・確⽴
愛知県（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

県内総⽣産は全国第２位、製造品出荷額等は43年連続で全国１位と、⽇本随⼀の製
造業の集積地である。課題としては、AIやIoT等の技術の進化に対応した次世代⾃動⾞
の開発・普及、企業等で⼥性が活躍できる環境整備、⽣態系の保全や企業等と連携した
温室効果ガスの削減などがあり、課題解決に向けて、「⾃動運転」など近未来技術等の社
会実装の推進、ワーク・ライフ・バランスの推進など働く場における⼥性の活躍促進、⾃然との
共⽣に向けた⽣物多様性の保全やEV・PHV・FCVの普及促進などに取り組んでいる。
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2.関連する
ゴール

2010年のＣＯP10以来、本県が積極的に取り組んでいる「⽣物多様性保全」を⾜がかりに、環境・社会・経済の好循環を⽣み出し、持続的
な地域づくりを実現するため、「愛知⽬標」達成に向け先導した「あいち⽅式」の発展・確⽴プロジェクトを実施する。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

◆ユースを核とした連携による⽣物多様性保全活動の推進
経済・社会を⽀える基盤である⽣物多様性について、次代を担う
ユース世代を中⼼に企業やNPO等多様な世代・主体の連携による
保全活動の推進
①オール愛知で保全活動に取り組むユース組織整備・活動⽀援
②多様な主体（企業・NPO等)と連携した保全活動の展開
③情報発信による連携促進

◆ユースによる⽣物多様性保全活動の推進
・オール愛知で⽣物多様性保全に取り組むユース組織「GAIA」が、県内の多様な主体
と連携して各地の保全活動に参加し、ユースの学習や活動の活性化に繋げた。
◆ユースの育成
・企業やNPO等との連携による⽣物多様性保全活動により、令和2年度は新たに28名
のユースを育成し、令和元年度から累計106名のユースを育成した。
・⽣物多様性とSDGsをユースを始め多様な主体に広めるためのフォーラムを実施した。
（参加者延べ255名）
◆パートナーシップの推進
・ユース活動を広く情報発信することで、⽣物多様性保全活動における多様な世代・主
体の連携を推進している。
◆循環ビジネス等の事業化・企業と連携した⼤学⽣の⼈材育成
・多様な主体との⽣物多様性保全活動の推進によって地域における環境意識が向上し、
新たな循環ビジネスの展開を促すとともに、県と企業が連携して⾏う⼈材育成事業の促
進など、社会⾯における環境活動を活発化させた。

5.取組推進の⼯夫
⽣物多様性保全での連携を通して、ユース世代や連携する様々な
主体それぞれにwin-winとなる連携構築
（例）ユース⇒⾃らの成⻑・学び、仲間づくり、社会体験
企業⇒⾃社取組のPR、学⽣へのアピール
⼤学⇒社会連携の機会 NPO⇒若者参加による活性化

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
・ユース主体での活動の企画・展開による保全活動の促進
・多様な主体が持続的に連携できるスキームの確⽴
・「SDGs AICHI EXPO 2021」での成果発信等による、更なる連携拡⼤

ＳＮＳやフリーペーパー等の情報発信により活動の展開促進を図っている

SDGs未来都市 〜世界に冠たる「NAGOYA」〜 の実現
愛知県名古屋市（2019年度選定）
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1.地域の特徴と
課題及び⽬標

⽇本のほぼ中央に位置し、広域的な交流ネットワークの中⼼地となる本市は、常住⼈⼝が
約233万⼈（2020年9⽉1⽇）であり増加傾向にある。さらに、世界レベルの産業技術、
⼤都市ならではの商業・サービス業の厚い集積があり、強い経済⼒に裏付けられた安定的
な雇⽤があるほか、⽇本有数の⼤学の集積地でもある。また、1999年に「ごみ⾮常事態宣
⾔」を発表して以降、市⺠・事業者の協⼒によりごみ処理量約4割減を達成した。
こうした強みを⽣かし、第20回アジア競技⼤会やリニア中央新幹線開業をチャンスと捉え、
世界から選ばれ尊敬される、世界に冠たる「NAGOYA」をめざしていく。

3.取組の概要

名古屋市総合計画２０２３（2019年10⽉公表）に掲げた2030年のあるべき姿をめざし、⻑期的な展望に⽴ったまちづくりを強⼒に推進
することで、経済・社会・環境が調和した誰⼀⼈取り残さない持続可能なまちを実現していく。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組
【経済】「イノベーション戦略」の推進
中⼩企業のイノベーション創出の促進やスタートアップの⽀援、
MICEの推進など、新たな価値の創出に取り組んでいる。
【社会】「都市機能強化戦略」の推進
最先端モビリティ都市の実現に向けた取組やリニア中央新幹
線開業に向けた名古屋駅周辺のまちづくりなど、⼤交流を⽀え
る都市機能の強化に取り組んでいる。
【環境】「環境都市推進戦略」の推進
低炭素なライフスタイル・ビジネススタイルへの転換の促進、緑
に親しめる環境づくりや⽣物多様性の保全など、環境都市の推
進に取り組んでいる。

5.取組推進の⼯夫
SDGsの達成に向けた機運を⾼めるため、様々なイベントや講
演会、広報物や市公式ウェブサイトなどを通して域内外に向け
た普及啓発・情報発信に取り組み、市⺠、市⺠団体、企業、
学校・⼤学、国際機関などと連携を深めている。
また、⾏政内部においても、全庁的な組織を通じて、SDGsを
意識した取組の推進や取組状況の情報共有などを⾏っている。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

2.関連する
ゴール

6.取組成果
・さまざまなステークホルダーとの連携の⼀環として以下の事業を実施
なごや環境⼤学SDGs未来創造クラブにおいて、
地域課題の解決とSDGs達成に向けた事業展
開を検討するまちづくりプロジェクトと、SDGs学
習プログラムを制作し⼦どもたちのSDGsへの意
識を育む⼈づくりプロジェクトを実施。

 賑わい空間の創出として地区内外から継続的に参加
▲賑わい空間の創出
するものとして登録した店舗・事業所数 16件
 NAGOYA SDGs フィールドへの参加児童数 1,100⼈

▲SDGs学習プログラム
HP「なごやSDGs街」

名古屋市⽴⼤学や市内企業との協⼒のもと、名古屋市の地域課
題を⼤学⽣のアイデアで解決するSDGs IDEA FORUM 2020を
実施。
 提出アイデア数 82件

7.今後の展開策
2021年に新たに設置した「名古屋市SDGs推進プラットフォーム」をはじめとした連携基盤を
活かし、産学官にまたがる多様なステークホルダーがつながりともに取り組む仕組みにおいて、
市⺠や企業等によるSDGs達成に向けた⾏動や活動の創出に取り組んでいく。

本市主催の広域連携に関する研究会（38⾃治体）や愛知県主催のＳＤＧｓ未来都市等担当者会議等の機会を捉え、本市の取
組状況についての情報発信を実施している。

豊橋からSDGsで世界と未来につなぐ⽔と緑の地域づくり
愛知県豊橋市（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

愛知県東部に位置し、⼈⼝約37万⼈規模の中枢中核都市。⼭や海、湿原や⼲潟などの⾃
然に囲まれる⼀⽅で、新幹線をはじめとする3社6路線が集まる豊橋駅に、東三河の⽞関⼝とし
て多くの⼈が⾏き交う都会と⽥舎が共存するまちである。農業・⼯業・商業のバランスがとれた産
業構造を有している。
経済⾯では「⽔と緑に係る経済活動の活性化」、社会⾯では「⽔と緑を守る⼈材の育成」、環
境⾯では「⽔と緑の環境保全」が課題となっており、解決に向けた取組を⾏っている。

2.関連する
ゴール

豊川⽔系でつながる東三河地域の⽔環境及び森林環境が持続可能な活動や教育等により保全されており、「現在から未来へ」「豊橋・東三
河から世界（開発途上国）へ」⽔道技術が継承され、安全・安⼼な⽔が安定的に供給されていることを⽬指す将来像としている。
具体的には、豊川⽔系の恵みが受け継がれること、環境保全意識が⾼く国際感覚に優れていること、開発途上国の⽔環境改善に寄与すること、
グローバル経験が活かされた⽔道技術⼒の⾼い地域になることを⽬指す。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

◆地域や開発途上国での様々な協⼒活動の推進

◆⽔と緑に係る国内外の⽀援⾃治体数

・東三河地域やインドネシアでの⽔道技術⽀援
・ボルネオ島の野⽣動物保全のための国際協⼒活動

◆地域資源の利活⽤による再⽣可能エネルギーの⽣産
・⽣ごみや下⽔汚泥等を活⽤した再⽣可能エネルギーの⽣産
・⽊質バイオマスの活⽤促進と雇⽤の創出

◆豊橋市SDGs推進パートナー制度

・包括連携協定を締結している⺠間企業2社との連携事業
・地域内外の多様なステークホルダーの合意形成、交流を⼀層促進するために令
和2年7⽉に開始し、さらなる普及展開

◆豊橋市⾼校⽣SDGsチャレンジ活動

・第6次豊橋市総合計画(2021年→2030年)の⽬指すまちの姿をSDGsのゴー
ルに紐づけ、次世代を担う若者に豊橋市の⽬指すまちとSDGsについて調べ、考え、
⾏動してもらい、その活動を募集
・⾼校⽣と企業・団体を繋ぐため、豊橋市SDGs推進パートナーより特別賞を提供

5.取組推進の⼯夫
・東三河地⽅のSDGsの持続可能な取組や活動を推進することを⽬指し、様々な
ステークホルダーと連携して「豊橋市SDGs推進パートナー」制度を通し、普及啓発
を図った

8.他地域への展
開状況（普及効果）
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【⽔道技術⽀援】これまでにインドネシア共和国ソロク市（浄⽔技術・排⽔技術指導）、⽥原市・設楽町・
東栄町・豊根村（⼈材育成）を実施
【野⽣動物保全】マレーシアボルネオ島
⾃然環境保護・⽣物多様性保全事業の推進を実施

◆豊橋市SDGs推進パートナー登録数

・令和2年7⽉に募集を開始し、250企業・団体が登録（令和3年9⽉現在）
・パートナー企業・団体同⼠の連携を図ることを⽬的に交流会、企業・団体の
取組み促進を⽬的に事例発表会(SDGsカフェ)を開催

◆豊橋市⾼校⽣SDGsチャレンジ活動応募数

・令和3年7⽉1⽇〜10⽉31⽇を募集期間とし、9⽉1⽇現在210グループが応募

7.今後の展開策
・さらなる普及啓発を図るため、市と「豊橋市SDGs推進パートナー」企業・団体がそれぞれの有する資源や
知⾒等を活かし、ともに⽬指すゴールや豊橋市の地域課題の解決に向けて連携し、持続可能な取組や活
動を推進
・令和3年度まで認知度、理解度向上を⽬的とした活動を⾏ってきたが、来年度は「⾏動変容」に繋げる活
動を⾏う予定。

・令和2年度から令和3年度はコロナ禍のためあまり受⼊をしていないが、例年はバイオマス利活⽤センター、下⽔道施設への国内外からの視察受⼊を多数実施
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世界から選ばれる「三⽅よし・未来よし」の滋賀の実現
滋賀県（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)
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京阪神の⼤都市近郊にありながら、琵琶湖をはじめとする豊かな⾃然、多様な⽂化芸術の
価値などを併せ持ち、住⺠主体の環境保全活動「⽯けん運動」や、近江商⼈の「三⽅よし」、
2.関連する
⽷賀⼀雄⽒の福祉思想などが現在に引き継がれ、SDGsに通じる精神が息づいている。
⼈⼝減少・⾼齢化や第4次産業⾰命、気候変動等のリスクを踏まえ、⼀⼈ひとりが幸せを
ゴール
感じることができる滋賀を、⾏政だけでなく、県⺠や企業、⼤学等、みんなの⼒でつくることを
⽬指している。
2030年に向け、未来を拓く新たな価値を⽣み出す産業「経済」、未来を⽀える多様な社会基盤「社会」、未来につなげる豊かな⾃然の
恵み「環境」を実現するため、経済・社会・環境の三側⾯をつなぐ⼈づくりに取り組んでいく。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

【MLGs（マザーレイクゴールズ）】
・琵琶湖版のSDGs である、MLGsの策定の推進。琵琶湖を切り⼝とし
てSDGs をアクションまで落とし込み、
琵琶湖を通じて県⺠等多様な主体
による活動が SDGs につながっている
ことを発⾒できる仕組みづくりを推進。

【MLGs（マザーレイクゴールズ）】
・「びわ湖との約束ハッシュタグキャンペーン」や「MLGsつくろうワークショップ」を6回開
催するとともに、マザーレイクフォーラム運営委員会や関係地⽅公共団体との意⾒交
換会等、様々な場で検討を進め、令和3年度にMLGsアジェンダを策定。
・環境配慮⾏動への取組は広がってきており、2020年度の県⺠の環境保全⾏動
実施率は81%となり、⽬標を達成。

【滋賀SDGs×イノベーションハブ（愛称︓しがハブ）】
・滋賀の社会的課題解決につながるビジネスモデル創出と、21世紀にふ
さわしい新たなビジネスモデル構築を⽬指して、官⺠連携の組織「しがハ
ブ」において、イノベーション創出をサポート。

【滋賀SDGs×イノベーションハブ（愛称︓しがハブ）】
・2020年度は32件のイノベーション創出活動を⽀援。
・13件の取組を「滋賀SDGs×ビジネス表彰」として表彰を実施。
また、⼈づくりとして、次世代を担う学⽣が⼀体的にSDGsの発信を⾏う「県内⼤
学SDGsつながる⽉間」の取組が進展しており、県内6⼤学の学⽣23名が参画、
SDGs実践者の取組取材や、10⼤学の取組をまとめたマップを作成・発信。

5.取組推進の⼯夫
・「滋賀県庁SDGsアクション」を策定し、各分野計画にもSDGsを位置づ
け、各政策におけるSDGsの取組を推進。
・MLGsの策定においては、より多くの多様な主体が、SDGsをより⾃分ご
ととして捉えられる⽬標となるよう、「びわ湖との約束」ハッシュタグキャンペー
ンや、「MLGsつくろうワークショップ」を開催し、県⺠、琵琶湖下流域の⽅、
⼤学⽣、企業・団体等幅広い⽅が参画。⼈づくりにつなげた。
・「SDGsプロジェクト創出ワークショップ」や「SDGs×交流会」、学⽣によ
る「SDGsつながる⽉間」の取組により様々な主体との連携を促進。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
・MLGsは、令和3年7⽉にMLGsアジェンダを策定。MLGs賛同者を募集し、賛同
者の取組をMLGs専⽤サイトで公表するなど、取組の普及・促進を⾏っていく。
・第1ステージとしてのしがハブの取組から、第2ステージとして、コミュニティやステークホ
ルダー等多様な主体とのパートナーシップを強化し、企業を中⼼としたSDGsのビジネ
スを⽀援していく。
・「SDGs全国フォーラム in しが」の開催により、様々な主体との連携促進や情報発
信を⾏っていく。

県内や県外の⼤学における取組紹介・講義（新型コロナウイルス感染症の拡⼤の影響によりオンライン実施）
滋賀SDGs×イノベーションハブについては、2021年1⽉に内閣府主催の「地⽅創⽣SDGs国際フォーラム2021」において、官⺠連携事
例で、全国優良事例5事例に選定され、取組内容を発信。

便利な⽥舎くらし『ヒト、モノ、情報、あらゆる資源がつながる“未来の舞鶴”』
京都府舞鶴市（2019年度選定）

1.地域特性と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

 本州のほぼ中央部、⽇本海が最も湾⼊した京都府北東部に位置し⼈⼝は 83,990⼈。
 重要港湾「京都舞鶴港」を擁し、関⻄経済圏の⽇本海側における「国防」「海の安全」「エ
ネルギー」 「太平洋側の⼤規模災害時におけるリダンダンシー」「広域観光」「ものづくり産
業」の拠点機能を担う重要な地域。
 都会にはない豊かな⾃然や歴史・⽂化を有し、少し⾜を伸ばせば京阪神にアクセスできる。
 地域資源と多様な連携を⽣かし「⼼が通う便利で豊かな⽥舎暮らし」を⽬指している。
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2.関連する
ゴール

【舞鶴版Society5.0実装推進事業】
企業や教育機関と連携する中でＡＩやＩＣＴ等の先進技術を積極的に導⼊し、エネルギーや交通、⽣活（マッチング・キャッシュレス）、
公共（インフラやヒトの⾒守り）等をつなぎ合わせて有効に活⽤するための「舞鶴版Society5.0」の実装を推し進める。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

舞鶴版Society5.0実装推進事業
①コワーキングスペースを活⽤した「舞鶴版ＳＤＧｓ」ＰＲ促進事業
②多様な主体と連携して⼈材を育成する若者チャレンジ事業
③ＩＣＴを活⽤した防災・減災システムの実装等を⾏うモニタリング事業
④⽇本初となる「共⽣型MaaS」（meemo）導⼊に係る実証実験
⑤ＡＩ-ＯＣＲやＲＰＡを活⽤した⾏政運営の効率化

 コワーキングスペースを通じた都市部からの来訪者数約440名を達成。
 Society5.0の実装によるまちづくりが「ビヨンド・コロナ」社会において
求められる「地⽅回帰」「安全・安⼼」の実現においても機能。
 企業や教育機関等と連携した取組みを進める中、市を介さなくとも
企業と教育機関との連携が進む関係性が構築されてきた。
 市と企業や教育機関が⼈材や技術、資⾦を持ち寄って事業を展開
しているところはもとより、SDGs未来都市への選定をきっかけに「舞鶴
版Society5.0 for SDGs」に賛同した新たな企業等との連携創出
や投資促進を実現。

7.今後の展開策
5.取組推進の⼯夫
 2019年度に、市⻑をリーダーに22課37名で構成・設置した「舞鶴版
Society5.0推進本部」が、今年度からは29課58名に体制を強化・拡⼤し、
「舞鶴市SDGs未来都市推進本部」となり、取組を推進。
 市と企業や教育機関等のそれぞれが⼈材や技術、資⾦等を持ち寄る仕組みと
することで、全てのステークホルダーが主体性をもって取り組む環境を創出し、実
効性を担保している。
 SDGsに係る市⺠への理解を促進するに当たっては、次代を担う中学⽣、⾼校
⽣等への講義や授業を通じて、親しみやすさをもって説明し、裾野を広げている。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

 「共⽣型MaaS」（meemo）においては、実証実験のデータを踏ま
えた改良を⾏い、実装に向けて次のステージでの展開を検討している。
 モニタリング事業は、今年度、内閣府の「戦略的イノベーション創造プ
ログラム(ＳＩＰ)」における市町村災害対応統合システム開発の実
証実験モデルにも選定されており、これを着実に推進するとともに、広
く利⽤してもらえるサイトの運⽤を開始する。
 コワーケーション等を通じた⼈材の呼び込みについては、地⽅回帰の
機運を追い⾵と捉え、より強⼒に推進する。
 これまでの取組で得られたノウハウをベースとして、スマート農業、ス
マート漁業への展開に向けて研究・実証実験を推進する。

 取組への取材を多数受け、メディアに取り上げられた。国を始めとする⾏政機関、⺠間調査会社等からの視察を多数受け⼊れている。
 本市と連携しているＯＳＳ等において、本市における取組事例をもとに、他の⾃治体とSDGsやSociety5.0等を軸とした連携に発展
させるなど本市のモデル事業が他の地域にも展開され始めている。

⽣駒市 SDGs未来都市計画
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奈良県⽣駒市（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

⽣駒市は奈良県の北⻄端に位置し、緑豊かな⾃然環境に恵まれ、⼤都市へのアクセスも
良好であることから、関⻄を代表する良好な住宅都市として発展してきた。近年は、「⼦育て
しやすいまち」としての評価も⾼まってきている。
主な課題は若年層の⼈⼝減少への対応・⽼年⼈⼝の増加への対応、地域経済循環の
活性化とライフスタイルの変化への対応等がある。

2.関連する
ゴール

いこま市⺠パワーによる供給施設・事業所の拡⼤、⼀般家庭への電⼒供給の開始・拡⼤により、これまでは市外に流出していたエネル
ギーコストが市内にとどまり、資⾦の地域内循環が形成され、また、収益は、コミュニティサービスに活⽤され、地域課題の解決及び市⺠⽣
活の質的向上につながる。供給電源は、市域の再⽣可能エネルギー由来の電源を最優先で調達することとしているため、再⽣可能エネル
ギーの普及拡⼤にも寄与する。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

地域新電⼒である「いこま市⺠
パワー株式会社」を核とした⽇本
版シュタットベルケモデルの形成
を⽬指す。
市内の太陽光発電の開発に取
り組む市⺠団体「（⼀社）市⺠
エネルギー⽣駒」からの電⼒調達
をはじめ、市⺠や地域のステーク
ホルダーと引き続き連携しながら
取組を進める。

●再⽣可能エネルギーの活⽤
いこま市⺠パワーでは、地産の再⽣可能エネルギー電源などを活⽤しながら供給先を拡⼤。
再⽣可能エネルギー⽐率10.4％、供給⼾数２４⼾。
●コミュニティサービスの実施
いこま市⺠パワーの収益を地域に還元して実施するコミュニティサービスとして、市内全⼩学
校における1年⽣を対象とした「登下校⾒守りサービス」の⼀部無料期間を延⻑するサービス
拡充を継続、「SDGs de 地⽅創⽣」カードゲームのファシリテーター資格取得補助を⾏った。
●資源循環・コミュニティステーションの設置
「複合型コミュニティづくり」事業として⽣駒市で⾃治会を対象に補助を実施したほか、いこま
市⺠パワーがコミュニティサービスの⼀環として⾃治会の伴⾛⽀援を⾏ったことにより、事業に
取り組んでいた6⾃治体中２⾃治体で実施できた。

7.今後の展開策

5.取組推進の⼯夫
当初予定していた、いこま市⺠パワーによる収益活⽤⽅法などを検
討する、市⺠ワークショップが新型コロナウイルスの影響もあり実施で
きなかった。同社における役割の⼀つである「市⺠活躍の場づくり」の
推進のためにも、⾮接触による開催⽅法の検討や総合的なブラン
ディングによる市⺠へのアプローチ等を進め、昨今の社会情勢を踏ま
えた展開⽅法を検討していきたい。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

●いこま市⺠パワーでは令和３年９⽉より「FIT切れ太陽光発電電⼒」の買取を始め、
さらなる再⽣可能エネルギー⽐率の向上を⽬指す。
●いこま市⺠パワーの収益還元ワークショップのなかで、「SDGs de 地⽅創⽣」カード
ゲーム等を活⽤し、市⺠・事業者へのSDGs啓発と地域課題の抽出を⾏っていく。
●令和3年10⽉に⽣駒市に関わる企業・団体等が連携することでSDGsの達成や持
続可能なまちづくりを推進することを⽬的とした「いこまSDGsアクションネットワーク」を設
⽴。

「SDGs⾃治体⽩書2021」「事業構想」「ゼロカーボンシティ取組映像（環境省）」「環境⽩書」「SUUMOジャーナル」での事例紹介、
「近畿⾃治体環境施策情報交換会（きんき環境館）」「エネルギ―施策と連携した災害に強い持続可能なまちづくり担当者会議（国
⼟交通省）」「池⽥市SDGsフォーラム」での講演、総務省ふるさとづくり⼤賞、地⽅⾃治体表彰受賞

世界に誇る‼⼈にもまちにもレジリエンスなスマートシティSANGOの実現
奈良県三郷町（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

奈良県の北⻄部に位置し、⼤阪のベッドタウンとして発展してきた⼈⼝約23,000⼈の町。 ⾯積
は、8.79㎢と⾮常にコンパクトだが坂が多く、また、奈良から⼤阪へ流れる唯⼀の川、⼤和川による
⽔害に苦しめられてきた歴史があることから、環境⾯で防災・減災、社会⾯で⾼齢化にも対応する
QOLの向上、経済⾯で雇⽤の創出が課題である。
これら課題解決に向けて世界に誇る‼⼈にもまちにもレジリエンスなスマートシティSANGOの実現を
掲げ、ICT技術を駆使したまちづくりに取り組む。
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2.関連する
ゴール

ICTとメンターの⼒で課題を乗り越える「スマートシティSANGO」の構築

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

・【スマートシティSANGOを⽀える地域BWAを活⽤したネットワークの構築】 地域BWA（地域広帯域無線アクセスシステム）を町内全域に整備
し、その閉域ネットワークを活かして多くのデータを収集・分析・利活⽤等することで、地域課題（防災・防犯、⼦育て、教育、健康・福祉、産業・雇⽤
等）の解決を図る。
・【スマートシティSANGOを⽀えるメンター（三郷ひまわりパートナーズ）の発掘・育成】 ⾃分たちのまちに⽬を向けそれぞれの分野で地域のために活
動されているメンターたちを、システムを構築して把握し、メンターたち同⼠を結び付ける場を設け、様々なメンターが連携できるような仕組みを作る。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

●地域BWAを活⽤したネットワークの構築
コンパクトな町、⼈⼝規模を活かし町内全域に地域BWAを構築。また、その
閉域ネットワークを活かし、ICT・IoT技術を活⽤したスマートシティ構想を策定。
本構想に基づき各分野での事業を推進。

三郷町SDGs未来都市計画をもとに、より具体的なICT・IoT技術の活⽤施
策に関する総合的な指針としてスマートシティ構想を策定(2020年3⽉)
・テレワーク推進により新たな雇⽤創出につながり、CO２削減にも⼤きく貢献
出来た。
→奈良サテライトオフィス35のコワーキング利⽤者数
（2018年︓284⼈→2020年︓1,455⼈）
→テレワークによる雇⽤創出（2018年︓0⼈→2020年︓20⼈）
→サテライトオフィス使⽤によるCO2削減量
（2018年︓270㎏-CO2→2020年1,382.0㎏-CO2）

⼦育て

業務効率化

テレワーク環境の充実

防災・防犯
センサーによる⼤和川
の⽔位等の把握

ＡＩやＲＰＡ等の導⼊

移動・交通

予約制乗合タクシー

産業・雇⽤
スマートアグリに
よる農業振興

5.取組推進の⼯夫
地域BWA構築事業では、公設⺠営を想定し免許申請など関係機関との調
整に苦労したが、事業者の提案により⺠設⺠営の⽅式で整備することができる
ようになった。このことから、地域経済の発展、QOLの向上といったまち全体の
好循環がより⼀層期待できる。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
・地域BWAにおける閉域ネットワークの利活⽤⽅法を検討し、基地局設置な
ど企業と連携して環境整備を⾏い、サービスの利⽤開始をめざす。
・⾃動運転⾞両の実証実験を「未来技術社会実装事業」(2020年度選
定）により実施予定
・三郷ひまわりパートナーズの発掘・育成として“SDGs登録認証制度”を活⽤
し、SDGsメンター制度を確⽴する。

2020年度 近畿情報通信セミナーでの取組紹介、静岡市ＳＤＧｓシーズンへ展⽰参加、

「広陵町産業総合振興機構（なりわい）」の産官学⺠連携による安⼼・安全で住み続けたくなるまちづくり
奈良県広陵町（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

RESASを活⽤した経済分析では、広陵町の産業は「靴下製造」と「プラスチック製造」が主
たる産業ですが、共に⽣産性は低い状況です。また地域経済循環の⽀出に関して域外への
流出が極めて多く、地域内経済循環がうまくいっていません。さらに、エネルギー代⾦流出も
⼤きく、地域内で再⽣エネルギーを供給する仕組みづくりも必要となっています。
その基盤となるものが経済の活性化であり、地域内経済循環率の引き上げを図り、地域済
の豊かさを実感できるまちづくりが求められています。

2.関連する
ゴール

広陵町の既存企業の⽣産性を向上させる仕組みづくりや広陵町で新たに事業を⽴ち上げる起業家への中間⽀援などを、地域の商社と
もいうべき町が出資した組織である産業総合振興機構（なりわい）が中⼼となってサポートする仕組みを構築しました。機構の業務領域
は商⼯業、農業、観光の分野に横断的にまたがる中間⽀援を中⼼に、関連事業として福祉や教育との連携も視野に⼊れた事業展開も
図ります。また、産業総合振興機構（なりわい）⾃らも収益事業を⾏い、地域経済循環の拡⼤を⽬指します。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

【広陵町産業総合振興機構（なりわい）の活動】
広陵町の産業・農業・観光といった各分野が持つ特⾊や強みを⽣
かした地域活性化を図るため、⾏政とは異なる組織（⼀般社団法
⼈）として設⽴されました。
「町をまるごと商品化」することにより、町内の経済循環（⽣産・消
費・収⼊）が更に活性化し、持続可能な経済成⻑、雇⽤、消費
を⽣み出すことを⼤きな事業⽬的としています。

＜地産地消＞
飲⾷店⽀援、野菜販売、コロナ対策マスク配布、広陵くつした博物館運営
＜外販促進＞
ふるさと納税、インターネット通販、拠点販売
＜観光振興＞
町内周遊型イベント開催、RVパーク管理（受託予定）
【ビジネスサポートとしての活動】
KoCo-Bizの⽴ち上げ
愛知県岡崎市の岡崎ビジネスサポートセンター
OKA-Biz（オカビズ）モデルを隣の⼤和⾼⽥市と
共同で設⽴予定
そのサポートをなりわいが⾏うこととしています。

5.取組推進の⼯夫
広陵町産業総合振興機構（なりわい）は中間⽀援を⾏うとともに、
機構⾃らも事業を⾏い、地域経済循環構造の改善に貢献すること
を⽬指しています。
この取組については経済産業省や奈良県とも連携することとし、平
成30年12⽉に経済産業省－奈良県ー広陵町の三者協定が締
結されました。
県、基礎⾃治体、経済産業省が連携協定を締結することは全国
初のものとなります。

8.他地域への展
開状況（普及効果）
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7.今後の展開策
新型コロナ後の社会変容、⾏動変容に伴う地域経済構造の変化に対応した、新たな
地域経済循環構造構築を⽬指して、広陵町SDGs未来都市をさらに発展させていくこ
ととします。今後の広陵町のSDGs拡⼤のためには、個別施策実施の宣⾔、情報発信、
住⺠参加、指標の設定と進⾏管理が不可⽋であり、その体制を整えます。

現段階で特に他地域への展開はありません。
近隣市町へRESASの活⽤やSDGsに関する講演を多数実施しました。

持続可能な海社会を実現するリノベーション先進都市
和歌⼭県和歌⼭市（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

紀伊半島の北⻄部に位置し、⼈⼝は、36.4万⼈(2015年)。 1985年のピークから減少
に転じた。年少⼈⼝が半分に減少、⽼年⼈⼝は2倍に増加。経済⾯ではサービス産業の低
い労働⽣産性、社会⾯ではコミュニティの希薄化、環境⾯では豊かな環境の未来への継承
などが課題となっており、今あるものを⽣かして価値を⾼めるべく「持続可能な海社会を実現
するリノベーション先進都市」の構築を⽬指す。
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2.関連する
ゴール

「リノベーションまちづくりを核としたまちなかの魅⼒向上」として、まちなかを中⼼にこれまで実施してきたリノベーションまちづくりをさらに推進し
エリアのプレゼンスを⾼める。また、「郊外漁村エリアの持続可能な地域づくり」として、少⼦⾼齢化や空き家増加が進む郊外漁村エリアにお
ける⼤学等と連携した住⺠主体の地域づくりを進める。さらに「持続可能な都市づくりのための⼈材育成」として、未来の地域づくりを担う
⼈材に対するSDGｓの視点からの⼈材育成を推進する。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組
リノベーションまちづくりを核
としたまちなかの魅⼒向上

6.取組成果

郊外漁村エリアの
持続可能な地域づくり

持続可能な都市づくり
のための⼈材育成

⾏政体内部の推進体制としては、ＳＤＧｓ推進に係る重要案件については、市⻑をトップ
に各局⻑で組織される政策調整会議に諮ることとしているほか、幹部連絡会議の場でもＳ
ＤＧｓ関係の情報を共有し、上層部を交えて各組織への伝達等を進めている。

「創業件数」や「⾼齢者が住み慣れた地域で充実した⽣活を送れていると思っている市
⺠の割合」といったKPIは順調に推移し、「ボランティア登録団体数」は既に⽬標値を達
成している⼀⽅、「観光消費額」や「年間宿泊者数」などはコロナの影響もあり、⼤幅に
数値が悪化している。
2020年10⽉、花王株式会社とSDGsに関する連携協定を締結し、協働で地域の課
題解決に取り組んでいる。例えば、各家庭の家事シェアのあり⽅を⾒つけ出していただく
機会として、全3回のオンラインワークショップ「うちワク2021」を開催するなど、⺠間の駆
動⼒を最⼤限活⽤させていただく形で事業に取り組んでいる。
この他、2020年12⽉に地元テレビ局に制作を委託して放送されたSDGs特別番組が
好評だったことから、当該テレビ局が、県内企業の協賛を受け、SDGs普及啓発番組を
毎⽉放送することとなり、⾃律的好循環の流れが⽣まれつつあると感じている。

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

2020年1⽉、SDGsに取り組む企業や団体のパートナーシップを深
め、各々の活動の活性化を⽬指すとともに、地域におけるSDGsの
達成に向けた取組の推進につなげるためのプラットフォームとして「和
歌⼭市SDGs推進ネットワーク」を設⽴。現在、200を超える団体
が加⼊している。

環境省のローカル・ブルー・オーシャン・ビジョン事業に採択され、「ナッジを活⽤した環境
客を巻き込んだ海洋ごみ対策の仕掛け」をテーマに、無⼈島の友ヶ島に⼤量に漂着する
海洋ごみ問題の解決に向けて、⼀般の観光客がごみ回収者側にまわる仕掛けを検討し、
実証実験を⾏うことを予定している。



⺠間主導のまちなかの公園
利活⽤とフリンジ駐⾞場化



まちなかにおける⽔辺の賑わ
い創出



ローカルスマート交通の構築
等

8.他地域への展
開状況（普及効果）



友ヶ島への更なる誘客化



漁村エリアにおける空き家を
活⽤した地域交流拠点の形
成



持続可能な海づくりのための
森づくり 等



SDGｓに関する教育と⼈材
の育成



産学官の連携強化のための
仕組みづくり 等

本市のSDGｓに関わる取組は、原則としてHP上でその取組を地域内外に発信している。ローカル・ブルー・オーシャン・ビジョン事業を通し
て明らかとなったノウハウなども積極的に発信したいと考えている。実施内容などについては、域内外から問い合わせもいただいている。

中⼭間地域における住⺠主体のSDGｓまちづくり事業
⿃取県智頭町（2019年度選定）

智頭町は⿃取県東南部に位置する中⼭間地であり、かつて全国的な林業地として栄えて
いました。少⼦⾼齢化や若者の都市部流出により昭和30年代から⼈⼝は半減し、⾼齢化
率も県内上位に位置していますが、集落や地区単位での活動が活発で、様々なアイデアや
事業が住⺠発案で実施されており、「住⺠⾃治」のパイオニアとして住⺠主体の仕組みづくり
を展開しています。今後は各事業の横展開や様々なアクターを取り込んだ相乗効果を図り、
中⼭間地域として⽬指すべき将来像のあり⽅を⽰す⼤きな流れを作り出して⾏きます。

1.地域の特徴と
課題及び⽬標
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2.関連する
ゴール

町の総⾯積の93％を占める⼭林を豊富な資源と捉え、森林環境を意識した様々なビジネスの創出を図るとともに、集落や地区などの活発なコ
ミュニティとの連携や横展開を狙います。また、まちづくりの⾃分ゴト化を浸透させるため、⾏政や各種団体との協働を⽀援する仕組みづくりを⾏い
ます。

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

○智頭町百⼈委員会

○百⼈委員会をとおして実現した事業
・森のようちえん事業
園舎を持たず、豊かな⾃然環境で⼦育てを⾏う事業。活動は⿃取県に認証され、
運営⺟体は法⼈化を果たし、全国各地からこのようちえんへ通わせたい家族が智頭町
へ多く移住するなど、⼤きな成果がみられます。（2020年KPI︓⼊園者数28⼈）

①提案

役場

百⼈委員会

④事業実施

②予算議決

議会

③交付⾦

※運営⽅法や実施にかかる⼈集め、PRなどは全て百⼈委員会で
考え、⾏動します。
※提案に対する公開ヒアリングを年⼀度開催し、町⻑、副町⻑
以下幹部職員と予算折衝を⾏います。
※各部会には役場の所管課職員が⼊り、サポートを⾏います。
※基本的に提案の予算上限はありません。

○智頭町⽇本1/0村おこし運動（通称「ゼロイチ」）の成果
・旧⼩学校を活動の拠点へ
集落の取り組みが地区の取り組みへと広がり、福祉、防災、地域経営など様々な
活動が住⺠⾃治により展開されています。（2020年KPI︓活動地区数5地区）
令和2年度は、那岐地区の拠点整備に向けた実施設計が⾏われました。

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

まちづくり事業への参画者の固定化は、柔軟性の喪失と多様性の
埋没に繋がり、推進プロセスの硬直が懸念され、それは現時点でも
課題となっています。中⾼⽣や県内⼤学⽣などを活動に取り込み、
様々な世代を超えた活動としていく⼯夫を⾏っています。（町内農
林⾼校⽣が杉の端材を活⽤し、鉛筆を製作するなどの活動あり）

「まちのコイン」などのツールを使った、まちづくり活動とSDGｓの紐付けや⾒える化を⾏うこ
とで、町⺠や町内各組織団体がまちづくりの⾃分ゴト化を意識する仕掛けづくりを⾏って
います。2023年度を達成⽬標として、智頭町の活動に興味、関⼼を持ってもらえる都
市部の⽅のリピーター増を⽬指します。百⼈委員会やゼロイチの活動、⼩中⾼校の取り
組みなど様々な世代の活動を融合させる取り組みを可視化します。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

智頭町の森のようちえんの取り組みを参考に、⿃取市でも森のようちえんが開設されるなど影響が広がっています。
また、百⼈委員会や⽇本1/0村おこし運動、林業関係の取り組みに関する視察の受け⼊れを⾏っています。

第⼀次産業を元気にする 〜SDGsにちなんチャレンジ2030〜
⿃取県⽇南町（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

中国⼭地の中央に位置する⿃取県⽇南町。
⾯積の９割を森林が占め、⾼齢化率は５０％を超える。
過疎、少⼦⾼齢化が進⾏する「⽇本の３０年後の姿」の町として多くの学術機関における
モデル地域となっている。
農林業を中⼼とした“第⼀次産業”を主役とし、緩やかな⼈⼝減少と持続可能を両⽴させる
町⺠総活躍の「創造的過疎」のまちづくりへ挑戦しています。
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2.関連する
ゴール

「創造的過疎のまち」というコンセプトのもと、「持続可能なまちづくり」を⽬指していくとともに、恵まれた森林資源を余すところなく有効に
利⽤する「カスケード計画」の理念に基づき、⼀連の森林施業に加わる新たな産業の創出、⼦ども達への森林（⽊育）教育、地元への
定着促進等を推進する。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

●しごとをつくり、安⼼して働けるまちづくり
●⽇南町への移住、定住の促進
●安⼼して暮らし続けられる地域づくり
“新産業の創出”、“⼈材育成・確保”、“森林保全”を基軸とした
「中⼭間地域における新たな経済循環の構築」を⽬指す。

多様なパートナとの連携により、関係・交流⼈⼝の拡充、ヒトモノコトカネを圏域で
循環させる新たな“経済循環”を促す仕組みづくりを構築することができた。
林業を基軸とした新たな⽊⼯加⼯品製品化、森林・⽊育教育の推進、Ｊ－クレジット
制度による経済循環の創出(約570万円（2020年度))、農業及び林業後継者の
育成(林業アカデミーへ毎年10名程度の⼊学)による⼈材育成など、全国の中⼭間
地域のモデルとなるような事業展開を推進している。

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

⼈⼝減少や過疎・少⼦⾼齢化といった課題、
また地域資源に乏しい中⼭間地域においては
パートナーシップによる⽬標達成が不可⽋である。
多様なステークホルダーとの連携により、新たな
経済循環を促す取り組みを推進している。

⼈⼝最⼩県の⿃取県にあって、⼀番⾼齢化率の⾼い町が⿃取県⽇南町。
⽇本が直⾯する過疎・少⼦⾼齢化といった課題に正⾯から⽴ち向かうべく、⽇南町の
取り組みが“⽇本の３０年後の姿を創る”という⾃負を持ったまちづくりを⾏っていく。
産官学⾦の多様なパートナー、ステークホルダーと連携を図りながら、SDGsの理念に
基づくまちづくりを推進するとともに、ダイバーシティの視点も踏まえた⾃治体経営を⾏う。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

SDGs関連の視察や、セミナー等での事例発表、地元メディアによる県内外への広報活動により、“SDGsのまち・⽇南町”、“森林のまち・
⽇南町”を発信することができた。今後も、⽇本の７割といわれる中⼭間地域の模範となるまちづくりに向け、「創造的過疎のまちづくり」を
広く普及啓発していくこととする。

森林ファンドと森林RE Designによる百年の森林事業ver.2.0
岡⼭県⻄粟倉村（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

「百年の森林構想」を着想し、林業を主軸に地域再⽣への道を歩み出す。⼩⽔⼒発電や⽊質バイオ
マスなど再⽣可能エネルギー事業や「ローカルベンチャースクール」事業に取り組み⼈⼝の社会増など⼀定
の成果を上げつつある。課題としては、地域森林の経営・サスティナビリティの向上のための⻑期森林経
営の戦略⽴案と地域の⼈材を育てる⼒や、全世代対応福祉の充実、関係⼈⼝の拡⼤や巻込みなどの
取組みを推進すること。そのため、「地域に投資する資⾦」をどのように調達していくかも課題である。
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2.関連する
ゴール

森林構成の再構築を検討実施。⾃然林・経済林・⾥⼭経済林に機能分化した地域⼭林経営を計画する。また、村有林化する資⾦調達⼿
法として森林ファンドを検討する。ローカルベンチャースクールを通じて地域の外からヒト・コトを呼び込み、また、地域内からも起業や新規事業を促
す取組を⾏なう。⽼朽化した村有宿泊施設を更新し、関係⼈⼝の宿泊交流拠点として整備していく。「スマホ村⺠票」アプリを開発し、村と関係
⼈⼝をつなげるツールとして活⽤する。再⽣可能エネルギーにも取り組み、新たに公共施設6カ所に暖房とお湯を供給する地域熱供給施設を導
⼊、199kw/hの⼩⽔⼒発電所を新設し、地球環境に配慮したエネルギーを⽣み出す地域を⽬指す。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

【「百年の森林構想」と森林RE Designコンソーシアム】
森林の⼀括管理を進め、⽊材の付加価値化や再⽣可能エネル
ギーとして利⽤に取り組む。森林資源の経済性や環境的特性から
分析を⾏い、林分単位で森林ゾーニングの素案を作成した。
【森林ファンド基本⽅針検討】
本事業の対象として可能性の⾼い尾根部の伐採・販売に関する資
⾦調達⼿法（投資・融資等）を検討した。
【ローカルベンチャースクール】
東京ＮＰＯ法⼈ＥＴＩＣを中⼼に、全国１０市町村と連携して
ローカルベンチャー事業を推進した。

【百年の森林事業】︓2021年3⽉時点で管理⾯積は約2,700haで、施業⾯積は村
有林を含め延べ1,821ha、作業路延⻑は129,335mとなっている。⽊材搬出量は
9,814㎥／年間になり、⾃然資本系ローカルベンチャーの売上額は11.8億円となった。
【森林商事信託】︓国内初の森林商事信託事業が事業化され、2020年8⽉に約
10haの森林が契約された。
【ローカルベンチャースクール】︓ローカルベンチャースクール等を通じて新たに7社が起業し、
新規事業数は48社となった。2020年7⽉には、村の課題解決を⽬的とした新技術の
研究開発及び地元と連携し、企業や研究機関と実証事業を進めるため「⼀般財団法
⼈⻄粟倉むらまるごと研究所」を12法⼈・団体の拠出⾦により設⽴した。
【再⽣可能エネルギーの取組】︓あわくら会館、保健管理センター、デイサービス、⼩中
学校、保育所の6カ所に熱と電気を供給する地域熱供給システムの整備が完了した。

5.取組推進の⼯夫
①ローカルベンチャー推進協議会︓ＮＰＯ法⼈ＥＴＩＣ、全国
10⾃治体による連携と中間⽀援組織の育成。
➁むらまるごと研究所の設⽴︓地⽅創⽣SDGｓに積極的に取り組
む企業等と連携し、⾃律的好循環を進めるための研究所設⽴
➂三井住友信託銀⾏㈱・住友林業㈱・㈱百森︓森林管理及び
森林信託事業の実施と包括森林管理協定の締結
④森林RE Designコンソーシアム︓京都⼤學、住友林業㈱、村内
林業・⽊材関係者、村による連携

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
・⻄粟倉むらまるごと研究所を中⼼に⺠間企業と連携しながらスマートフォレストシティプ
ラットフォーム構築を⾏う。
・「森林RE Design」による森林ゾーニングを基盤としてヘルスツーリーズム・森林農業の
実証事業を⾏う。
・脱炭素ロードマップと地域循環共⽣圏への取組をこれまでに培った関係⼈⼝・企業とも
に加速させる。特に家庭の⼆酸化炭素排出量削減のため、太陽光発電・断熱・ゴミ問
題に取り組む。

・2020年度には、36団体239名の⾏政視察があり、講演は9回でＳＤＧｓ未来都市計画及びモデル事業を紹介し普及啓発を図ると
ともに、「スマホアプリ村⺠票」では1344名が登録しＳＤＧｓの取組も発信している。
・⻄粟倉村の取組を広く普及させるため、SDGs未来都市⻄粟倉村ロゴマークの公募を⾏い決定した。151点の応募があった。

⽇本の20年先を⾏く10万⼈都市による官⺠協働プラットフォームを活⽤した「問い」「学び」「共創」の未来都市創造事業
福岡県⼤牟⽥市（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

福岡県の最南端にあり、福岡都市圏と熊本都市圏の中間に位置する、⼈⼝111,356⼈
(2021年4⽉1⽇)の都市。 ⾼齢化率は37.1％で、10万⼈以上の都市においては全国
で2番⽬に⾼く、⽇本の20年先を⾏く。少⼦⾼齢化や核家族化の進⾏、それに伴う⼀⼈暮
らし世帯や⾼齢者のみの世帯の増加により、地域のつながりや家庭の機能の低下が⽣じて
いるため、まち全体で地域におけるつながりや次代を担う⼈材の育成が求められている。将来
にわたって安⼼して暮らし、⼤牟⽥市に住んでいることを⾃ら誇ることができるまちづくりを、市
⺠とともに実現することを⽬指している。
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2.関連する
ゴール

児童⽣徒が持続可能な社会の創り⼿となれるよう、夢や⽬標に向かって意欲的に学ぶ⼒を育成するとともに、⾃ら課題を発⾒し、多様な⼈々と
協働しながら主体的に解決する⼒を育成するため、市⺠団体や地元企業等との連携を図り、各学校が重点とするSDGsの達成を⽬指した
ESD（Education for Sustainable Development︓持続可能な開発のための教育）を核とした取組みを実施している。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

2012年1⽉、⽇本で初めて市内全ての市⽴学校がユネスコスクールの認定を受け、
学校や地域の実態に合わせて特⾊あるESDを進めている。
有明海、⼤牟⽥市動物園、世界⽂化遺産の「三池港」
「宮原坑」を有するという、オンリーワンの特⾊を活かした
事業を展開。

 国連⼤学が認定するESD実践拠点「RCE」（「RCE OMUTA」は
2020年2⽉に加盟）として、国内のRCE団体とのオンライン会議等
を通して、各地域の取組内容の交流や今後の⽅向性等について共
有。
 毎年度、児童⽣徒がSDGs／ESDの学習成果を発表し交流する
「ユネスコスクール・SDGs／ESD⼦どもサミット」は、新型コロナ感染
拡⼤防⽌のため、当初予定していた他地域の学校の参加はできな
かったが、市内の⼩学校6校と中学校2校が参加（2021年1⽉に
無観客で開催）。
 各種団体の会合等に市教育委員会の指導主事が随時出向き、
SDGs／ESDについて講話を17回⾏った。校区まちづくり協議会等
の地域講座を9回開催し、91⼈が受講。企業等の各種団体等の講
座を8回開催し、187⼈が受講。（2020年度実績）

【経済】近代化産業遺産活⽤事業
 世界遺産学習「宮原坑⼦どもボ
ランティアガイド」等

世界遺産学習

福祉学習
【社会】地域認知症ケアコミュニティ推進事業
 福祉学習「絵本教室」、⼦ども⺠⽣委員等

【環境】省エネ⾏動促進事業
 環境学習環境教育の実施及び海洋教育の⽀援等

環境学習

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

 国際連合⼤学(国連⼤学)や東京⼤学⼤学院教育学研究科附属海洋教育
センターとの連携。
 ⾏政、学校、地元企業、地域との連携（出前授業、研修会等）。
 市⺠への啓発（市広報紙への掲載・講座の実施）。

・⾏政のみならず、地域住⺠や企業をはじめ、内外のより多くのステーク
ホルダーを巻き込んだ事業展開により好循環を⽣み出すことでSDGs
の達成に繋げていく。
・ESD（学び）を核としているため、継続的な事業実施により、成果の
更なる深化及び拡⼤を図る。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

・2020年度は、新型コロナ感染拡⼤防⽌のため、当初予定していたESD先進市町等との協議の場「ユネスコスクール・SDGs／ESD教
育委員会サミット」は中⽌し、全国規模の教職員研修会「ユネスコスクール・SDGs／ESD実践交流会」は市内教職員に限定し開催。
・国内のRCE団体とのオンライン会議を2020年8⽉と9⽉に開催。同年9⽉にオンラインで開催されたRCEアジア太平洋地域会合に参加。

市⺠共働で推進する幸せのまちづくり〜津屋崎スタイル〜を世界へ発信
福岡県福津市（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

福津市は、福岡都市圏にありながら豊かな⾃然環境に囲まれている。この環境を保護・保
全するためには市⺠の関⼼向上と参画拡⼤が重要である。また、現在は⼈⼝増であっても
全市⼀様ではなく、縁辺部の⼈⼝は減少傾向が認められる。そのため、空き家対策と多世
代共⽣可能なまちづくりは必須である。さらに、20歳代の市外転出率を⾷い⽌め、⽣産年
齢⼈⼝数を維持するために市内の就労場所確保も検討する必要がある。最後に福津市の
メジャーな観光スポットを⽣かし、これまでの通過型観光から脱却するためにも、持続可能な
観光産業の振興に積極的に取り組む必要がある。
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2.関連する
ゴール

社会的包摂・環境保全・経済成⻑の三側⾯の統合的な取組の提案において、福津市の強みである社会関係資本の豊かさ、恵まれた
⾃然環境、その⾃然環境を将来にわたって維持していくこと、これらの強みを活かしながら多世代が共⽣するバランスの良い⼈⼝構造の実
現や産業基盤を強化し、地域経済循環率を改善することで持続可能なまちづくりを⽬指す。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

福津市では、地域を担う⼈財育成および共働による環境の保
全・創造、地域経済の基盤の確⽴をSDGsの達成に資する取組と
して掲げている。
【情報発信】
域内向けには⼩中学校向けに市職員がSDGsの教育。また域外
向けには、国内SDGs関連のシンポジウムやカンファレンスにて取組
紹介を⾏うことや、多種媒体を利⽤した情報発信も⾏う。
【普及展開策】
SDGsの普及展開には市⺠の⾃⽴的取組が必須である。そこで、
市⺠の発案を活かし⾏動に移すことができる場として、産官⺠学共
働によるSDGs推進を積極的に⽀援する「（仮称）幸せのまちづく
りラボ（以下「まちラボ」という）」の整備を進めた。

【情報発信・普及啓発について】
令和２年度は第２回ふくつSDGs賞の募集を⾏い、11件の申請を受け付け、SDGs
賞選定委員会を経て６件の受賞者（団体）を決定し、表彰式を⾏った。また、SDGs
に造詣の深い識者を招いて市⺠向けのフォーラムを開催し、啓発を⾏った。成果として、
市内におけるSDGｓに対する理解の浸透、SDGｓに資する⾏動への反映が図れた。ま
た、⺠間企業等からの連携や共同での取り組みへの提案が増加した。
【ステークホルダーとの連携】
市⺠共働のプラットホーム「まちラボ」の設置に向け、公募市⺠による「まちラボ準備会
議」において、プラットホームが持つべき機能について協議を重ね、SDGs推進本部会議
へ市⺠の意向をとりまとめ提案。庁内の意向や既存機能⾒直しと組み合わせ、「まちラボ
実施⽅針」と称したプラットホームの基本的⽅針を策定した。成果として、令和4年4⽉
からの運営に向けた委託契約が完了し、準備が順調に進んでいる。

7.今後の展開策
5.取組推進の⼯夫
「市⺠の⾃⽴的取組」の推進を図るため、市⺠主導・⾏政⽀援の
構築の⼀歩として、「まちラボ」の機能に関して、積極的に市⺠の意
向を採⽤し、⾏政をはじめとしたステークホルダーへの共有を図った。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

情報発信や普及啓発については、新型コロナウイルス感染拡⼤の影響もあり、集客型
イベントを通じて実施するのが困難であることから、オンライン形式での実施など新しい⽣
活様式やＤＸを⾒据えた実施⽅法を検討していく。
「まちラボ」については、実施⽅針基づき、中間⽀援機能のノウハウを有する⺠間事業
者と共働し、R4年度の本格実施を⽬指したプラットホーム運営準備をR3年度から⾏う。

新型コロナウイルス感染拡⼤の影響により、令和２年度は特筆すべき実績なし。

熊本地震の経験と教訓をいかした災害に強い持続可能なまちづくり
熊本県熊本市（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

熊本市は、⼈⼝約73万８千⼈と、県⼈⼝の4割以上を擁し、戦後、⼈⼝は⼀貫して増加してき
たが、2016年度に初めて減少に転じた。また、⾼齢化率も⾼まっており、担い⼿不⾜や地域コミュニ
ティ⼒の低下等が懸念される。⼀⽅で、平成28年熊本地震においては、「公助」の限界が露呈する
中、住⺠同⼠の助け合い「共助」が⼒を発揮した。
このことから、 本市としては、「熊本地震からの復旧復興」「⼈⼝減少・超⾼齢社会への対応」「地
域コミュニティの維持」を課題として捉え、SDGs未来都市計画の進捗によりその解決を図り、⽬指す
べき姿「安全安⼼な『上質な⽣活都市』」の実現を⽬指してまいりたい。
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2.関連する
ゴール

市⺠⾃らが主体となり⾃主⾃⽴のまちづくりを⾏う「地域主義」の基本理念に基づき、健康コミュニティ都市づくりや未来を担う⼈づくり、包摂的な避難
所運営組織の設置など、地域を単位とした防災⼒（ソフト⾯）の向上に取り組む。また、持続可能で利便性が⾼い公共交通網の形成と、清らかな地
下⽔や再⽣可能エネルギーなどが有効活⽤できる都市基盤（ハード⾯）の強靭化にも併せて取り組む。加えて、新たな熊本の経済成⻑をけん引する
地域経済の活性化に取り組み、復興を加速化させるとともに、熊本地震の経験と教訓から得た、これらの知⾒や技術を世界と共有することで、レジリエ
ントでより良い社会、希望ある将来づくりに貢献する。
特に、「三側⾯をつなぐ統合的取組」として、本市の強みである「地域⼒」をいかしつつ、「エネルギー（電⼒）」を中核に、①エネルギーの地産地消、
②電気⾃動⾞の電⼒供給に係る官⺠連携事業、③EVバスの導⼊促進に取り組む。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

◆エネルギーの地産地消
2018年度から、本市のごみ焼却施設で発電し、その電⼒を市の施設に供給す
る「⾃⽴分散型エネルギーシステム」を構築しており、年間約1. 8億円の電気料
⾦を削減した。さらに、削減分を原資に、「熊本市省エネルギー機器等導⼊推進
補助⾦」を開始、市⺠と中⼩企業を対象とする省エネ機器導⼊補助に充ててい
る。（予算額︓2018年度︓40,000千円→2020年度︓80,000千円）

◆エネルギーの地産地消
エネルギーの地産地消を進めたことで、本市の電気料⾦の削減（年間約1. 8億円）
や域内の温室効果ガスの削減に加え、省エネルギー機器等導⼊事業補助⾦(2020年
度交付件数︓909件）による市⺠や中⼩企業への経済効果等、資⾦の域内循環
（決算︓2018年度約30,000千円→2020年度約65,000 千円）を図ることができ
ている。

◆熊本県SDGs登録制度
2020年2⽉、本市と「SDGs推進に関する連携協定」を締結している⺠間企
業３社とSDGｓ登録制度の検討会を⽴ち上げた。その後、県が事務局を担い、
SDGｓ未来都市（⼩国町、⽔俣市）、県内⾦融機関等にも参画いただき、
2021年4⽉より運⽤を開始し、ＳＤＧｓに取り組む企業等の⾒える化を促進し
ている。 また、本市としては、登録企業等を対象としたセミナー等を開催するなど、
県市連携でSDGｓの⾒える化と、SDGs経営を通した新たな価値の創造を促す
ための⽀援を⾏っている。

◆熊本県SDGs登録制度
県や⺠間企業等と連携して企業向けセミナーを開催する等の普及啓発を⾏うことにより、
第1期登録企業等として、熊本市内275/県内442事業者が決定した。

5.取組推進の⼯夫
熊本連携中枢都市圏や熊本県ＳＤＧｓ登録制度の企業等と積極的に連
携することで、各種取組を継続深化できる体制を構築している。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
本年も国内で災害が頻発しており、本市モデル事業の需要は⾼まっているものと思料。
モデル事業の取組状況をリモートも活⽤し積極的に域外へ情報発信していく。特にカーボ
ンニュートラルの実現に向け、熊本連携中枢都市圏（18市町村）への普及を図っていく。
また、「熊本県SDGｓ登録制度」を活⽤しながら、熊本連携中枢都市圏において連携
したSDGｓの啓発等に取組むとともに、本市においては登録企業への公共調達上のメリッ
ト付与を⾏うなど、更なる企業の取組を促進していく。

市内外の学校や団体に対する出前講座の実施（5回）、本市オリジナルの「Kumamoto for SDGs」ロゴマークを法⼈や個⼈等が実施するSDGs活
動への使⽤（11件許可）、専⽤ホームページで取組の発信などを通して普及展開を実施。
熊本連携中枢都市圏 地球温暖化対策実⾏計画において、先導的事業として本モデル事業を位置付け。

⼤崎システムを起点にした世界標準の循環型地域経営モデル
⿅児島県⼤崎町（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

⿅児島県の東南部に位置，⼈⼝減少が進む⼈⼝約13,000⼈の町で，⼤崎システムと
呼ばれる独⾃の資源リサイクルシステムを展開し，国際展開を進める⼀⽅，産業担い⼿不
⾜が問題となっている。経済⾯では担い⼿不⾜，社会⾯では公教育以外の教育機関の不
⾜，⼥性の社会進出，環境⾯ではリサイクルにかかる物理的・⼼理的負担の軽減が課題
となっており，解消に向け，リサイクルを起点としたサーキュレーションモデルを構築していく。
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2.関連する
ゴール

これまで取り組んできたリサイクルの価値を経済価値に変換，教育に転換・循環し，リサイクルを起点とした環境・経済・社会のサーキュ
レーションモデルの構築を⽬指す。また，多⽂化共⽣社会の実現，ICTの活⽤により，基幹産業である農業の担い⼿不⾜を解消すると
ともに，域外エネルギー依存脱却のため，エネルギーの地産地消を⽬指す。さらに⺠間事業体によるコミュニティビジネスを展開し，地域
課題の解決を進めるとともに，⼤崎システムのさらなる国際展開を推進する。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

・ 多様なステークホルダーの参画，外部⼈材の活⽤，有識者に
よる助⾔をもとに策定されたSDGs版⼤崎町総合戦略を踏まえ、
SDGs版総合計画策定に取り組んだ。
・ 2019年度に整備した国際しごと・⼈材育成センター（仮称）
を活⽤するコミュニティ組織の構築に取り組んだ。
・ SDGs推進事業を実施する事業主体の設⽴に向けた⼿続きや
官⺠連携体制の構築，さらに事業の核となる研修ビジネスモデルの
構築等のソフト⾯の整備を⾏った。
・ 多⽂化共⽣社会の実現に向け，外国⼈技能実習⽣らのサ
ポート体制構築や地域コミュニティへの参画⽀援を実施した。

・ SDGs版⼤崎町総合計画が策定された。
・ 2021年４⽉に⼤崎町と⺠間企業４社と共にSDGs推進事業の事業主体となる
（⼀社）⼤崎町SDGs推進協議会が設⽴された。
・ 協議会設⽴を経て，企業との連携プロジェクトの構築，企業版ふるさと納税など，
⺠間資⾦の活⽤によるSDGsの推進に向けた取組が加速している。
・ 研修プログラム開発事業等を通じて環境価値が経済価値へ変換されるなど、社会課
題解決ビジネス等の新たな仕事と雇⽤が⽣まれている。
・ 国際・しごと⼈材育成センター（仮称）を活⽤するコミュニティ組織の構築が為され、
住⺠主体の活動が促されている。
・ 多⽂化共⽣環境安全連絡会議を通した外国⼈のサポートや地域コミュニティへの参
画が促進されている。

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

⾃治体SDGs推進においては、多様なステークホルダーとの連携が
必須であると考えているが、⾃治体のリソースが限られる中、官⺠連
携は容易なものではなかった。
そのため、企業と地域（⾃治体）の連携コーディネートやプロジェ
クトマネジメントの機能を担う⼈材、企業と共に事業主体構築に取
り組んだ。

さらなるSDGs推進，⼤崎システムの横展開，サーキュレーションモデル構築に向け、
「⼤崎システム」の評価や新技術開発、⼈材育成に取り組むこととしており、2021年度
は環境負荷の低い商品および商品の販売⽅法の開発を主題とし、⼩売業、消費財
メーカー等の⺠間企業、環境学・環境経済学・社会学分野の研究者、加えて「⼤崎シ
ステム」の展開先となる⾃治体やエリアとの連携を図る。また、産業⼈材育成プログラムの
開発を⾏い、⼈材も循環する仕組みを構築する。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

⼤崎システムの横展開に向けて、システム⾃体の評価や新技術開発、⼈材育成に取り組むこととしており、2021年度は⺠間企業や研
究者と共にプロジェクトを進め、展開可能なシステムへのアップデートを図る。それに加えて展開先となる⾃治体やエリアを公募し、展開に向
けたボトルネック等の検討を重ねるなど連携を図ることとしている。

あこがれの連鎖と幸せな暮らし創造事業
⿅児島県徳之島町（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標
3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

世界的な価値が認知されつつある稀有な⾃然環境とそれらと共存してきた⼈の営み等の
地域資源をIoT・AI等の現代のテクノロジーで磨き上げ、島内外へ訴求し、価値創造を図
ることで、Society5.0が⽬指す「経済発展と社会的課題の解決を両⽴する⼈間中⼼の社
会」を推進する。
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2.関連する
ゴール

経済⾯では付加価値の⾼い⽣業創出と先端技術導⼊による「稼ぐ⼒」の発揮、社会⾯ではシマ（集落）から始まるナリワイ（⼩さな経済）
創出と社会的包摂の具現化、環境⾯ではエコビレッジとしてのシマ（集落）の再興を⾏う。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

【普及啓発】
・島嶼SDGsキックオフシンポジウムの実施
シンポジウムにおいて都市部企業へのワーケーション誘致や⾸都圏
の郷友会へ本町のSDGsに対する情報発信を⾏った。
・その他町広報誌による周知等
【事業実施】
・経済⾯の課題解決のため、クリエイティブファクトリー構築、みらい創
りプロジェクト等の実施
・社会⾯の課題解決のため、国内外PR及び普及啓発活動等の実
施
・環境⾯の課題解決のため、「おかげさまサイクル」でつなぐエコビレッ
ジコミュニティ再興等の実施

クリエイティブファクトリー構築において、プログラミング教室をスタートさせている。学んだ成
果をアウトプットする機会がなかったこともあり⾸都圏のIT企業である（株）CA Tech
Kidsと連携し本町の⼩中学⽣を対象とした「徳之島プログラミングコンテスト」を開催する
こととなった。応募のあったプログラミング作品には全国レベルの評価基準で審査やコメント
をいただき、⼦ども達のモチベーションや技術のステップアップに繋がった。（全国応募件数
2,189件のうち本町からはトップ200位に2名選出）

7.今後の展開策

5.取組推進の⼯夫
クリエイティブファクトリー構築、「おかげさまサイクル」でつなぐエコビレッ
ジコミュニティ再興において、⼤学⽣が来島し集落の中に⼊り込んで
もらう予定であったが、新型コロナウイルスの影響でオンラインを活⽤
することにより動画で集落の紹介をしたり様々な年代の⼈にインタ
ビューをすることができた。今後オンラインを活⽤することでより多くの
島外の⼈と事業を進めていける可能性を⾒出せた。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

「おかげさまサイクル」でつなぐエコビレッジコミュニティ再興において、集落⽀援員や地域お
こし協⼒隊が武蔵野⼤学⽣とオンラインによる連携プロジェクトを実施し、学⽣⽬線で島
の課題解決に結びついたエコツーリズムの提案が⾏われた。今後これらの提案を他の事
業と連携していける可能性を⾒出した。（武蔵野⼤学⽣による提案27件）

みらい創り対話会や歩⾏ラリー等のノウハウをワーケーション等に結び付け、SDGs拠点
施設として位置付けている「みらい創りラボ」井之川を活⽤することにより、SDGsの更な
る推進を⽬指す。
エコビレッジコミュニティ再興において、オンラインによる対話会のようなものも⼀部できたの
でこれからは、オンライン活⽤ではいろんな集落や職業も視野に⼊れて検討していきたい。

SDGs未来都市に選定されていることで、島外の企業や⼤学から地域課題解決の連携が拡⼤してきている。

「サンゴの村宣⾔」SDGsプロジェクト
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沖縄県恩納村（2019年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

沖縄本島のほぼ中央部の⻄海岸側に位置し、⼈⼝約11,000⼈で沖縄科学技術⼤学院
⼤学やリゾートホテルの増加により外国⼈を含め⼈⼝は増加傾向にある。しかし、年少⼈⼝
より⾼齢者の増加率が⾼いため、少⼦⾼齢化が進んでいる。また、観光リゾート地として成
⻑し、第3次産業の割合が⾼いが、その恩恵が村⺠にもたらされていない。
サンゴの保全【環境】を通して、海洋資産・観光資源の⾼付加価値化【経済】を図り、それ
を付加価値の⾼い産業、雇⽤【社会】につなげ、農⽔産業から観光まで多様な産業が発達
し、全員参加型の持続可能な社会を⽬指す。

2.関連する
ゴール

「サンゴのむらづくりに向けた⾏動計画」に基づいて、サンゴをはじめとする豊かな⾃然環境の保全により、観光産業の⾼付加価値化を図り、
その収益が村⺠に還元される仕組みを構築する。そのため経済、社会、環境それぞれで現在の取組を進化発展させ、SDGsの普及啓発
等を実施し、それらの取組みを統合するための「サステナビリティ・ハブ」の構築を⾏う。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

 Green Finsの⽇本語版ツール（資料、ポスター、動画）を作
成。また、公共施設や観光施設へポスターを掲⽰し、村内事業
者へ周知した。
 企業連携を⽬的としたランディングページを制作、
村の課題解決や持続可能な村づくりに向けて
協働する企業の募集を開始。
 FUJITSU BATTERIESとコラボしたライブ＆環境
フォーラムを開催し、関係者から各取り組みを報告。
 本村の取り組みを周知するためオンラインを中⼼
に普及啓発を実施した。

 ⽇本語版ポスターによる周知ができるようになり、ダイビングショップやSNS等での発信
が可能となった。
 企業との連携は、村の課題解決につながるよう伴⾛型のきめ細やかなサポートを実施
している。企業と庁内各課や関係団体とつなぐことで⾷品残渣対策や旅⾏商品の開
発など新たな取り組みが⽣まれている。
 普及啓発イベント等でOISTと⾚⼟流出防⽌対策事業が連携
した「Honey＆Coral Project」等の取組を周知したことにより、
環境保全への意識が⾼まり寄付⾦や問い合わせが増加し、
企業連携も⽣まれている。
 JENESYSの対⽇理解促進プログラムでASEANの学⽣向けに
本村の取り組みをオンラインで周知し、SDGsの理念を取り⼊れることへの理解が
深まった。

5.取組推進の⼯夫
 企業連携は具体的な取り組みにつながるよう伴⾛しながら⽀援
している。
 地域おこし企業⼈を配置することで異なる視点とスピード感を
持って事業を推進することができた。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
 オーバーツーリズムの課題解決やサステナブルツーリズムの推進のため、真栄⽥岬をモ
デル地域として管理強化の実証事業を実施する。
 環境、経済の分野はある程度進んでいるため、社会の分野の取り組みを重点的に進
める。

Green Finsの取り組みが⽇本初の導⼊ということもあり、雑誌やテレビ・ラジオなどのメディアに取り上げられた。
県外議会議員視察受⼊、セミナー等で登壇・発表、企業連携のためのランディングページ作成。

⽬次

１．SDGs未来都市等⼀覧
２．SDGs未来都市等取組概要キーワード⼀覧
３．平成30年度SDGs未来都市 取組事例
４．令和元年度SDGs未来都市 取組事例
５．令和２年度SDGs未来都市 取組事例
６．令和３年度SDGs未来都市 取組事例
７．平成30年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
８．令和元年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
９．令和２年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
10．令和３年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例

令和２年度ＳＤＧｓ未来都市・⾃治体ＳＤＧｓモデル事業選定都市⼀覧
都道府県
岩⼿県
宮城県
⼭形県
埼⽟県
東京都
神奈川県

緑字︓ＳＤＧｓ未来都市（⾃治体ＳＤＧｓモデル事業含む）
⻘字︓ＳＤＧｓ未来都市
※県が選定されている場合は県全域を着⾊。

⽯川県
⼭形県鶴岡市

岩⼿県岩⼿町

⻑野県⼤町市
⽯川県⾦沢市
⽯川県能美市
京都府⻲岡市
⼤阪府豊中市
兵庫県明⽯市

⽯川県加賀市

宮城県⽯巻市

⻑野県
岐⾩県

宮城県仙台市

静岡県

岐⾩県
埼⽟県春⽇部市

岡⼭県倉敷市

東京都豊島区

三重県

神奈川県相模原市

滋賀県
京都府

広島県東広島市
⾹川県三豊市
⻑崎県対⾺市

静岡県富⼠市

福岡県宗像市

静岡県掛川市

熊本県⽔俣市
⿅児島県⿅児島市

⼤阪府・⼤阪市

⾼知県⼟佐町
愛媛県松⼭市

沖縄県⽯垣市

愛知県

愛知県岡崎市
三重県いなべ市
三重県
滋賀県湖南市
⼤阪府富⽥林市

出典︓国⼟地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/）の⽩地図をもとに作成

⼤阪府
兵庫県
岡⼭県
広島県
⾹川県
愛媛県
⾼知県
福岡県
⻑崎県
熊本県
⿅児島県
沖縄県

選定都市
岩⼿町
仙台市
⽯巻市
鶴岡市
春⽇部市
豊島区
相模原市
⾦沢市
加賀市
能美市
⼤町市
★岐⾩県
富⼠市
掛川市
岡崎市
★三重県
いなべ市
湖南市
⻲岡市
★⼤阪府・⼤阪市
豊中市
富⽥林市
明⽯市
倉敷市
東広島市
三豊市
松⼭市
⼟佐町
宗像市
対⾺市
⽔俣市
⿅児島市
⽯垣市
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100
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※都道府県・市区町村コード順

※取組概要については、各都市よりご報告いただいた時点のものであり、
都市間で時点が異なる可能性がございます。ご了承ください。
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トリプルボトムラインによる町の持続可能性向上モデルの構築・実証〜 SDGs姉妹都市 × リビングラボ 〜
岩⼿県岩⼿町（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

岩⼿町は総⾯積の75％が⼭林・原野であり豊かな⾃然に恵まれている⼀⽅、⼈⼝減少、
少⼦⾼齢化が著しい中⼭間地域である。主産業は第1次産業で県内でも有数の⾷糧⽣
産基地である。まちづくりを推進するため、ブランディングによる町の価値向上と、共創のため
の住⺠のシビックプライド醸成、SDGsを基にした姉妹都市連携により、⾃律的な好循環を
導出し、持続可能なまちづくりを住⺠とともに共創していく。
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2.関連する
ゴール

３つのカルチャー(農業、スポーツ・健康、ものづくり)を磨き上げるとともに、ブランディング、シビックプライドを醸成することにより持続可能性を向上さ
せる。また、「SDGs姉妹都市」との連携を通じて強化・ブラッシュアップを図り、リビングラボ の⼿法により次世代に引き継ぐ町の担い⼿を育成する。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果
2020年度において町の課題の洗い出しを実施し、リビングラボによって住⺠主体の課
題解決型プロジェクトが6事業、起業塾から新規起業家に向けた取り組みが4件⽣まれ
ている。リビングラボに外部⼈材、⼤⼿企業を取り込むことでプロジェクト以外の他事業で
も連携が⽣まれるなど、多くの波及効果が⽣まれている。
町の取り組みを発信する場として、⾸都圏において町独⾃のSDGsイベントを実施し、
町のブランディングと情報発信の取り組んだ。⾃治体としての取り組みのほか、SDGsの取
り組みを実践している住⺠を⼤きく取り上げることでシビックプライドの醸成につなげるととも
にSDGs普及啓発を図っている。
姉妹都市連携につなげるべくSDGs未来都市に選定されている他⾃治体との連携を
図っており、広域連携を推進する仕組みを構築している。

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

様々な先導的な知⾒、技術やノウハウ、制度等を移転・導⼊する
ため、リビングラボの⼿法を使って地域内外の様々な⼈々、企業・
組織を巻き込みながら、実証的な活動を積み重ねていくことで、ラボ
を共振的な学びの場としながら、町の未来を担う戦略的なSDGs⼈
材の育成に努めた。

SDGs姉妹都市連携について、国外のSDGs先進都市の選定を実施しながら、国内
のSDGs未来都市との連携事業を継続的に検討している。また、リビングラボについては、
2021年度６プロジェクトを実施しており、結果をブラッシュアップしながら次年度以降もプ
ロジェクトを継続していく。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

町外の教育機関（⼩中学校、⼤学等）からSDGs未来都市の取り組みについて修学旅⾏の受け⼊れ依頼や学⽣の実証フィールド提
供依頼などがあり、都度対応している。（コロナの影響により中⽌となったものが多い）

「防災環境都市・仙台」の推進
宮城県仙台市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

76

本市は、宮城県の中央部に位置し、市域⾯積786.3 ㎢、⼈⼝約 109 万⼈を有している。
1889 年に市制移⾏し、 1989 年には政令指定都市となった。街中に映えるケヤキ並⽊に象徴さ
れるように、⾃然豊かな環境と都市が調和した「杜の都」は仙台の代名詞となっている。 本市の⼈
⼝は増加基調が継続しているが、⾃然増減については、おおむね 1990 年代から増加幅が減少し 、
2017 年には⾃然減に転じた。今後本市の⼈⼝も減少局⾯を迎えると⾒込んでおり、およそ 2050 2.関連する
年頃には100万⼈を下回る推計となっている。この⼈⼝減少の速度を極⼒抑制する必要がある。
ゴール
都市の魅⼒や活⼒を維持するためには、災害等のリスク に備えたしなやかで強靭な都市づくりと杜
の都の⾃然環境を発展的に育む取り組みが必要である。このことから、「仙台防災枠組」の考えを踏
まえ 、「杜の都」の特性をさらに⾼めた⼀体的な都市モデル「防災環境都市」を確⽴させることで、都
市の魅⼒と活⼒の維持・向上につなげていくことを⽬標とする。
これまで育まれてきた「杜の都」の都市環境が⽣み出す快適性に加え、「仙台防災枠組」の推進を先導する安全性を併せ持った、「防災
環境都市」という仙台ならではの都市ブランドの確⽴に向け、新たな防災産業の創出や国内外への発信、基礎となる⼈材の育成、環境
配慮に向けた実践⾏動の促進等に取り組む。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

④「防災環境都市」を地域経済の活性化につなげるイノベー
ションの創出
国家戦略特区を活⽤した、防災・減災分野における近未来技
術の社会実装や、産学官連携によるオープンイノベーションの取
組みを進めることにより、「仙台防災枠組」に基づいた 新たな製
品・サービスによる事業化を推進していく。

④「防災環境都市」を地域経済の活性化につなげるイノベーションの創出
BOSAI-TECHイノベーション促進事業や近未来技術実証事業は着実に実績を積み重ね
ており、順調に進捗している。今後は防災・先端テクノロジー・ビジネスを融合し新たなソ
リューションの社会実装・事業化に取り組みための産学官⾦連携プラットフォームを構築し、
継続的にイノベーションが起こるエコシステムの形成・促進を⽬指す。また、引き続き事業者
等と連携を図りつつ、社会課題解決につながる近未来技術の実証に取り組むとともに、関係
課と連携しながら活⽤の可能性を探っていく。

5.取組推進の⼯夫
新型コロナウイルス感染症の拡⼤を踏まえ、仙台市地域防災リー
ダー（SBL）の新規養成講習会が中⽌となったほか、震災遺構
仙台市⽴荒浜⼩学校及びせんだい3.11メモリアル交流館が臨
時休館となるなど、計画で掲げる取り組みの中には⽬標を下回る
結果となった取り組みもあったが、上記の「④「防災環境都市」を
地域経済の活性化につなげるイノベーションの創出」については、
そうした時勢においても着実に取り組むことができ、「6.取組成果」
に記載した通りの実績を上げることができた。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

【KPIの2020年度実績】（※括弧書きは2022年度⽬標値）
・防災・減災に係る新たな製品・サービスの開発⽀援の件数︓延べ39件（延べ22件）
・近未来技術に関する開発⽀援の件数︓延べ18件（延べ32件）

7.今後の展開策
計画に掲げる取り組みである「①防災意識の⾼いひとづくり・地域づくり」のうち、仙台市地域
防災リーダー（SBL）の養成について、SBLが広く防災対策の推進に対応できるよう、⼥性
SBLの増加や、若い年齢層の拡充が求められていることから、今後は（仮称）学⽣SBL事
業を導⼊し、⼥性や若い世代のSBLの養成に注⼒し、⾃助・共助の取り組みの推進による、
地域防災⼒の向上を図る。

計画に掲げる取り組みのうち、「②東⽇本⼤震災の経験と教訓の発信、未来への継承」について、仙台防災未来フォーラム等により、東⽇
本⼤震災の経験と教訓や、「防災環境都市・仙台」の発信を⾏った。防災フォーラム等への参加者数については、東⽇本⼤震災から10
年を迎えるタイミングでの開催であったことや、オンラインを活⽤した発表機会の創出などにより、多くの市⺠が参加し⽬標を上回った。

最⼤の被災地から未来都市⽯巻を⽬指して〜グリーンスローモビリティと「おたがいさま」で⽀え合う持続可能なまちづくり〜
宮城県⽯巻市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)
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【地域特性】2011年３⽉の東⽇本⼤震災で甚⼤な被害を受けた本市は、被災者の住まいの整備を始め
とした復旧・復興事業を最優先事項として着実に進める中、震災に起因した課題等を抱えることとなった。
【今後の課題】①震災に起因したコミュニティの崩壊・復興公営住宅における⾼齢者の孤⽴化
②⾼齢者の移動⼿段
【⽬標】地域の中に相⼿を思いやる「おたがいさま」の声があふれる⽀え合いのまちづくりを推進することにより、
地域課題の解決を図り、「最⼤の被災地から未来都市⽯巻」の実現を⽬指す。

2.
関連する
ゴール

⼈⼝減少・少⼦⾼齢化に伴う担い⼿不⾜や東⽇本⼤震災に起因したコミュニティ等の課題に対し、環境保全に資する新産業創出等によ
る地域経済の活性化、未来技術を活⽤した新たな移動⼿段の構築や⾼齢者の孤⽴防⽌等による地域コミュニティの活性化等により解決
を図り、⽀え合いで築き上げる持続可能な地域社会の実現を⽬指す。

6.取組成果

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組
<経済>◆ハイブリッドリユース事業の展開
ハイブリッド⾃動
⾞の基幹ユニッ
トをリユースする
事業を展開し、
地域の新産業
として定着化

◆コミュニケーション ◆ハイブリッドリユース事業研修会
(R3.1.26〜28)
ロボットの活⽤

ハイブリッドリユース事業
実施事業者数
R2年度︓0社
（研修会参加事業者
数︓4社）

AIロボットを
通じた⾼齢
者の外出機
会の創出・
孤⽴防⽌

ハイブリッドリユース事業で⽣産
された電気⾃動⾞による
100％⾃然エネルギーのグリー
ンスローモビリティの活⽤

<環境>◆グリーンスローモビリティの活⽤

◆市内⾼校⽣によるロボット組⽴
(R3.3.13〜14)

◆地域交通情報
アプリケーション
の構築

◆グリーンスローモビリティ運⾏開始
(R3.3.19)
グリーンスローモビ
リティの延べ利⽤
者数
R2年度︓12⼈

公共交通と地域カー
シェアリングのマッチング・
乗継⽀援
<社会>

「⽯巻市
ＳＤＧｓ
広報⼤使」
任命
(R2.11.12)

◆「マンガでわかる
◆「マンガでわかる
⽯巻・ＳＤＧｓを学ぶ本」
⽯巻・ＳＤＧｓを学ぶ本」
◆地域交通情報
ほか
全世帯へ配布
全世帯へ配布ほか
アプリケーション
市⺠のＳＤＧｓ
⽯巻市SDGs
広報⼤使
ATOM

ニーズに応じたアプリ
の活⽤⽅法を検討

認知度
R2年度︓26.5%

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

ＳＤＧｓの理解促進・普及啓発
◆職員研修の実施 ３年間で全職員が受講することを⽬標に、
Ｒ２年度は９回実施。コロナ禍に配慮しオンラインも導⼊
◆市⺠向けシンポジウムの開催 コロナ禍のため、全ての出演者を
オンラインでつなぎ、ＷＥＢでライブ配信(再⽣回数1,400回超)

◆いしのまきＳＤＧｓパートナー制度 ＳＤＧｓの普及啓発等に取り組む企業等を
「パートナー」として登録し、互いのホームページを相互にリンクする等により、より効果的
な普及啓発を図る。（Ｒ３年４⽉開始）
◆(仮称)いしのまき圏域ＳＤＧｓ未来企業制度 ＳＤＧｓの達成に向け具体的に
取り組んでいる企業等を登録し、地元⾦融機関等との連携による取組の推進を図る。
近隣⾃治体と圏域として取り組む⽅向で検討を進める。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

【事例紹介・視察受⼊等】 ◆地⽅創⽣ＳＤＧｓ国際フォーラム2021(R3.1.14) ◆ＳＤＧｓ未来都市ブロック会議(R2.11.25)

◆電源地域振興センター研修(R3.2.19) ◆奥州市議会視察(R2.12.23) ◆(公財)交通エコロジー・モビリティ財団メルマガ(R3.1.25) ほか

森・⾷・農の⽂化と先端⽣命科学が共⽣する‟いのち輝く、創造と伝統のまち 鶴岡
⼭形県鶴岡市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

東北地⽅の⽇本海に⾯する⼭形県庄内地⽅の南部に位置し、⼈⼝は約12万⼈で全国10位の広⼤
な市域⾯積を有している。
市域内には、森⾥川海の豊かな資源、歴史⽂化に彩られた３つの⽇本遺産を有し、⽇本で唯⼀ユネス
コ⾷⽂化創造都市に加盟している。また、⾼度な研究機能や関連産業を集積する鶴岡サイエンスパーク
があり、バイオクラスターの形成に取り組むなど、伝統と新たな産業が融合する魅⼒あふれるまちである。
地域課題として、少⼦⾼齢化を伴う⼈⼝減少など地⽅都市共通の課題を有しており、その解決のため、
デジタルガバメントの構築やデジタル化によるヘルスケアサービス、鶴岡型ESDの推進等による市⺠が豊か
さを実感できる地域社会づくりを⽬指す。

78

2.関連する
ゴール

森・⾷・農・先端⽣命科学の「いのち」を素材とした本市の豊かな地域資源が、Society5.0や未来技術、⺠間のＳＤＧｓ活動などと有
機的に結び付くことにより、産業経済の⾃律的好循環の実現と市⺠⼀⼈ひとりの健康、学び、多様な価値観を認め合い、幸せと思える豊
かさを追求しながら暮らしやすさを実感する“いのち輝く創造と伝統のまち”を創出する。

4.⾃治体ＳＤＧｓ推進等に向けた取組

6.取組成果

♦デジタル化の推進
➢デジタル化戦略の推進に関し、⺠間分野の有識者等から広く意
⾒や助⾔を得るため「鶴岡市ＳＤＧｓ未来都市デジタル化戦略
有識者会議」を設置。
♦産官学等の連携
➢㈱野村総合研究所とのMOUにより、「デジタル化による構造改
⾰事業（スマートシティ推進及びデジタルガバメント構築）」にお
ける連携活動を推進。
♦普及啓発
➢中学校等での「出前講座」の実施などにより、市⺠等にＳＤＧ
ｓの認知を促進し、市の取組を発信。

【経済⾯】LOCAL-HUB
➢鶴岡市先端研究産業⽀援センターの貸室（62室）が満室となっており、関連する
研究機関やベンチャー企業の事業拡⼤や新規⼊居の問い合わせを踏まえ、新たに20
室を増築することとし、令和2年度は実施設計を⾏い、令和4年度の供⽤開始を予定。
【社会⾯】Well-being Community
➢市⽴荘内病院と国⽴がん研究センター東病院との医療連携協定に基づき、荘内病
院内に「がん相談外来」を開設。併せて遠隔診療の導⼊について検討を進めた。
➢⼩学校26校、中学校11校の⽣徒約9,000⼈及び教員約800⼈に対し、1⼈１台
タブレット端末の運⽤を開始。GIGAスクール構想を推進した。
【環境⾯】Regional-CES
➢令和２年度に新しいごみ焼却施設が完成。ごみ焼却により発⽣する熱を利⽤して発
電（年間発電量20,000メガワット。その６割がバイオマス由来の再⽣可能エネル
ギー）を⾏い、施設内での電⼒利⽤に加え、⼩中学校など市内の公共施設に供給す
る「電⼒の地産地消」に取り組むこととした。

5.取組推進の⼯夫
総合計画の実施計画において、基本計画のすべての施策をＳＤ
Ｇｓの理念・⽬標等と照らし合わせ整理し、位置づけることにより、
総合計画の着実な推進と併せて、ＳＤＧｓ未来都市の実現に向
けて取り組んでいる。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
ＳＤＧｓ宣⾔登録制度としてＳＤＧｓに取り組む地域の企業・団体等から「つるおか
ＳＤＧｓ推進パートナー」として「宣⾔」、「登録」してもらい、‟⾒える化”を通じ、活動の
輪を広めていく取組を展開する。

・「静岡市ＳＤＧｓシーズン」展⽰イベントにおいて本市の取組紹介展⽰
・「ＳＤＧｓ 全国フォーラム⻑野2020」 において本市の取組紹介展⽰

春⽇部２世、３世その先へと住みつなぐまち〜未来へ発信する世代循環プロジェクト〜
埼⽟県春⽇部市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

埼⽟県の東部に位置する⼈⼝約23万4,000⼈、⾯積66.00㎢の都市。世界的
に⼈気のある「クレヨンしんちゃん」の舞台となっている庶⺠的なまち。かつて「東洋⼀」
と呼ばれた巨⼤な郊外住宅団地が建設され⼈⼝急増が始まったが、現在は、少⼦
⾼齢化と⼈⼝減少が進み、取り組む課題となっている。駅を中⼼とした魅⼒あふれる
拠点整備と、歩いて出かけたくなる暮らしやすいまちを実現するとともに、市⺠・事業
者・⾏政が協働し、地球環境に配慮するネットワークを実現することを⽬指す。
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2.関連する
ゴール

・三世代近居と官学連携による世代間交流促進
・再⽣可能エネルギーの導⼊促進、エネルギー利⽤の⾼効率化、省エネルギー等の取組による地球温暖化対策の推進
・コンパクトシティの実現と中⼼市街地の活性化

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

 春⽇部駅付近連続⽴体交差事業やそれと併せた都市計画道路の整
備を⾏い、地域活性化、中⼼市街地の⼀体化を図る
 家庭⽤環境配慮型設備設置奨励事業
既存住宅における太陽光発電設備設置に対して市内共通商品券を
交付
 ふれあい家族住宅購⼊奨励事業
市内で⼦世帯と親世帯が近居または同居するために、初めて住宅を
取得した世帯に対し、市内共通商品券を交付する→独⽴⾏政法⼈
住宅⾦融⽀援機構との協定に基づき、住宅ローンの優遇⾦利が適⽤
 官学連携団地活性化事業
武⾥団地居住者を対象に地域貢献をする学⽣の在籍する⼤学等に
対し、団地に居住するための家賃および⼤学等までの交通費の⼀部を
助成

 春⽇部駅付近連続⽴体交差事業は、中⼼市街地の分断の解消などの成果
を実感できる状況に⾄っていないことから、定量的な成果については現れていな
いが、⽤地取得や駅前商業ビル等の解体⼯事が着⼿され⽬に⾒える形で事
業の推進が図られている。
 家庭⽤環境配慮型設備設置奨励事業 交付件数︓101件
太陽光のみならず、蓄電池等への交付実績を得られたことにより、災害時の備
えとしての効果も⼀定程度期待できる。
 ふれあい家族住宅購⼊奨励事業 交付件数︓166件
親と⼦、そして孫の三世代が近くに住み、ふれあうことで、「三世代がつながるま
ち」を推進している。また、補助額のすべてを市内共通商品券で交付すること
で、市内経済の活性化につながっている。
 官学連携団地活性化事業 地域貢献活動を⾏った学⽣の延べ⼈数︓376
⼈ 武⾥団地内の清掃などの地域貢献活動を⾏い、多世代交流に寄与して
いる。

5.取組推進の⼯夫
計画推進にあたり、部局横断的な取組については、市⻑を本部⻑とする
春⽇部市SDGs推進本部会議における作業部会で検討を⾏い、その結
果を基に庁内合意を形成し推進した。また、市の課題をかすかべSDGs
パートナーズミーティングで共有し、様々なステークホルダーの連携による解
決を⽬指し取り組んでいる。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
 春⽇部駅付近連続⽴体交差事業と⼀体となったまちづくりに取組み、コンパク
トシティ実現を⽬指す
 公共施設の使⽤電⼒を再⽣可能エネルギー100％由来に切り替え
 SDGsパートナーズとの連携、パートナーズ間の連携による取組の加速化
 武⾥団地では、介護予防に特化した取組を予定

他⾃治体からの視察の受け⼊れ（かすかべ⾃治会カード事業）
⺠間企業が発⾏している雑誌への定期的な掲載（住宅関連事業）

消滅可能性都市からの脱却〜持続して発展できる「国際アート・カルチャー都市」への挑戦〜
東京都豊島区（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

豊島区は東京23区の⻄北部に位置している。副都⼼「池袋」を有し、⼈⼝密度⽇本⼀、75歳
以上の単⾝⾼齢者世帯割合⽇本⼀(全国市区部)、1割以上の外国籍住⺠などの特徴がある。
マンガの原点「トキワ荘」など⽂化の⼟壌がある本区は、2014年に指摘された「消滅可能性都市」
による⼈⼝減少問題を国全体の課題であると捉え、そこからの脱却を図る⽇本のモデル都市の⼀つ
となるべく、豊島区独⾃の解決策として持続発展可能な都市の具体的な将来像である「国際アー
ト・カルチャー都市構想」を進めてきた。本区のSDGsを区⺠・区内団体・区内外企業等に浸透させ
ながら、同構想の掲げる「まち全体が舞台の誰もが主役になれる劇場都市」の実現を⽬指していく。
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2.関連
するゴー
ル

特⾊ある池袋駅周辺4公園など様々なまちの舞台を⽣かして、⽂化を軸にしたまちづくりに取り組んでいる。⽂化が有する「想像⼒」「創
造⼒」で、まちを総合的にデザインし、国内外へ発信することで都市イメージを向上させる。それによって居住者や来街者を増やし、まちへの
愛着・誇りを育み、地域経済の活性化や区⺠税の増加等につなげ、区⺠サービスに還元する好循環を⽣み出していく。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

持続発展可能な都市構想実現に向けた活動の担い⼿「豊島区
国際アート・カルチャー特命⼤使／SDGs特命⼤使」制度が⽴ち上
がった。
区は、区政の業務はすべてSDGsにつながるとの考えのもと、その
普及啓発や情報発信に取り組んでいる。

「国際アート・カルチャー／SDGs特命⼤使」は、個⼈・団体・企業・学⽣・⼦どもなど多
様な主体が参画可能であり、約1,500名の賛同者が集まっている。⾃律的な組織運営
を⽬指しつつ、SDGsの観点も取り込みながら、⾃ら企画した⾃主企画事業を実施する
など、その活動の領域が広がっている。
区は、SDGsをより⾝近に感じてもらうことを⽬的とした冊⼦「としまSDGsチャレンジブッ
ク」の発刊や、「豊島区SDGs未来都市推進アドバイザー」「豊島区教育委員会学校
SDGs推進アドバイザー」の委嘱など、プロモーション展開を⾏っている。

7.今後の展開策

5.取組推進の⼯夫
豊島区には誰をも受け⼊れ、多彩で多様な⽂化を育んできた⼟
壌と歴史がある。⽂化にはまちに賑わいをもたらし、⼈の⼼を豊かに
し、平和な社会を創出する⼒がある。
本区が⼀貫して進めてきた⽂化を基軸にしたまちづくりを礎とし、
特命⼤使をはじめ、区⺠・区内団体・区内外企業が⼀体となって、
持続発展可能なまちづくりを進めている。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

特⾊ある４公園等を核にしたウォーカブル推進は、⼈間優先の⽔平開発のまちづくりで
回遊性を⽣み出し、まちの舞台を磨き上げるとともにその価値の向上を図ってきた。
これまで構想のもと展開してきた都市再⽣の知⾒により、今後の豊島区を⼤きく変える
池袋駅⻄⼝再開発が、かつてない新たな魅⼒を⽣み出していく。
新型コロナウィルス感染症の拡⼤により⽣活様式が⼤きく変わる中、その動向を捉えな
がら、区⺠・区内団体・区内外企業が⼀体となって柔軟に計画を進め、次代の担い⼿で
ある⼦どもたちにその意志を継承していく。

⾃治体SDGsモデル事業の舞台であり池袋駅周辺4公園の１つである「としまみどりの防災公園（イケ・サンパーク）」において、埼⽟県
や⿅児島県⿅児島市等も参画したファーマーズマーケット（豊島区SDGsモデル事業の⼀環）を開催した。さらに、毎年交互に双⽅の⾃
治体でのSDGsイベント開催が実現した神奈川県や、同年に選定されたことを機に未来都市を軸にした協定に向けて双⽅の都市紹介イ
ベントを開催した岩⼿県岩⼿町など、他未来都市とのつながりが⽣まれ、今後の普及・展開に向け核となる内容を⾒定めている。

都市と⾃然 ⼈と⼈ 共にささえあい⽣きる
神奈川県相模原市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

東京都⼼から30㎞〜60㎞圏内に位置し、神奈川県北部の多くの部分を占めてお
り、多様な都市機能を持った中⼼市街と、中⼭間地域含む地区が共存しており、都
⼼から近い都市的な地域であると同時に、⽔源を含む豊かな⾃然を有する政令指
定都市である。
課題としては、令和元年東⽇本台⾵による⼟砂災害による甚⼤な被害を受けたこと
などを受けての森林保全などの気候変動対策、津久井やまゆり園事件を受けての共
⽣社会推進など、あらゆる⼈の尊厳が守られ、災害に強く、誰もが安全で安⼼して
幸せに暮らすことができるまちをつくる必要がある。
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2.関連する
ゴール

本市では、「津久井やまゆり園」において⼤変痛ましい事件が発⽣するとともに、令和元年東⽇本台⾵では中⼭間地域におい
て⼤きな被害が発⽣したことから、「⼈間の安全保障」に重点を置き、あらゆるステークホルダーの参画によりＳＤＧｓを推進し、
都市と⾃然が共⽣し、誰もが「共にささえあい⽣きる」共⽣社会を実現する。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

・さがみはらSDGｓパートナー制度の構築
市とともに、ＳＤＧｓの理念を踏まえ、地域課題の解決や、
「誰⼀⼈取り残さない」持続可能なまちづくりに取り組んでいた
だける企業や団体を「さがみはらＳＤＧｓパートナー」として募
集。パートナー間の交流や、共通の課題に取り組むパートナー
のネットワークづくりを⽀援したほか、パートナーの取組等をホー
ムページにおいてＰＲした。

令和２年度８⽉のパートナー制度創設以来、２７９団体（令和３年３⽉末
時点）の登録を⾏った。新型コロナウイルス感染症の影響により、経済状況が悪
化した⼤学⽣等の若者を⽀援するための⾷材配布⽀援事業を、市を含めたパー
トナー間の連携で実施するなど、本制度の開始により新たな連携体制が⽣まれ
た。また、パートナーの取組等について紹介を⾏う、市特設HP「SDGs one by
one」では、⽉間ＰＶ数が30万PV（令和3年6⽉）を超えるなど、効果的な
情報発信を⾏っている。
様々な事業の結果、全国での認知度45.6%（朝⽇新聞社が「SDGs認知度
調査」として令和2年度12⽉に実施）に⽐べ、市内のSDGｓの認知度は
63.3%（令和3年度3⽉実施）となっており、パートナー制度を含め、各種事
業の効果が発揮されている。

5.取組推進の⼯夫
さがみはら津久井産材で作成し、障がい者施設で箱詰めをお
こなった登録証盾をパートナーに対し発⾏することで、森林保
全のための間伐材消費の重要性や、共⽣社会の推進につい
ての普及啓発を⾏った。また、交付式において意⾒交換会を
実施するなど、連携体制の強化に努めた。
8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
パートナー間で情報を共有するとともに、連携を深めＳＤＧｓの達成や地域課
題の解決に向けて取組を進めるため、相互の情報発信や個別マッチング、新たな
プロジェクトの創出を⽬的にプラットフォームを創設する予定。

市特設HP「SDGs one by one」を⾒ていただいた、多くの⾃治体から、SDGｓについて分かりやすく情報発信をするHPの運
営⽅法等について相談をいただいた。

世界の交流拠点都市⾦沢の実現〜市⺠と来街者が「しあわせ」を共創するまち〜
⽯川県⾦沢市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

藩政時代にまちの礎が築かれて以来、戦災や⼤きな災害に⾒舞われたことがなく、歴史的
街路やまちなみを⾊濃く残す伝統と歴史のある都市である。北陸新幹線⾦沢開業という機
会を⽣かしつつ、交流⼈⼝の拡⼤や国内外との交流の促進を図ると同時に、観光と市⺠⽣
活の調和を図ることや、気候変動を受けて環境を重視したまちへの転換や、現代にふさわし
い新たなコミュニティの形成と強化を図ることで、新たな価値を創造し、持続的な発展を続け
るまちをめざす。

2.関連する
ゴール

⾦沢市、⾦沢⻘年会議所、国連⼤学IAS OUIKの３者が、連携協定に基づきつくり上げた、⾦沢の独⾃⽬標である「⾦沢ＳＤＧｓ
『５つの⽅向性』」の実現を通して、３者を中⼼に、市⺠、企業、教育機関、来街者をも含めた多様なステークホルダーとの連携のもと、
「しあわせ」を共創する、世界の交流拠点都市⾦沢を実現する。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

連携・提案・調整
IMAGINE KANAZAWA2030推進会議
※多様なステークホルダーからなる官民連携組織
会議：金沢ミライシナリオ（金沢SDGs行動計画）の実践
金沢ＳＤＧｓの進捗管理
会 長：金沢市長
副会長：国連大学IAS OUIK 所長
金沢青年会議所 理事長
委 員：経済団体、金融機関、高等教育機関
学生、市民団体、NPO 等
ミーティング：官民連携により基幹プロジェクトを
立案・企画・実行する組織
パートナーズ：パートナーシップで金沢ミライシナリオを
実践するためのプラットフォーム

6.取組成果
・パートナーシップでSDGｓを達成するプラットフォーム「IMAGINE
KANAZAWA2030パートナーズ」を設⽴
（会員数 122者(2021年３⽉))
・「⾦沢SDGs指標」の選定の前提となる指標の選定を実施
（指標数65、紐づくデータ458)
・⾦沢SDGｓツーリズムの推進（観光事業者の講演会・勉強会を
開催(約100名参加）、SDGｓ体感ツアー開発のためのモデルツ
アー開催(2回)、観光事業者の先導的取組に対する公募型補助を
実施(14件採択))

金沢市ＳＤＧｓ推進本部
※市長を本部長とした庁内横断組織

金沢市観光協会
観光事業者
旅行事業者
近隣の未来都市

5.取組推進の⼯夫
⾏政や⼀部の主体でのSDGｓの達成が困難なことから、多様な主体で構成された
「IMAGINE KANAZAWA2030推進会議」が中⼼となり、⾦沢SDGｓの推進を⾏っ
ている。また、「SDGｓミーティング」や市⺠WS、HP等での意⾒募集等含め、多くの
⽅々の⾦沢SDGｓの参画を推進している。

8.他地域への展
開状況（普及効果）
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7.今後の展開策
・IMAGINE KANAZAWA2030パートナーズの協働プロジェクト発
現の促進及び⾃⾛化へのシフト
・プロジェクトを資⾦⾯・⾮資⾦⾯で加速させ、⾃律的好循環を形
成する⾦融フレーム等の構築
・SDGｓの達成度を測る「⾦沢SDGs指標」の選定・可視化の実施
・観光事業者等のSDGｓの気運醸成及び国際認証等への⾜掛か
りを⽬的としたSDGｓツーリズム推奨制度の構築

北陸SDGｓ未来都市フォーラムの開催
（北陸10都市及びステークホルダーとの連携を強化、各取り組みの発信等による広域展開）

官⺠協働のスマートシティによる持続可能なまち「加賀市は、スマートSDGsへ。」
⽯川県加賀市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)
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⽯川県の南⻄部に位置し、豊かな⾃然に恵まれている⾵光明媚な「⽥園観光都市」である。
本市を発祥とする⼭中漆器・九⾕焼といった全国的にも秀でた伝統⼯芸を源流とする各種
製造業が基幹産業である。また、年間約180万⼈の浴客を迎える加賀温泉郷（⼭代、⼭
2.関連する
中、⽚⼭津）を抱え、観光業が特徴的産業となっている。地域課題としては、⼈⼝減少・
ゴール
少⼦⾼齢化のほかに、中⼼市街地を持たず集落が点在する「多極分散型」の都市構造に
よる都市マネジメントの⾮効率化があげられる。これらの課題を、先端技術を活⽤した便利
に安⼼して暮らせる持続可能なスマートシティの推進により克服を⽬指している。
市⺠⽣活の質を向上させるスマートシティの推進を図るとともに、「世界⾸⻑誓約／⽇本」の誓約事項を着実に推進することで、「官⺠協
働のスマートシティによる持続可能なまち」の実現を⽬指す。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

●加賀市版RE100
市が100％出資する加賀総合サービス㈱を通じて、市内のエネル
ギー需要を地産の再⽣可能エネルギーで賄う「⾃治体新電⼒」事
業に取り組み、脱炭素による環境と地域経済の持続を図る。
●加賀市版MaaS
MaaSプラットフォームの構築により、市内公共交通のシームレスな
利⽤を可能とするとともに、施設の混雑状況と連動したクーポンや乗
り放題チケットの発⾏など、移動の促進による地域経済の活性化を
図り、持続可能な公共交通と地域経済の両⽴を⽬指す。
●加賀市SDGs推進パートナー制度
本市と共にSDGsを推進するパートナーを登録する制度を⽴ち上げ、
SDGsの普及・促進を図ることで、市⺠⼀⼈ひとりの⾏動変容を促
し、⼀⼈当たりの環境上の悪影響の軽減を⽬指す。

●⾃治体新電⼒加⼊件数（⾼圧）
エネルギーの地産地消を推進するため、⾃治体新電⼒の加⼊促進に努めた。結果、
2019年度︓70件→2020年度︓80件と増加し、早期に2022年度の⽬標80件を
達成した。
●コンピュータクラブハウス加賀の利⽤者数（年間）
多様な利⽤者ニーズに対応し、キャリア教育を充実させるため、機能強化を図ったことに
より、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため同時利⽤⼈数の制限を⾏っている中では
あるが、利⽤者数は増加している。2019年度︓800⼈→2020年度︓1273⼈（約
59％増）
●公共施設の太陽光パネル設置数
脱炭素社会や循環型社会を実現するため、公共施設への太陽光パネルの設置を進め
た。2019年度︓6施設→2020年度︓8施設

5.取組推進の⼯夫
スマートシテイの実現に向けては、地域の課題を官と⺠が共有し、
その解決に向け、団体の垣根を越えて取り組む必要があることから、
加賀市をはじめ、市内の産業団体や市⺠団体で構成する、「加賀
市スマートシティ推進官⺠連携協議会」を設⽴した。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
SDGsの普及促進やSDGsに取組む地域事業者の技術的・⾦銭的⽀援を⾏える体制
の整備に向け、本市の取組みに賛同いただける市内外の企業をはじめ、関係団体、市
内の⾦融機関等を、市が登録する「加賀市SDGsパートナー制度」を創設し、地域にお
けるSDGs推進の「⾃⽴的好循環」を⽬指す。

スマートシテイ関連の視察や講演、取材件数 2020年度︓17件

能美市SDGｓ未来都市 暮らしやすさを⽇本⼀実感できるまちへ
⽯川県能美市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

⼈⼝約5万⼈。海から⾥⼭まで豊かな⾃然環境のもと、九⾕焼や国指定史跡の古墳群や開
湯1400年の⾠⼝温泉など⽂化と歴史がある。⾦沢や⼩松空港からのアクセスが良く、順
調な企業誘致がすすむ。就業⼈⼝割合も⾼く、繊維、電⼦部品、デバイス製造等の産業
が集積。妊娠から⼦育てまで包括的な⽀援施策によって緩やかに⼈⼝が増加してきた。
2020年をピークに⼈⼝減少に転じ、地域コミュニティの維持や地域経済の活性化、公共
交通の課題等を解決し、誰もが安⼼して住み続けられる環境をつくり、⼈⼝減少を抑制
することを⽬指す。

84

2.関連する
ゴール

誰もが安⼼して暮らせる地域共⽣社会の実現にむけ、のみ地域⼒強化⽀援ファンドによって市⺠の地域活動を⽀援し、
⼈と⼈がつながる安⼼安全なまちを⽬指している。⾏政、企業、住⺠が⼀体となって地域資源を活⽤し、経済の好循環
を⽣み出すための⼈づくりや、仕組みづくり、地域で共有できる指標づくりを⾏う。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

⾏政や企業、地域、市⺠にSDGｓを浸透させる取組を⾏う。

・2020年度に創設した共⽣社会の実現を後押しするために設⽴した「のみ地域⼒強化
⽀援ファンド」に、地域活動を⾏う市⺠団体が認定され、⼦ども⾷堂や誰もが集まれるみ
んな⾷堂、買い物⽀援などが市⺠主体で始まった。
・SDGｓの関⼼の⾼まりによって、地元商店が加盟する団体が、のみ地域⼒強化⽀援
ファンドに寄付をする仕組みを始め、経済の好循環とファンドの持続可能なしくみづくりに
おける良い事例となっている。
・市教育委員会と連携し、能美市が⽬指すSDGｓについて学ぶリーフレットを作成し、
GIGAスクール構想によって配布されたタブレットも活⽤しながら、市内全中学校の総合
学習で学校と連携しながらふるさと愛の醸成を図った。⼩学校では地元企業が循環型
社会について体験学習を⾏い、2030年の能美市の未来を環境絵⽇記として描いたり、
学校間をネットでつないだ交流会を⾏うなど、⼦どもたちへの普及を進めており、⼩学校か
ら中学校の連続したSDGｓによる地域学習の指導案を教育員会と学校、企業と連携
し進めている。

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

SDGｓ推進本部会議を⽴ち上げ、⾏政として取り組む姿勢を市
⻑⾃ら発信することで、⾏政内部の合意が得られ、様々な計画に
SDGｓの理念が反映されつつある。また市⺠の関⼼を⾼めるために、
毎⽉広報紙でSDGｓ記事の連載や、中学校総合学習のSDGｓ
の授業を新聞やＳＮＳから発信した。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

⾏政内部において職員がSDGｓの視点で事業を整理・点検し、事業や業務のアップ
デートを図るための研修をすすめている。また、地域⼀体となって取組むためにＳＤＧｓ
情報発信のためのHPの⽴ち上げや、パートナー制度の構築、指標について市⺠・企業
等と⼀緒に準備を進め、地域共⽣社会の実現に向けて取り組んでいく。

新聞広告、取材記事、市のＨＰなどで能美市が⽬指すＳＤＧｓのＰＲを⾏った。今後市のＨＰではなく、専⽤サイトを⽴ち上げ、市内ＳＤＧｓの
取り組みについて情報発信の予定。出前講座で市外の⼤学ゼミで能美市の取り組みを紹介。また、地域共⽣社会を⽬指す「のみ地域⼒強化⽀援
ファンド」の取り組みにおいて、さわやか福祉財団と情報交換を⾏い連携した活動を⾏っている。

SDGs共創パートナーシップにより育む「⽔が⽣まれる信濃おおまち」サステナブル・タウン構想
⻑野県⼤町市（2020年度選定）
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1.地域の特徴と
課題及び⽬標

⻑野県の北⻄部、松本平の北に位置し、⻄部⼀帯に3,000ｍ級の北アルプスの雄⼤な⼭々
が連なり、東部には四季折々の変化に富んだ美しく豊かな⾃然に囲まれた昔ながらの⾥⼭が広
がる⼭岳⽂化都市である。1999年12⽉を境に急激な⼈⼝減少が始まる。基幹産業である
観光業をはじめ、地域経済の活性化による雇⽤の創出や安⼼安全な暮らし、地域コミュニティ
の維持など多様な課題を抱えており、⼈⼝流出の抑制が課題である。地域資源の磨き上げと
掛け合わせによる取り組みを通じ課題解決へとつなげ、魅⼒あふれるサステナブル・タウンを実現
する。

3.取組の概要
(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

市の⾄⾼の資源である「⽔」に焦点をあて最⼤限に活⽤するとともに、「⽔」に関わるひと・しごとを主役とする経済・社会・環境の三側⾯から地
域資源の磨き上げと掛け合わせにより、SDGsに資する「まち・ひと・しごとづくり」を、市⺠を主体とする産学官⾦連携により⼀体的に推進し、⼈
⼝減少をはじめとする多様な地域課題を克服し、サステナブル・タウン「⽔が⽣まれる信濃おおまち」を実現する。

2.関連する
ゴール

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

・⾃治体SDGsに資する取組
①地域資源を活⽤した観光振興による、まち・ひと・しごとづくり
②地域資源を活⽤した地域ブランド振興による、まち・ひと・しごとづくり
③地域資源を活⽤した移住促進と誰もが活躍できる、まち・ひと・しご
とづくり
・特に注⼒する先導的取組
⼈⼝減少の克服に導く「サステナブル・ツーリズム」の先進的な関係
⼈⼝づくり事業
①「⽔が⽣まれる信濃おおまち」着地型コンテンツづくりによる関係⼈
⼝づくり事業
②「⽔が⽣まれる信濃おおまち」ブランドづくりによる関係⼈⼝づくり事
業
③「⽔の恵みに感謝を‼」プロジェクトによる関係⼈⼝づくり事業

・SDGs未来都市計画の構想実現のため産学官⾦連携によるプラットホーム「信濃おおまち
みずのわプロジェクト」を発⾜

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

・SDGs未来都市計画の構想実現のため、多様なステークホルダーとの
連携が不可⽋であり、市⺠を主体とした産学官⾦連携による⼀体的な
推進プラットフォーム「信濃おおまち みずのわプロジェクト」を発⾜し、計
画に掲げる具体的な取組をアクションプランとして発表し事業を推進して
いる。

・みずのわプロジェクトによるアクションプランの事業推進のため、地域企業・団体等のステーク
ホルダーの拡⼤及び連携強化を図る仕組みについて検討を進めている。
・今後様々な事業に対し市⺠の皆様が参画しやすいよう、まずはSDGsへの理解を深めてい
ただく必要があると考えている。シンポジウムやワークショップなどを計画している。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

・魅⼒ある持続可能な地域社会の構築に向け、当市の⾄⾼の地域資源である「⽔」を起点
にしたまちづくりを明確にした「みずにわプロジェクト」による2023年までのアクションプランを発
表。アクションプランでは、4つのテーマを掲げ8つの事業に取組み経済・社会・環境の三側⾯
からのアプローチにより地域課題の解決に向け新たな仕組みにより、効率的・効果的な取組
みを進めている。
・SDGs未来都市計画では、「関係⼈⼝づくり」と位置付けていることから、知名度の向上を
⽬指し、積極的な情報発信を⾏う地域ポータルサイトを構築し積極的な情報発信体制を
構築した。また、コロナ禍において需要の⾼まりを⾒せるECサイト「みずのわマルシェ」をオープ
ンし、当市の特産品や⼟産物など販売を開始した。

「北アルプス連携⾃⽴圏」を構成する⼤北地域（池⽥町、松川村、⽩⾺村、⼩⾕村）の抱える地域課題である地域経済の活性化によ
り働く場の確保、⽣活機能の充実、地域コミュニティの維持、移住・定住の促進等に関する具体的な施策を普及展開する。など

⾃然と⼈が創り出す 世界に誇る「清流の国ぎふ」
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岐⾩県（2020年度選定）

本県は、全国でも有数の森林県である。豊かな森林に育まれた豊富な⽔は、「清流」となり、県内を
あまねく流れ、⾶騨の⽊⼯芸、美濃和紙、関の刃物、東美濃の陶磁器などの匠の技や、1,300年の
歴史を誇る鵜飼などの伝統⽂化、⽔害から集落を守るための「輪中」など、「清流」とともに⽣きる私たち
岐⾩県⺠の独特な⽣活様式や⽂化を育んできた。
本県の⼈⼝は、少⼦化や20〜30代の若者を中⼼とする⼈⼝の流出により、2018年9⽉、35年ぶ
りに200万⼈を割り込んだ。⼈⼝減少は更に進み、今後10年間で毎年1万6千⼈程度減少していくこ
とが⾒込まれる。加えて、温暖化や激甚化する⾃然災害、稼ぐ⼒の低迷等にも直⾯している。三側⾯
の課題に取り組むことにより、誰もが活躍し、活⼒ある「清流の国ぎふ」の実現を⽬指す。

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

⼈⼝減少と少⼦⾼齢化が進⾏する中、「⾃然と⼈が創り出す 世界に誇る『清流の国ぎふ』」を⽬指して、「美しい清流とそれを育む豊かな森
の保全と活⽤」（環境⾯）、「世界に誇る『ぎふブランド』の創造と発信」（経済⾯）、「『清流の国ぎふ』の未来を担う⼈づくり」（社会⾯）の
三側⾯に資する取組みを推進していく。

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

取組概要 〜「清流の国ぎふ」創⽣×ＳＤＧｓ〜

環境

経済

社会

美しい清流とそれを育む
豊かな森の保全と活⽤

世界に誇る「ぎふブランド」
の創造と発信

『清流の国ぎふ』の
未来を担う⼈づくり

・環境保全の推進
・次世代エネルギーの
導⼊促進
・災害から命を守る対策
の促進

2.関連する
ゴール

・「ぎふブランド」の
創造と発信
・各分野への未来技術
の導⼊

・⼥性、障がい者、外国
⼈材の活躍促進
・豊富な森林資源を
活⽤したぎふ⽊育の推進
・ふるさと教育の展開 等

※令和２年度末時点

・各KPIの達成状況（県独⾃で定める単年度⽬標値との⽐較）

環境・経済・社
会に資する取組
みの相乗効果で、
活⼒ある「清流の
国ぎふ」を実現

温室効果ガスの排出量、スマート農業技術導⼊経営体数、SDGs推進ネットワーク会員数等
で単年度⽬標値を上回った⼀⽅で、新型コロナの影響もあり、鮎の輸出量、⽇本語指導が必要
な外国⼈⽣徒のうち、就職⼜は進学した⽣徒の割合等は、未来都市計画策定時の当初値を
下回った。

・ SDGsの普及啓発

・事業補助制度、融資補助制度による活動⽀援
・県内（企業・団体・個⼈等）に向けた普及啓発・ＰＲ
・市町村との連携・協⼒体制の構築

⼀般向けのフォーラムや、ネットワーク会員限定セミナーを実施し、合計408名を動員。基調講
演とネットワーク会員の事例発表（フォーラムはパネルディスカッション）で構成。参加者の95％
が「⼤変良かった」、または「良かった」と回答するなど好評。専⽤ホームページの整備や、会員の
取組み紹介、会員間のマッチング、活動⽀援などの取組みの結果、ネットワーク会員数は、令和
２年度の単年度⽬標350会員のところ、639会員に達し、２年間の⽬標（525会員）を１
年で達成。

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

・「清流の国ぎふ」SDGs推進ネットワークの運営

情報発信・情報共有、セミナー、会員間連携マッチング⽀援等

・県政策の根幹である「『清流の国ぎふ』創⽣総合戦略」や各政
策分野における計画において、SDGsの理念を反映。
・SDGs推進室を設置し、庁内外でSDGsを推進する体制を強化
・「オール岐⾩」による推進組織として「『清流の国ぎふ』SDGs推
進ネットワーク」を設置。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

・「清流の国ぎふ」SDGs推進ネットワークの運営を通じて、県内企業・団体等の連携
強化や活動の活性化を図る。また、県とともに他の会員の取組みへの助⾔や、県内の
SDGsの普及啓発等の役割を担う「リーディング会員制度」を創設。
・登録認証制度について、調査・検討を実施。

中部圏の⾃治体や企業・団体等が参加する「中部圏SDGs広域プラットフォーム」に参加し、主催セミナーにおいて、県のＳＤＧｓ推進
施策を紹介するなど情報発信・情報収集を実施。

富⼠⼭とともに 輝く未来を拓くまち ふじ
静岡県富⼠市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

富⼠⼭の南麓に位置する富⼠市は、古くから「紙のまち」として製紙産業の⼀⼤拠点を形成
し、⽥⼦の浦港の築造や東名⾼速道路の開通などを契機に、輸送機械や化学⼯業、薬
品等の多彩な企業が進出し、地域経済が発展してきた。しかし、1990 年から第2次産業
就業者数の減少傾向が継続するなど、産業の活性化が求められている。
本市は、富⼠⼭の恵みを次代に引き継ぐとともに、地域をリードする中核的な都市として、
様々な社会課題の解決に向け新たな成⻑⼒を⽣み出し、経済、社会、環境の三側⾯が
調和した持続可能な未来を切り拓いていく。
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2.関連する
ゴール

富⼠⼭の豊かな恵みを享受している富⼠市の使命として、富⼠⼭の環境を次代に引き継ぐとともに、新素材ＣＮＦ（セルロースナノファイ
バー）の開発や、ユニバーサル就労、災害時のトイレ対策など、環境と産業と⽣活が調和した持続可能な都市を実現するため、市⺠、産官学
⾦など多様な主体と連携し、地域⼒の結集を図り、未来を拓くイノベーションを先導していく。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

【経済】「環境問題に貢献できる産業の創出と持続可能な産業基
盤の構築」
【社会】「誰⼀⼈取り残さない社会の実現と防災⼒の向上」
【環境】「富⼠⼭の恵みの保全と環境共⽣社会の実現」

【経済】・【環境】
地域事業者等との官⺠連携を軸として実施した「環境共⽣社会の推進」において、⺠
間の持つ技術や資⾦、⾏政のもつ資産や施策等がうまくかみ合うことで、公共施設から
のCO２削減において⾮常に⾼い成果が得られた。
（2022年⽬標△9.4％ 2020実績△11.4％）【社会】・【経済】
ユニバーサル就労の相談窓⼝がわかりやすくなったことに加え、⾃⽴相談⽀援事業と⼀
体的実施となることで、多くの相談者が就労⽀援に繋がった。(2019年98⼈ 2020年
213⼈）
【社会】
みんな元気になるトイレの研修会開催により、災害発⽣時の派遣調整について参加
⾃治体における合意形成を図ることができた。

【特に注⼒する先導的取組】
富⼠市から、世界を変
える共想・共創プラット
フォーム構築イメージ

5.取組推進の⼯夫
みんな元気になるトイレプロジェクトにおける（⼀社）助けあいジャ
パンと協働や、環境共⽣社会の推進における⺠間企業グループと
包括連携協定。（官⺠連携）
ユニバーサル就労⽀援センターにおいて、相談から就労⽀援まで
切れ⽬のない⽀援を⾏うこととした。（ワンストップサービス化）

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
2030年のあるべき姿の実現へ向けた取組を具体化していくための産官学⾦が連携した
プロジェクトを組成し実現化していくための富⼠市SDGｓプラットフォームについて、2021
年度中に構築し関係者との連携を図ることを予定している。
また、オリジナルロゴマーク活⽤や市⺠・事業者との連携による普及啓発を継続する。

【環境】【社会】岩松北⼩学校、㈱LIXIL、市が協働し、コロナ禍における教室のエアコン利⽤時の快適かつ省エネな換気を軸にシェード利
⽤などを児童と共に総合学習で研究し、ひと涼みアワード2020トップランナー賞（⾏政部⾨）を受賞した。
【社会】⽇本⽣活科・総合的学習教育学会全国⼤会にて⽥⼦浦幼稚園は紙のまちにある幼稚園として、岩松幼稚園はリフレクション
シートを使った学び続ける教師というテーマで発表した。

市⺠協働によるサステナブルなまちづくり
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静岡県掛川市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

掛川市は、市⺠主体のまちづくりの実現を⽬指すため、市⺠等が等しく主体的に参加できること
や「報徳の精神」や「⽣涯学習の理念」、「⾃助・共助・公助の精神」に基づいた「協働のまちづく
り」を推進している。今後、少⼦⾼齢・⼈⼝減少社会、さらにSociety5.0や⼈⽣100年時代の
到来に伴い、誰もが社会に関われる社会的包摂の推進や、⼈が住み続けるために⾃⽴可能な
経済や持続可能なエネルギーの利⽤環境を確保するため、SDGsの観点を施策に取り⼊れ、持
続可能なまちづくりを推進し、社会、経済および環境の統合的な向上を⽬指す。

2.関連する
ゴール

SDGsの観点を市の施策に落とし込むため、総合計画の各施策を関連するSDGsのゴールと紐づけ、SDGsのゴールとKPIを設定し、「市
⺠協働によるサステナブルなまち」の実現に向け取組を進めている。また、SDGsの認知度を向上するため、様々なステークホルダーと連携し、
職員向けの研修や、市⺠に向けた広報などを実施し、官⺠を挙げて積極的な普及展開を⾏っている。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

【市政との紐づけ】
SDGsのゴールと総合計画の個別施策を紐づけることで、総合計画
の充実と各施策の更なる推進を図っている。

【市政への紐づけ】
SDGsと総合計画の個別施策を紐づけたことにより、その他分野ごとの各種計画について
もSDGsの観点が組み込まれるようになり、全庁的にSDGsへの認識が⾼まっている。

【普及啓発・情報発信】
職員を対象とした研修の実施、各課の窓⼝や職員の名札へ関連
するSDGsのゴールを掲⽰、広報誌へのSDGs情報掲載などを実施
し、積極的な情報発信を⾏っている。

【普及啓発・情報発信】
市内の団体からSDGsに関する説明会の実施依頼や、SDGsを⾃由研究のテーマにす
る⼩中学⽣が増えていることから、市⺠のSDGsに対する認知度が向上していることがう
かがえる。

【官⺠連携の推進】
官⺠連携による地域課題解決策を促進するため、「掛川SDGsプ
ラットフォーム」を創設する。

【官⺠連携の推進】
令和３年９⽉中のプラットフォーム始動に向け、ホームページの構築を進め、最終的な
準備段階を迎えている。

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

・職員⾃らが業務と関連するSDGsのゴールを考える機会を作ること
で、全庁的にSDGsへの理解度向上を図った。
・プラットフォームの創設により、様々なステークホルダーのSDGsの取
組や、地域が抱える課題を⾒える化することで、更なる地⽅創⽣や
地域課題の解決を図る。

「掛川SDGsプラットフォーム」の本格的な運⽤により、SDGsに積極的に取り組む⺠間
団体や⾏政のつながる場を創出し、各ステークホルダーの強みを活かした地域課題の解
決に取り組むことで、官⺠連携の推進体制を強化し、SDGs達成に向けた市内の取組
を活性化する。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

SDGsを共通のテーマとした地域課題の解決は、どの地域においても実施可能なものであり、様々なステークホルダーが互いの利益を尊重
しつつ、SDGsの達成という共通の課題に向けた連携により相乗効果を⽣み出す事業の創出が期待できる。

“みなも”きらめく 公⺠連携サスティナブル城下町 OKAZAKI
愛知県岡崎市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

本市は、東⻄に⼄川、南北に⽮作川が流れ、その合流地点には徳川家康公⽣誕
の岡崎城が⽴地するなど、まちなかに豊かな⽔環境を有し、古くから広域で中⼼的な
役割を担ってきた地域である。現代では、周辺市町の⾃動⾞関連企業へ勤める
⼈々が住まうまち、その⽣活を⽀えるサービス業のまちとして、暮らしの中枢機能を
担っている。しかし、その機能が市内に広く分布した結果、相対的に中⼼部の拠点
性低下が憂慮されている。本市中⼼部の⼄川リバーフロントエリアにおいては、公⺠
連携してソフト・ハード両⾯の投資が緩やかに持続するまち、三世代同居・近居が進
む地元に愛されるまち、河川の⽔源でもある森林を守り育てるまちを実現する。
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2.関連する
ゴール

中⼼部の都市再⽣にむけた“経済”を軸とする地⽅創⽣の取組に連動して、“社会”や“環境”の各側⾯と併せ統合的な課題
解決を図る。また、中⼼部で培ったソリューションやパートナーシップを“周辺部”や“⼭間部”に波及させて、誰ひとり取り残さない
暮らしの好循環を構築していく。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

・中⼼部では、地域の稼ぐ⼒を⾼めるナイトタイムエコノミー推
進と、暮らしの質を⾼めるスマートシティ推進により持続的な⺠
間投資を誘導し、併せて低炭素社会の実現を⽬指す地域電
⼒会社と連携して、３側⾯の統合的な課題解決を図る。
・周辺部では、本市の特徴である三世代同居・近居率の⾼さ
を活かし、⼦育てや介護をしやすいまちづくりを進める。
・⼭間部では、仕事づくり、担い⼿確保、移住促進などについ
て統合的に取り組む地域商社を設⽴し、森林が持つ多⾯的
機能を確保していく。

・中⼼部では、コロナ禍にあっても安全に夜間イベントが楽しめるよう、スマート技
術活⽤で密の予防策・密の解消策を実施した。その結果、⼀定の⼈流が確保さ
れ、⼒強さには⽋けるものの継続的な⺠間投資（出店・イベント）が⾏われた。
また、地域電⼒⼩売会社は7⽉に本格稼働し、低炭素電⼒の供給を開始した。
・３世代同居・近居世帯の多さは合計特殊出⽣率の⾼さと相関することから、あ
らゆる⼦育て世帯が同様の⼦育て環境を得られるよう、ホームスタート（家庭訪
問型⼦育て⽀援ボランティア）の制度構築を⾏った。（2021年度運⽤開始）
・⼭間部では、地域林業商社設⽴への準備として、SDGｓ推進を念頭に置いた
オンラインイベント実施、関係機関調整、先⾏商品開発を⾏った。

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

・スマートシティ先⾏モデルプロジェクト（国交省）をはじめ国
の⽀援制度を積極的に活⽤して事業を加速、情報を発信。
・三世代同居・近居世帯だけでなく、そうでない世帯にも充実
した⼦育て環境が提供できる施策を実施。

・中⼼部では、サイクルシェアやプロジェクションマッピングなど、スマートサービスへの
低炭素電源供給で、ゼロエミッション・ナイトタイムエコノミーの実現を⽬指す。
・周辺部では、急激な後期⾼齢者の増加が⾒込まれる地域を対象に暮らしの課
題解消に着⼿するとともに、⼭間部では年度末の地域商社設⽴を⽬指す。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

３側⾯課題の解決を統合的に⾏う都市再⽣モデルとして、本市が⾏う「ナイトタイムエコノミーで稼ぐまち」「スマート技術で暮ら
しの質が向上するまち」「持続的な投資が⾏われるなかで環境負荷を低減していくまち」の組み合わせは、令和時代のまちづくり
⼿法として、同様の都市再⽣課題を抱える他都市への波及が期待できる。

若者と創るみえの未来〜持続可能な社会の構築〜
三重県（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

本県は､製造品出荷額等が全国９位（⼯業統計調査・2018年実績）のものづくり県である
とともに豊かな⾃然を有しているが､かつての四⽇市公害問題に市町､事業者､県⺠と⼀体となっ
て環境保全施策を進めてきた結果得られたものであり､また､県内に所在する国際環境技術移
転センターでは公害防⽌技術等の研修を実施しているなど､⾏政､事業者､県⺠等全ての主体
が環境問題を⾃分ごととして捉え､取り組んでいける素地がある。
⼀⽅､本県の⼈⼝は､特に若者の県外流出が課題となっているため､産学官が連携し、若者と
ともに脱炭素社会の構築に向けたモデル事業を実施する取組を通じ、⼈⼝減少下でも地域の
持続的な活性化が図られる社会の構築を⽬指す。
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2.関連する
ゴール

三重県らしい持続可能な社会をめざし、若者の参画を得て、現在課題と捉えている深刻な⼈⼿不⾜や若者の県外流出、⾃然環境の維持に
向けた取組を推進する。取組にあたっては、庁内全部局で推進体制を組成するとともに外部有識者による検証体制を整え、ステークホルダーと共
に、事業間連携、PDCAサイクルによる事業改善を図っていく。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

三側⾯をつなぐ統合的取組として、「ミッションゼロ2050みえ」による
脱炭素社会の構築に向けた産学官等のプラットフォームの構築、モデル
事業の実施、検証を⾏う。取組には若者も参画することで、若者のシ
ビックプライドを醸成するとともに、同じプラットフォームに参画する企業や
団体の若者にとっての魅⼒を⾼め、若者の県内定着、深刻な労働⼒
不⾜、未来に向けた⾃然環境の維持といった課題解決に向けた活動
の加速化を進め、県内企業、団体、⾼等教育機関等ステークホルダー
と連携を図っている。

三側⾯をつなぐ統合的取組として、「ミッションゼロ2050みえ」による脱炭素社会の構築に
向けた産学官等のプラットフォームの構築を⾏い、同じプラットフォームに参画する企業や団体
の若者等とモデル事業の実施に向け、調整を進めた。
また、脱炭素社会の実現に向けて若者⽬線でのニーズの提案を⾏うため、プラットフォーム
内に⼤学⽣を中⼼とした「若者チーム」を設置し、県内⾼等教育機関の学⽣を対象としたア
ンケート調査や、その結果を参考として脱炭素社会実現に向けた取組について意⾒交換な
どを⾏った。
引き続き、協働に向け調整を進めるとともに、2021年度に構築予定の「SDGs登録制度」
において登録企業・団体等の事例を紹介するなど、さまざまな主体間でのパートナーシップに
よるSDGsの促進を図る。

5.取組推進の⼯夫
推進体制については、知事をトップに副知事、全ての部局⻑、教育
⻑による「三重県地⽅創⽣・SDGs推進本部」を設置しているほか、官
⺠連携のプラットフォーム「ミッションゼロ2050みえ 推進チーム」で統合
的取組を推進している。
また、SDGsの推進にあたっては、外部の有識者等で構成する「三重
県地⽅創⽣会議・SDGs部会」を設置し、SDGsに資する取組の活性
化について、総合的かつ専⾨的な意⾒をいただきながら取組を推進し
ている。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
「三重県地⽅創⽣・SDGs推進本部」や「三重県地⽅創⽣会議・SDGs部会」において、
「ミッションゼロ2050推進チーム」の取組や「SDGs推進窓⼝(公⺠連携窓⼝)」の進捗状況
や「SDGs登録制度」の構築について、情報共有と意⾒交換を⾏い、今後、必要な改善を
図る。
また、SDGsの推進にあたっては、市町との連携が不可⽋であることから、市町との連携も
深めていく必要がある。

三側⾯をつなぐ統合的取組として、「ミッションゼロ2050みえ」による脱炭素社会の構築に向けた産学官等のプラットフォームの構築を⾏い、
同じプラットフォームに参画する企業や団体の若者等とモデル事業の実施に向け、調整を進めており、今後、モデル事業の検証等を⾏いな
がら、他地域への展開を図り、企業・団体等と協創を進めていく。

グリーンクリエイティブいなべ
1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

〜グリーンインフラ商業施設「にぎわいの森」からカジュアルなSDGs推進を世界へ〜
三重県いなべ市（2020年度選定）

三重県の最北端、岐⾩県及び滋賀県に接する、東⻄⽂化の交流地。グリーンインフラ商業
施設「にぎわいの森」を拠点に、緑を経済的・商業的に⽣かす「グリーンクリエイティブいなべ」
のまちづくりで、カジュアルな持続可能性を追求している。
当市では、約58％を占めるリンチ⾯積の多くが未活⽤であり、森林の荒廃化により獣害の
深刻化による農業従事者の離農や⼭辺エリアを中⼼とした若者の流出が多い。
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2.関連する
ゴール

森林放棄地を活⽤したグリーンインフラ商業施設「にぎわいの森」を拠点、先導例として、地域商社機能やDMO機能といったまちづくりを官
⺠連携で実施。活動を通してカジュアルなまちづくりに共鳴する市⺠や移住希望者を呼び込み、鈴⿅⼭脈の⼭辺までの市内広域観光回
遊を実現する。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

2020年度は、いなべ市SDGs認定制度構築に向けて、市内事業
者や中学⽣を対象とした学習会等を実施するとともに、SDGsチェッ
クシート（テスト版）を策定しました。当該チェックシートにより市内
の事業者へ調査を実施し、SDGsの啓発と普及を進めました。
また、2021年度には、いなべ市SDGs認定制度といなべ市SDGs
パートナー制度の構築を完了させ、制度運⽤を開始予定。
さらに、⼦どもを対象としたワークショップを構築し、2020年度にはパ
イロット事業として２回実施しました。このパイロット事業を受けて、
企業と連携したＩＮＡＢＥ SDGs 4T PROJECTを構築し、
2021年度から事業を展開。

中学校においては、学習会を４回実施し、⽣徒640⼈が参加、またワークショップは２
回実施し、146⼈が参加し、SDGsの理解を深めていただいた。
商⼯会と連携した学習会は、リアル版とWEB版の合計２回実施し、13団体22名が参
加いただきSDGsの理解を深めていただいた。
さらに、商⼯会と連携し、市内の事業者へSDGsチェックシートを活⽤した調査を実施し、
ＳDGsの啓発と普及を進め、981事業所のSDGs取組団体の登録につなげた。

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

教育委員会及び校⻑会において、SDGsの重要性を説明し、授業
の実施を⾏った。
また、SDGsの知⾒を有する⽅を招聘し、ヒアリングなどを実施し
チェックシートを作成するとともに、商⼯会と連携したSDGs研修会
の開催によりSDGs取組事業者の拡⼤を⾏った。

2021年度には、いなべ市ＳＤＧｓ認定制度といなべ市ＳＤＧｓパートナー制度の構
築を完了し、制度運⽤を開始予定

8.他地域への展
開状況（普及効果）

県会議員及び他市町の議員の視察、他市町のSDGsアドバイザーの視察受け⼊れ実績あり。
学校におけるSDGs講座及び企業と連携による⼦供向けSDGsワークショップのメディア掲載実績あり。

さりげない⽀えあいのまちづくり こなんSDGｓ未来都市の実現【湖南市版シュタットベルケ構想】
滋賀県湖南市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)
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本市は滋賀県南部に位置し、⼤阪、名古屋から100km圏内で、近畿圏と中部圏をつな
ぐ広域交流拠点にある。昭和40年代に県⽴の児童福祉施設や社会福祉法⼈運営の知
的障がい者⽀援施設の開設が相次いだ福祉発祥の地であり、障がい者⾃⽴⽀援法のモデ
ルとなった発達⽀援システムの構築等全国的にも先駆的な取組を進めている。少⼦⾼齢化、
2.関連する
⼈⼝減少社会の到来、経済のグローバル化、脱炭素化など、社会構造が⼤きく変わり、地
ゴール
域産業が将来にわたり発展を続けていくためには様々な挑戦をしていく必要がある。⾃治体
地域新電⼒会社を核とした官⺠連携の⾃然エネルギー導⼊プロジェクトの実施による地域
経済循環の創出、多様な主体との連携により地域の活⼒を創⽣し、未来を創造するさりげ
ない⽀えあいのまちづくりの実現をめざす。
⾃治体地域新電⼒会社「こなんウルトラパワー株式会社」を核とし、⼩売電⼒事業により⽣み出される価値を地域内循環させ、経済・社
会・環境の三側⾯からの取組を深化させることで、さりげない⽀えあいによるまちづくりを展開、誰⼀⼈取り残さないSDGｓ未来都市を実
現する。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

こなんウルトラパワー株式会社が核となり、域外に流出していた
資⾦を域内に還流させ、それらを原資として地域課題解決に資す
る事業へと展開、拡充させ、湖南市版シュタットベルケ構想による
SDGs未来都市を実現する。
➤こなんウルトラパワー㈱が、エネルギーを主眼に置いた効率的な公
共施設の維持管理の検討の上、コストの縮減と脱炭素化を両⽴し
た公共施設の運営を⾏う。
➤地域⾃然エネルギーや森林資源等の地域資源を活⽤した農
福・林福連携事業を、市内関係団体等と連携して進める。
➤（仮称）こなんソーシャルイノベーション連携協議会を設置し、
SDGsに取り組む企業の参画を図る。

こなんウルトラパワー㈱の⼩売電⼒事業をはじめとした収益を基に、福祉事業者等への
事業⽀援や保育園への省エネ型エアコン寄付、公共施設・⺠間企業の省エネルギー調
査や設備更新（省エネルギーサービス事業）、太陽光発電事業など、域内経済循環、
脱炭素化促進に資する取組を⾏っている。
また、こなんウルトラパワー㈱が地域の福祉事業所等の団体の事業（農福・林福連
携事業）に関わることで、新たなエネルギー創出と持続可能な取組による障がい者等の
社会参画を可能としている。

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

市内企業、市⺠団体、教育現場との連携に加え、産・官・学・⾦
の連携体制構築を図り、各主体の知⾒・ノウハウ等を⽣かし、地域
のニーズや課題解決につなげ、持続可能な事業発展をめざしている。

地⽅創⽣推進交付⾦を活⽤し、シュタットベルケ構想検討事業、SDGs×地域資源等
教育推進事業、農福連携事業検討、林福連携事業検討を⾏っている。SDGs×地域
資源等教育推進事業においては、市内中学・⾼等学校と連携し、⽣徒・職員を対象と
したSDGｓ教育を⾏う。また、林福連携事業においては、林野庁補助事業を活⽤し、
実装に向けた検討を進めている。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

農福連携・林福連携については、障がいのある⼈等の就労等へつなげていく取組であり、全国の地域へのモデルとなると考えている。
また、本市・こなんウルトラパワー㈱の取組について、これまで県内外⾃治体、企業から多くの視察を受け付けている。

「かめおか霧の芸術祭」 × X（かけるエックス）〜持続可能性を⽣み出すイノベーションハブ〜
京都府⻲岡市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

・⻲岡市は京都府中央に位置する盆地で⼈⼝87,725⼈（2021年3⽉）の⾃治体
・京都市のベッドタウンとして発展してきたが、⼈⼝減少に伴う経済縮⼩が課題
・11⽉から3⽉の朝⽅に市域全体を包み込む濃霧が発⽣する気候的な特徴がある
・⻲岡市に対するネガティブなイメージの象徴であった「霧」を地域資源の象徴としてとらえる
「かめおか霧の芸術祭」をプラットフォームに、ヒト・モノ・カネのあらゆる資源をつなぎ、イノベー
ションが湧いてくるまちとする
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2.関連する
ゴール

⾏政とアーティストとが協働で地域資源をリサーチし、分野横断的に⼈々をつなぎ、循環的な経済圏や新陳代謝のあるコミュニティを創り出
す。アーティストが活動を魅せ、⼈々がその活動に関わることができる「開かれたアトリエ」を有効活⽤することにより、関係⼈⼝の交流やイノ
ベーションを促し、各事業の連動を加速させていく。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

●起業とイノベーションの誘発
・霧の芸術祭から⽣まれたアップサイクル⽣産⽀援
・城下町エリアの空き店舗を活⽤した「まちなか」プロジェクト
●アナログとテクノロジー両⾯による農業の展開
・霧の芸術祭との接続による交流⼈⼝拡⼤
・地元飲⾷店や加⼯品製造会社、給⾷現場とのタイアップ
●プラごみゼロに向けた環境事業
・国内初のレジ袋禁⽌条例
・エコウォーカー事業（参加型ごみ拾い）
・リバーフレンドリーレストランプロジェクト（使い捨てプラスチックごみ
の削減に取り組む飲⾷店を認定）

●起業とイノベーションの誘発
・廃棄予定のパラグライダー⽣地使⽤のエコバック 7,331千円販売（2020年度）
・城下町エリアの店舗を活⽤し各種アートイベント等を実施 11店舗（2020年度）
●アナログとテクノロジー両⾯による農業の展開
・⾷と農を軸としたイベントを多数実施 交流⼈⼝ のべ3,652⼈（2020年度）
・農家とタイアップした飲⾷店 3社、企業とタイアップした加⼯品製造数 6品
給⾷における⾷糧⾃給率 60.9%（いずれも2020年度）
●プラごみゼロに向けた環境事業
・国内初のレジ袋禁⽌条例 施⾏（2021年1⽉）
・エコウォーカー事業参加市⺠数 191名（2021年3⽉現在）
・リバーフレンドリーレストランプロジェクト登録 7店舗（2021年3⽉現在）

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

令和３年４⽉に開設した「開かれたアトリエ」を拠点に、アーティス
トをはじめとした多様な主体との連携を進めている。
⾏政課題の解決に資するものについては、かめおか霧の芸術祭実
⾏委員会が市からの委託・補助事業として⾏っている。
フライバッグ⽣産や観光プロジェクト等、収益が⾒込める取り組みは、
法⼈組織による⾃⾛を⽬指す。

・スタジアムにおけるデジタル・テクノロジー領域でイノベーションを創発するプロジェクト実施
・芸術祭を通じた移住定住を促進
・「Harvest Journey Kameoka」プロジェクトによる地域経済の活性化を図る
・JAS認証取得を⽀援し、⻲岡産野菜の⾼付加価値化を⽬指す
・給⽔機等の設置を進めマイボトル使⽤を普及促進

8.他地域への展
開状況（普及効果）

京都府議会議員団や京都信⽤⾦庫の視察受け⼊れのほか、他市町（ブラジル サンパウロ市、⽯垣市、久喜市、能美市、下川町、碧
南市、東京都⼤⽥区等）や各地域で開催される会議（GEA国際会議２０２０、環境フォーラムINやまなし、市町村職員中央研修
所研修等）において発信。メディア発信として、雑誌ソトコト、雑誌Discover Japanへの掲載のほか、テレビ番組「ガイアの夜明け」にて
放送。

2025年⼤阪・関⻄万博をインパクトとした「SDGs先進都市」の実現に向けて
⼤阪府・⼤阪市（2020年度選定）

⼤阪は、わが国のほぼ中央に位置し、⼈⼝800万⼈を超える⻄⽇本の中⼼的都
市であり、都市部には⾼層ビルのオフィスや商業施設が⽴ち並び、鉄道網をはじめ交
通機関が発達するとともに、2025年には⼤阪・関⻄万博が開催され、「未来社会
の実験場」をコンセプトに地球規模の様々な課題に向け、世界各地から英知を集め
る場となる。⼤阪は万博開催都市として、課題を克服すべきゴールや世界に貢献で
きるゴールを「重点ゴール」に位置づけ、府⺠や企業など、あらゆるステークホルダーと
の連携と協調により取組みを広げていく。

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

6.取組成果

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組
■あるべき姿の実現に向けた主な取組み 経済、社会、環境の3側
⾯から多様な取組みを展開
経済
・都市の強みを活かしながら勤労世
帯の家計所得を底上げ
・社会課題の解決や⽣活の質の向
上など、スマートシティ化

環境

・⽣涯を通じ健康で、⾃らの意思
に基づき活動できる社会

・2050年のCO2排出量実質ゼロ
をめざす

・持続可能な社会の創り⼿として
の⼦どもたちの学⼒向上

・「⼤阪ブルー・オーシャン・ビジョン」
の早期達成に貢献

5.取組推進の⼯夫
府内においてＳＤＧｓの取組みを先導する⾃治体、経済団体、
国の関係機関及び⾦融機関などの協⼒関係の強化を図ることによ
り、会員間の連携促進や地域の特性にあわせた取組みの推進につ
なげることを⽬的に⼤阪SDGsネットワークを設⽴した。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

2.関連する
ゴール

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げる⼤阪・関⻄万博の開催都市として、いのちや暮らし、次世代に関わるゴール
に重点的に取り組みながら府⺠や企業、⾦融機関、経済界などあらゆるステークホルダーとの連携を広げ、⼀⼈ひとりがSDGs
を意識し、⾃分なりの強みや課題意識の中で、⾃律的に17のSDGs全ての達成をめざす「SDGs先進都市」を実現する。

3.取組の概要

社会
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■⾃治体SDGsモデル事業（⼤阪発「⼤阪ブルー・オーシャン・ビジョン」推進プロジェクト）
「G20⼤阪サミット」の象徴的レガシーである「⼤阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を先導
する取組みとして、プラスチックごみ問題解決に向け、経済、社会、環境の三側⾯から、
３R（リデュース、リユース、リサイクル）などの普及啓発や、海岸漂着ごみの実態調査、
海ごみの回収、プラスチックごみの資源循環などに取組む。
2020年度は、『三側⾯をつなぐ統合的取組』として、「⼤阪ブルー・オーシャン・ビジョ
ン」の実現に向けて⼤阪府・市が⼀体となって取り組む計画である「⼤阪ブルー・オー
シャン・ビジョン」実⾏計画を取りまとめた。さらに、取組成果を象徴的に体現する事業
「地域・事業者の連携による新たなペットボトル回収・リサイクルシステム」では、ペットボ
トルの保管運搬時に必要不可⽋な専⽤の圧縮・梱包等設備について、その導⼊経
費の⼀部を補助する制度を通じて⼤阪市内に3カ所設置。⼤阪市内49の地域コミュ
ニティが参加した。
また、国内外への情報発信を⽬的として、プラスチックごみ削減に向けたメッセージや企
業による先進的な取組を紹介する動画を作成した。

7.今後の展開策
海洋プラスチック問題等の解決に向けた環境先進技術シーズ・ニーズ調査の実施や海ご
みの実態調査、各種啓発活動等を実施し、「⼤阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の実現に
向けてプラスチックごみ問題解決に向けた取組みを推進していく。
また、「地域・事業者の連携による新たなペットボトル回収・リサイクルシステム」においては、
引き続き、地域に参加を働きかけ、参加者を増やしていく。

⼤阪府内全域に「地域・事業者の連携による新たなペットボトル回収・リサイクルシステム」を展開していくため、2021年8⽉に府内市町村
担当者を集めた説明会を開催した。

とよなかＳＤＧｓ未来都市〜明⽇がもっと楽しみなまち〜
⼤阪府豊中市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)
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⼤阪府の中央部の北側、神崎川を隔て⼤阪市の北に位置し、空の⽞関⼝である⼤阪国
際空港や⽇本最初の⼤規模ニュータウンである「千⾥ニュータウン」があり、⼈⼝も微増傾向
2.関連する
にある。
⼀⽅で⽼年⼈⼝の割合が増加しており、少⼦⾼齢化が進展している。また施設の⽼朽化
ゴール
や地域コミュニティを⽀える担い⼿不⾜も課題となっている。その解決のため地域資源を活⽤
した⼦育てと職住近接の推進を通して、全員参加型のＳＤＧｓコミュニティの創出をめざす。
本市の抱える課題に対し、「本市の強みや特性を発展させ、まち全体で⼦どもたちを育み、その⼦どもたちが愛着と誇りをもってまちを創っ
ていく。そのために多様な主体が協働のもと、創意⼯夫し、明⽇がもっと楽しみと思えるまちにしていく」ことを2030年のあるべき姿とする。こ
れを実現するために、「将来役⽴つ教育」、「⽀えあう地域」をキーワードに市⺠・事業者・⾏政が⼀体となって地域課題の解決に向けて取
組みを推進する。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

令和３年４⽉の運⽤開始に向けて、市内でＳＤＧｓに取り組
む事業者、団体、教育機関等を登録し、取組みを紹介する「豊中
ＳＤＧｓパートナー登録制度」の制度設計を⾏った。制度開始に
先駆けて、商⼯会議所と連携した事業所向けＳＤＧｓセミナーを
実施し、市内事業所に対するＳＤＧｓ普及啓発を⾏うとともに、
広報誌を通じて市⺠向けの普及啓発を⾏った。
新型コロナ感染症の感染拡⼤を受け、児童⽣徒の⼀⼈⼀台タブ
レットの整備を前倒しで実施したほか、新型コロナウイルス感染拡⼤
により課題を抱える対象者の⽀援を⽬的とする⺠間の事業への⽀
援や⾷材や弁当の配達を通じて⼦どもの⾒守りを継続する⼦ども⾷
堂等に対して、補助を実施した。

市内でＳＤＧｓに取り組んでいる主体と連携し、取組みを進めていくためのプラット
フォームとなる制度構築の過程において、三井住友海上⽕災保険株式会社とのＳＤＧ
ｓの推進に関する連携協定締結のほか市内の事業者や団体の取組みの現状把握に
つなげることができた。
新型コロナ感染症により、学校休業などの影響を受けた⼩中学校においては、全児童、
⽣徒への⼀⼈⼀台タブレット配備により、⾮常時における学びの継続を保障し、情報活
⽤能⼒を育成する環境が整備された。
また、従来通りの実施が難しい事業がある中で、ICTの活⽤等により事業実施の⽅法
を変更したり、地域での課題に対応する事業への⽀援制度などの⺠間主導の新たな取
組みが⽣まれた。
環境⾯での近隣⾃治体との共同の宣⾔や事業を実施することによって、より多くの⼈を
対象に気候変動による危機的な状況を周知するとともに温暖化対策に有効な⾃然エネ
ルギーの利⽤を促すことができた。今後はさらなる広域的な展開を予定している。

5.取組推進の⼯夫
当初事業者向けを予定していた登録制度を各種団体、教育機
関等を含めた多様な主体の参画が可能となる「豊中ＳＤＧｓパー
トナー登録制度」として制度を構築した。
⾏政と連携したＳＤＧｓ普及にノウハウを持つ三井住友海上保
険株式会社とＳＤＧｓに関する連携協定を締結し、他⾃治体の
成功例や注意点などを参考に取組みを進めた。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
連携協定を締結した⺠間事業者との連携事業を通して、新たなＳＤＧｓの取組み
の広がりをめざす。また、市内の⼩中学⽣に配備したタブレットを活⽤した官⺠連携によ
るＳＤＧｓの出前授業や地域課題解決のための事業⽀援などの取組みを進める。
テレワークの普及など社会環境の変化も踏まえ、職住近接のための取組みを進める。

静岡市や⻑野県主催事業にて本市のＳＤＧｓに関する取組みの紹介を⾏うとともに、阪急電鉄が運⾏している「ＳＤＧｓトレイン」への
ポスターの掲出を⾏い、広く周知を⾏った。報道機関にも取り上げられた⺠間事業者との連携で実施したキッチンカーの実証実験など、連
携協定を活かした地域課題解決に向けた取組みは、他地域へ普及できる取組みである。

SDGsを共通⾔語としたマルチパートナーシップによる“富⽥林版”いのち輝く未来社会のデザイン
⼤阪府富⽥林市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

⼤阪府東南部に位置し、⼈⼝109,650⼈・⾼齢化率30.6 ％（2021年3⽉
末）と、若者世代の転出超過を中⼼に、⼈⼝減少・少⼦⾼齢化が進⾏している。
また、⽣産年齢⼈⼝の減少に伴う事業継承の課題や、地域の担い⼿不⾜、環境
保全等の課題が挙げられる。⼀⽅、府内唯⼀の伝建地区である富⽥林寺内町を
はじめ、豊富な歴史・⾃然資源を有しており、今後、資源を活かした持続可能な地
域社会の形成に向け、様々な主体間によるマルチパートナーシップの創出と、各主体
がまちづくりに参画し活躍することで、ひととまちの「健康」化を⽬標とする。
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2.関連する
ゴール

「商助」がキーワードの介護予防・健康促進事業をはじめとする統合的取組を中⼼に、担い⼿となる学⽣⼈材の育成事業や、
健康×観光のウェルネストレイル事業など、マルチパートナーシップによる「富⽥林発︕「商助」によるいのち輝く未来社会の実
現プロジェクト」と題した⼀連の取組を展開する。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

「富⽥林市産官学医包括連携協定（通称TOMAS）」を
実施主体に、「いのち輝く“まちまるごと”健康プロジェクト」
（①~③）を展開。

①「商助」による持続可能なエコシステム構築事業
活動量計の配布により市⺠の健康活動を促進するとともに、リーダーを設置す
る健康拠点として市内店舗等の参画（商助）を得る介護予防・健康ポイント
事業を実施。【健康拠点数:16カ所 医療費削減効果額:約600万円】
②学⽣派遣による実学経験（PBL）事業
地域の学⽣が、実学経験（PBL︓Project Based Learning）として、新
規ヘルスケアビジネスプランを作成・発表【参加⼈数:10⼈ 発表プラン:3件】
③健康×SDGs普及啓発事業
市⺠・学⽣・地域事業者・連携企業を対象に、SDGs事業プランを⽴案する
ワーク「ローカルダイアログ（LD）」を実施。また、他事業の成果発表を含めたオ
ンラインシンポジウムを開催。【LD参加数:44⼈ シンポジウム視聴:817再⽣】
パートナーシップ制度・公⺠連携デスク
【パートナー登録:44団体 連携協定数:18件】

①「商助」による持続可能なエコシステム構築事業
富⽥林市産官学医包括連携協定（TOMAS）
富⽥林市・⼤阪⼤⾕⼤学・富⽥林医師会・アルケア㈱

②学⽣派遣による実
学経験（PBL）事業

SDGsパートナーシップ制度

③健康×SDGs
普及啓発事業

公⺠連携デスク

5.取組推進の⼯夫
市内部では、各事業を所管する担当が部局横断的に連携す
るためのプロジェクトチームを設置。また、外部のステークホル
ダーとの連携・共創の⼊⼝機能して、公⺠連携デスクとパート
ナーシップ制度を運⽤。
8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
引き続きマルチパートナーシップにより各事業を展開するとともに、ウェルネストレイ
ル事業やSDGs⾦融等、経済⾯における取組を充実させる。

・健康×SDGsシンポジウムの開催（会場・YouTube配信）とケーブルテレビ取材により、事業内容を広く発信。
・公⺠連携企業を介した全国エリアでの紹介や事業展開。

ＳＤＧｓ未来安⼼都市・明⽯〜いつまでも すべての⼈に やさしいまちを みんなで〜
兵庫県明⽯市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

⽇本の標準時の基準となる東経135度⼦午線上にあり、約50㎢の市域に、公共交通機
関が充実し、神⼾や⼤阪など⼤都市へアクセスしやすく、交通の利便性が⾼い。総⼈⼝は
2.関連する
2013年から８年連続で増加しており、若い⼦育て世代を中⼼に転⼊超過となっている。課
ゴール
題としては、漁獲量の減少、待機児童、地域コミュニティの希薄化、中⼩零細事業者の後
継者不⾜などが挙げられ、「誰もが住みたい、住み続けたい」と思う持続可能なまちを⽬指す。
誰もが住み慣れた地域で安⼼して暮らし続けられるやさしいまちの実現を⽬指し、①環境と豊かな暮らしとの調和、②やさしい共⽣社会の
創造、③地域の資源・特性を活かした活⼒ある経済の３つの⽅向性のもと、課題解決に取り組む。⼈にも、環境にも、地域経済にもやさ
しい〜おむつの宅配＆リサイクル事業〜では、孤⽴しがちな０歳児のいる家庭や在宅介護世帯への紙おむつ宅配による、⾒守りとともに、
不要な⾷品などを回収し、こども⾷堂などで活⽤する。また、紙おむつのリサイクルについて、事業者などと連携し、調査・研究を進める。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

・コープこうべと「SDGsの推進に関する包括連携協定」
SDGsの達成に向けた取組や地域の防災・減災、⼦育
て・⾼齢者⽀援、環境保全など8つの分野で互いに連携。
・「おむつ定期便」事業
⽣後３か⽉から１歳になるまで、⾒守り⽀援員（配達員）が⾚ちゃんと保
護者に会い、紙おむつなどの⾚
ちゃん⽤品を毎⽉無料で届けると
ともに、⼦育て
の悩み相談に
応じるなどの
⾒守りを⾏う。

・⼥性の雇⽤増加
コープこうべとの連携による「おむつ定期便」事業では、
⼦育て経験のある⼥性を新たに配達員として８名雇
⽤して開始し、延8,765回⾒守りを実施した。
・「買いもん⾏こカー」のテスト運⾏
地域のコープこうべ店舗を発着する「無料買い物送迎
⾞」をテスト運⾏し、地域のニーズや運⾏⽅式につい
て検証し、78名の利⽤があった。⾼齢者や障害者な
どの移動⼿段確保や買い物難⺠発⽣防⽌の⼀助と
なることが期待される。
・⾼齢者・障害者の就労⽀援
⾼齢者の雇⽤拡⼤、市内５店舗での障害者施設の
物品販売。

5.取組推進の⼯夫
・事業を着実に実施するため、SDGs推進室が市の窓⼝となり、連携事業に
関する協議を定期的(３ヶ⽉に１回を⽬安)に実施するとともに、庁内調整
及び進捗管理を⾏っている。
・しっかりとした⾒守りを⾏うために、⼦育て経験のある⼥性を⾒守り⽀援員
（配達員）としている。また、⾒守りの質の平準化を図るため、研修や全員
が使⽤するチェックシートを作成し、活⽤している。

8.他地域への展
開状況（普及効果）
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7.今後の展開策
・認知症の⾒守り強化
認知症サポーター養成講座の拡充や認知症カフェの実施を検討する。
・あかしＳＤＧｓパートナーズ
2021年4⽉1⽇から制度を開始しており、今後市内の各事業者等のＳＤＧｓ
への取組を可視化し、取組の促進を図っていく。

・京都府、茨城県つくばみらい市の視察があり、こどもを⽣み育てやすい環境の整備に関する事業について、情報発信した。
・また、「少⼦化対策地域評価ツール」を活⽤した対応策等に関する調査研究事業に対して事例紹介等の対応を⾏った。

多様な⼈材が活躍し，⾃然と共存する”持続可能な流域暮らし“の創造
岡⼭県倉敷市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)
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【地域特性】岡⼭県南部に位置する本市は，美観地区等の豊富な観光資源，
⽔島コンビナートや繊維産業，特⾊ある農林⽔産品等，多種多様な産業を有し，
⾼次の都市機能が集積する⼈⼝約48万⼈の中核市である。また，⼀級河川⾼
梁川の流域⾃治体とともに60年以上前から官⺠連携による取組を進めており，平
成27年3⽉には全国に先駆けて連携中枢都市圏を形成。本市は中⼼市として持
2.関連する
続可能な圏域づくりを推進している。
ゴール
【課題・⽬標】⼈⼝減少への対応が急務のなか⼈⼝維持に向けた取組とともに，多
様な⼈材の育成・活躍に向けた取組を推進し，持続可能なまちづくりを⽬指す。ま
た，平成30年7⽉豪⾬では多くの尊い⽣命や財産が奪われており，災害からの復
興とともに経験を活かした災害に強いまちづくりを⽬指す。
⼈⼝減少社会においても持続可能な圏域とするため，経済，社会，環境など幅広い分野で都市間連携の取組を更に強化
していくとともに，全分野共通の課題である“地域で活躍する⼈づくり”と，⾼梁川の豊かな⾃然環境を未来につなぎ，荒ぶる
⾃然災害にも対応する“⾃然との共存”の実現を図る統合的取組を⾏う。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

（⾃治体SDGsモデル事業）
●⾼梁川流域課題解決⼈材創出事業
(⼀社）⾼梁川流域学校等との連携により，地域の課題
解決に向けて実践する⼈材の育成を体系的に実施。持続可
能なまちづくりに取り組む⼈材創出を図った。

●⾼梁川流域課題解決⼈材創出事業（⾼梁川志塾）
地域の課題解決を実践する次世代の社会事業家等を育成するための単位
制の⼈材育成プログラムを実施。
（実施期間）11⽉3⽇〜2⽉14⽇（講座数）44コマ（2時間／コマ）
（修了者数）20⼈（倉敷市14⼈，市外6⼈）
社会事業家等への投資促進に向けた勉強会も地元⾦融機関・商⼯団体等
と実施。

●⼈と⼈をつなぐ、データ活⽤による防災⼒強化事業
(⼀社）データクレイドルとの連携により，平常時には地区
防災計画の策定促進等を図り，災害時には被災者や⽀援
者に有効な情報を提供できる「防災オープンデータサイト」の整
備・運⽤を⾏った。

●⼈と⼈をつなぐ、データ活⽤による防災⼒強化事業
防災オープンデータサイト「防災data eye」を整備。現在，市内のモデル地域
において地区防災計画の策定⽀援ツールとしてデモ運⽤中。

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

SDGsを推進する企業や団体等を登録する「倉敷市・⾼梁川
流域SDGsパートナー」を令和3年3⽉に開始。⾃律的好循
環の形成に向けSDGsの普及啓発・連携促進を図っている。

「普及啓発・連携促進（イベント・講座，SDGsパートナー）」「⼈材育成（⾼
梁川志塾）」「事業⽀援（地元の地域密着型クラウドファンディングと連携した
SDGsの取組への投資促進事業）」の3ステップでSDGsの推進を図る。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

SDGsパートナーをはじめ倉敷市・⾼梁川流域のSDGsの情報を発信するウェブサイト（https://www.sdgskurashiki.jp)を構築。また，SDGsを学ぶ冊⼦や動画を作成し，本ウェブサイトにて公開するなど広く展開を図っている。

未来に挑戦する⾃然豊かな国際学術研究都市
広島県東広島市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)
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広島県のほぼ中央に位置する東広島市。⼤学・試験研究機関や先端技術産業の集積は、
研究者、技術者などの⾼度な知識・技術を有する⼈材をはじめ、学⽣、留学⽣などの増加
をもたらし、多くの⼈材が集う都市として成⻑してきた。平成の⼤合併後は、歴史・⽂化的な 2.関連する
資源をはじめ、内陸部の⼭々や⽥園⾵景、瀬⼾内海の多島美を臨む海岸線など、地域の
ゴール
特⾊である豊かな⾃然環境に広域性多様性が加わるとともに、学術研究機能の厚みも増
した。⼈⼝増加傾向の鈍化・産業構造の偏重・次世代を担う⼈材の定着が課題である。

「誰⼀⼈として取り残さない」「世界基準」というSDGsの理念と性質に基づき、「⼤学発のイノベーションが⽣まれるまち」「国際
化など新たな時代に対応し、⼈が輝く多⽂化共⽣のまち」「環境に配慮し、持続可能で住みやすく住みたくなる先端技術のま
ち」を市⺠とともに実現する。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

・市内⼤学との政策課題共同研究の実施
新産業の創出等の「仕事づくり」に繋がる研究や⾏政課題
の解決に向けた研究の実施

⼤学の知的資源を活かした共同研究を実施し、妊娠期・⼦育て期の健康増進
⽀援として、睡眠教育プログラムツールの研究開発や⾻密度と免疫⼒増加に及
ぼす効果が期待できるプログラムを製作するなど、地域の課題解決に資する取組
みを実施したほか、研究内容が企業につながる案件もあった。
・市の課題に対する⼤学との共同研究件数（単年度）
8件（2018年）→9件（2020年）
・⼤学発ベンチャー企業数（累計）
62件（2018年）→74件（2020年）
また、市と⼤学が⼀体となったまちづくりを⽬指すTown＆Gown構想の推進を図
るため、広島⼤学及び⼤⼿企業との3者協定を締結した。次年度も複数企業と
の連携に向けた協議を進め、コンソーシアム形成に向けた準備を⾏った。

・広島⼤学との国際的研究拠点東広島の形成に向けた取組
⼤学や試験研究機関が蓄積してきた知的資産の価値をよ
り⾼め、優れた知的資源を様々な分野で⼀層活かしていくこと
で、イノベーションや地域連携により多くの社会課題を解決す
るような活⼒あふれる都市を⽬指して、⺠間企業をも巻き込
んだスマートシティ化を進める。
5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

⼤学と連携した地域社会課題解決のための調査・研究及び
体制づくり、⼤学（教員・学⽣）と市職員が⾃由な発想で
調査・研究をする仕組みづくり（意⾒交換の場づくり、共同業
務の⽇常業務化に向けた検討など）を⼯夫し、Town＆
Gown Officeの設置に取り組んでいる。

企業等と連携したコンソーシアムの⽴ち上げなど、市や⼤学、企業の他、広島県
や地域団体などと幅広く連携し、地域におけるSDGsの達成にむけた課題解決に
取り組むとともに、最先端の技術を取り⼊れながら、新たなイノベーションを創出し、
世界から起業家や研究者が集まるまちづくりの実現を⽬指す。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

類似事業が他地域へ広がっている事例、視察受け⼊れや事例紹介等の対応によりモデルの取組を発信した実績等は現時点でなし。

せとうちスマートアイランド構想 〜海と島のみとよゾーン観光活性化〜
⾹川県三豊市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

三豊市は⾹川県⻄部に位置し、北部から⻄部にかけては瀬⼾内海に⾯し、美しい島々を
望める⼀⽅、南部から東部にかけては⾥⼭が連なる、豊かな⾃然を有している。
しかし、⼈⼝減少と少⼦⾼齢化の進⾏が著しく、今後も少⼦⾼齢化が急速に進んでいくと
⾒られている。
本市の最⼤の財産である⾃然環境を守りつつ、なおかつそれを活⽤しながら経済発展を成
し遂げ、「暮らす場所」としても「働く場」としても魅⼒的な場所であり続けることで、関係⼈
⼝の確保とまちの活⼒向上を⽬指す。
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2.関連する
ゴール

瀬⼾内海の海と多島美の景観、アートなど、観光⾯で⾼い潜在⼒を持った資源が存在し、市⺠による観光まちづくりの先駆的な取り組みが展
開されている沿岸部や島しょ部において、世界的に海洋環境の維持・保全に対する関⼼が⾼まる中、連携協⼒協定を締結した⼀般社団法⼈
TARA JAPANと協⼒し、粟島を⽇本の拠点として環境学習や海洋環境の保全に向けて総合的に取り組んでいく。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

観光交流にぎわい創造拠点の整備
荘内半島を基点とした、観光地づくりの先駆的な取り組み
が展開できるエリア「海と島のみとよ」ゾーンを形成し、観光
魅⼒の発信や市⺠による事業化⽀援といった観光活性化
をめざす。

観光交流にぎわい創造拠点の整備
「海と島のみとよ」ゾーンの観光事業者を中⼼に、オンライン事業者交流会を不定期開催し、事業
者間の交流機会を創出するとともに、市外の事業者も会に招くことで、市外も含めた地域⼀帯の
観光振興を図っている。2022年に開催予定の瀬⼾内国際芸術祭での企画等も検討しており、
今後も協議を進め企画の実現をめざす。

スマートアイランド構想の視点により離島の課題を解決
島内移動の確⽴や輸送サービスの確保など、離島が抱え
る課題を、新しいモビリティやドローンなどの先端技術を⽤い
てスマートアイランドの視点をもって解決する。

スマートアイランド構想の視点により離島の課題を解決
粟島でのグリーンスローモビリティによる島内移動の実証実験を継続して⾏うとともに、移動ニーズに
合わせて運⾏形態を細かく調整することで、実装に向けた需要把握を進めている。
新たな輸送サービスの確⽴については、令和3年8⽉に、⺠間事業者によるドローン輸送サービスの
定期航路（1便／⽇）が開設された。

国際海洋環境保護団体の招へいと環境保護活動の推
進
⼀般社団法⼈TARA JAPANと協⼒し、粟島を⽇本の拠
点として環境学習や海洋環境の保全に向けて総合的に
取り組んでいく。

5.取組推進の⼯夫
移動や物流においては、地域の移動ニーズを把握し、地域
住⺠には利⽤者としてだけではなく、担い⼿となってもらうこ
とで持続可能な取り組みとなるよう⼯夫した。

8.他地域への展開状況（普及効果）

国際海洋環境保護団体の招へいと環境保護活動の推進
令和3年3⽉には、市と⼀般社団法⼈TARA JAPANの共催による、地球環境・海洋環境を考え
るワークショップ「粟島海洋環境クラブ」を開催した。

7.今後の展開策
観光振興においては、官⺠連携を密にするとともに、他地域との連携にも注⼒し、地域⼀帯の観
光活性化をめざす。
グリーンスローモビリティによる島内交通については、令和3年度の実証実験において詳細なニーズ
調査を⾏い、実装をめざす。ドローン輸送は⺠間事業者によるサービス航路の定着・維持をめざす。
また、今後も⼀般社団法⼈TARA JAPANと連携し、市⺠による環境学習や海洋環境の保全を
積極的に推進する。

スマートアイランド構想については、近隣⾃治体をはじめ、多くの他⾃治体より問い合わせを受けている。

みんなを笑顔に “観光未来都市まつやま” 〜瀬⼾内の 島・⾥・⼭を つなぐまち〜
愛媛県松⼭市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

本市は愛媛県の中央に位置し、都市部の利便性と「島・⾥・⼭」などの豊かな⾃然環境がコン
パクトにつながった、⼈⼝約51万⼈を有する四国最⼤の都市である。⽇本最古の温泉と⾔われ
る道後温泉や現存12天守の1つである松⼭城などの観光資源、近代俳句の祖である正岡⼦
規の輩出をはじめとする⽂学的⼟壌の豊かさ、瀬⼾内海国⽴公園の中に浮かぶ忽那諸島など
の豊富な⾃然環境が特徴である。
産業構造は第3次産業が約8割を占め地域雇⽤に貢献しており、産業別特化係数は特に観
光関連産業の代表的職種である宿泊業が⾼い。
歴史や⽂化資源、豊かな⾃然環境など、先⼈から受け継がれてきた多くの「宝」を、50年後・
100年後も残していくことが出来るよう、松⼭SDGsプラットフォーム事業で多様なステークホル
ダーと協働することにより、地域課題の解決と団体⾃体の持続可能性も確保することで、⾃律的
好循環の形成を⽬指す。
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2.関連する
ゴール

・産学⺠官⾦などで構成する「松⼭市SDGs推進協議会」を核に、個⼈会員から成る松⼭市サポーターズクラブと連携する。
・地域課題に関わるステークホルダーが参画し、新たな価値を創出することで複数課題の同時解決を図る。
・松⼭市は、上記スキームの好循環を促す役割を担い、三側⾯を統合的に推進する。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

「松⼭市SDGs推進協議会」の先⾏的取組として、「スマートアイランド
モデル分科会」を⽴ち上げ、忽那諸島の１つである中島を舞台に地域
課題の解決に取り組んでいる。

スマートアイランドモデル分科会の取組の1例として、⾏政がグリーンスローモビリティを購⼊し、
保険会社が⾛⾏ルートのリスクアセスメントを⾏い、島内の福祉事業者が実証運⾏した。
また、⾏政がこの取組を情報発信することで、保険会社と福祉事業者は、⾃社の企業価
値を⾼められ、さらに、保険会社は、これから導⼊が増加するであろう電動モビリティについて
早くから情報収集することができ、福祉事業者は、複数ある施設の中から選択してもらうため
のツールの１つとすることで各々がwin-winの関係でヒト・モノ・カネを出し合い地域課題の解
決に向けて協働できている。
本実証は、環境に優しい乗り物で島内の周遊性を向上させ、
移動弱者や公共交通空⽩地の移動⼿段の確保につなげる
ことを⽬的としていたが、「外出したくなった」「楽しみが増えた」
など、お年寄りの⽣きがい創出にもつながっている。

5.取組推進の⼯夫
「スマートアイランドモデル分科会」に参画している18団体を『再エネの
地産地消を考える』『市内回遊を考える』『島内の魅⼒向上＆魅⼒発
信を考える』『島内の周遊性向上と移動⼿段確保を考える』の4つのグ
ループに分け、さらにクラウドで情報共有できるプラットフォームkintone
を導⼊し有機的に連携している。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
アフターコロナを⾒据え、島内の魅⼒向上や島ならではの体験コンテンツの造成を⾏い、誘客
やワーケーションにつなげることで島のにぎわい創出を⽬指していく。

令和3年2⽉に設⽴されたローカルSDGs四国キックオフ総会時に事例発表を⾏った。また域内の企業・団体・教育機関・⾦融機関等からの講
演依頼が多数あり、⾃治体としてSDGsの推進、協議会会員活動の様⼦、分科会の活動状況等取り組みの発信を⾏った。

持続可能な⽔源のまち⼟佐町〜⼈々の豊かな営みが「世界」を潤す⽔を育む〜
⾼知県⼟佐町（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

・「四国の⽔がめ」早明浦ダムが⽴地しており、他地域の⽣活⽔も賄う「⽔源のまち」
・⼈⼝約3,750⼈。移住者の増加や出⽣率を背景に、減少は⽐較的緩やか
■「⽔源」を町の持続可能性のバロメータと捉え、第⼀次産業者の⾼齢化や、それ
を背景にした産業構造の偏りなど諸課題の解消に取り組む。そのことを通じ、「地域
で暮らす⼈々の豊かな営みが、他の地域をも潤す“世界”の⽔源のまち」を実現する。
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2.関連する
ゴール

①どこよりも⽔の価値を知るまち（⽔源の価値の把握）②全ての⼈が質の⾼い学びの機会を得られるまち（次代を担う⼈材
の育成）③地域の資源から新たな経済循環を創出するまち（産業連関の把握及び経済循環の向上）④多様な⼈々が、
「誰ひとり取り残されず」活躍するまち （全世代・全員活躍） ⑤「⾃然」と「市街地」が共存する、暮らしやすいまち（農村部
と市街地の結びつき）の実現に取り組む。これらの推進を後押しする⼟台として⽔源の各側⾯の“定量的”把握等に取り組む。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

取組

取組成果

体制等

連携等

【社会】学びの環境の充実、起業家教育等の実施
→⾼等学校魅⼒化事業、関係⼈⼝創出等
【経済】産業構造のリデザイン、地域経済循環の向上
→産業連関の把握(下流の⽔利⽤の把握を含む）
→⽔源に寄与する⽣業及び関連産業の創出
【環境】地域の営みを通じた⽔源の保全及び涵養
→⽔循環の解析、⽣業を通じた環境の維持

6.取組成果

■「SDGs推進室」を新設し、全所属に担当者配置
■住⺠組織「⼟佐町SDGs推進会議」を設置し、４半期
ごとに進捗状況をモニタリング。町⺠向け公表。

・2020年7⽉「SDGs未来都市」に選定
・SDGsを中⼼においた新たな総合計画である
「第7次⼟佐町振興計画」の策定
・社会︓地域外約10名進学等、教育環境維持
新たな集落活動センターの設置1か所
環境︓協⼒隊制度を活⽤し⾃伐型林家育成
⼟佐町棚⽥地域振興協議会の設⽴
■企業版ふるさと納税による町の取り組みへの寄附や、SDGsゴール達成を
⽬指した協業等の実施
■役場各課に、各課が推進するSDGsゴールの掲⽰

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

⼟佐町SDGsを総合計画（第７次⼟佐町振興計画）に位
置付け、ゴール、ターゲット、インディケーターを設定し、随時モ
ニタリングを⾏う仕組みとした。指標の状況は毎⽉町⺠向けに
公表することで、2030年の⽬指す姿の実現状況を町全体に
共有し、新たな参画を呼び込む仕組みとした。

■令和3年度に取り組んでいる調査事業（⽔循環解析、産業連関表作成
等）を踏まえ、今後⽔源の涵養に向けた下流域との連携への発展を⽬指す。
ソーシャルインパクトボンド型の資⾦スキームの構築を⾒据える。
■⼟佐町SDGsのモニタリングを通じ、オープンガバナンスの徹底。さらに、グローバ
ル指標・ローカル指標との紐付けや、指標の精緻化に取り組んでいく。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

■⽔循環の解析を通じ、⽔源保全及び涵養に向けた下流域や流域⾃治体とのパートナーシップを、今後推進していく予定。
■⾼知県唯⼀のSDGs未来都市として、⾼知県内修学旅⾏等でのSDGs学習の受⼊にも対応
■環境省等が設置したローカルSDGs四国（LS四国）等の取組にもにも参画し、町の取組等を説明及びPR

「世界遺産の海」とともに⽣きる SDGs未来都市 むなかた
福岡県宗像市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

北九州市と福岡市のほぼ中間に位置し、アクセスに優れている。離島を有し、そのう
ちの沖ノ島は宗像地域の⼈々によって、古くから守り伝えられており、2017年にユネ
スコ世界⽂化遺産に登録された。⼀⽅、その遺産や⾃然環境の保全、担い⼿不⾜、
2.関連する
空き地・空き家の増加への対応が課題である。そのため、⾃然、歴史、⽂化、住環
ゴール
境、コミュニティなどの優れた地域資源を活⽤し、まちなか再⽣及び地域活性化を図
ることで、環境保全と賑わい創出の好循環を⽣み出し、多様な世代が⽣き⽣きと暮
らせる持続可能な地域循環共⽣社会の形成を⽬指す。
本市が有する全ての資産を活⽤しながら、まちの賑わいを取り戻し、⼈⼝減少や⾼齢化社会への対応を図る。また、まちの賑
わいが持続可能な環境保全活動を実現し、世界遺産の普遍的価値を持続させる。この好循環により、「地⽅創⽣」と誰⼀⼈
取り残すことなく「世界遺産の海」とともに⽣きるSDGs未来都市むなかたを実現する。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組
「fabbit宗像」や「ひのさと
48」を活⽤した先導的な
取組による共感⼈⼝・定
住⼈⼝の増加をきっかけと
して、市⺠活動、⾏政活
動、企業活動の量的増
加を図るとともに、各活動
の質的向上、付加価値の
創造に向けた取組を推進
することで、2030年の将
来像「ときを紡ぎ 躍動す
るまち」を実現する。

5.取組推進の⼯夫
市単独で事業を⾏うのではなく、様々なステークホルダーと協
働で事業を実施。（2020年︓本市・fabbit（株）・宗像
市商⼯会は「創業⽀援事業に関する連携協定」を締結、
2020年︓本市・福岡共同体企業（参加企業10社）・都
市再⽣機構による連携協定締結など）
8.他地域への展
開状況（普及効果）

103

6.取組成果
●官⺠連携による創業⽀援事業
創業経験者を中⼼とした地元サポーター12名が交代で駐在し、様々な分野の
創業相談に速やかに対応できる体制を整えた「fabbit宗像」を2020年に開設。
●団地再⽣事業「⽇の⾥東部⽣活拠点 ⽣活利便施設 ひのさと48」
建物の⽼朽化や⾼齢化などの課題を抱える⽇の⾥団地の⼀⾓を利⽤し、空き
家や公共空間を活⽤した賑わいづくりなどのエリアマネジメントの⼿法を取り⼊れ、
市と地域にかかわる様々な主体が連携し、「ひのさと48」をオープンした。
●宗像国際環境100⼈会議
世界の各分野で活躍する学識者、⾃治体、企業、NPO、メディア、地域住⺠、
地元⾼校⽣など多様な関係者と連携し、海の再⽣事業に取り組む。2020年は、
「常若 ⾃然の摂理と⽣命の循環」をテーマに、⽵漁礁づくり、環境⼤⾂への提
⾔提出、環境に関する情報を国内外にオンラインにより発信するなどした。
7.今後の展開策
2030年の⽬標達成に向け、世界遺産とSDGsでまちなか再⽣をキーワードに、
関係団体とのさらなる連携強化や情報発信を⾏っていく。市⺠や企業との連携を
強化し、宗像国際環境会議と連携し、さらなる情報発信に努める。

複数の公共団体から問い合わせや視察を受け⼊れている。また、事業の波及までには⾄っていないものの、隣接するSDGs未
来都市 福津市と共同で⼀部プロジェクトを実施している。なお、これらの事業は、テレビ、新聞、雑誌などの様々なメディア媒
体で多数紹介されている。

⾃⽴と循環の宝の島〜サーキュラーエコノミーアイランド対⾺〜
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⻑崎県対⾺市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

朝鮮半島と九州本⼟との間に⾶び⽯のように浮かぶ国境離島・対⾺。⽴地的・地形的な
特徴から「海ごみの防波堤」と表現される。国内で最も海ごみが漂着する島であることを「強
み」に、スタディツアーやESD等により島内外の関⼼を⾼め、サーキュラーエコノミーの活性化を
促し、森⾥の環境保全・循環経済に波及させる。「⼈もツシマヤマネコもウミガメも」共⽣し安
⼼して暮らせる森⾥海が連環する島づくりを進める。

2.関連する
ゴール

対⾺の産業・経済の存⽴基盤である「環境」について、海洋プラスチックごみ問題に関する「スタディツアー」を通じ、サーキュラーエコノミー（循環
経済）を誘発し、島外からのカネ・ヒトの流れを活性化させる。並⾏して「対⾺グローカル⼤学」や「対⾺市SDGs実践塾」などのESD推進により
「SDGs実践型⼈財」を育成し、環境保全活動等によって対⾺の価値をさらに⾼め、地域資源を活かした社会的起業と環境配慮・環境貢献
型商品開発を通じて島内外の経済の好循環を創造し、⾃律的で「持続可能な産業」に移⾏する。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

① 地域⾃治組織づくりとESD推進（対⾺グローカル⼤学等）、
SDGsプラットフォーム形成による「SDGs推進基盤づくり」
② スタディツアーによる海洋プラスチックごみ対策と「持続可能な⽔
産業の好循環創造」
③ バイオマス熱エネルギー、獣財としてのシカ⾷⾁・⽪⾰、J-クレ
ジット、⽣ゴミ堆肥利活⽤、⽣物多様性保全による「持続可能
な農業・林業の好循環創造」
④ 緊急的な気候変動対策による安⼼安全な島づくり
【推進体制】
SDGs推進本部を⺟体に、SDGsアドバイザリーボードの助⾔を得
ながら、市SDGs推進室が総合調整を担い、市⺠・事業者等各主
体の⾃⽴的・⾃発的な⾏動を促す。

 SDGs推進室を新設し、専任職員を配置する
等推進体制を強化
 対⾺グローカル⼤学の創設。環境・社会・経済
の三側⾯からweb講義、オンラインゼミ等を展開
し、約160名が受講。オンラインにより、市⺠のみ
ならず、出⾝者、⼤学⽣、対⾺ファンといった関
係⼈⼝が多数受講し、SDGsの⾏動を発展させ
る多様なつながりを形成。修了⽣を市⺠研究員
に委嘱する等、SDGs推進に資する活動を⽀援
 海洋プラスチックごみ問題や⽣物多様性保全等
を学ぶスタディツアーのプログラムづくりを⾏い、農
林⽔の好循環創造の可能性を検討

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

コロナ禍においても、オンラインを駆使し、SDGs推進を担う⼈財育
成として「対⾺グローカル⼤学」を展開。Web講義、オンラインゼミ等
を通じ、SDGsに関する多様な学びを取り⼊れている。また、アクショ
ンプランづくりにおいて、オンラインで市⺠ワークショップを開催し、市⺠
⼀⼈ひとりの気づきと⾏動、つながりのきっかけづくりに取り組んでいる。

R3年度策定予定のSDGsアクションプランづくりにおいて、具体的な⾏動を検討します
が、市⺠・島内事業者主体の普及展開策としては以下のようなことをイメージしています。
• みんなが１つの共通⽬標に向かって簡単に取り組めることの呼びかけと（クリアファイル
の回収と⽔平リサイクル等）、その取り組みを基点としたSDGs⾏動の波及
• SDGsに取り組む企業等の認定認証制度 等

8.他地域への展
開状況（普及効果）

Web講義
深化
交流
イノベーション
オンラインゼミ

協働

仮想研究室

対⾺グローカル⼤学の学びの体系

対⾺グローカル⼤学の取組みに対しては関⼼度が⾼く、メディア、学会、⼤学講義、研修会等で紹介させていただく機会が増えています。
また、メディア掲載効果や⼝コミ効果で視察の問い合わせも増えつつあります。他地域での同様の展開や地域間連携を期待しています。

みんなが幸せを感じ、笑顔あふれる元気なまちづくり
熊本県⽔俣市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

本市の⼈⼝は、ピーク時から半減し、現在2万5千⼈を下回っており、2030年には2万⼈程
度になると予想されている。今後は、⼈⼝減少と少⼦⾼齢化への対応はもちろん、地域の
特性と資源を改めて⾒つめ直し、磨き、付加価値を⾼め、地域に⾜りない部分は、外部と
連携、協⼒することで補いながら、⾝の丈に合った⽔俣らしい産業づくりに取り組んでいく必要
がある。また、「⽔俣環境アカデミア」を最⼤限有効に活⽤しながら、未来を担う⼈材を育成
し、過去に学び、現在を知り、未来を考える視点を重視しながら、様々な学びのプログラムの
提供を継続することで外部に貢献するとともに、その成果を地域の活性化に結び付けていく。
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2.関連する
ゴール

⽔俣病の経験と教訓を踏まえてこれまで実践してきた環境配慮型の施策や取組を継承しながら、市⺠の暮らしと地域の存続を⽀える経
済の活性化、その担い⼿となる⼈材育成を図り主体的に活動する市⺠を増やすことで、社会全体が好循環する仕組みづくりを、多様な
主体と共同し、より強⼒に進めていく。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

・豊かな⼼で未来に挑戦する⼈づくり
⼦どもたちの夢の実現を地域で応援することを⽬的に設置した「⽔俣市スポーツ
キッズサポーター基⾦」を活⽤し、キッズスポーツクラブや全国⼤会等に出場する⼦
どもたちへ奨励⾦の交付を実施した。
・住み慣れた地域でいきいきと暮らせるまちづくり
医療資源の偏在と医師不⾜に対応するため、遠隔システムを活⽤し、市⽴総
合医療センターと⼭間地の診療所等を繋ぐオンライン診療の実証実験を実施。
・地域における温室効果ガスの削減
2017年から2019年まで地元企業が所有する⽔⼒発電所由来の市仮庁舎へ
の電⼒供給実証試験を経て、2020年から新たに市内14施設に受電を開始した。
・環境まちづくり、環境ビジネスの展開による利益の創出
空き⽤地や空き⼯場等に係る情報を発信するとともに、本市独⾃の「誘致企業
⽴地促進補助⾦」交付により企業誘致を実施。

・住み慣れた地域でいきいきと暮らせるまちづくり
オンライン診療の実証実験の結果、今後の課題が明確化した。また、地
域住⺠（主に⾼齢者）のオンライン診療への抵抗感が低いこともわかり、
実⽤化に向けて2021年度も実証実験を重ねることとなった。
・地域における温室効果ガスの削減
市内15施設に対し、地元企業が所有する⽔⼒発電由来の電⼒を導
⼊した。これにより温室効果ガスの年間排出量を約219トン削減する効
果が期待できる。
・環境まちづくり、環境ビジネスの展開による利益の創出
⼯場新設を伴う企業誘致を2件実現し、地元⼈材30⼈の雇⽤が⾒込
まれる。

5.取組推進の⼯夫
各種計画へＳＤＧｓの理念を反映するとともに、ＳＤＧｓ達成に向けた取組
を官⺠連携で推進するため、「⽔俣市地⽅創⽣ＳＤＧｓ総合戦略会議」におい
て、多様なステークホルダーと意⾒交換を⾏った。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

7.今後の展開策
・本市湯の児海⽔浴場での開催が決定しているＳＵＰ全⽇本選⼿権⼤
会において、本市の⾃然、温泉、⾷を全国に向けＰＲし、コロナ禍後の観
光⼊込客増を⽬指す。
・ＳＤＧｓを市⺠と⼀体となって推進するため、全世帯へ配布している広
報紙を活⽤し普及啓発活動や⽔俣環境アカデミアでのセミナーの開催を
⾏う。

・ＳＤＧｓに関する⽔俣環境アカデミア市⺠公開講座の開催︓３回
・海外に向けた事例紹介やワークショップを通した研修事業等︓５回（廃棄物管理に関する国際会議、ＵＮＥＰ⽔俣条約推進プロ
ジェクトオンラインワークショップ等）

“活⽕⼭・桜島”と共⽣し発展する持続可能なＳＤＧｓ未来都市・⿅児島市
⿅児島県⿅児島市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)

本市は、⿅児島県本⼟のほぼ中央部に位置し、桜島をはじめとする多彩で豊かな⾃然と多様
な都市機能が集積した⼈⼝約６０万⼈の中核都市である。また、アジアに近接する陸・海・空の
交通結節点としての機能を備えており、第三次産業が中⼼の国際観光都市である。
2013年以降、⼈⼝減少局⾯に⼊り、若い世代の就職等に伴う⼤都市圏への流出が続いてお
り、「所得や雇⽤を⽣む地域経済基盤の強化と持続的な発展」「⽣涯にわたって安⼼して暮らせ
るまちづくり」「環境負荷の少ない⾃然と調和した上質なまちづくり」などの課題に取り組み、住み続
けたいと思えるまちづくり、地⽅創⽣のさらなる推進を図る。
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2.関連する
ゴール

⼈⼝減少、特に若い世代の⼈⼝流出抑制が課題となる中、多彩で豊かな⾃然と多様な都市機能が集積した本市の特性や地域資源をさら
に⽣かし、SDGsを共通⽬標として、市⺠、事業者、NPO、⾏政などの多様な主体が連携・協働して“豊かさ”を実感できるまちづくりを進め、持
続可能な社会を⽬指す。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

■具体事業の概要

■「かごしまSDGs推進パートナー」の募集・登録

【経済】地域特性を⽣かした観光・交流の推進、中⼼市街地の活性化、地域産業の振興
【社会】総合的な危機管理・防災⼒の充実、⽣活の安全性の向上、少⼦化対策・
⼦育て⽀援の推進、地域福祉の推進、地域社会を⽀える協働・連携の推進
【環境】低炭素社会・循環型社会の構築、うるおい空間の創出、清潔で美しいまちづくり
の推進、市⺠活動を⽀える交通環境の充実

■情報発信

 「かごしまSDGs推進パートナー」の募集・登録
 市広報紙等を活⽤した積極的な情報発信 など

■推進体制

 各種計画への反映
 市⻑をトップに、副市⻑、全局⻑、教育⻑等で構成する庁議での情報共有

令和2年10⽉より、SDGsの推進に積極的に取り組む企業等を「かごしまSDGs推進パートナー」と
して募集・登録。令和3年3⽉末時点で50（令和3年8⽉末時点で105）の企業等が登録。

■積極的な情報発信

市ホームページでの紹介や「かごしま環境未来館」での展⽰に加え、市広報紙において、特集記事
の掲載や毎⽉ゴールと関連する取組を紹介するほか、市政広報番組や関係団体と連携したイベント
でのＰＲを実施。

■各種計画への反映
令和４年度からの新たな総合計画「第六次⿅児島市総合計画」において、SDGsと本市施策と
の関連付けを⾏い、そのゴールを⽰すなど、SDGsの視点を取り⼊れ、多様な主体がその意義を共有
しながらSDGsを推進する計画となるよう策定を進めている。
また、各個別計画においても、位置づけや各取組との関連づけ等について検討中。

5.取組推進の⼯夫

7.今後の展開策

 「かごしまSDGs推進パートナー」の募集・登録により、SDGsの推進に積極的に取り組
む企業等の掘り起こしを図った。

■「かごしまSDGsパートナーシップ推進会議（仮称）」の開催

 （公社）⿅児島⻘年会議所とタイアップ宣⾔を⾏い、イベント等を通じた普及啓発を
図るなど、連携した取組を展開した。
 庁議において、SDGsに関する全庁的な推進や各個別計画への関連付け等について
協議するとともに、職員向けの研修を⾏い、意識啓発を図った。

8.他地域への展
開状況（普及効果）

「かごしまSDGs推進パートナー」やSDGsの推進に関⼼のある企業等を対象に、セミナーや事例発
表、参加者同⼠で情報交換を⾏う交流会を開催予定。

■「ＳＤＧｓ普及・啓発パンフレット」の作成

市⺠向けに、ＳＤＧｓの趣旨や⾝近に取り組める事項などを分かりやすく紹介したパンフレットを作
成中。

・テレビや新聞、市ホームページのほか、かごしま環境未来館等において、本市の取組やSDGsに関することを市域外へ発信
・SDGs未来都市への選定や「かごしまSDGs推進パートナー」制度など、複数の⾃治体に本市の取組を紹介

⾃然と⽂化で創る未来〜守り・繋ぎ・活きる島 ⽯垣〜
沖縄県⽯垣市（2020年度選定）

1.地域の特徴と
課題及び⽬標

3.取組の概要

(三側⾯をつなぐ統合
的取組概要を含む)
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⽇本最南端の市であり、⼈⼝は約5万⼈である。第3次産業（観光を中⼼とするサービス
業）が全体の4分の3近くを占め、増加傾向にある⼀⽅、第1次産業、第2次産業の就業
者数は減少している。
広⼤な海に囲まれ、南国の豊かな⾃然環境に恵まれており、陸域・海域ともに貴重な野⽣
2.関連する
⽣物が多く、世界でも有数の美しい⾃然を有する。課題としては、外国⼈を含む移住者や、
ゴール
Ｉターンの増加により、思考様式や⾏動背景の相違する⼈々が島内に共⽣していることから、
各々の⽣活様式などを含めた社会構造が多層化する中で、「誰⼀⼈取り残さない」を実現
するために、ＳＤＧｓという共通⾔語を⽤いて社会課題の解決をしていく「⽯垣ＳＤＧｓプ
ラットフォーム」の構築を⽬指す。

⽯垣市では、地域における社会課題をＳＤＧｓというツールを⽤いて解決するプラットフォームを核とした「離島におけるＳＤＧ
ｓ課題解決モデル（＝⽯垣ＳＤＧｓモデル）」を構築する。これにより全てのステークホルダーに配慮した最適解を導くとともに、
多層化しがちな各主体を包摂的に地域社会に取り込んでいく。

4.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

6.取組成果

【⽯垣ＳＤＧｓプラットフォーム】
地域における社会課題をＳＤＧｓというツールを⽤いて解決して
いく「⽯垣ＳＤＧｓプラットフォーム」を構築する。
・⽯垣ＳＤＧｓ認証制度
【普及啓発】
ＳＤＧｓの取組に関連する広報活動と有識者による各団体向け
セミナー等の実施や市⺠向けパンフレットの作成
【庁内での推進】
各種計画への反映

●⽯垣ＳＤＧｓ認証制度の構築︓運⽤に向けて制度の構築や試⽤運⽤を⾏った。
試⽤運⽤では2社（観光業・⾷品製造業）に対し試⾏を⾏った。

5.取組推進の⼯夫
庁内でもＳＤＧｓの視点で事業を推進できるよう、職員向けセミ
ナーを⾏い、各計画へ反映していくよう促した。
ＳＤＧｓに取り組んでいる様々な⽅⾯のステークホルダーへヒヤリン
グを⾏い、地域の現状把握やＳＤＧｓの活動の認識を⾏い、普及
啓発を図った。・市⺠への啓発（シンポジウムの開催）

8.他地域への展
開状況（普及効果）

●普及啓発
⽯垣ＳＤＧｓシンポジウムの開催 参加者数30名
市の広報誌においてＳＤＧｓに関する記事掲載
ＳＤＧｓに関する講演会（職員向け、⼥性団体ネットワーク向け）
のぼりや懸垂幕の作成
●庁内での推進
各種計画への反映 令和2年度は第3次⽯垣市男⼥共同参画計画へ反映。令和3
年度は、総合計画等反映する予定である。

7.今後の展開策
2020年度は、ＳＤＧｓ推進のための基盤作りや普及・啓発活動を⾏った。2021年度
は、ステークホルダーとの連携強化を図るため、⽯垣ＳＤＧｓ認証制度を実施し、市内
においてＳＤＧｓの活動に取組んでいる企業や団体等を⽀援する。

シンポジウムを開催し、地域外の講師を招いて、ＳＤＧｓの啓発を⾏った。視察（2件）
ＳＤＧｓに関する教育が学校でも導⼊されることにより、修学旅⾏の問い合わせが増加している。

⽬次

１．SDGs未来都市等⼀覧
２．SDGs未来都市等取組概要キーワード⼀覧
３．平成30年度SDGs未来都市 取組事例
４．令和元年度SDGs未来都市 取組事例
５．令和２年度SDGs未来都市 取組事例
６．令和３年度SDGs未来都市 取組事例
７．平成30年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
８．令和元年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
９．令和２年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
10．令和３年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
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「だれもが⽣涯活躍・環境と調和したビジネス展開」プロジェクト
北海道上⼠幌町（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

本町は、北海道中央部に位置し、東京都23区を超える約700㎢の広⼤な⾯積に⼈⼝約4,980⼈、⽜約40,000頭が暮らし、寒暖差
60℃の厳しい⾃然環境で、酪農・畑作を中⼼とした農業を基幹産業とする過疎地域である。産業別就業⼈⼝に占める農業の割合は
30.8％を占め、農畜産物⽣産額は228億円、⾷料⾃給率は約3,500％を誇る。また、家畜ふん尿を資源とするバイオガス発電により、
再⽣可能エネルギーの地産地消を進めている。
これまで全国の過疎地域の弱点と捉えられていた医療や福祉、交通や教育などの不便さに対し、次世代⾼度技術を活⽤して弱点を克
服しながら、「疎」の空間を逆に強みと捉え、疫病や災害に強い、住⺠の幸せ本位の地域づくりを進めていく。さらには、だれもが⽣涯活躍の
まちの理念のもと、町⺠⼀⼈⼀⼈が⾃ら考え、⾃分ごととして取り組む環境を整えることで、持続可能なまち「かみしほろ」の実現を⽬指す。

2.全体計画の
概要

⼈⼝減少・流出や地域経済の停滞の⻭⽌めを⼤前提として、次世代⾼度技術を活⽤して疫病や災害に強い、住⺠の幸せ本位のまち
づくりを進めるため、今後、次の５つの課題に重点的に取り組む。
①資源循環型農業と再⽣可能エネルギーの地産地消
②地域資源を活かしたビジネス展開
③暮らし、住まい、働く環境の整備
④だれもが⽣涯活躍のまちづくり
⑤関係⼈⼝の創出・拡⼤とスマートタウンの構築

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

３.関連するゴール

４.2030年のあるべき姿
持続可能なまちを実現するため、これまで農⼭村という
地域特性から⾷料⾃給率の向上、環境保全や循環型
社会の構築を⽬指し、家畜ふん尿のリサイクルによる再⽣
可能エネルギー発電と地産地消の取組を進めてきたほか、
イノベーションに対する⽀援、⼦育て教育に対する投資、
さらには、住⺠が⽣涯にわたって⽣き⽣きと活躍する施策
等を展開し、近年は⼈⼝が増加に転じている。
今後は、これまで実施してきた取組にSDGsの視点を取
り⼊れ、さらに深化させることで、まちの価値を⾼めていくと
ともに、町⺠が⼀体となって取り組んでいける環境を整え
ながら、町全体でSDGsのゴール達成に向けて取組を進
める。

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

【⾃治体SDGsモデル事業】
次世代⾼度技術を活⽤し、スマートタウンの構築を進め、住⺠⽣活の利便性を向上することで、
だれもが⽣涯活躍のまちづくりを後押し。さらに、再⽣可能エネルギーの地産地消、EVによる移動⼿
段の確保で関係⼈⼝を創出し、地域経済の活性化につなげる。
＜経済⾯＞ 企業⼈の往来とビジネス創出による地域経済の活性化
○移動、宿泊、仕事のワーケーションパックとシェアオフィスを核とした都市部企業⼈の呼び込み
○地元事業者・⽣産者とのビジネスマッチングによるビジネスの創出、地域経済の活性化
＜社会⾯＞ 次世代⾼度技術の社会実装による住⺠⽣活の利便性向上
○⾼齢者向けタブレットと全世代向けAIチャットボットの導⼊による⽣活⽀援
○住⺠向けMaaS導⼊による移動の利便性向上とだれもが⽣涯活躍のまちづくりの促進
＜環境⾯＞ カーボンニュートラルと利便性・地域強靭化の両⽴
○畜産バイオマスを核とした再⽣可能エネルギーの地産地消
○ドローンによる商品配送とEVによる移動⼿段の確保
【三側⾯をつなぐ統合的取組】
SDGsの達成に向け、地域が⼀体となって取組を進めるため、⾏政と事業者・団体等をつなぐプ
ラットフォームを構築し、意識の醸成と情報の共有化を図りながら具体的な活動を促進していくととも
に、SDGs⼈材の育成、ツアーの開発・実施を通じた域内外への取組の発信により、⼈や投資を呼
び込むことで、統合的取組の実効性を⾼める。

全国の⼩規模⾃治体に共通する課題に対し、次世代⾼度技術を活⽤した弱点の克服、⼈と投資を呼び込む施策、カーボンニュートラ
ルの実現など、持続可能なまちづくりに向けた取組を着実に進め、モデルケースとなることで、他地域への普及・展開を⾒込んでいる。

未来を⾒つめ、世界が憧れるまち いちのせき
岩⼿県⼀関市（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

岩⼿県の南端に位置し、東北地⽅のほぼ中央、盛岡市と仙台市の中間点に位置し、⾼速道路や新幹線に直結するなど、恵
まれた交通環境にある。⼈⼝は約11万⼈。総⾯積に占める割合は、⼭林原野が60％、⽥・畑が18％を占め、県内では⽐較
的農地の割合が⾼い地域であり、農業が基幹産業となっている。
課題としては、少⼦⾼齢化の進⾏と若者世代を中⼼とした市外への転出により⼈⼝減少が加速しており、現在のまま推移する
と、2040年には総⼈⼝8万2千⼈、⾼齢化率42.5％となる⾒込みである。これらの⼈⼝減少・⾼齢化などが⼤きな要因であり、
各種産業における担い⼿の確保や地域コミュニティの維持、脱炭素社会への対応を図っていく必要がある。

2.全体計画の
概要

少⼦⾼齢化や⼈⼝減少、特に若い世代の流出が喫緊の課題となる中、地域内外の多様な⼈材が交流・連携しながら、地域
の課題を解決し、また、地域内の農畜産物や⽊質バイオマス等のエネルギー資源や⼈材など、様々な“資源”が、その価値を⾼
めながら地域内で好循環し、2030年のその先の未来も⾒据えた持続可能なまちを⽬指す。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

４.2030年のあるべき姿
①多様な⼈材が活躍するまち
幅広い世代が地域に誇りと愛着を持ち、若者、⼥
性、⾼齢者などの多様な⼈材が活躍している。
②地域資源が好循環する持続可能なまち
豊富な森林資源や多岐にわたる農畜産物などとと
もに多様な⼈材を含めた地域資源が、価値を⾼め
ながら地域内で好循環している。
③2030年のその先の未来も⾒つめるまち
中⾼⽣の意⾒を市政に反映させるなど、まちづくり
への若者（将来世代）の積極的な参画により、将
来世代がまちづくりの主役となっている。
6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

① 多様な⼈材が活躍するまち
①-1 各種審議会の⼥性⽐率を⾼めるとともに地域課題の解決に取り組む⼈材や地域協働体、⾃
治会などの育成や活動⽀援を⾏い、多様な⼈材がまちづくりに参画する仕組みづくりを構築する。
①-2 地域事業者の情報発信や産業⼈材との交流、地元産業の体験などを通じて若者定住の推進
を図る。
①-3 移住体験ツアーや空き家バンクの紹介などを通じ、様々なニーズへのフォロー、⽀援を⾏い移住
促進、関係⼈⼝の拡⼤につなげる。
② 地域資源が好循環する持続可能なまち
②-1 地域内での経済循環を拡⼤するとともに農畜産物の⾼付加価値化を図り、地域産品の地産
地消・外商の取組を進めていく。
②-2 産学官⾦の連携を図り、地域内発型産業の振興を図る。
②-3 未利⽤材を地域内の公共施設や⺠間施設で⽊質バイオマスとして有効活⽤し、林業の振興
やエネルギーの地産地消を推進する。
②-4 個⼈住宅への再⽣可能エネルギー設備導⼊⽀援などにより脱炭素社会、循環型社会の実現
に取り組む。
③ 2030年のその先の未来も⾒つめるまち
③-1 若者の意⾒の市政反映と地域課題解決の仕組みを構築する。
③-2 2050年⼆酸化炭素排出実質ゼロ宣⾔の達成に向け、⼩型⽊質ガス化ＳＨＰを導⼊した⽊
造アパート、⽊造貸事務所など地産地消エネルギー団地の整備に向けた研究を⾏う。
③-3 ＩＬＣ実現を⾒据え、先端技術の習得⽀援を⾏うなど⼈材育成を進める。

本計画は、まちづくりにおいて、市⺠・事業者などの協⼒が不可⽋であるとともに、特に2040年、2050年の未来を⾒据え、将
来のまちづくりの主役となる中学⽣や⾼校⽣の意⾒を取り⼊れた内容であり、このような考え⽅は多くの地域において普及展開
が可能である。

〜果敢な挑戦と創造の連鎖〜

市⺠総参加で実現するＳＤＧｓ未来都市⽶沢
⼭形県⽶沢市（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

本市は、⼭形県の最南端に位置し、総⾯積548.51㎢のうち森林が77％を占める⾃然豊かな地域であり、市全域が特別豪雪地帯に指
定される雪深い地域でもある。⼈⼝は、1995年の95,592⼈（国勢調査確定値）をピークに減少し続けており、2020年10⽉1⽇現在
の推計⼈⼝は81,021⼈となっている。⽶沢⼋幡原中核⼯業団地を中⼼として製造業が集積し、東北でも上位の製造品出荷額等を誇
る「ものづくりのまち」という側⾯を有し、2015年の国勢調査結果に基づく本市の産業別就業⼈⼝は、第１次産業︓3.8％、第２次産
業︓34.3％、第３次産業︓58.9％となっている。
若年層の⼈⼝流出、少⼦⾼齢化の進展による⾼齢者の社会参画が地域課題であり、その解決のため、「ものづくり」産業による市内経済
のけん引、健康⻑寿に向けた取組の推進による健康⻑寿モデル都市、ゼロカーボンの取組を普及し環境教育先進都市を⽬指す。

2.全体計画の
概要

先⼈から受け継いだ歴史・⽂化が息づくこのまちが、⼈⼝減少等の課題を抱えつつも将来にわたって持続可能な「未来都市」であるために、
多くのステークホルダーとともに「挑戦と創造」をし続けることによって、ものづくり、健康⻑寿、環境教育をより⾼次元なものへと発展させ、三側
⾯における好循環を⽣み出していく。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組
米沢市ＳＤＧｓの推進に向けた６つのプロジェクト

４.2030年のあるべき姿
郷⼟の先⼈である上杉鷹⼭公の教えに⽴ち返り、
「なせばなる なさねばならぬ何事も ならぬは⼈のなさぬ
なりけり」の精神で持続可能な社会を実現するための、⽶
沢らしい特性を活かした３つの⽅向性（あるべき姿）
●地域の雇⽤を守り、地域経済をけん引していくため、地
域企業の受発注を促進するとともに、地元⼤学のシーズ
を活⽤した新産業を創出し、元気な企業と共に成⻑する
ものづくりのまちを⽬指す
●健康⻑寿に向けた取組を⼀層推進することで、⼦ども
から⾼齢者まで、誰もがいきいきと幸せを実感できる、健
康で豊かな健康⻑寿モデル都市を⽬指す
●⾃然との共⽣に向けたゼロカーボンの取組を普及してい
く環境教育先進都市を⽬指す

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

① 産業振興プロジェクト

② 米沢ブランド戦略推進プロジェクト

・大学シーズと地元企業とを結ぶマッチング事業
・米沢市創業支援事業計画に基づく創業促進
・企業誘致の促進による雇用機会創出

・「挑戦と創造」による米沢ブランド戦略の推進
・「TEAM NEXT YONEZAWA」に登録する団体が取り組む米沢品質向上
運動を推進

③ 健康長寿日本一推進プロジェクト

④ ICT活用推進プロジェクト

・山形県立米沢栄養大学との連携
・健診（検診）受診率向上に向けた取組
・健康経営の推進
・自然環境を活用した健康づくり事業
・地域医療を守る取組

・地元企業であるNECパーソナルコンピュータ株式会社との連携による
Society5.0の実現に向けた事業推進
・行政DXやGIGAスクール構想の推進

⑤ゼロカーボンシティ実現プロジェクト

⑥ 米沢版SDGｓプラットフォーム創出プロジェクト

・温室効果ガス排出量削減及び吸収源対策の実施
・再生可能エネルギー利用拡大
・本市独自の歴史・文化資源を活用した環境教育

・多様な主体が実施するＳＤＧｓの取組の見える化
・ＳＤＧｓをキーワードとして、市内の多様な主体をつなぐ場の提供
・市民や企業などへの働きかけを通じた、ＳＤＧｓの取組の拡大
・米沢市SDGs推進協議会でプラットフォームの運営管理や支援等を実施

ステークホルダーとの連携

【域内外の主体】 山形大学、米沢栄養大学、地域企業、市との連携協定締結企業、
地元金融機関、米沢商工会議所等との連携
【国内の自治体】 県内SDGｓ未来都市（鶴岡市、飯豊町）及び周辺自治体との連携、
地方創生SDGsプラットフォーム参加自治体との連携
【海外の主体】
産業面やホストタウンの交流を通した連携

⼈⼝減少・少⼦⾼齢化、雇⽤の場の確保、⾃然環境の保全といった課題に対して、産業を活性化することで経済を潤し、市⺠が豊かな
⾃然の中で健康に過ごすことができるという成功モデルを確⽴させることで、同じ問題を抱える他地域への普及展開が⾒込めるものである。

東⽇本⼤震災と原発事故から１０年、世界にエールを送るまち ふくしま
福島県福島市（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

【地域特性】
●本市は、東京から280ｋｍ、仙台から80ｋｍ内にあり、福島県の北部に位置する県庁所在地である。合併により市域の拡⼤を図り
ながら、県内の政治・経済・教育・⽂化を牽引し、農業・⼯業・商業・観光などの産業がバランス良く、持続的に発展してきた。
●地区ごとに固有の歴史・⽂化・コミュニティがあり、⼈情あふれた市⺠が住むまちである。
●国⽴公園の⼀⾓をなす吾妻連峰、⽇本⼀の清流荒川、東北を代表する飯坂・⼟湯・⾼湯温泉、花々が咲き誇る花⾒⼭などの⾃然に
恵まれ、また、全国トップクラスの⽣産量と味と品質に⾼い評価を得ているモモ・ナシ・リンゴなどが⽣産される「くだもの王国」のまちである。
●本市唯⼀の名誉市⺠の古関裕⽽⽒がモデルの連続テレビ⼩説「エール」が放映され、東京2020⼤会の⼀部（野球・ソフトボール）が
開催されたことは、復興に取り組みながら新しいまちづくりを進める千載⼀遇のチャンスとなる。
【主な課題】
●本市の⼈⼝は、年少⼈⼝及び⽣産年齢⼈⼝が減少、⽼年⼈⼝は増加し、少⼦⾼齢化に伴う⼈⼝減少が進⾏している。
●放射線への不安や農作物等に対する⾵評被害、2千⼈を超える⾃主避難者など、東⽇本⼤震災と原発事故からの復興は未だ道半ば。

2.全体計画の
概要

震災から10年、まちづくりに主体的に関わり⾏動しようという若者世代の動きが顕著となる中、若者世代を原動⼒に連続テレビ⼩説「エー
ル」・東京2020⼤会のレガシーを⽣かした本市ならではのまちづくりや、⾵評払拭、ゼロカーボン、若い世代を呼び込む施策等を展開し、
アクティブで⾯⽩い持続可能な地域社会の構築を⽬指す。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組
経済・社会・環境

４.2030年のあるべき姿
●⼈・まち・⾃然が調和する福島らしさをさらに輝かせながら、
若者世代を 中⼼に市⺠、地域、⼤学、経済界等が共創
により、新たなまちづくりを展開。
●創造的復興に向けて挑戦している本市の姿を世界へ発信。
⼈・まち・⾃然が奏でるハーモニー未来協奏（共創）都市
〜世界にエールを送るまち ふくしま〜
＜まちづくり全体を網羅する重要な5つの視点＞
①福島らしさを⽣かした新ステージの形成
②持続可能性の実現 ③多様性の尊重
④県都としての責務 ⑤ポストコロナ時代を⾒据えた社会づくり
6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

若者の居場所づくりと創造⼒向上プロジェクト

①若者を街なかに呼び戻すため街なかにおける若者の創造的活動スペースの確保
・⾼校⽣や⼤学⽣の勉強スペースの拡充
・ストリートスポーツを気兼ねなく⾏える場の調査研究
②若者のビジネスモデルコンテストの開催
③若者や⼥性向けの起業サポート
④市内のベンチャー企業による若者向け起業体験プログラムの実施
経済

まち

社会

人

環境

自然

⾵評払拭と活気あふれる 古関裕⽽や東京2020
ゼロカーボンのまちづくりと
⼤会のレガシーを⽣かした 放射線対策
中⼼市街地のまちづくり
まちづくり、⼦育てと教育
なら福島市

●震災と原発事故で世界に知られることとなった「福島」の名を有する県都として、県全体の復興・創⽣に貢献する。
●世界から⽀援をいただいてきたまちから、災害が多発する世界の⽅々の励みとなる「世界にエールを送るまち」となることは
被災都市の復興モデルとなり、国内はもとより海外へ普及展開性が⾼い。

境町ＳＤＧｓ未来都市計画〜誰もが明るい未来を描きながら暮らすことができる街 さかい〜
茨城県境町（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

利根川と江⼾川の分岐点に位置しており、⼈⼝は約2万4,000⼈。平成７年をピークに⼈⼝減少傾向であったが、⼦育て世
帯をターゲットにした移住定住政策を推進した結果、⼈⼝の社会動態は平成28年度から増加傾向にある。都⼼まで⾸都圏中
央連絡道路（圏央道）等で１時間程度という地の利や、国⽴競技場を設計した隈研吾⽒が設計した建築物（全国最多
６か所整備）などの地域資源を活かし、農業、商業、⼯業の各産業がバランスよく発展している。今後は、⼈⼝減少、多⽂化
共⽣、新しい財源の確保、災害対策、交通格差の解消と脱炭素社会の実現など、様々な課題を解決するため、地元経済の
活性化、誰もが安⼼して⽣活でき、機会の平等が保障されるまちづくり、脱炭素を推進する環境に配慮したまちづくりを推進する。

2.全体計画の
概要

⼈⼝減少や財政状況の悪化など全国の⾃治体が普遍的に抱える諸問題の解決を⽬指すために、誰もが住みやすく、⾏ってみ
たくなるような魅⼒あるまちづくりとSDGsの理念に資する各種政策を推進することで、将来にわたって希望をもって住み続けること
ができる持続可能なまちを構築する。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

４.2030年のあるべき姿
2030年までに、少⼦⾼齢化・⼈⼝減少・財政再
建・災害対策など町が抱える課題を解決し、「誰も
が明るい未来を描きながら暮らすことができる街 さか
い」を⽬指すため、「⼦育てしやすい町」「国際⼒のあ
る町」「誰もが質の⾼い教育を受けられる町」「誰もが
交通の⾜に困らない町」「犠牲者ゼロを⽬指す、災
害に強い町」の実現に向けSDGsを推進するとともに、
全庁横断的な組織である「境町SDGs推進本部」
「境町SDGs推進委員会」の設置及びSDGsを推
進する⺠間団体に対しインセンティブを与える制度を
創設する。

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

⼈⼝減少、多⽂化共⽣、災害対策、交通格差の解消と脱炭素社会の実現など、様々な
課題を経済、社会、環境の各分野において積極的に施策を展開し解決していく。
経済 ⺠間活⼒を活⽤した地域経済の活性化
・ふるさと納税及び企業版ふるさと納税を活⽤した地域活性化の推進
・⺠間企業との連携による農業の活性化 等
社会 全ての町⺠がいきいきと暮らせる社会の構築
・⾼齢者の健康づくり、社会参加⽀援 ・英語教育の充実 ・公共交通の整備 等
環境 脱炭素社会に向けた諸施策の推進
・脱炭素型のまちづくりの推進 ・脱炭素に配慮したモビリティの充実、等
特に推進する事業
昨年11⽉、全国で初めて公道での定時運⾏に着⼿した、電気⾃動運転バスを活⽤し
た公共交通網の充実及び関連施策を推進していく。
実施体制等
SDGsに関連する実効性のある施策展開を図っていくため、全庁横断的な組織である「境
町SDGs推進本部」等を設置する。また、「境町SDGs推進本部」による審査により、
SDGsを推進する⺠間企業や団体を「境町SDGs応援団」メンバーとして認定し、地元⾦
融機関の⽀援（⺠間企業中⼼）などのインセンティブを受けることができるようにする。

境町の取り組みのほとんどは、地域特有の資源に左右されないため、全国的に展開が可能。先進事例として実績を重ね、⼩さ
な⾃治体でもSDGsの取り組みを推進し、そのモデルケースを、政策の実施によって提⽰、知⾒を提供していく。

ニューノーマルを先導する持続可能で「快疎」な群⾺の実現
群⾺県（2021年度選定）

1.地域特性と
課題及び⽬標

2.全体計画の
概要

本県は豊かな⾃然環境と東京から100km圏内の恵まれた⽴地条件にあり、⼈⼝は中位に位置づけられるが、2000年代を
ピークに減少傾向である。産業では⾼度な産業技術の集積により、「ものづくり⽴県」として発展してきたが、ニューノーマルへの転
換により、ＤＸへの対応が求められている。また、住環境としては、「開放×疎」な空間のニーズが⾼まり、魅⼒的な教育の提供
や医療提供体制の強化、地域経済循環の形成により、地域の魅⼒を⾼めていく必要がある。

県庁舎32階に設置した官⺠共創スペース「NETSUGEN」の活⽤や市町村と連携して⾏う官⺠共創コミュニティの育成により、
群⾺の⼟壌とデジタルを掛け合わせた新たな価値の創出や、脱炭素社会づくり、⼈材育成をはじめとした、経済・社会・環境の
三側⾯の課題を官⺠が連携して解決し、持続可能で他にはない価値持つ「快疎」な群⾺を⽬指す。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

４.2030年のあるべき姿
本県が2040年に⽬指す｢年齢や性別、国籍、障
害の有無等にかかわらず、すべての県⺠が、誰⼀⼈
取り残されることなく、⾃ら思い描く⼈⽣を⽣き、幸福
を実感できる⾃⽴分散型社会」の実現に向けて、
2030年には、エネルギーの地産地消や多様な県⺠
の活躍等により、安全性・持続性が確⽴された持続
可能な地域社会が構築されている。

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）
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【経済】ものづくり産業のＤＸの推進
県内中⼩企業が⾏うDXの観点により新たな価値を⽣み出す研究開発や地域課題の解
決・社会変⾰をもたらす新技術等の研究開発を⽀援する。課題の検討及び事業化に当
たっては、⾦融機関やファンドを巻き込み、出資・投資を呼び込む。
【社会】教育イノベーションの推進と「始動⼈」の育成
１⼈１台ＰＣを活⽤したオンライン教育の充実やSTEAM教育の推進など、誰⼀⼈取り
残さない群⾺ならではの「新しい学び」により、⾃分の頭で未来を考え、動き出し、⽣き抜く
⼒を持った「始動⼈」を育成する。
【環境】地域における⾃⽴分散型エネルギーシステムの構築
地域に存在する再⽣可能エネルギーを活⽤し、災害等による⼤規模停電時にも⾃⽴して
電⼒を供給できる「地域マイクログリッド」の構築を⺠間企業と検証し、マスタープランの策定、
実証につなげる。
【三側⾯をつなぐ統合的取組】官⺠共創スペース「NETSUGEN」の運営
デジタル技術を活⽤してアイデアを形にしたい⼈々、新しいアイデアを取り⼊れて更なる事
業の発展等を⽬指す企業、そうした活動を⽀援する企業や団体等が集まり、交流し、官⺠
共創により新しいビジネスの創出や社会の変⾰につなげていく拠点として、県庁舎32階にお
いて官⺠共創スペース「NETSUGEN」を運営する。

官⺠が連携して地域課題を解決し、地域の魅⼒を向上させるとともに、課題解決の原動⼒となる⼈材育成も⾏うことにより、⾃
律的に循環する持続可能な地域社会を構築するものであり、課題解決を図る他地域への展開も可能である。

「⽇本⼀暮らしやすい埼⽟へ」〜埼⽟版ＳＤＧｓの推進〜
埼⽟県（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

都⼼近くに位置しながらも、奥秩⽗の⼭々、⾒沼⽥圃や武蔵野の雑⽊林など､変化に富んだ地形と⼤変豊かな⾃然環境に恵まれ､多
様な野⽣動植物が⽣息･⽣育している。また、⽴地条件の良さもあり、⼈⼝は約734万⼈と転⼊は増加しており、平均年齢は45.4歳と全
国で６番⽬に若い県である。このため超少⼦⾼齢化､⼈⼝減少社会への移⾏をはじめ、様々な課題に直⾯している。
将来にわたり成⻑し続けるためには､地域の持つ魅⼒・資源を最⼤限⽣かし､愛される県⼟づくりを進めていくことが必要である。河川､湖
沼､農業⽤⽔などの｢⽔｣の環境､そして森林･緑地､農地を含む｢みどり｣の空間は本県の⼤きな財産と⾔え、この豊かな⾃然を守り育てて
いくことが、次世代に対する使命である。持続可能な成⻑を続けるために、この豊かな⾃然環境などを⽣かし､経済・社会・環境の３側⾯で
バランスのとれた暮らしやすく多くの⼈々に選択される『⽇本⼀暮らしやすい埼⽟』の実現を⽬指す。

2.全体計画の
概要

「安⼼・安全の追究」「誰もが輝く社会」「持続可能な成⻑」の３つの将来像を⾒据え、豊かな⾃然環境に囲まれ都⼼からも近く暮らしやすい埼⽟
の特徴を⽣かしながら、多様なステークホルダーと連携し全県⼀丸となって社会課題の解決に取り組み、『⽇本⼀暮らしやすい埼⽟』を実現する。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

４.2030年のあるべき姿

本県では、これら３つの将来像の実現に向けた具体的
な取組として、スマート、コンパクト、レジリエントの要素を
盛り込んだ新しいまちづくり、「埼⽟版スーパー・シティプロ
ジェクト」を推進している。このプロジェクトとともに、都⼼か
ら近く豊かな河川やみどりにも恵まれている特徴を⽣かし、
埼⽟県の暮らしやすさを向上させていく。

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

【埼⽟版ＳＤＧｓを推進する「⽔とみどりのサポーターズ」】
・本県の魅⼒である「⽔とみどり」については、
これまでもこれを守り育てる取組が⾏われて
きた。しかし、取組の担い⼿の⾼齢化が進
むなどの課題が顕在化している。
・本県の財産を未来に引き継いでいくため
には、様々なステークホルダーが主体となり、
新たな担い⼿を確保・育成していく必要が
ある。このための仕組みが①ＳＡＩＴＡ
ＭＡリバーサポーターズ、②彩の国みどりの
サポーターズクラブの取組である。
・この２つのサポーターと埼⽟県ＳＤＧｓ
官⺠連携プラットフォームが相互に連携することで、企業、団体等の参画を効果的・効率的に促すこ
とができる。また、企業、団体等のビジネスを⽔とみどりを守り育てる取組に組み込む（事業として稼
ぐ）ことで持続可能性を⾼めることができる。
・各サポーターズがそれぞれ活動を展開するとともに、ポータルサイト上で情報の相互発信を⾏う等に
より、川の保全ボランティアをみどりの創出・保全の取組に巻き込んだり、またその逆の取組を促すなど
相互に連携して、その活動を活性化させていく。

全庁的な推進体制（埼⽟県ＳＤＧｓ庁内推進本部）を整え、ＳＤＧｓの観点で重点的に取り組むテーマを設定するとともに、庁内
各部局横断的にワーキンググループを組成し、ＳＤＧｓ推進に向けた具体的事業の⽴案を進めてきた。また、県内の多様なステークホル
ダーと連携する「埼⽟県ＳＤＧｓ官⺠連携プラットフォーム」も構築し、パートナーシップをもってＳＤＧｓを推進する体制を整えている。こう
した「ＳＤＧｓを全庁が⼀丸となって推進する仕組み」「庁外のステークホルダーと連携し全県的にＳＤＧｓに取り組む仕組み」は、他地
域への普及展開にも資するものと考える。

SDGsのシンボルとなるまちへの挑戦
千葉県市原市（2021年度選定）

1.地域特性と
課題及び⽬標

2.全体計画の
概要

• 市原市は、千葉県、房総半島の中央に位置し、県内最⼤の368.17㎢の市域を有する広域都市であり、市の北部と南部で異なる顔を
持つ。北部の東京湾沿いには、国内最⼤級の⽯油化学コンビナート群が⽴地し、その内陸には、経済成⻑とともに開発された⼤規模な
新興住宅地が点在する。⼀⽅で、中部から南部には豊かな⾃然、農地、⾥⼭、ゴルフ場群、また、約77万年前に地球の地磁気が逆転
した痕跡を残す「地磁気逆転地層（通称︓チバニアンの地層）」など、多様性に富んだ地域資源を有している。
• 課題は、①臨海部企業の持続的発展、②⾥⼭の荒廃、③若者・⼥性の転出超過と捉えている。本市の強みである、臨海部企業ととも
に、あらゆる地域産業、各種団体、市⺠との対話と連携を柱に、「市原市SDGs戦略Ⅰ」に掲げる3つのリーディングプロジェクトに取り組み、
持続可能なまち、SDGsのシンボルとなるまちを⽬指す。
(3つのリーディングプロジェクト) プロジェクト１「臨海部コンビナートとともに挑む 市原発サーキュラーエコノミーの創造」
プロジェクト２「⾃然との共⽣ ⾥⼭・アートを活かした持続可能なまちづくり」
プロジェクト３「全ての⼦ども・若者に夢と希望を ⼦ども・若者貧困対策」
• 広域で多様性に富んだ本市は、国内有数の⽯油化学コンビナートを擁する⼯業都市として急速に発展してきたが、現在、様々な地域課
題を抱えている。そこで、「市原市SDGs戦略Ⅰ」に基づき、経済、社会、環境の三側⾯の掛け算により、化学反応を起こし、「SDGsのシ
ンボルとなるまち」を⽬指す。 （「化学×⾥⼭×ひと 〜SDGsでつなぎ、みんなで未来へ〜」）

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

４.2030年のあるべき姿
【市原市総合計画に掲げる都市像】
夢つなぎ ひときらめく 未来創造都市 いちはら
【都市像の実現に向けた分野ごとの⽬指すまちの姿】
1 産業と交流の好循環が新たな価値を創るまち
2 つながりと⽀え合いがひとと地域を健康にするまち
3 ひとの活躍と豊かな⽣活を⽀える安⼼・安全なまち
4 ⼦どもたちの輝き・若者の夢・いちはらの⽂化を育むまち
5 ひとが環境を守り活かすまち

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）
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【三側⾯をつなぐ統合的な取組】
市原発サーキュラーエコノミーの創造〜2050年カーボンニュートラルの実現と持続的発展の両⽴〜
【取組の概要】
• 市⺠、事業者、市⺠団体など多くのステークホルダーが環境への意識を⾼め、⾏動することが重要であ
ることから、本市の強み・経験を活かし、市⺠・企業・⾏政が⼀体となって「チーム市原」で取り組むため
のプラットフォームを構築し推進する。
• 市内の臨海部企業の持つ技術、資源と⾏政、
市⺠の取組等を融合させ、「素材から製品、
製品から素材へ」をコンセプトに、ポリスチレンの
ケミカルリサイクルに取り組み、静脈物流など地
域の社会基盤、循環基盤を整備し、「市原発
サーキュラーエコノミー」として循環型経済への
転換、及び新たなビジネスチャンスの創出につ
なげる。
• 市⺠に分かりやすい、ポリスチレン(⾷品トレー
等)のケミカルリサイクルを契機として、ステーク
ホルダーの輪を広げ、他の素材・分野へとサー
キュラーエコノミーを波及させ、産業が共⽣する
(東洋スチレン株式会社 2020.4.13プレスリリース資料より)
持続可能なまちを⽬指す。

• 「⽯油化学コンビナートの持続的発展とカーボンニュートラル実現の両⽴」、「森林・⾥⼭の荒廃」、「若者・⼥性の転出超過」といった課題
は、現在、全国の⾃治体や地域が直⾯している課題であり、今後、さらに多くの⾃治体においても取組可能と考え、取組過程及び成果
について積極的な情報発信を⾏う。

「働きがい」を「⽣きがい」と「暮らし」につなげるデザイン〜プロトタイプが実装できるまち〜
東京都墨⽥区（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

東京都の北東部に位置し、⼈⼝は約27万⼈で転⼊者が増えている。東は旧中川を境に江⼾川区、⻄は隅⽥川を境に荒川区・台東
区・中央区、南は北⼗間川・横⼗間川・竪川などを境に江東区、北は旧綾瀬川を境に⾜⽴区、荒川を境に葛飾区に接するなど、周囲は
⽔辺に囲まれている。各種軽⼯業の発⽣の地である本区には、多種多様な業種が集積しており、区内企業のほとんどが中⼩企業である。
また、製造業の事業所⽴地密集度は都内で最も⾼く、現在も住商⼯混在地域としての特⾊を残している。
経営者の⾼齢化や後継者不⾜により廃業を検討する事業者が増加している課題に対し、製造業を始めとする区内産業を持続的に発
展させるため、企業の更なる付加価値化と⼈材確保を図り、企業が持続的に「稼ぎ」、地域に再投資する仕組みの構築を⽬指す。

2.全体計画の
概要

都市部における新たな産業モデル（社会の実態や変化に適応する『しなやかで持続的な産業集積』）を構築する。そこで試作されるプロトタイ
プモデルを、地域の理解を得ながら課題解決のために実装し、稼ぎを⽣み出し、⾃律的で持続可能な好循環を⽣み出していく。
この好循環により環境負荷が低く幸せな社会の構築に寄与し、働きがいと⽣きがいにあふれたまちをつくる。

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

３.関連するゴール

墨⽥区では、「ハードウェア・スタートアップ拠点構想事業」を原動⼒に「産業振興を軸としたプロトタ
イプ実装都市」を⽬指すことで、経済発展・健康増進・環境保全といったSDGs推進を図っていく。

４.2030年のあるべき姿

「働きがい」を「⽣きがい」と「暮らし」につなげるデザイン
〜プロトタイプが実装できるまち〜
①稼ぐ⼒が地域の価値向上につながるまち
個の稼ぐ⼒が地域全体の価値向上へと結びつき、⽣活
の質の向上と新しい⽂化の構築が実現している。
②誰もが「健康」を享受でき、活躍できるまち
ビッグデータ等の活⽤により、科学的知⾒に基づく疾病
予防・健康管理⼿法が確⽴されるとともに、個々の個性
が尊重され、誰もが⾃分らしく活躍できている。
③持続的に働き・住まうことができる環境にやさしいまち
将来的な気候変動を緩和する取組が、環境配慮型⾏
動として反映されている。

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

 事業概要
異なる特徴を持つエリアごとに、その特徴活かした産業振興拠点を整備し、スタートアップ企業を集
積させ、区内事業者等との連携による多様なプロトタイプ創出を図る。これを地域に実装することで
社会課題解決を促し、SDGs意識の⾼い事業者を核とした活発な交流による気運の⾼揚を図る。
①⼋広・東墨⽥エリア︓プロトタイプの開発・製造・実証拠点
スタートアップ⽀援実績を有する株式会社浜野製作所と連携し、区の施設である「東墨⽥会館」
を起点にスタートアップの開発・製造・実証実験拠点を整備する。
②⽂花・⽴花エリア︓学⽣スタートアップの集積拠点
在学⽣全員に起業させる「情報経営イノベーション専⾨職⼤学」や、ビッグデータ活⽤といった専⾨
性を有する「千葉⼤学墨⽥キャンパス」との産学官連携を促進する。
③錦⽷町エリア︓ミドルステージ・スタートアップ集積・情報発信拠点
ヒューリック株式会社と連携し、錦⽷⼟⽊事務所跡地に産業交流拠点「（仮称）すみだコ・ラボ・
ツリー」を整備する。同拠点には、宇宙関連産業の株式会社アストロスケールホールディングスをはじ
め、SDGs意識の⾼いスタートアップ等を誘致し、ミドルステージ・スタートアップを集積させる。
 事業効果
・各エリアに整備する産業振興拠点を起点に、スタートアップと区内事業者等とのイノベーションを加
速させ、ハードウェアの実装による健康づくりや環境改善といった地域課題の解決を図る。
・拠点を中⼼に区⺠や企業等との交流を促し、SDGsの理念浸透と地域全体の活性化を⽬指す。

・区内で開発・製造した社会課題解決型プロダクトを他地域でも導⼊することで同様の課題を解決することができる。
・産業を軸としたコミュニティ形成の拠点を整備することで「働く」という⾏動に紐づき⼈が集まるため、本モデルを展開した地域でも、⾏政領
域に縛られない⼈の誘引を促すことができる。

海抜ゼロメートルのまち江⼾川区が⽬指す「SDGs＝共⽣社会」先進都市
東京都江⼾川区（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

三⽅を江⼾川・荒川・東京湾に囲まれ、⽇本のセントラルステーションとも⾔える東京駅から15分の場所に都内唯⼀のラムサー
ル条約登録湿地「葛⻄海浜公園」がある世界的にも珍しい「都市と⾃然が共⽣するまち」である。陸域⾯積の約7割がゼロメー
トル地帯であるため、ひとたび⼤規模な⽔害が発⽣すると2週間以上浸⽔が続く恐れがあり、⽔害を引き起こす要因となる地球
温暖化に伴う「気候変動対策」は喫緊の課題である。また、将来⼈⼝推計では2020年から2025年をピークに減少をはじめる
⼀⽅で外国⼈数は増加。少⼦⾼齢化に伴う障害者の増加が予測されている。このことも踏まえ「誰もが安⼼して⾃分らしく暮ら
せる共⽣社会(ともに⽣きるまち)」の実現を⽬指している。

2.全体計画の
概要

⽔に囲まれ⽔の恵みに浴する⼀⽅、⾼い⽔害リスクを抱えている。区⺠の永住意向は⾼いが、魅⼒は⼗分には伝わっていない。
また産業構造も新時代への対応が求められている。そのような逆境の中で、「リスク(危機)」を「チャンス(好機)」と捉え、「SDGs
＝共⽣社会」の実現に向けた先進的な都市モデルを構築する。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

４.2030年のあるべき姿
災害があっても誰⼀⼈取り残さないまち
⾃助・共助・公助のもと全区⺠が⽔害対策に取り
組むまちの実現
多くの⼈が訪れ、暮らしやすい魅⼒あるまち
まちの魅⼒が理解され定住⼈⼝の増加、多くの⼈
が訪れるまちの実現
新たな時代に即した産業のあるまち
多様な企業価値が創造され新たな時代に即した
産業のあるまちの実現
多様性の中で「共⽣社会」が実現されているまち
安⼼して暮らせる「ともに⽣きるまち」の実現
6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

①⽔害があっても誰⼀⼈取り残さないまち
＜ソフト⾯での取組み＞
・⼤規模⽔害時広域避難宿泊補助制度の導⼊
・災害時避難⾏動要⽀援者の避難⾏動計画の策定 等
＜ハード⾯での取組み＞
・気候変動適応センターの設置 等
②⾃然と都市が共存する魅⼒あるまち
・（仮称）⾓野栄⼦児童⽂学館の建設
・ＪＲ⼩岩駅周辺地区の再開発 等

気候変動適応センターイメージ

③新たな時代に求められる産業が⽣まれるまち
・SDGs融資制度の創設 等
④多様性を尊重し共⽣社会が実現しているまち
・「東京パラリンピック22競技できる宣⾔」パラスポーツの振興
・「ともに⽣きるまちを⽬指す条例」の制定
・「(仮称)江⼾川区共⽣社会ビジョン」の策定 等

パラスポーツ振興

本区が⽬指す共⽣社会の理念を明⽂化した「ともに⽣きるまちを⽬指す条例」を、令和3年7⽉に策定。条例の理念を区⺠にわかりやすく
伝えるための取組みや、同⼀の理念をもつSDGsの各種施策は、他地域への展開が可能である。

みんなが＂ツナガル＂まちづくり「誰⼀⼈取り残さない︕笑顔あふれる幸せのまち 松⽥」
〜⽇本の１万分の１スケールの町からの提案〜
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神奈川県松⽥町（2021年度選定）

1.地域特性と
課題及び⽬標

神奈川県⻄部に位置する町域の約76％を森林が占める⾃然豊かな、⼈⼝約1万⼈の町。町の中⼼には⼩⽥急⼩⽥原線
とJR御殿場線の駅があり、東名⾼速道や国道などが交わる古くから交通の要所として栄えてきた。
近年は、町外への転出等による⼈⼝減少やそれに伴う産業の衰退、⾃然災害の甚⼤化、新型コロナウイルス感染症への対
応などの地域を取り巻く課題に対し、地域が有する資源を最⼤限⽣かし、様々なステークホルダーとの協働（連携・協⼒）の中
で解決していくことを⽬指す。

2.全体計画の
概要

⼈⼝約1万⼈の⽇本を1万分の1スケールにした⼩さな町が、地域の強みであり喫緊の課題でもある町域⾯積76％を占める
森林資源を軸に、SDGsの観点から地域の資源、強みを活かし、デジタル化などの未来技術を取り⼊れながら、SDGsの理念を
取り⼊れた総合計画における各種施策を推進することにより、地域の諸課題を解決するとともに、地域経済好循環を創出し、
「誰⼀⼈取り残さない︕笑顔あふれる幸せのまち 松⽥」を実現する。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

４.2030年のあるべき姿
「誰⼀⼈取り残さない︕笑顔あふれる幸せのまち
松⽥」が実現されていることを2030年のあるべき姿と
する。
＜優先的に取り組むゴール・ターゲット＞
【全体】様々なステークホルダーとの協働・連携協⼒
【経済】森林資源をはじめとする地域の資源、魅⼒
を活かした地域経済好循環の創出
【社会】郷⼟愛をもって活躍する⼈づくりと地域コミュ
ニティの活性化
【環境】豊かな⾃然の保全と環境への負荷の少ない
まちづくり
6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

【SDGsに資する４つのプロジェクト】
①コミュニティのさらなる活性化
松⽥町⾃治基本条例に掲げる「情報共有」、「参加」、「協働・連携協⼒」の３原則のもと、
地域や多様な分野と連携しながら、地域コミュニティとテーマコミュニティの活性化に取り組む。
②コンパクトで住みよいまちづくりの推進
町の中⼼部にある⼩⽥急線新松⽥駅及びＪＲ松⽥駅の２つの駅周辺の⼀体的な整備を
⾏うことにより、地域全体の活性化及び定住促進につなげる。
③強みを未来へつなぐ地域資源のブランド化
寄七つ星ドッグランの有効活⽤や農泊事業、松⽥ブランド認定事業などの推進により地域資
源のブランド化を図ることで、⽂化継承や観光振興などの地域活性化に取り組む。
④次代の育成/⼥性・⾼齢者活躍
松⽥⼩学校建設事業や⼥性活躍総合戦略に掲げた事業、健康づくり事業などを推進する
ことにより、様々な⼈々が活躍できる場の創出に取り組む。
【特に注⼒する先導的取組（三側⾯をつなぐ統合的取組）】
『グリーン』＆『デジタル』へパラダイムシフトプロジェクト
環境負荷の少ないグリーン社会を実現するため、町全体が⼀丸となって取り組むためのロード
マップとなる「まつだグリーンビジョン」及び「まつだグリーンパートナー認定制度」により連携体制の
構築を⾏うと共に、「⽊質バイオマス事業」をワークショップや体験型ツアーの場として活⽤し、三
側⾯の取組の相乗効果を拡⼤する。

⽇本の1万分の1スケールの「消滅可能性都市」が、様々なステークホルダーとの協働などの⼿法も取り⼊れSDGsの取組を推
進し、⼈⼝減少や森林保全など他の多くの⾃治体でもみられる地域課題を解決していくことは、他地域のモデルとなり得る。

⽣命地域妙⾼プロジェクト〜Beyond 2030SDGs ゼロカーボンへの挑戦〜
新潟県妙⾼市（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

新潟県の南⻄部に位置し、⽇本でも有数の豪雪地帯。広⼤な妙⾼⼭麓の⾼原丘陵地帯を形成し、この⼭麓⼀帯は、妙⾼⼾隠連⼭国
⽴公園に属し、四季折々の変化に富んだ雄⼤な⾃然と美しい景観、資源豊富な⼤地を抱えている。北陸新幹線「上越妙⾼駅」が開業し
たことにより、東京までの移動時間が約1時間50分に短縮されるなど、広域的な交流が可能となったことで、経済⾯・社会⾯での効果が期
待されている。
⼈⼝減少・少⼦⾼齢化に加え、コロナ禍により交流⼈⼝が激減している中、ポストコロナを⾒据えて⼈の流れを呼び戻すため、妙⾼の類ま
れな⾃然環境を武器に三側⾯をつなぐソリューションの活⽤にチャレンジするとともに、来訪者には、妙⾼ならではの特別な時間「（よく遊び
＋よく学び＋よく⾷べる）×交流」を提供することで、地域と多様な形で継続的に関わってくれる関係⼈⼝「妙⾼ファン」の創出を図る。

2.全体計画の
概要

まちづくりの基本理念を市⺠と共有し、「誰⼀⼈取り残さない」というSDGsの考えを取り⼊れ、妙⾼市の強みである「⾃然（＝環境）」を守
りながら、「経済」、「社会」との好循環を⽣み出す取組を加速させることにより、⼈と⾃然が共⽣する持続可能なまち「⽣命地域妙⾼」を実
現する。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

４.2030年のあるべき姿
多様なステークホルダーとともに、⾃然資源を活かし、さま
ざまなアクティビティやテレワークを取り⼊れた滞在型コンテ
ンツ等を造成するとともに、受⼊体制や受⼊環境を充実
させることにより、国内外から選ばれ、にぎわう観光都市を
実現する。観光によって⽣み出されたにぎわいと交流を商
業や農業などの地域産業へ波及させ、市内経済の好循
環を実現する。
また、「⽣命地域妙⾼ ゼロカーボン推進宣⾔」や、「⽣
命地域妙⾼ゼロカーボン推進条例」に基づき、市⺠、事
業者、⾏政が⼀体となって⾃発的・恒常的に⾏動してい
くことにより、2050年にはCO2排出量実質ゼロを実現す
る。

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

●三側⾯をつなぐ統合的取組事業名︓⽣命地域妙⾼の「エコモビリティチャレンジ」
⾃然を⽣かしたワーケーションや⾃然教育、SDGsを実体験するツアーなど、新たな⼈の流れを創出
するとともに、来訪する都市部⼈材のもつ知⾒やネットワークを活かし、地域課題の解決に向けたエ
コモビリティ、AI活⽤による交通ソリューションの実証等を官⺠連携で進め、ゼロカーボンに資する地
⽅型SDGsの先進地域を確⽴する。

官⺠連携プラットフォーム「みょうこうミライ会議」等を通じて、都市部企業など多様なステークホルダー
と未来の妙⾼市の将来像を共有し、コンソーシアムで価値を共創していくことで、SDGs起点の新た
なソリューション等を開発し、持続可能な「⽣命地域 妙⾼」をつくりあげていく。

コロナ禍によりアウトドア志向が⾼まる中、国⽴公園をはじめとした優れた⾃然環境を有する多くの地域で、⾃然資源の適切な保全と利⽤
促進の両⽴が課題となっているまたカーボンニュートラルを⽬指す潮流の中、CO2を排出せずに観光スポットを巡ることのできるエコモビリティ
の導⼊は他地域への普及効果は⾼いものと考える。

次世代に選ばれる「しあわせ先進モデルふくい」の実現
福井県（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

福井県は、豊かな⾃然に恵まれ、悠久の歴史・⽂化が積み重なり、家族や地域社会のつながりが残され、⼦育て・教育や産
業・雇⽤の充実した基盤が受け継がれる“⽇本のふるさと”とも⾔える地域である。
⼀⽅で、若者の⼤都市圏への流出による⼈⼿不⾜や、地域コミュニティの維持、多様な価値観を認める寛容性の醸成、⾃然
環境や独⾃の⽂化の保全などが課題となっている。
福井の良さに磨きをかけて次世代に継承しながら、⽴地条件の⾶躍的な向上を活かして、⼈々を強く惹きつける価値を創造
する。誰もが安⼼して豊かな暮らしを楽しむ姿が、たくさんの⼈を呼び込み、地域がにぎわい、それがまた県⺠の誇りにつながる。
そうした好循環が⽣まれる「しあわせ先進モデル」を県⺠の⼒を集結して確⽴していく。

2.全体計画の
概要

⽇本⼀と評される教育⼒や⻑い歴史の中で培われてきたものづくりの技術を活かしながら、官⺠⼀体となって「福井の未来を担
う次世代の育成」のための取組みを推進することにより、経済・社会・環境の好循環を⽣み出し、持続可能な地域を実現する。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

４.2030年のあるべき姿

新技術やデザインの⼒を活⽤した魅⼒ある新しい産業の創出や、地域の活性化に取り組む
若者の応援、独⾃のスマートエリア構築など、経済・社会・環境の三側⾯の取組（①~
⑧）を進めながら、各側⾯の優先課題の解決に向けた統合的な取組として未来⼈材の育
成（⑨）を官⺠⼀体となって推進。特に、登録制度を通じて「福井県SDGsパートナーシッ
プ会議」に参画する企業・団体と連携し、それぞれの技術やネットワークを活かした新たな⼈
材育成を実践していく。

【⾃信と誇りのふくい】
豊かな⾃然⾵⼟や歴史・⽂化、地域社会のつな
がり、産業⼒などの「ふくいらしさ」を⼤切に守り、価値
を⾼め、県⺠が誇りを持って暮らすことにより、さらに
多くの⼈を呼び込む“ふくい”を実現
【誰もが主役のふくい】
多様性を認め合い、誰もが様々なことに挑戦でき
る「全員参加型」の共⽣社会を築き、すべての⼈が
幸せを実感しながら安⼼して暮らせる“ふくい”を実現
【⾶躍するふくい】
交通体系の進展や技術⾰新を最⼤限に活かし、
新時代の基盤を確固たるものとするとともに、暮らし
の質を⾼め、活⼒に満ちた“ふくい”を実現
6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

【経済⾯の取組】
①産学官の連携による地域⼈材の育成
②「価値づくり産業」の創出
【社会⾯の取組】
③個性を引き出し、学びを楽しむ教育の推進
④関係⼈⼝の拡⼤
⑤多様な価値観を認め合う「共⽣社会」の実現
⑥ふくい発「健康⽂化」の創造
【環境⾯の取組】
⑦エネルギーと資源の循環型社会の構築
⑧⾥⼭⾥海湖の保全・再⽣と活⽤
【統合的な取組】
⑨地域を⽀え変化に挑戦する未来⼈材の育成

地域の未来を担う⼈材の育成は全国の⾃治体に共通する課題である。多様な主体が参画するSDGs推進の官⺠連携プラッ
トフォームと連携した本県の⼈材育成の取組みが実現すれば、他の⾃治体にも普及・応⽤することができると考える。

誰もが⾃分らしく活躍できる活気に満ちた⻑野圏域の創造〜環境共⽣都市「ながの」の実現〜
⻑野県⻑野市（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

⻑野市は、古くから善光寺の⾨前町として栄え、⻑野県の県庁所在地として、政治・経済・⽂化及び交通の要衝として発展してきた。ま
た、周辺の９市町村（⻑野市、須坂市、千曲市、坂城町、⼩布施町、⾼⼭村、信濃町、⼩川村及び飯綱町）では、圏域全体の活性
化を⽬的に、⻑野地域連携中枢都市圏構想を策定しており、⼈⼝約38万⼈の⻑野市は、⻑野圏域の「連携中枢都市」として各取組を
推進している。圏域の⼈⼝動態は、⼈⼝減少・⾼齢化の加速と東京⼀極集中により、2040 年頃に約452,000 ⼈となり、2015 年と
⽐較すると91,000 ⼈以上が減少する⾒込みである。産業構造は特に機械・電気・⾷品をはじめとした製造業は地域経済のけん引役とし
て多くの雇⽤を創出している。農業も盛んで、りんごやぶどう等の果樹は、市場性の⾼い⻑野県オリジナル品種のブランド化が進んでいる。
課題は、豊かな⾃然環境の保全と持続可能な地域経済基盤強化であり、その解決のため市域の約63%を占める森林資源など様々な
バイオマス資源を活かした循環型社会を構築し、環境共⽣都市「ながの」の実現を⽬指す。

2.全体計画の
概要

⻑野地域連携中枢都市圏の9市町村が、お互いの強みを活かし、弱みを補いながら、圏域全体が活気に満ち、⼀体となって地域課題の
解決に取り組んでいく。SDGsの「誰⼀⼈取り残さない」理念のもと、環境と共⽣する循環型社会の構築を⽬指す。

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

３.関連するゴール

４.2030年のあるべき姿
【⽬指す将来像】 環境共⽣都市「ながの」の実現
⾃然の循環と経済の発展を両⽴させる、⻑野らしい、世界
に誇る「産業」を、持続可能な形で創造⼜は再構築する。
⽬標１ 循環型社会の実現
・⽊質及び廃棄物系バイオマス資源を電⼒、肥料等に活⽤
⽬標２ 豊かな⾃然環境の保全と持続可能な活⽤
・質の⾼い森林環境の保全、官⺠⼀体の森林管理体制
⽬標３ 脱炭素社会の構築と地域経済への波及
・バイオマス、太陽光、⼩⽔⼒など再⽣可能エネルギー導⼊
⽬標４ 連携強化と⼈づくりの推進
・担い⼿育成、⼦ども達へSDGs視点での環境・森林教育
⽬標５ SDGs 理解の促進と情報発信
・環境を理念とした⻑野オリンピックの遺産を次世代へつなぐ

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

 三側⾯をつなぐ統合的取組
「森と樹と暮らしのエコシステム〜エコロジーとエコノミーの好循環〜」
地域特性を活かしたバイオマス資源の活⽤により、廃棄物を抑えた環境負荷の少ない持続可能
な循環型社会を⽬指す。森林の持続的な保全と活⽤マネジメントを⾏い、ゼロカーボンへの貢献と
地域内経済循環による⻑野圏域の活性化を実現する。
【経済⾯の取組】 バイオマス資源の有効活⽤
・おが粉を利⽤した⽊質ペレットの製造や、きのこ廃培地・⽊の⽪・果樹剪定枝など複数バイオマス
資源を固形燃料化するプロジェクト、安定的にバイオマス資源を集める仕組み構築
・薪ストーブの利⽤促進などバイオマス利活⽤の推進、きのこ廃培地の農業での循環利⽤
・太陽光や断熱、薪ストーブなど住宅のスマート化を地元⼯務店などの協⼒体制で推進し、地域
経済循環の促進を図る。
【環境⾯の取組】 持続可能な森林マネジメントの確⽴
・林業DXを推進し、林業の省⼒化、効率化による⽣産性向上を⽬指す取組みや、地域産⽊材の
需給管理の仕組みづくり、住宅・家具など⽊材利⽤拡⼤に向けた取組みを推進
・地域住⺠やNPOなどの⾃主的な森林整備活動を促進し、他地域へ横展開を図り、地域間での
課題解決策などの情報共有で、持続性を強化
【社会⾯の取組】 ⼈材育成とSDGs理解の促進
・森林所有者、林業従事者（就労⽀援）、⼦ども・若者に向けた学習会や育成プログラム
・観光とのコラボレーションや、⾸都圏から起業家を呼び込む情報発信戦略、SDGs講演会など
 推進体制・・・SDGs推進協議会(有識者)、NAGANOスマートシティコミッション(産学官)

平成の市町村合併により中⼭間地域が拡⼤した連携中枢都市圏や中核都市に普及・展開できる。また、循環型社会（全国どこにもあ
る⽣ゴミ、⾷⽤油、⾷品廃棄物、⽊質バイオマスの循環）に取組む⾃治体への展開も期待できる。

SDGs未来都市 〜創造と循環のまち 伊那市の実現〜
⻑野県伊那市（2021年度選定）

124

1.地域特性と
課題及び⽬標

本市は、⻑野県の南部に位置し、市域⾯積は667.93㎢で、県下３番⽬に広い。東部に南アルプス、⻄部に中央アルプスを有し、中央部
には、伊那盆地が開け、天⻯川が三峰川やその⽀流を合わせて南下している。本市では、農業・林業・⼯業・商業・建設業などがバランス
よく発展してきた。また、南アルプス国⽴公園を中⼼とするユネスコエコパークや⽇本ジオパーク、⾼遠城址公園のタカトオコヒガンザクラ、⾼遠
そばなど、「⼭」「花」「⾷」という強みを⽣かした観光振興に⼒を⼊れるとともに、「ものづくり産業」の拠点として、いくつもの⼯業団地が形成さ
れ、伊那⽊曽連絡道路（権兵衛トンネル）や中央⾃動⾞道⼩⿊川スマートインターチェンジの開通による商圏の広がりも⾒られる。
本市の⼈⼝は、社会減については平成26年度以降は改善傾向にあるものの、⾃然減が拡⼤しており、⼈⼝減少、少⼦⾼齢化の進⾏に
よる産業・⽣活・医療分野等の担い⼿不⾜等により、地域コミュニティの機能低下や脆弱化が進⾏している。このような時代の変化に適切
に対応するため、持続可能な社会の実現に向けた取組を推進していく。また、地球規模で深刻化する環境問題に⽬を向け、１次産業を
基盤として「⾷料」「⽔」「エネルギー」を⾃ら賄い、⼩⽔⼒や⽊質バイオマスなどの再⽣可能エネルギーで循環させる⾃⽴した地域を⽬指す。

2.全体計画の
概要

⼈⼝減少や少⼦⾼齢化の著しい進⾏により、社会や経済のあらゆる⾯への深刻な影響が想定される。このような時代の変化に適切に対
応するため、持続可能な社会の実現に向けた取組が求められている。「伊那市50年の森林（もり）ビジョン」等の推進による農林業の活
性化や、新産業技術を活⽤して様々な地域課題の解決を図るとともに、「伊那から減らそうCO₂︕︕」の推進による低炭素等による循環
型社会の形成を⽬指し、この地に暮らす私たちが共に⼒を合わせて、将来にわたり持続可能で輝かしい伊那市の未来を築く。

５.⾃治体SDGs推進等に向けた主な取組

３.関連するゴール

【経済】
４.2030年のあるべき姿
１次産業を基盤として、「⾷」「⽔」「エネルギー」を⾃ら賄
い、⽊質バイオマス等の再⽣可能エネルギーで循環すると
ともに、新産業技術を活⽤した地域課題の解決により中
⼭間地域の住⺠、⾼齢者等が安⼼して暮らせる、持続
可能な⾃⽴したまち
【経済】農業・林業の活性化、新産業技術と既存産業
の掛け合わせによる事業⼒、競争⼒の強化
【社会】新産業技術の活⽤による地域課題の解決、シ
ビックプライドの醸成
【環境】「⼤量⽣産・⼤量消費」から「循環型社会」への
転換、環境にやさしい持続可能なまちづくり

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

【H28(2016).9.27】伊那市ソーシャルフォレストリー都市宣言
スマート農業の推進
・農業⽤機械の⾃動運⾏ ・肥料・農薬等の⾃動散布 ・データ活⽤型の営農管理 の実証・実装
50年の森林（もり）ビジョンの推進
市⺠が主体の推進委員会により、50年後を⾒据え、森林を守り育て活⽤する様々な取組を実施

【社会】

【R3(2021).3.30】伊那市DXしあわせのまち宣言
ドローン配送事業
ドローンを⽤いた新たな物流システムの構築
遠隔医療モバイルクリニック
オンライン診療専⽤⾞両による地域医療のアウトリーチサービスの実現

【環境】

【R3(2021).3.19】2050年カーボンニュートラル宣言

伊那から減らそうＣＯ２ ︕︕の推進
薪やペレット、⽔、太陽光などによる「伊那市」らしい再⽣可能エネルギーの導⼊
脱プラの推進
経⽊や⼤⻨ストロー等、プラスチック代替商品の開発及び普及促進

当市の抱える課題は、全国の多くの⾃治体で共通の課題である。そのため、本市の取組を横展開することで、他市町村の課題解決に寄
与するものと考える。

ぎふシビックプライドとWell-beingに満ちたSDGs未来都市
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岐⾩県岐⾩市（2021年度選定）

1.地域特性と
課題及び⽬標

【地域特性】岐⾩市は、岐⾩県南部、濃尾平野北端に位置する⾯積約200㎢、⼈⼝40万⼈の県庁所在市である。市内北部に⼭林、
南部に市街地が広がり、中央には岐⾩城を頂く緑豊かな⾦華⼭と、1300年以上の歴史を誇る「ぎふ⻑良川の鵜飼」で有名な清流⻑良
川を有する。この10年間の市内総⽣産は1.5〜1.6兆円の規模で推移し、第3次産業がその約9割を占めている。
【課題・⽬標】将来的な⽣産年齢⼈⼝、地域社会の担い⼿の減少が懸念される中、市⺠全体の「Well-being」の向上を図るとともに、市
⺠としての誇りである「シビックプライド」を醸成し、多くの⼈々が主体的にまちづくりに関わりたくなる地域⾵⼟をつくり上げることが持続可能な
都市を実現するうえで普遍的な要素となるものである。本市はこの2つを着眼点として、⼦どもの地域への関⼼や⾃然環境保全への意識、
就業者1⼈当たり総⽣産が低調、あるいは、運動機会の不⾜、割合の⾼い個⼈・家庭のCO2排出、中⼼市街地エリアの地価下落といっ
たSDGsの三側⾯の課題解決に取り組む。

2.全体計画の
概要

岐⾩市の豊かな⾃然と都市の資源を活かし、市⺠のシビックプライド（まちづくりの当事者意識を伴うまちに対する誇り）とWell-being
（⾝体的・精神的・社会的に良好な状態）を醸成する取組を進めることにより、持続可能な都市の実現を⽬指す。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組
【三側⾯をつなぐ統合的取組(⾃治体SDGsモデル事業)】
⼭⽔と都市が融合した「ヘルスツーリズム」の推進
【取組内容(概要)】

４.2030年のあるべき姿
シビックプライドとWell-beingに満ちた持続可能な都市
【社会⾯】誰もが健幸で⾃分らしく活躍できるまち
学び活躍する場の充実、健幸な暮らしの実現
【環境⾯】地域の⾃然を守り育て未来につなぐまち
脱炭素・循環型社会の実現、⾃然環境保全意識の
醸成
【経済⾯】新たな価値を創造する⼈や産業が育つまち
付加価値の⾼い産業基盤構築、中⼼市街地エリアの
価値向上
⇒「シビックプライド」と「Well-being」が醸成され、⼈々が
主体的にまちづくりに関わりながら⽣きがいをもって健幸
に暮らす持続可能な地域社会の実現を⽬指す。

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

⼭⽔と都市を歩く都市型クアオルト健康ウオーキング

運動不⾜
解消

・ドイツのクアオルト(健康保養地)の⾃然を活⽤した
運動療法をもとに⽇本で考案された健康ウオーキング
・⼭⽔と都市の資源を活かした岐⾩市独⾃の「都市型
クアオルト健康ウオーキング」を実現

⾃然
保護意識
⾃然とまちなか
資源を活かした
にぎわい創出

⼭⽔と都市が融合した
ヘルスツーリズムの推進

市内消費
増加

⼭⽔・都市資源の保全と創造
かわまちづくりとリノベーションまちづくり

・上記ウオーキングのフィールドとなる⻑良川・⾦華⼭、柳ケ瀬
エリアの資源を保全・創造
・⻑良川周辺の環境・景観保全、野外活動の場としての活⽤
・柳ケ瀬エリアの遊休不動産等を活⽤した新コンテンツの創出
出かけて
健康になるまちへ

ヘルスツーリズムを⽀えるスマートシティぎふ

・先進的技術を⽤いたウオーキングコースへのアクセス向上等
・⾃動運転、ライドシェア、ウエアラブル端末、健康×観光など

⼭⽔
⾃然資源

融合

都市
まちなか
資源

×

×

（従来型）
クアオルト
健康ウオーキング

まちなか歩き

岐⾩市独⾃の
「都市型クアオルト
健康ウオーキング」
保健医療・
観光事業者等
との連携

⺠間の
実践指導者
の育成

ヘルスツーリズム
の推進

⺠間主体の
ウオーキングへ

岐⾩市の取組の前提となる課題や資源は、同格の地⽅都市と類似しており、横展開に適したモデルである。また、テーマとするシビックプライ
ドとWell-beingの醸成は、⼈⼝減少を克服し、持続可能な都市を実現するための普遍的な要素であることから、普及展開性が⾼い。

世界を魅了し続ける「国際観光都市 ⾶騨⾼⼭」の実現
岐⾩県⾼⼭市（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

・⽇本⼀広い市である本市は、⽇本の屋根と⾔われる⾶騨⼭脈（北アルプス）などの⼭々に囲まれ、豊富な温泉資源を有するなど⾃然
豊かなまちである。市内には江⼾時代の⾯影を残す古い町並や国内に唯⼀現存する陣屋（⾼⼭陣屋）など数多くの歴史的建造物が残
されている。また、⾼⼭祭や⾶騨匠の技が⽣み出す⾶騨の家具、⾶騨春慶、⼀位⼀⼑彫等の伝統⽂化が今に息づいている。
・⼈⼝減少や少⼦⾼齢化の進展に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により、観光を主軸とした産業をはじめ、地域全体の衰退が危
惧される。こうしたことを踏まえ、“⾃分たちが住むまちは、どのような姿が望ましいのか”という市⺠の思いを尊重しながら、地域に関わる多様な
主体が同じ⽬線に⽴ち、互いに⼒を合わせ、将来に向けた取組みを進めるとともに、国内外から注⽬される豊かな⾃然資源と歴史的な⽂
化資源を最⼤限に活かすことにより、地域経済の発展と持続可能性を⾼め、国内外から愛されるまちづくりを⽬指す。

2.全体計画の
概要

⾶騨⾼⼭特有の⾵⼟と⾶騨⼈（先⼈）が⽣み出し、先⼈たちが守り、築き上げてきた⾃然や歴史・伝統が後世に引き継がれるとともに、それら
を活かした地域経済の発展が図られ、⼼豊かな暮らしが営まれている、国内外から選ばれ続ける「国際観光都市 ⾶騨⾼⼭」の実現を⽬指す。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組
【経済⾯の取組】
観光まちづくりの推進
ポストコロナを⾒据え観光客の多様なニーズに対応できるよう、⼤学、地域等が連携し、観光資源の掘
り起こしや磨き上げ、受⼊れ環境の整備などの取組みを進め、質の⾼い観光資源を活かした国内外から
の観光客誘致を推進する。

４.2030年のあるべき姿
①地域特性を活かした産業が活性化し、賑わい
と魅⼒にあふれるまち
市内経済全体への波及と経済の好循環が⽣
まれ、まち全体が賑わいと魅⼒にあふれている。
②歴史・伝統が継承され、郷⼟への誇り・愛着が
持てるまち
郷⼟愛が育まれるとともに、歴史・伝統が国内
外へ周知され、国際的協働が進んでいる。
③⾃然がもたらす多様な恵みを活かすとともに、
脱炭素社会に貢献するまち
⾃然の恵みを活かした地域・産業が活性化し、
脱炭素社会に向けた取組みが進んでいる。

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

【社会⾯の取組】
ともに⽀え合うしくみの構築
多様な⽂化や慣習を理解し、認め合い受け⼊れる意識の醸成を図るとともに、市⺠や地域住⺠組織、
市⺠活動団体、事業者、⾏政など多様なステークホルダーが協働・連携して地域課題の解決に取り組み、
地域全体で⽀え合う社会（協働のまちづくり）の構築を図る。
【環境⾯の取組】
脱炭素社会の早期実現
環境に対する市⺠意識の醸成などによる⾃然エネルギー活⽤の推進や⽣活環境の向上など、適切な
⾃然環境の保全・活⽤を進め、早期の脱炭素社会の実現を図る。
100年先の森林づくり
市域の92％を占める豊富な森林資源を活かし、森林の新たな活⽤や森林整備の促進による多⾯的
機能の発揮を図るとともに、100年先を⾒据えた持続可能な森林経営を推進する。

「私なりのSDGs宣⾔」など市⺠レベルでのSDGsの理解やSDGsへの貢献に向けた活動、「⾶騨⾼⼭SDGsパートナーシップセンター（仮
称）」の設置による市⺠、団体及び事業者等への連携を進めることにより、数多くの観光客への浸透や国内外への普及展開が期待できる。

新たな価値を⽣み出す⾥⼭ リ・デザイン 「ローカルSDGsみのかも」
岐⾩県美濃加茂市（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

美濃加茂市は岐⾩県の中央部南端に位置し、⼀年を通して穏やかな過ごしやすい気候にある。豊富な⾥⼭資源に恵まれており、⽇常的
に豊かな⾃然を楽しむことができる。⼀⽅で、中部地⽅の経済拠点である名古屋から⾞で⼀時間弱とアクセスも良い。そのような条件から⼯
場誘致に成功し、⼈⼝は1960年以降増加傾向を続けてきたが、今後は減少を迎えると予測されており、これから⺠間資⾦、ノウハウを活
⽤して市の財政負担削減と施策効果の最⼤化を図る仕組みをつくることが課題である。市⺠や⺠間企業から地域の社会課題を集め、新
たな官⺠の取組による社会課題解決型ビジネスを創出し、新たなキャッシュフローにより利益が⾒込めない事業や新たなサービスに再投資で
きる持続可能な⾃律的好循環社会の形成、地域循環共⽣圏＝「ローカルSDGsみのかも」の実現を⽬指す。

2.全体計画の
概要

2030年のゴール「ローカルSDGsみのかも」を⽬指し、「⼼」「体」「社会」における「健康のまち」実現に向け、⾥⼭ブランドを⽣か
した「⾥⼭×STEAM」をベースに、バックキャスト型のアプローチとともに、市内ステークホルダーによるプラットフォームを設⽴し、新た
な価値を⽣み出すイノベーションの創出とリ・デザインを⾏う。これにより、S︓すべての Ｄ︓⼟台を Ｇ︓元気に s︓する。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組
ソーシャルビジネス創出のための「⺠間資⾦・ノウハウの活⽤」の仕組みづくり事業

４.2030年のあるべき姿
2030年のあるべき姿
地域循環共⽣圏『ローカルSDGsみのかも』の実現
【経済】「地域資源×連携」
新たな官⺠の取組により、地域の新たな価値や魅⼒を⽣
み出し、地域経済が好循環している。
【社会】「多⽂化共⽣×対応⼒」（防災・減災）
⾏政サービスやその他各サービスが連携した市全体を包
括したシステムの構築によって、誰もが安⼼・安全・便利に
暮らせるまちが実現している。（Society5.0の実現）
【環境】「⾃然資源×地域連携」
市内の地域資源を活⽤し、地域連携で⾏う再⽣可能エ
ネルギー事業等によりカーボンニュートラルを実現している。

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

市内の社会課題（健康・観光・農林
業・交通・普及啓発・エネルギー）や解
決のアイディアを収集する「まちづくり提案
システム」を設置し、そこから創発される
ニーズや課題に対応する事業を「みのか
もSDGs推進協議会」において検討・構
築する。創出される社会課題解決型事
業の運営を⾏う 『ソーシャルビジネス地
域事業体』は、市・各団体・地域⾦融
機関の出資で2021年度中に設⽴する
予定である。
協議会の様⼦

本市のように⼈⼝10万⼈以下の市町村の社会・地域課題は⼈⼝減少や少⼦⾼齢化等共通するものが多く、今後はこれらを解決しなが
らビジネス化していくことが求められる。地域によって各事業の作り込みは様々であるが、本市における今回の事業はソーシャル事業を創出す
る全体システムを構築するものであり、このモデルが構築されれば、今後多くの⾃治体への横展開が期待できる。

富⼠⼭を守り 未来につなぐ 富⼠⼭SDGs
静岡県県富⼠宮市（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

富⼠⼭の⻄南麓に位置し、広⼤な森林や豊富な湧⽔などの⾃然に恵まれ、富⼠⼭麓の4分の1の⾯積を占めている。⼈⼝は、2010年
をピークに減少に転じ、約13万2千⼈である。⼤学がないことから、進学・就職時に東京圏への転出者数（特に若い⼥性）が多く、出⽣
数は20年間で半減している。また、富⼠⼭の湧⽔が豊富なため、⽔に関係の深い産業がバランスよく発展してきたが、このまま少⼦⾼齢
化・⼈⼝減少が進むと富⼠⼭麓の地域を守る担い⼿不⾜が課題となる。
その解決のため、本市に関わる⼈を増やして、多様な主体との交流や連携を⽣み出すことで、産業活性化や気候変動による災害対策を
進め、次世代に富⼠⼭の⾃然・歴史・⽂化をつなげることができる持続可能なまちを⽬指す。

2.全体計画の
概要

少⼦⾼齢化社会や気候変動の影響にもかかわらず、〈共有財産〉富⼠⼭の⾃然環境が良好に保全できるよう、⼈と⼈、企業と企業、都
市部と郊外集落との交流により、地域資源を⽣かした新しいアイデアや連携を⽣み出し、地域経済を活性化させることであらゆる⼈や世代
が活躍できるまちが実現している。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

４.2030年のあるべき姿

①富⼠⼭の恵みの保全と活⽤
●市内のエコツーリズムや環境・リサイクル事業を通してSDGsの実践に取り組む事業者が多いことから、
それらを前⾯に押し出した持続可能な観光と富⼠登⼭の推進
●「富⼠⼭⽂化」を世界に向けて発信するとともに、構成資産の整備やトイレの様式化による受⼊態勢
の推進
●市⺠協働による環境保全と⼩⽔⼒発電等のエネルギーの有効利⽤の推進

⑴ 富⼠⼭のふもとに、未来の担い⼿を繋ぎ⽌めるとともに、
新たな創り⼿が集い地域がつながるまち
⑵ 富⼠⼭の豊かな⾃然とさまざまな産業が調和したまち
本市は、「世界遺産富⼠⼭のあるまち」として、2016 年
に策定した「第5次富⼠宮市総合計画」で、10年後の
将来都市像「富⼠⼭の恵みを活かした 元気に輝く国際
⽂化都市」を掲げ、各施策を実施している。この将来都
市像の実現に向けて、総合戦略の4つの基本⽬標やこれ
までの先導的な取組とも連動したまちづくりを⾏う。

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

②富⼠⼭のファン開拓による移住定住の促進及び産業の創出
●富⼠宮版ワーケーションの環境整備による関係⼈⼝の創出
●商⼯会議所や地元⾦融機関と連携した中⼩企業に対する
総合⽀援
③郷⼟愛の醸成による持続可能な社会の担い⼿育成
●⼩中学校での総合学習「富⼠⼭学習」の推進による
「持続可能な社会の担い⼿」の育成
●「富⼠⼭SDGsパートナー事業者」登録制度の構築
 第５次総合計画後期基本計画及び第２期まち・ひと・しごと創⽣総合戦略等への反映
 推進本部会議を⽴ち上げ、SDGsの理念に基づく具体的な施策とその進捗管理を協議

地域資源を⽣かした持続可能な観光、ワーケーション、E-BIKE（スポーツタイプ電動アシスト⾃転⾞）の活⽤に取り組む国内外の地域や
事業者と連携した合同イベント等の開催により、SDGsの普及展開を図っていきたい。

〜こどもたちの夢への挑戦を応援し、未来につながるまち〜
愛知県⼩牧市（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

濃尾平野のほぼ中⼼部、名古屋市の北⽅約15㎞に位置しており、中央部から⻄部が平坦地、東部が丘陵地という地形をなしている。東
名・名神⾼速道路、中央⾃動⾞道、名古屋都市⾼速道路、国道41号と国道155号が交わる広域交通の結節点に位置するとともに、
空の⽞関⼝である県営名古屋空港にも近接していることから、交通アクセスの⾯で極めて優れた⽴地条件を有している。本市の⼈⼝は、平
成27（2015）年をピークに減少傾向が続いている。課題としては「若年世代の定住促進」「多⽂化共⽣の推進」「ゼロカーボンシティの実
現」「犯罪の少ない安全安⼼なまちづくり」「アフターコロナを⾒据えた社会的変⾰への対応」などがあり、その解決のため中⼼市街地にある
「こまきこども未来館」や「⼩牧市中央図書館」などの魅⼒的な施設を活⽤し、まち全体でこどもたちの夢への挑戦を応援する体制を構築す
る。

2.全体計画の
概要

こどもたちの夢への挑戦をまち全体で応援することで、こどもを中⼼にすべての⼈がつながり、年齢・性別・国籍・障がいの有無等に関わらず、それぞ
れの個性や能⼒を活かすことができる“誰⼀⼈取り残さない”持続可能で多様性と包摂性のあるまちを⽬指す。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

４.2030年のあるべき姿
【経済】
 若年世代から⽀持される魅⼒あふれるまち
 経済・雇⽤・財政の基盤が確⽴された活⼒あるまち
【社会】
 こどもを中⼼にすべての世代がつながるまち
 すべての市⺠が共⽣するまち
 健康と⽀え合いが循環するまち
【環境】
 循環型社会による環境にやさしいまち
【その他】
 新型コロナウイルス感染症を糧に新たな脅威にも対応
できるまち

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

 SDGsに関するEXPOやフォーラムに参加、出展し本市の取組に関する情報発信を⾏う。
 登録制度を構築し、WEB上のプラットフォームである（仮称）こまきSDGs 放送局を開設するとともに情報発信及び情報共有の場を
構築する。

多⽂化共⽣の未来都市知⽴を⽬指して〜⽇本⼈・外国⼈誰⼀⼈取り残さない持続可能なまちづくり〜
愛知県知⽴市（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

【地域特性】愛知県のほぼ中⼼部に位置しており、⾯積は16.31km2とコンパクトながら、主要国道、県道等が交差する交通の要衝であ
る。現在、100年に１度のまちづくりとして、主要駅の鉄道⾼架化等を⾏っており、さらなる交通利便性の向上及び中⼼市街地の活性化を
図っている。
【課題及び⽬標】近隣には、全国でも有数の⾃動⾞産業関連企業が⽴ち並び、それらに勤務する外国⼈が転⼊超過傾向にある。同時に、
⽇本語教育が必要な児童⽣徒数も増加しており、その数が全校で約70％を占める学校もある。この多さから、⽇本⼈の⼦を持つ保護者
の中には、様々な国籍の⼦が存在することで⽂化の違い等に不安を覚える⽅もおり、⼦育て世代の転出超過傾向もある。以上から、多⽂
化共⽣体制を⼗分に構築できていない課題があり、その構築により、誰⼀⼈取り残さない住み続けられる地域の実現を⽬指す。

2.全体計画の
概要

多⽂化共⽣体制の構築という地域課題を解決するため、⽇本⼈・外国⼈が互いを理解し、交流し助け合い、誰⼀⼈取り残さないで住み
続けられる「多⽂化共⽣の未来都市知⽴」を実現する。そのために、多様なステークホルダーとの連携により、雇⽤機会の創出や⽇本⼈と
外国⼈の交流の創出等を⾏う。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

４.2030年のあるべき姿
⽇本⼈・外国⼈が互いを理解し合い、交流し助け合い、
誰⼀⼈取り残さないで住み続けられる、「多⽂化共⽣
の未来都市知⽴」の実現を⽬指す。
【経済⾯】
⽇本⼈・外国⼈共に仕事で活躍できる賑わい溢れる
グローバルシティ→雇⽤機会の創出を⾏う。
【社会⾯】
⽇本⼈・外国⼈が理解し合う⼦育てしやすいまち
→⽇本⼈と外国⼈の交流の創出等を⾏う。
【環境⾯】
⽇本⼈・外国⼈が協働するクリーンなまち
→ステークホルダーと連携した環境保全活動等を⾏う。

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

【経済⾯の取組】
多⽂化共⽣ちりゅう知⽴（ともだち）協議会…⺠間企業等（産）、市（官）、⼤学（学）が
連携し、知⽴市の多⽂化共⽣体制を構築するための多⽂化共⽣ちりゅう知⽴(ともだち)協議会を
運営し、主に外国⼈の雇⽤及び⽣活実態について、意⾒交換及び情報共有を⾏い、雇⽤機会の
創出等に向け、必要な取組の提⾔及び調整を⾏う。
【社会⾯の取組】
昭和未来会議…地域福祉の推進のため、⽇本⼈と外国⼈の垣根なく 、 広く地域の住⺠が集い
語り合うことで、 地域課題解決に向けた住⺠主体の取組の創出や、顔の⾒える関係づくりを⾏う。
少⼈数学級…１クラスが35⼈以下になる学級編制である少⼈数学級は、⼩学校１、２年⽣を
国が、⼩学校３年⽣と中学校１年⽣を愛知県が実施している。本市では、これらに加えて⼩学校
４年⽣〜６年⽣で少⼈数学級を実施し、学習⾯や⽣活⾯において、外国⼈児童⽣徒も含めた
児童⼀⼈⼀⼈にきめ細かな指導を⾏う。
【環境⾯の取組】
フードドライブ…⽇本国内で本来⾷べられるにも関わらず廃棄されている「⾷品ロス」が年間約646
万トンも排出されているため、家庭で余っている⾷べ物を回収し、それらをNPO法⼈等を通して福祉
施設等に寄附を⾏う。事業の周知は、市HPや各種SNSを活⽤し、市全域に幅広く周知する。
CO2削減を図る新たなスキームの構築検討…環境に優しいバイオマスプラスチックを配合したごみ
袋の新規導⼊や、「住宅⽤地球温暖化対策設備補助⾦」の補助件数の拡⼤及びZEHを新たに
補助対象とすることで、森林や海のない内陸の本市において、CO2削減を図る新たなスキームの構
築実現に向け検討する。

外国⼈⽐率の上昇による多⽂化共⽣体制の構築の必要性は、本市に限ったことではなく、今後全国の⾄る⾃治体で⾼まってくる。そのよう
な中、「多⽂化共⽣の未来都市」を⽬指す本市の取組は、同じ課題を抱える類似課題解決のモデルとなると考えられる。

千年の都・京都発︕ＳＤＧｓとレジリエンスの融合
しなやかに強く、持続可能な魅⼒あふれる都市を⽬指して
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京都府京都市（2021年度選定）

1.地域特性と
課題及び⽬標

世界でも類を⾒ない「多様性と奥深さを有する都市」であり、「⼤学のまち」、⾃治の伝統が息づくまちでもある。また、⼤都市で
ありながら、過疎地域等も抱え、⼈⼝減少等の問題は全国各地とも課題意識を共有する。⼀⽅、地域資源が豊かで各地域
に固有の悠久の歴史や奥深い伝統と⽂化、多様な魅⼒と個性があり、地域の暮らしと⼈々の絆がいきいきと息づく、京都ならで
はの奥深く重層的なまちの魅⼒の本質となっている。⼈⼝減少の本格化、地球温暖化の加速、グローバル化の進展、産業構
造の転換と厳しい京都市財政が課題であり、京都市の強みである「⽂化」を基軸に、ＳＤＧｓとレジリエンスの理念を融合し、
すべての施策⽴案の基礎に据え、「しなやかに強く、持続可能な魅⼒あふれる京都」を⽬指す。

2.全体計画の
概要

「京都市レジリエンス戦略」（https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000248522.html）の６つの重点的取
組分野に沿って、2030年のあるべき姿の実現に向けた様々な施策・取組を実施する。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

４.2030年のあるべき姿
『あらゆる危機を乗り越え、将来にわたって
⼈々がいきいきと暮らせる、魅⼒と活気に
⽬指すべき2030年のある
みちた持続可能な京都のまち』
・ 2050年までにCO2排出量正味ゼロの実
現、 2040年までにレジリエント・シティの実
現を⽬指し、2030年までにＳＤＧｓの達
成に取り組んでいく。
・ 2021年から公⺠連携プラットフォームを中
⼼に、課題解決に必要な技術提供や投資な
どが実施できる仕組みを構築し、社会実験を
通じてＳＤＧｓの社会実装に取り組む。
6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

●「超ＳＤＧｓ×レジリエンス テラス事業」
多様な主体が協働して課題解決に取り組み好循環を⽣み出す場『テラス』において、以下①〜③
の公⺠連携プラットフォームを中⼼に、課題解決に必要な技術提供や投資などが実施できる仕組
みを構築。ＳＤＧｓ達成の2030年のその先を⾒据えた「超ＳＤＧｓ」の視点で、社会実験を
通じてＳＤＧｓの社会実装に取り組む。
①京都産学公SDGsプロジェクト
京都⼤学やリコーなど産学公が連携して「持続可能な⾥⼭モデル」の構築・発信・展開を⽬指す。
（取組例︓SDGs登録・認証等制度構築、「脱プラ、⾷ロス」「ＳＤＧｓ教育」等の実証実験）

②公⺠連携・課題解決推進事業
様々な課題を可視化し、⺠間企業等から技術・ノウハウ等を募集。公⺠連携で課題解決に取り
組む。（取組例︓⼀括相談窓⼝の創設、公⺠連携⽀援ラボによる実証実験）
③国連⼤学との連携協定事業
京都をフィールドに社会実験を⾏い、社会課題解決、参加企業のビジネスモデル構築、国内外へ
の展開を⽬指す。（取組例︓環境・観光・モビリティ等の実証実験）
⇒京都市がテラスの主体となって３つのプラットフォーム事業に関わり、⺠間主体の取組を促し、各
プラットフォーム事業の強みをいかし、⼈材育成、技術⽀援やESG投資を促す仕組みを創る。

多様な主体が協働して社会課題解決に取り組み、好循環を⽣み出す場づくりは、ＳＤＧｓに取り組むステークホルダーが連
携する有効な⼿法であり、コロナ禍で厳しい財政運営に直⾯する基礎⾃治体にとっても効果的な⼿法である。

京丹後市ＳＤＧｓ推進計画

~豊かな⾃然環境と多彩な産業、先端技術が調和した、誰ひとり置き去りにされない、誰もが幸福実感にあふれるまちの実現〜
京都府京丹後市（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

京都府北部丹後半島に位置し、⼈⼝は約5万5千⼈。沿岸部は国⽴公園、国定公園に指定され、貴重な地形や地質が残る地域として
ユネスコ世界ジオパークにも認定されている。また、古代には巨⼤な「丹後王国」が存在したとされ、そうした恵まれた環境、豊かな歴史の中
で育まれた絹織物（丹後ちりめん）や機械⾦属業、農林⽔産業、観光業などの多彩な産業が今⽇の地域経済を⽀えている。課題として
は、⼈⼝減少、少⼦⾼齢化の進展による地域の担い⼿不⾜や経済規模の縮⼩、公共交通の維持・充実などで、その解決を図るべく、多
彩な産業や豊かな⾃然環境、⾷といった本市の特⾊を活かしつつ、先端技術の積極的な導⼊や産官学の連携、多様な⼈材の活躍、脱
炭素化を促進する。

2.全体計画の
概要

豊富な地域資源を⼟台としながら、先端技術の積極的な導⼊や産官学の連携、多様な⼈材の活躍、脱炭素化を促進することで、環境
保全と付加価値創造を両⽴し、豊かな⾃然環境と多彩な産業、先端技術が調和した、誰ひとり置き去りにされない、誰もが幸福実感にあ
ふれるまちの実現を⽬指す。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

４.2030年のあるべき姿
【経済⾯】
「かせぐ」地場産業を実現、経済基盤の維持、雇⽤の拡⼤
KPI︓製造品出荷額 767.2億円（2017年）→880億円
（2024年）
【社会⾯】
公共交通をはじめとする社会基盤の整備や健康寿命の延伸に
より、多様な⼈材が活躍できる社会の実現
KPI ︓ 市 ⺠ の 健 康 寿 命 男 性 79.1 歳 、 ⼥ 性 84.3 歳
（2018年）→1歳延伸（2024年）、公共交通空⽩地の
解消 2,000⼈（2019年度）→100⼈（2024年度）
【環境⾯】
脱炭素地域の実現
KPI ︓ 廃 棄 物 最 終 処 分 量 5,669 ト ン （ 2019 年 度 ）
→4,822トン（2030年）、市域の温室効果ガスの削減量
40.5万トン（2013年度）→23.8万トン（2030年）

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

【経済⾯】 取組課題︓未来に向けた地域経済の活性化
〇⾃然あふれるビジネスモデルの推進
ビジネスセンターを整備し、テレワーク・ワーケーションを推進する。企業、団体等で構成するコンソーシアムを核
として、⾃然体験などを楽しむ「バケーション型」、ビジネスモデルの創出や⼈材育成等を⽬的とした「仕事型」、
地⽅での新しい暮らし⽅を探す「移住型」など、地域の特徴を活かした多彩なプログラムを展開する。
相乗効果︓脱炭素型ライフスタイルの醸成（経済→環境）、魅⼒ある雇⽤機会の創出による移住定住の
促進（経済→社会）
【社会⾯】 取組課題︓公共交通の充実と多様な⼈材の活躍
〇AIオンデマンド交通「WILLER mobi」の実証
WILLER株式会社と連携して、将来的なMaaSの運⽤も⾒据えた取組として、
ＡＩオンデマンド交通の実証を⾏う。
〇「百才活⼒社会」の提唱、推進
⾼齢者⼤学「百才活⼒学園」の創設や京都府⽴医科⼤学との⻑寿研究をもとにした「⻑寿⾷レシピ本」の発
⾏、シニア⼈材向け合同企業説明会等を実施する。
相乗効果︓消費活動の活性化（社会→経済）、⼆酸化炭素の排出抑制（社会→環境）
【環境⾯】 取組課題︓⼆酸化炭素排出抑制資源循環、脱炭素地域の構築
〇最先端の技術を⽤いたプラスチック資源循環の推進
㈱TBMとの連携により、廃プラを再資源化する実証事業に取り組み、アップサイクルの推進を通じた持続
可能な循環型社会のモデルを構築する。
相乗効果︓プラスチックアップサイクルによる新商品・新事業の創出（環境→経済）、脱炭素型社会の
構築による⽣活の質（QOL）の向上（環境→社会）

本市の取組は、⾃然環境やものづくりの技術、⾷など、既存の地域資源を活かし、市内外の多様なステークホルダーの参画を得
ながら、持続可能な社会を築いていくものであり、同様の課題を抱える地⽅都市を中⼼として広く普及展開が可能である。

地域資源が循環する⾥⼭未来都市の実現
⼤阪府能勢町（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

本町は⼤都市近郊にある⾥⼭の町である。銀寄栗の発祥地であり、代々続くその栽培システムが町の豊かな⽣態系の基盤に
なっており、⺠間企業が実施した⽣物多様性に優れた⾃治体ランキングの全国1位に選ばれている。産業⾯では⼤阪府や全国
平均からみると宿泊業、飲⾷サービス業などの割合が⽐較的⾼くなっている。⼀⽅、⼈⼝は1998年をピークに減少が続き、
2021年８⽉時点で9,561⼈となっている。課題として富・データ・⼈材の流出抑制、交通対策や⾥⼭資源の保全、気候変動
への対応などがあげられるが、地域エネルギー会社を軸として地域経済の循環創出、さらには⾼校⽣や地域内外の協⼒者と連
携によって⽣活サービスの充実や価値創造に向けた挑戦を続けることで、地域資源循環型の⾥⼭未来都市を実現する。

2.全体計画の
概要

本町はダイオキシン問題で全国的な注⽬を集め、町が環境問題と深い関わりを持つことを内外に知らしめた教訓がある。コロナ
ショックを機に、資源循環型の新しい町の⾻格創りを加速させる。地域エネルギー会社を核に「エネルギーを変える。まちが変わ
る」取組を多様なパートナーと推進し地⽅版グリーンリカバリーに挑戦する。
５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

３.関連するゴール

 具体事業の概要

４.2030年のあるべき姿
若者が地域の⼀員としてまちづくりに積極的
に参画する機会をつくるとともに、地域内外
の多様な協⼒者とともにめざす姿の実現に向
けて様々な実証研究を⾏うことで、先進的で
かつ実践的な⼈材育成・価値創造の場を創出。
【経済】エネルギー・資⾦・経済・情報が循環するまち
ツーリズムなど⾥⼭資源の魅⼒を活かすまち
【社会】ひとびとがいきいきと暮らす健康⻑寿のまち
移動の⾃由を楽しむまち
【環境】グリーンレジリエンスを活かした災害に強いまち
エネルギーを⾃律的に管理するゼロカーボンタウン
6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

地域エネルギー会社を通じ、地域内でのエネルギー・資⾦・経済・情報の好循環を⽬指す。
具体的には、可能な限り域内の再⽣可能エネルギー調達⽐率を⾼めることとし、新電⼒事
業で得た収益の⼀部は、交通、わかもの、防災等のまちづくり事業に投資する。また、地域
住⺠や多様なステークホルダーと連携のもと、ツーリズムやカーボンオフセットの制度化など⾥と
街の持続可能な交流・応援の仕組みづくりを強化し、新たな⼈の流れを創出する。さらに、
健康⻑寿の実現に向けては、⼤学連携のもと脳卒中や認知症等の疾病ならびに⽼年症
候群が減少することを⽬的に「家庭で⾎圧を測定し、⽇々記録すること」を推進する事業
『のせけん』等を推進する。
 官⺠連携の仕組・ポイント
エネルギー会社と連携し地域SDGs
活動を応援する仕組みをつくるとともに、
まちづくりのための⼈材と知恵の確保に
向けて、⾼校等と連携のもと若者が地域で
実践的な学びを得るための機会を提供し、
地域の魅⼒化やまちづくりにかかわった経験
を有する「わかもの」⼈材を2023年までに
累計で50⼈以上育成・輩出する。

地域内の資本に⽬を向け、エネルギー・資⾦・経済・情報の流れを変えることで、⾃律的なまちづくりを⽬指すことが基本的な考
え⽅であり、本事業における多くの⼿法や考え⽅は他地域への普及展開性は⾼い。また、様々な事業に取り組んだ実際のデー
タを記録、検証、⾒直すことで、他地域への普及展開はより⾼まると考える。

世界をつなぐSDGs推進都市ひめじの夢
兵庫県姫路市（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

兵庫県の南⻄部、瀬⼾内海に⾯した播磨平野のほぼ中央に位置し、森・⾥・川・海がつながる⽇本の縮図ともいえる美しく多様な⾃然
環境を持ち、各地域に伝わる祭りなど、貴重な歴史⽂化も有する。中でも、世界遺産・国宝姫路城は、⽇本が世界に誇るネームバリューと
集客⼒を備えた観光拠点として、まだまだ開発の可能性と、有効活⽤の余地がある。
ポストコロナ時代を⾒据え、まちが持続的発展を遂げ、都市の拠点性や⾃⽴した地域経済を維持するためには、この唯⼀無⼆の強みを
活かし、SDGsマインドを持って、地域で活躍できる⼈材を育成する仕組みづくりの構築が必要である。

2.全体計画の
概要

SDGs未来都市を推進することにより、世界遺産・国宝姫路城という強みを活かした国際交流事業を展開する。国内外にパートナーシップを構
築することで、姫路の若者を⾼い意識と広い視野を持ち、地域で活躍できる国際⼈材（＝グローカル⼈材）として育成する。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

４.2030年のあるべき姿
姫路市はSDGs未来都市を推進することにより、国際
⼈材（グローカル⼈材）を育成します。当市で郷⼟愛を
育み、脱炭素型のライフスタイルを⾝につけたSDGsマイン
ドを持つ若者が、姫路地域で活躍しつつ、海外と本国を
つなぐ「架け橋」となっている姿を⽬指す。
(経済)
世界に誇れる価値を⽣む地域産業の確⽴
(社会)
多様な主体が輝くまち
(環境)
環境にやさしいまち

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

■三側⾯をつなぐ統合的取組
【⾼校⽣等をターゲットとしたＳＤＧｓに基づく国際⼈材育成・定住促進事業】
１ 初等・中等教育段階における短期交流イベント
歴史・平和を学ぶ相互学習教育、交換留学⽣の受⼊等
２ ⾼校・⼤学・社会⼈における社会課題解決
⾼校⽣等による社会課題解決の検討
３ SDGs推進に係る定期的なイベント
フードドライブ活動交流イベント・ひめじ創⽣SDGsアワード等
経済 ・姫路城とヴァヴェル城の姉妹城提携に基づく持続可能能な観光客誘客事業
・ビジネス機会の研究・創出
・先端技術を活⽤した⽣産性の向上
社会 ・SDGsを題材とした⾼校⽣の国際交流事業
・⾼校⽣等がSDGsについて意⾒交換し提⾔するひめじ創⽣SDGsカフェ
・世界遺産等⽂化の調査研究
環境 ・ライフステージに応じた環境学習（ESD）の推進
・⾷品ロスを削減するフードドライブ事業の推進

播磨圏域の市町と連携し、圏域全体を活性化し、魅⼒を⾼める取組を⾏っていくとともに、姫路市が取り組む先導的な事業を播磨圏域
の市町に横展開できるよう努める。

⼈輝き 未来広がる ＳＤＧｓ⽥園協奏未来都市 にしわき
兵庫県⻄脇市（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

⻄脇市は、⼦午線・東経135度と北緯35度が交差する「⽇本列島の中⼼」、豊かな⾃然（市域の７割が⼭林）と適度な利
便性（⼤阪神⼾まで約１時間）が共存する⼈⼝約４万⼈の地⽅都市。戦後早く「播州織」の興隆とともに発展した「ものづく
り」のまちであるが、合併した旧⿊⽥庄町を中⼼に特⾊ある農産物（⿊⽥庄和⽜、⼭⽥錦（酒⽶）など）の⽣産も盛ん。⾼
品質な⼯業製品・農産物を産出しているが、ともに素材・原料の供給にとどまり、厳しい地域経済の中で、進学・就職期に若年
層が多数転出。少⼦⾼齢化が進⾏しており、特に農村地域の持続性確保が課題である。地域が有する豊かな⾃然や育んで
きた地域資源を⽣かして新たな価値を⽣み出し、地域への⼈の流れを創出することで、持続可能な社会を築いていく。

2.全体計画の
概要

豊かな⾃然環境や育んできた地域資源、それらを紡いできたコミュニティという強みを再認識し、多様なステークホルダーとの協
働・協⼒の下で、多⾃然地域が有する豊かさを保全するとともに、それを⽣かして新たな価値を創出することで、⾃然と暮らしが
調和した「⽥園協奏都市にしわき」を次代へと継承する。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

❶未来を切り拓ける⼦どもたちが育まれるまち
❷⽣涯にわたって誰もがいきいきと活躍し、輝けるまち
❸環境負荷が少なく⾃然と調和したコンパクトなまち
❹地域資源を⽣かした地域産業が育まれるまち

●にしわき循環型農業を核とした持続可能な農村環境創出プロジェクト（特徴的取組）
＜取組概要＞
地域ブランド⽜を起点とした循環
型農業・地産地消の取組を中⼼
に、産官学連携の下で、次のよう
な取組を統合的に進め、将来に
わたって豊かな農村環境を創出
する。
経済 農畜産物の⾼付加価値
化（6次産業化など）
社会 ⼈材誘致・育成（農業
⼈材の研修、農福連携など）
環境 負荷の低減（化学肥料
の削減、有機⼟壌化など）

また、農村地域においては、⾃然や地域資源を⽣か
した農業振興と、当該地域とかかわる⼈材の創出に
より、持続可能で豊かな農村環境の実現を⽬指す。

●ＳＤＧｓ推進事業者登録制度（仮称）
ＳＤＧｓの推進に意欲を持つ事業者・地域団体等を登録し、その活動内容を発信。上記
プロジェクトをはじめとした優良事例を共有することで、各団体の主体的な取組を促進する。

４.2030年のあるべき姿
2030年に向けた将来像「つながり はぐくみ 未来織り
なす 彩り豊かなまち にしわき」の実現を⽬指し、次の
４つのまちの姿を⽬指す。

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

戦後早く復興し労働者を受け⼊れてきた⻄脇市は、⼈⼝減少や少⼦⾼齢化などに早くから直⾯。⾃然や地域資源の有効活
⽤により新たな価値を創出し、地域の持続性を⾼めようとする取組は、今後同じ課題に直⾯する地⽅都市のモデルになり得る。

サスティナビリティ×イノベーションで「農村から真の持続可能なまち」を実現する
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⿃取県⿃取市（2021年度選定）

1.地域特性と
課題及び⽬標

⿃取市は⼈⼝185,000⼈の中核市で、⿃取砂丘、⼭陰海岸ジオパークや天然温泉など、豊かな⾃然と観光資源を有し、この⾃
然環境を背景とした農林⽔産資源として、「梨」「蟹」「和⽜」「ラッキョウ」など、数多くの⾷材が⽣み出されている。⿃取県東部の因幡
地域と兵庫県北但⻄部の但⾺地域で、連携中枢都市圏を形成しており、圏域⼀体で持続可能なまちづくりに取り組んでいる。
⼈⼝減少と少⼦⾼齢化の急速な進展により、⽣産年齢⼈⼝が減少し、⼈⼿不⾜、後継者の確保、集落機能の維持など、持続可
能な仕組みづくりが課題となっている。地域の特性を活かした再エネ資源を発掘し、地域経済の好循環を⽣み出すとともに、魅⼒ある
次世代農業を展開して、⼈と⼈が繋がる地域共⽣社会の実現に取り組んでいくことが必要である。

2.全体計画の
概要

⼈⼝減少が進む地⽅都市において、「環境保全」と「経済活性化」が両⽴した、持続可能な地域を創出するため、「⾷」と「エネル
ギー」の地産地消を達成する、⼈と⼈が繋がった農村モデルの構築を進める。産学官が⼗分に連携して、サスティナビリティとイノベー
ションを組み合わせることで、持続可能な真の農村モデルとして、本取り組みを広く普及させていくことを⽬標とする。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

４.2030年のあるべき姿
【環境】 地域の⾃然環境を活かしたエネルギーを創出
し、地域内で消費し、最終的には再エネのみで⽣活や
⽣産活動が可能になる、エネルギーの地産地消
100％が達成可能な体系が構築されている。
【経済】 農業を中⼼とした地域経済の拡⼤再⽣産の
循環を作り上げる、ICT及び各種データ分析を活⽤し
た、次世代の農業⽣産モデルが構築されている。
【社会】 積極的に地域外の⽅と交流し、学びあえる環
境を構築することで、新たなビジネスや付加価値の創
造に繋げていく交流・学習都市が構築されている。

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

【環境】 化⽯由来のエネルギーから、再⽣可能エネルギーへの電源切替普及活動を進めていく。
あわせて、新たな電⼒供給モデルとして、太陽光発電パネルのリサイクルによって⽣み出されるガ
ラス発泡材を活⽤した「微⽣物発電」の実証実験を進める。
【経済】 上記環境⾯の取組を活⽤した次世代農業の育成を進める。温泉熱を活⽤した農業
経営や、再エネ100％電⼒を活⽤したスマート農業など、まずはモデル的に⼿掛け、⾼い効果が
得られるかどうか、ビジネスとして継続できるかなどを検証する。
【社会】 上記環境⾯と経済⾯を掛け合わせて地域振興を進める本市独⾃の取組を「とっとりモ
デル」として、県外の⽅が体験して学ぶことができるラーニングワーケーションプログラムを創出する。

本市の「⾷」と「エネルギー」の地産地消に向けた取り組みは、広⼤な⾃然環境や農地などを活⽤したいと思う⼈材が協⼒してできあ
がるものであるが、本市以外の地域も同様の環境を有しているであろうことから、他地域への普及展開は⼗分に可能である。

豊かな⾃然と共⽣し、「ヒト」と「活動」が好循環するまち⻄条創⽣事業
愛媛県⻄条市（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

⻄条市は、愛媛県東部の道前平野に位置する⼈⼝約11万⼈の地⽅都市であり、北は瀬⼾内海に⾯し、南部には⻄⽇本最⾼峰の⽯
鎚⼭がそびえ⽴つ。全国的にも稀な被圧地下⽔の⾃噴地帯を形成し、鋼管を打ち込むだけで湧き出る⾃噴⽔は「うちぬき」と呼ばれ、飲料
⽔としての利⽤はもちろん、数々の利⽔産業の興隆を促してきた。また、四国屈指の産業都市として発展してきた⼀⽅、四国最⼤の経営
耕地⾯積を有する農業都市である。しかしながら、⼈⼝減少による産業⼈材不⾜や地域コミュニティの衰退、気候変動や森林荒廃による
地下⽔への影響など、「経済」「社会」「環境」の三側⾯からの課題が⼭積している中、ボトルネックである⼈材不⾜を解消するため、移住者
や関係⼈⼝を受け⼊れて市⺠とのマッチングを図り、「ヒト」と「活動」が好循環する仕組みの確⽴を⽬指す。

2.全体計画の
概要

豊かな⾃然に恵まれてきた本市は深刻な危機に直⾯している。⼈⼝減少が加速化する中、これらの直⾯する課題を解決していくためには、多く
の活動⼈⼝の存在（ヒト）と⾃発的な取組（活動）が好循環する仕組みが必要である。そこで、本市では、「LOVESAIJOポイント制度」と全
国初の市⺠総参加によってトレードオフの解消を図る「SDGsingメーター」のもと、三側⾯からの⾝近な活動が持続可能な地域社会の実現に繋
がり、ひいては世界全体の持続可能な発展に繋がることを実感することができるまちづくりを推進する。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

４.2030年のあるべき姿
【経済】移住者に対する「移住フルサポート機能」、企業
の採⽤⼒強化等を図る「まちの⼈事機能」、関係⼈⼝が
企業・NPO等と連携して活躍の場を創出する「産業イノ
ベーション機能」を⼀元集約化し、チャレンジを応援するま
ちづくりの実現を⽬指す。
【社会】地域の特性に応じて地域住⺠が主体的に取り組
み、⾃ら課題を解決する地域⾃治の実現と協働のまちづ
くりの実現を⽬指す。
【環境】企業や市⺠団体と連携し、森林の多⾯的機能
を維持・発展させていくための森林整備を積極的に推進
するとともに、広⼤な森林⾯積を有する本市の特性を活
かしたカーボンニュートラルの実現を⽬指す。

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

〇LOVESAIJOポイント循環促進及びSDGsingメーター開発
SDGsの達成に向けた各種活
動とLOVESAIJOポイントを連
携して「ヒト」と「活動」の⾃律的
好循環を促すとともに、全国初
の市⺠総参加でトレードオフの
解消を図る「SDGsingメーター」
を開発し、活動の参加者が⾃発
的に取り組む⾝近な活動が、
持続可能な⻄条市の実現に
繋がることのみならず、より良い
社会の実現に繋がっていることを
実感する仕組みを確⽴する。
〇⻄条市SDGs推進認定団体制度の創設（⻄条市SDGs推進協議会の創設）
企業・店舗・団体等が主体的に取組に参画して積極的に運⽤に関わることができるよう、「（仮
称）⻄条市SDGs推進協議会」を創設する。また、「（仮称）⻄条市SDGs推進協議会」におい
て、「⻄条市推進認定団体」制度を創設し、LOVESAIJOポイント制度との相乗効果を図りながら、
企業・店舗・団体等による地域社会を変⾰するための⾃発的取組を促す仕組みを確⽴する。

本市が開発する「SDGsingメーター」は、市⺠総参加によってトレードオフを解消を⽬指す全国初の仕組みとなることから、今後、導⼊を
希望する⾃治体において更なる成果の⽔平展開が可能となるよう、サービスの標準化を図りたい。

合⾔葉は３つの“つ” ︕「つどう・つながる・つづける」 〜⾃然を⽣かし、⼈をつなぎ、⾃⽴発展し続けるまち菊池〜
熊本県菊池市（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

【地域特性】
⼈⼝︓2000年︓52,636⼈ ⇒ 2020年︓47,888⼈ ⇒ 2030年(推計)︓約41,500⼈
農業︓⽶、メロン、畜産等をはじめとする農業産出額全国14位 (畜産(⾁⽤⽜)︓全国4位) 2018年度
観光︓菊池⼀族(平安〜室町︓九州平定)をはじめとした歴史・⽂化、菊池渓⾕、菊池温泉...etc
【主な課題】観光客の確保、稼げる農業モデルの構築、地域資源の有効活⽤、域外流出の抑制、交通利便性の向上、
カーボンニュートラルの実現に向けた⼟壌づくり及び取組の推進
【⽬標】⾥⼭資源を⽣かし、ヒトやモノがつながり、⾃⽴発展し続けるまち

2.全体計画の
概要

⾥⼭の恵みに⼈々が集い、農家・ITベンチャー・学術機関などの様々な⼈同⼠が繋がることを通じて、カーボンニュートラルや地
域の活性化を実現する。そこに新たな地⽅ビジネスや多分野の⼈の交流が⽣まれ、さらにこれが相互に循環することで、⾃⽴的
なまちとしての発展を続ける。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

４.2030年のあるべき姿
① 新たな発⾒やアイデアが⽣まれるよう、様々なヒ
トが域内外からつどい、皆で意⾒や知恵を出し合え
る⼟壌が整っており、
② 新たな価値の創出や地域の活性化へとつながる
よう、例えば、市⺠と来訪者、観光と農業、⾥⼭と
都市といったように、集った⼈々や本市ならではの⾥
⼭資源など、様々なヒトやモノをつなぐことで相乗効
果が⽣まれる仕組みがあり、さらに、
③ これらのつどう・つなげるというアクションが⼀過性
のものではなく、将来に向けて持続していく、
「⾥⼭資源を⽣かし、ヒトやモノがつながり、⾃⽴発
展し続けるまち」の実現を⽬指す。
6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

【特に注⼒する先導的取組の概要】テレワーカーを新規ターゲットとし、快適なオフィス環境と菊池な
らではのコト消費を提供することで誘引を図り、継続的に菊池ファンとして定着させ、地域資源との相
互作⽤による好循環を創出することで、経済の再興、市⺠・来訪者の最幸、⾥⼭の彩興を果たすと
ともに、持続可能な魅⼒あふれる“Saiko︕”のまちを実現する。
(主な取組)
◆【経済⾯の取組】
⾥⼭テレワークの推進、等
◆【社会⾯の取組】
テレワーカーへの健康プログラ
ムの提供、等
◆【環境⾯の取組】
カーボンニュートラルの実現に
向けた取組の推進、等

本市と類似の課題を抱える他の地域において、地域資源、⼈⼝等の地域の規模や特性の違いがあることを考慮しても、その地
域ならではの資源を活⽤したり、市⺠⼒を⽣かしたりすることによって、⼗分に導⼊・応⽤が可能な取組である。また、域内外の
様々なターゲットに対し効果的な情報発信を進めることで、他の地域へ普及展開を図る。

有機農業で持続可能なまちづくり
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熊本県⼭都町（2021年度選定）

1.地域特性と
課題及び⽬標

⼭都町は九州の中央（九州のへそ）に位置し、町の⾯積は544.67㎢に及び県内の⾃治体で３番⽬に広い⾯積を有し、総⾯積の
72％を⼭林が占める中⼭間農⼭村地域である。本町の基幹産業である農林業においては、昭和40年代から環境保全型・地域循環型
農業は基より有機農法に先進的に取り組んでおり、現在では有機JAS認証登録事業者数は⽇本⼀を誇るまでとなった。⼀⽅、町の⼈⼝
は1955年の43,098⼈をピークに減少が続いており、現在では13,521⼈（2020年国勢調査速報値）、⾼齢化率51.2％と県下⼀と
なっている。そのため、地域の担い⼿や農業後継者が不⾜し、耕作放棄地の増加へと影響を与えている。しかし、近年では新規就農を⽬
指す移住者も増えており、就農定着に向けた⼈材育成や、有機的な暮らし（⼭都ブランド）の確⽴により、町への関わりを持つ⼈々を増
やしながら、持続可能な⼭の都を⽬指します。

2.全体計画の
概要

豊かな⾃然や美しい農村⾵景を守りながら環境に配慮した有機農業を拡⼤し、⼭の都での有機的な暮らしを地域内外に情報発信するこ
とにより、町にも関わりをもつ⼈々を増やす。併せて先⼈の知恵を後世へと継承する学びの循環や、研修制度等の⼈材育成により町（地
域）の担い⼿へと繋ぐ。経済・社会・環境を有機農業を核として域内外の関係者によるプラットフォームによって循環させ、町⺠や関係⼈⼝
を巻き込みながら持続可能な⼭の都を⽬指す。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組
〜有機農業を核とした有機的な繋がりが広がる町の実現〜

４.2030年のあるべき姿
⼭都町総合計画では「輝く‼みんなでつくる『⼭の
都』のものがたり」を町の将来像に掲げ、町⺠⼀⼈
ひとりが⼭都町の⼈・⾷・技に磨きをかけ、将来に
継承することにより、持続可能な『⼭の都』の実現
を⽬指す。
１．求められる⽥舎（ふるさと）へ「⼭の都ブラン
ド」の確⽴
２．安⼼安全な『⾷』の地産地売
３．⽥園回帰から町の担い⼿へ
４．豊かな⾃然・美しい農村景観、伝統⽂化を
次世代へ

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

有機農業の拡⼤・推進
経
安全な⾷の安定供給
済
①スマート有機農業の実証
②販路拡⼤事業
③地産地売システムの構築
④くまもとグリーン農業推進
宣⾔の活動普及

安⼼安全な「⾷」の学び
社
⾼齢者が元気で活躍できる社会の
会
実現
①新規就農者定着に向けた町内研修体
制の確⽴
②⼦どもたちへの農⼭村体験
③世代間交流
④住環境整備

⽥園回帰をつなぐ
環
美しい農村景観の次世代継承
境
①エコライフ⽀援事業
②家畜のふん尿を活⽤したバイオ
ガス発電の導⼊
③⽵林整備による農地復元、⽵資
源（⽵粉）を活⽤した⼟壌改善

●⾃治体SDGsモデル事業（三側⾯をつなぐ統合的取組）

①．⾷のブランド化
町内⼩中学校給⾷における有機農産物の提供回数増加、町内飲⾷店
での地元産物を使⽤したメニュー提供、国産ジビエ認証取得
②．農作業をプロセスで体験
体験型農業を通して、⽣産者と消費者の交流、交流⼈⼝の拡⼤や移住
へとつなげる。
③．⼈材育成
新規就農研修体制確⽴、「⼭都経営塾」による地域担い⼿の育成
④．⽣ごみを活⽤した堆肥⽣成
家庭⽣ごみを堆肥へと循環させることで、消費者と⽣産者をつなぐ。
⑤．⽣産者を核としたプラットフォームの形成
有機農業を核とした関係者間の⽬指す姿を⼀つにし、⽬標達成のための協⼒体制となるプラットフォームを整備する。

本事業は本町の魅⼒の⼀つである『有機農業』を核として関係⼈⼝を増やし、町を⽀える⼈材を確保するものであり、他の地域のモデル的
取り組みとなると考える。

誰⼀⼈取り残さない持続可能な「沖縄らしさ」の実現〜SDGs推進による沖縄の継承と変⾰への挑戦〜
沖縄県（2021年度選定）
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1.地域特性と
課題及び⽬標

沖縄県は、⽇本の国⼟総⾯積に匹敵する広⼤な海域に160の島々が点在しており、独⾃の歴史・⾵⼟の中で育まれてきた⼈々を惹き
つける魅⼒「ソフトパワー」を有している。 沖縄県の総⼈⼝は、合計特殊出⽣率・出⽣率ともに全国１位だが、増加推移してきた⼈⼝は
2030年前後をピークに減少に転じると予測されている。
基幹産業である観光業を始め、県内産業における経済・社会・環境の三側⾯が調和した成⻑や⾼付加価値化等による県⺠所得・労
働⽣産性の向上が急務である。そのため、地域特性を踏まえたSDGsの推進により、⼦どもの貧困対策、脱炭素社会を⽬指したエネルギー
の利⽤転換などの様々な地域課題の解決に取り組むことが重要である。

2.全体計画の
概要

「沖縄らしいSDGs」の実現に向け、バックキャスティングで策定した沖縄２１世紀ビジョンの県⺠が⽬指す将来像と重なる、残すべき「沖縄らしさ」
（継承）と変えていく沖縄（変⾰）を包含した沖縄の挑戦を⽰す計画である。本計画で、様々なステークホルダー間の強⼒かつ柔軟な連携体
制を新たに構築し、経済・社会・環境の三側⾯の調和・循環を促す取組を展開することで、持続可能な「沖縄らしさ」の実現を⽬指す。

３.関連するゴール

５.⾃治体SDGs推進等に向けた取組

４.2030年のあるべき姿
基本理念「平和を求めて時代を切り拓き、世界と交流
し、ともに⽀えあい誰⼀⼈取り残さない持続可能な『美ら
島』おきなわの実現」に向けて、三側⾯のあるべき姿を⽬
指す。
【経済】強くしなやかな⾃⽴型経済の構築と沖縄ブランド
の確⽴
【社会】沖縄の精神⽂化を継承し、誰もが地域への誇り
と夢・⽬標をもてる社会づくり
【環境】「美ら海」沖縄らしい島しょ型エネルギー社会の実
現による環境・⽣態系保護

6.他地域への展
開⾒込（普及効果）

多くの離島で構成されている地理的特性を有し、国内外から多くの観光客が訪れる沖縄県の地域課題は、他の島しょ地域や観光を主産
業とする地域に共通することから、本計画に基づく取組の成果を発信することで他地域への普及展開が⾒込める。

⽬次

１．SDGs未来都市等⼀覧
２．SDGs未来都市等取組概要キーワード⼀覧
３．平成30年度SDGs未来都市 取組事例
４．令和元年度SDGs未来都市 取組事例
５．令和２年度SDGs未来都市 取組事例
６．令和３年度SDGs未来都市 取組事例
７．平成30年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
８．令和元年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
９．令和２年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
10．令和３年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例

平成30年度⾃治体SDGｓモデル事業①
北海道ニセコ町
•
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NISEKO⽣活・モデル地区構築事業

SDGｓの理念を踏まえた「NISEKO⽣活・モデル地区形成事業」を通じて、地域経済の活性化に資する環境配慮
型住宅群建設、⼈⼝増加に伴う住宅不⾜の解消、ヒートショックの予防とエネルギーコストの削減、地域運営組織
などによる活発な⾃治活動などを進め、ニセコのブランド価値を⾼める。
＜取組課題＞
安⼼して住み続けられる
地域コミュニティの形成

＜取組課題＞
地域経済循環と
「稼ぐ⼒」の強化

社会

経済
観光産業
創業
インフラ

●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

住まい
交通
市⺠参加

●集合住宅建設時の固定資産税減免
●ローカルスマート交通の構築
●情報共有と住⺠参加のまちづくり

三側⾯をつなぐ統合的取組

NISEKO⽣活・モデル地区構築事業

まちづくり町⺠講座
地域経済循環図（稼ぐ⼒の分析）

＜取組課題＞
省エネ、再エネ導⼊の
促進、資源循環
地域エネルギー

地域資源を活⽤した地域熱供給
（ニセコ駅前）

環境配慮

環境

●JRニセコ駅前への⾯的地域熱供給
の導⼊
●環境に配慮した個別・集合住宅の
建設促進
●環境配慮型象徴的新庁舎の建設

• 町の市街地に「NISEKO⽣活」を体現する⽣活空間で
ある約9haのモデル地区を形成
• SDGｓの理念を踏まえた、景観に配慮した⾼気密・⾼
断熱住宅、多様な年齢・所得構成、活発な⾃治活動が
担保されたモデル地区の形成を⽬指す

平成30年度⾃治体SDGｓモデル事業②
北海道下川町
•
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SDGｓパートナーシップによる良質な暮らし創造実践事業

ICTやIoTを活⽤した伐採・造林から加⼯流通林業のシームレス産業化、健康省エネ住宅の主流化、除雪体制や
災害対応、森林バイオマスを中⼼とした再⽣可能エネルギーの利⽤拡⼤等の事業について、SDGｓパートナーシッ
プセンターを構築・活⽤し、各側⾯における相乗効果を発揮しながら推進する。
＜取組課題＞
⼈材育成と先端技術導⼊による
収益向上と地消地産の循環型経済

＜取組課題＞
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

社会

経済
循環型経済
⼈材確保、
⽣産性

●林業の川上〜川下のシームレス産業化
●農産物の地域循環型流通
●地域内経済循環を促すポイントシステム導⼊
●多様な⼈材登⽤、⽣産効率向上に向けた
先端技術導⼊実証

住まい
安⼼・安⼼
⼈材育成

●居住環境計画、健康省エネ住宅の推進
●医療介護福祉連携強化、⼦育て⽀援
●除雪システム⾼効率化、レジリエンス強化
●未来⼈材育成、町⺠参加推進

三側⾯をつなぐ統合的取組
①都市と地域のためのSDGｓパートナーシップ拠点
構築
②地域内外の多様な主体とのパートナーシップによ
るＳＤＧｓプロジェクト実践
林業のシームレス産業化

＜取組課題＞
森林バイオマスを中⼼と
した脱炭素社会
脱炭素
⼀の橋バイオビレッジ

ゼロエミッション

環境

●森林バイオマス利⽤拡⼤
●⼀の橋バイオビレッジ脱炭素コミュニティ
●省エネ家電レンタルシステム構築
●ゼロエミッションとエシカル消費促進

平成30年度⾃治体SDGｓモデル事業③
神奈川県
•
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SDGｓ社会的インパクト評価実証プロジェクト

「いのち輝く神奈川」の実現を⽬指して、健康寿命の延伸に向けた未病産業の創出やデータヘルスの推進、新たな
エネルギー体系の構築に向けたZEH、FCVの導⼊促進を進めるとともに、これらの取組への⺠間投資の促進に向け
たSDGｓ社会的インパクト評価システムを構築し、モデル地区において実証事業を⾏う。
＜取組課題＞
持続可能な超⾼齢社会の創造

＜取組課題＞
持続的に経済のエンジンを回す

社会

経済
未病産業
ベンチャー
⽀援
エネルギー
産業

●ME-BYO BRAND制度
●未病産業市場拡⼤プロジェクト等の推進
●最先端医療関連ベンチャー企業⽀援
マイME-BYOカルテ
●ヘルスケア・ニューフロンティア・ファンド
●スマートエネルギー関連製品等
三側⾯をつなぐ統合的取組
の開発促進
SDGｓ社会的インパクト評価
実証プロジェクト

ME-BYO BRAND

＜取組課題＞
新しいエネルギー
体系の構築
再⽣可能
エネルギー
省エネ・技術
温暖化対策

データ活⽤
市⺠参加

●マイME-BYOカルテの活⽤
●未病指標の構築・活⽤
●神奈川ME-BYOリビングラボ推進
●ME-BYOハウスラボ推進

取組の社会的インパクトをSDGｓの観点から⾒
える化し、SDGｓに取り組む事業者と資⾦供給者
を結びつけ、ESG投資等の呼込みを図る。

環境

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

SDGｓ社会的インパクト
評価システムの構築
取組事業者

資⾦供給者
実証・展
開

• Fujisawa サスティナブル・スマートタウンにおけ
る「多世代連携によるコミュニティ機能の強化」
• 県内市町村への成果の共有・展開

平成30年度⾃治体SDGｓモデル事業④
神奈川県横浜市
•
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“連携”による横浜型「⼤都市モデル」創出事業

環境・社会・経済⾯の課題解決に向けたモデル事業の推進のため、横浜スマート・グローバル・パートナーシップ事業
（仮称）を通じ、ステークホルダー間の交流を深化させ、取組間の連携を図り、住⺠・事業所などの「市⺠⼒」を最
⼤限発揮できる仕組みを構築する。
＜取組課題＞
郊外部の再⽣・多様な⼈が
活躍する社会の実現

＜取組課題＞
都⼼部の活⼒創出・スマートで国際
競争⼒のあるみなとの実現

社会

経済
都⼼部
みなと

●成⻑と活⼒を⽣み出す都⼼部の実現
●国際競争⼒の強化と市⺠⽣活を豊かに
する総合港湾づくり

住まい
「住みたい」「住み続けた
い」と思える郊外部の実現

三側⾯をつなぐ統合的取組

横浜スマート･グローバル･
パートナーシップ事業(仮称)

総合港湾づくり

環境
＜取組課題＞
⾃然環境を活かしたまちづくり・
脱炭素化の推進
花と緑

豊かな⾃然環境と暮らしが共存する都市づくり

循環型社会

⼈づくり

●｢住みたい」「住み続けたい」
と思える郊外部の実現
●未来を創る多様な⼈づくり

●豊かな⾃然環境と暮らしが
共存する都市づくり
●低炭素・循環型社会の構築

• 産学官や市⺠が交流・連携し、各取組の相乗効
果を⾼める拠点として「SDGｓデザインセンター
（仮称）」を創設する。
• 課題解決の知⾒・技術の共有・実践や、グローバ
ル⼈材育成、国内外への情報発信等をおこなう。

平成30年度⾃治体SDGｓモデル事業⑤
持続可能な都市経営「SDGｓ未来都市かまくら」の創造

神奈川県鎌倉市
•
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市の総合計画について、SDGｓの理念を掲げ、市⺠参画やEBPMにより改定する。実⾏に当たっては、計画の推
進に寄与する取組リスト化や取組に対する特典還元により、実効性を担保する。また、先⾏モデルとして歴史的建
造物を改修し、働く・交流・歴史と⽂化を継承する場として、情報発信する。
＜取組課題＞
「働くまち鎌倉」「住みたい・
住み続けたいまち鎌倉」の実現

＜取組課題＞
市⺠⾃治の推進・共⽣社会の
実現・⻑寿社会のまちづくり

経済
雇⽤創出
住まい⽅/
働き⽅

社会

●イノベーションを⽣む新しい交流拠点整備
●新しいライフ・ワークスタイルの提案

市⺠⾃治

（東京への通勤といった画⼀的なスタイルから脱却し、
職住近接のまちをつくる）

●公的不動産の利活⽤による
企業誘致

鎌倉リビングラボ

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

環境

まちの社員⾷堂

＜取組課題＞
⾃然・歴史・⽂化の継承
市⺠の安全な⽣活基盤づくり

まちの社員寮（近⽇オープン）
連携・共創
交通

●市⺠・NPO・来訪者・企業との共
創による環境(景観)活動の推進
●鎌倉ロードプライシング推進
（渋滞対策）

モデルプロジェクトを⾏う古⺠家（旧村上邸）

健康⻑寿

●鎌倉リビングラボの全市展開
●(仮)市⺠活動推進条例の策定
●⻑寿社会のまちづくり
●鎌倉版地域包括ケアの構築

• 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を⽬指す。
• 総合計画に⾃治体SDGｓを導⼊するとともに、
実現に向けた新たな仕組みと先⾏モデルプロ
ジェクトを推進する。
①総合計画に⾃治体SDGｓ導⼊
②計画を実現するための新たな仕組みづくり
・EBPM推進
・SIBの試⾏
・地域資産の設定・可視化
・鎌倉リビングラボ
③先⾏モデルプロジェクト
（古⺠家を活⽤したSDGｓショーケース）

平成30年度⾃治体SDGｓモデル事業⑥
富山県富山市
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LRTネットワークと⾃⽴分散型エネルギーマネジメントの融合
によるコンパクトシティの深化

持続可能な地域公共交通網の形成や、⾃⽴分散型エネルギーインフラ・ネットワークとの融合を図ることにより、都市レ
ジリエンスを強化し、コンパクトシティの深化・充実を⽬指す。さらに、コンパクトシティ戦略の推進による成果として拡⼤す
る⾼齢者等の外出・交流機会を活⽤し、IoT技術を利⽤した歩⾏補助⾞の整備や、地域包括ケアシステムの構築等
により、すべての世代の健康・安⼼な⽣活の実現を図る、ヘルシー＆スマートシティの形成に取り組む。
＜取組課題＞
持続的な付加価値の創造

＜取組課題＞
技術・社会イノベーションの創出

社会

経済
産業
再⽣可能
エネルギー

まちづくり

●えごま６次産業化推進
●農⼭村低炭素化モデルの構築

交通

（再⽣可能エネルギーを活⽤した
⾼付加価値作物の栽培実証）

福祉

●富⼭駅周辺地区まちづくり
●LRTネットワーク形成
●交通空間賑わい創出
●健康⻑寿コンシェルジュ・サービスの推進 等

三側⾯をつなぐ統合的取組

LRTネットワークと
⾃⽴分散型エネルギーマネジメントの
融合によるコンパクトシティの深化
えごま関連商品

＜取組課題＞
低炭素・
エネルギー効率の改善
エネルギー
環境教育
⾃然体験

植樹体験

環境

●⽊質バイオマス利⽤計画策定
●未来に繋ぐ⼩学⽣植樹体験
●呉⽻丘陵・フットパス検討

交通空間賑わい創出

LRTネットワーク等の公共交通活性化施策に加え、地域
資源の地産地消を達成する⾃⽴分散型エネルギーインフ
ラ・ネットワークと組み合わせることにより、コンパクトシティを
深化させ、持続可能な付加価値創造都市を⽬指す。

LRTネットワーク

⾃⽴分散型エネルギー IoT活⽤によるヘルシー
インフラ・ネットワーク
＆スマートシティ

コンパクトシティ戦略による「健康」「QOL」「低炭素」「防災」等
の付加価値検証と国際展開の推進

平成30年度⾃治体SDGｓモデル事業⑦
岡山県真庭市
•
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永続的発展に向けた地⽅分散モデル事業

中⼭間地域における地⽅分散型のモデル地域を⽬指し、⼈⼝減少の抑制と年齢構成の偏在の解消に向け、既に
効果が発現している地域エネルギー100％に向けた取組を強化。地域資源を活⽤したＣＬＴ等の⽊材需要拡⼤、
バイオ液肥を活⽤した農業推進、独⾃の観光事業の促進など循環型の「回る経済」を確⽴する。
＜取組課題＞
環境に配慮した経済活動を⾏うことの
できる⼈材育成

＜取組課題＞
地域資源を活⽤した
「回る経済」の確⽴

社会

経済
⽊質資源
農業
観光

●⽊質バイオマス発電の推進
●CLT活⽤等⽊材需要の拡⼤
●資源循環・環境保全型農業の推進
●観光地域づくり

⼈材育成
普及啓発

●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
●資源の分別の推進

三側⾯をつなぐ統合的取組

永続的発展に向けた
地⽅分散モデル事業

環境

CLTを活⽤したホテル

• エネルギー⾃給率100％達成や地産地消により
お⾦が市内で循環する「回る経済」を確⽴する。
• 観光DMOと連携した⾃転⾞のまちづくりなどの
「⾏ってみたくなる・住んでみたくなるまちづくり事業」
等を通じて、若者、関係⼈⼝、移住者を増やし、
⼈⼝減少や地域経済衰退の負の連鎖を断ち切る
「永続的発展」のモデルを構築する。
⾃治体モデル事業

＜取組課題＞
地域エネルギー⾃給率100%、
⽊質資源活⽤によるCO2排出量削減
地域エネルギー

バイオ液肥・バイオガス実証プラント

●持続可能な森林づくり
●⽣ごみ資源化
●マイクロ・⼩⽔⼒発電の推進

ー市⺠・産学官⾦の参画ー
【京都⼤学
広井教授連携】
AI予測に基づく
地⽅分散型
モデル実現

⽊を使いきる真庭事業
有機廃棄物資源化事業
⾏ってみたくなる・住んでみたくな
るまちづくり事業

未 来 を 担 う ⼈ づく り 事 業
【岡⼭⼤学連携】
・総合⼤学の知⾒・助⾔
・経済、環境等の学習機会創出
・カナダUBC⼤学⽣ 受⼊れ

【岡⼭市連携】
旭川の環境保全
ＥＳＤ
(環境学習)

平成30年度⾃治体SDGｓモデル事業⑧
福岡県北九州市
•
•
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地域エネルギー次世代モデル事業

エネルギーを核としつつ、技術⼒・市⺠⼒を活かした課題解決事業を展開し、国内外へ普及展開する。
具体的には、低炭素エネルギーの振興や環境産業の活性化、⼥性や⾼齢者・障害者の活躍、エネルギー・リサイク
ル産業の技術向上と海外展開等を進める。
＜取組課題＞
⼈⼝減少・超⾼齢化の対応、
⽣涯活躍社会の実現

＜取組課題＞
持続可能な産業の振興

社会

経済
エネルギー
先端技術
環境産業

ダイバーシティ

●地域エネルギー拠点化の推進
●ロボットやＡＩを活⽤した⽣産性向上
●⼀次産業や環境関連産業の活性化
北九州エコタウン

安全
コミュニティ

●⼥性や⾼齢者・障害者等の活躍
●安⼼で災害に強いまちづくり
●市⺠活動の場の提供（ＥＳＤ等）

三側⾯をつなぐ統合的取組

地域エネルギー次世代モデル事業
市⺠交流会の開催（ESDステーション）

環境

環境関連産業の活性化

＜取組課題＞
気候変動への対応、
資源効率の向上
資源循環
エネルギーや資源の地域循環

国際展開
⾃然・共⽣

●エネルギーや資源の地域循環
●環境国際協⼒・ビジネスの推進
●⾥⼭等の⾃然保全

• 地域エネルギー・SDGｓ戦略策定を核としつつ、SDG
ｓ⼈材育成やSDGｓ⾒える化拠点整備、SDGｓ国
際プラットフォーム・ネットワークの構築を推進。
• これらの事業の組み合わせにより、「持続可能な産業振
興」、「⼈⼝減少・超⾼齢化の対応、⽣涯活躍社会の
実現」、「気候変動対応・資源効率の向上」を実現。

平成30年度⾃治体SDGｓモデル事業⑨

Industry4.0を駆使したスマート６次産業化モデル構築事業

長崎県壱岐市
•
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農業のスマート化、市⺠社会への先進技術導⼊を⽬指し、IoT及びAIを実装する。これにより農業の収益性を⾼
め、UIターン者等の増加につなげる。また、島内でのIoT⼈材の育成を図り、雇⽤を拡⼤するとともに、島内外間の
コミュニケーション環境を強化し、環境に寄与する⾏動の啓蒙を⾏う。
＜取組課題＞
1次産業のIndustry4.0
による垂直統合

＜取組課題＞
新たな交流環境の実現

社会

経済
農業
雇⽤創出
地産地消

●６次産業システム管理を⾏う⼈材育成
●IoT運⽤業務による新たな雇⽤の創出
●市⺠共創の「みらい創り対話会」の開催

⼈材育成、
雇⽤創出

●収穫量の全データ化、⽣産⼯程の体系化
●出荷場等への⾃動運転による輸送
●新規取引先の開拓、企業誘致
●地産地消ＥＣマーケットの確⽴

市⺠参加

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

環境
アスパラ栽培のスマート化

イノベーション
プログラムの写
真をご提供くだ
さい。
イノベーションプログラム

＜取組課題＞
環境ナッジの実施
⼈材育成
環境教育

●島外⼤学⽣および島内⾼校⽣
によるイノベーションプログラム実施
●環境への理解促進につながる
イベント実施 等

壱岐なみらい創りプロジェクト

• 多様なステークホルダーからなる「壱岐なSociety5.0活
動推進事務局」を設置し、農業のスマート化を図る。
• 取組を通じて、IoT⼈材の育成や先進技術の市⺠⽣
活・環境改善への応⽤を進め、持続可能な地域循環モ
デルを構築する。
Indsutry4.0を駆使したスマート6次産業化モデル構築
(1) スマート農業
生産・収穫

(5) 生産量の可視化による
新規卸先企業の誘致

ECサイトによる地産地消

需要拡大

１次産業
輸送

(2) 市内自動輸送
(6) IoT人材教育プログラム
(7) IoT人材外部獲得

(4) 地産地消
ＥＣマーケット

２次産業

３次産業

生産工程の可視化・分析

(3) ものづくりの視える化
(8) 国内外PRおよび
普及活動

(9) みらい創りプロジェクト
(10) 環境ナッジ

平成30年度⾃治体SDGｓモデル事業⑩
熊本県小国町
•
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地熱をはじめとするエネルギー研究・交流拠点づくり

地域資源を活かし、町主体の公正を担保した開発計画による地熱資源の有効活⽤や、未利⽤熱⽔を活⽤したバ
イナリー発電の利⽤拡⼤検討、持続可能な公共交通確保のためのカーシェアリング導⼊検討などの三側⾯の取組
を進める。更に、パートナーシップの強化や地域における⾃⽴的・持続的な経済活動構築のため、産学官⺠による
交流・研究拠点を⽬指し、体制・施設の整備を⾏う。
＜取組課題＞
交流⼈⼝の拡⼤、
地域内コミュニティの維持

＜取組課題＞
地域資源の利活⽤

社会

経済
地熱資源
森林資源

●地熱資源の多⾯的活⽤
●森林資源の有効活⽤及び⾼付加価値化

公正
交通

●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

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
地熱発電所
（地域住⺠による合同会社が運営）

環境
＜取組課題＞
町内が⼀体となった
低炭素⾏動の実現
エネルギー

温泉旅館の源泉を活⽤した
バイナリ―発電所

低炭素
市⺠参加

●⽊質バイオマスボイラー設備導⼊、
未利⽤資源を活⽤した発電推進
●低炭素型森林経営のさらなる推進
●コミュニティ活動によるエコ推進

乗合タクシー（EV⾞）

• 地熱や森林という地域資源を活かした循環型の社会
と産業づくりを⽬指す。
• 資源活⽤に向けた産学官⺠による交流・研究拠点と
しての体制及び拠点施設を整備し、地熱と森林資源
活⽤に関する調査研究、産学官⺠の交流プログラム、
専⾨⼈材育成等を推進する。

⽬次

１．SDGs未来都市等⼀覧
２．SDGs未来都市等取組概要キーワード⼀覧
３．平成30年度SDGs未来都市 取組事例
４．令和元年度SDGs未来都市 取組事例
５．令和２年度SDGs未来都市 取組事例
６．令和３年度SDGs未来都市 取組事例
７．平成30年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
８．令和元年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
９．令和２年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
10．令和３年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例

令和元年度⾃治体SDGｓモデル事業①
福島県郡山市
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SDGｓ 体感未来都市 こおりやま

「健康」をキーワードに「経済」、「社会」、「環境」において、持続可能なまちづくりに向けた先導的取組を実施。
オープンデータを活⽤した広域医療等の分析（EBPM）及びICTを活⽤した健康寿命延伸対策（EBM）を進めることで
医療・健康産業の集積、健康寿命延伸・医療費抑制、環境負荷の少ない快適な⽣活環境の確保等を進める。
＜取組課題＞
医療・健康産業の集積・振興
〜医⼯連携を核とした先進産業都市〜

＜取組課題＞
健康寿命の延伸、医療費の抑制
〜みんなが健康、みんなが担い⼿〜

社会

経済
三側⾯をつなぐ統合的取組

 産業イノベーション事業（産官学
産業

⾦労⾔⼠の連携コーディネート、
医⼯連携事業化コンサルティング）

 多彩な市⺠とともに歩む新たな農
農業

業プロジェクト事業
（アグリテック、農福連携）

「知の結節点」こおりやま
「全世代健康都市圏」創造事業
オープンデータを活⽤した健康づくり・
⽣活習慣病予防対策、広域医療
の分析（EBPM）

「全世代健康都市圏」
の創造

推進
医療・健康

 産医官連携によるがん検診の受診
促進、糖尿病対策
 簡易型⾃記式⾷事歴法質問票に
よる実態調査・分析

スポーツ

 科学的知⾒に基づき、プロが指導す
るスポーツを通じた健康づくり

「知の結節点」として
「こおりやま広域圏」に
拡⼤

環境

ふくしま医療機器開発⽀援センター

温暖化対策
エネルギー
環境学習
国⽴環境研究所福島⽀部

ICT を活⽤した科学的根拠に基づく
保健指導による健康寿命延伸対策
の推進（EBM）

 保健所と地域が⼀体となった健康

産総研 福島再⽣可能
エネルギー研究所

 地球温暖化対策事業
 エネルギー地産地消推進事業
 既存施設を活⽤した体感型環境
学習施設の充実

＜取組課題＞
環境負荷の少ない快適な⽣活環境の確保
〜良好な環境は成⻑・発展の源泉〜

令和元年度⾃治体SDGｓモデル事業②
神奈川県小田原市
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⼈と⼈とのつながりによる「いのちを守り育てる地域⾃給圏」の創造

恵まれた⾃然環境、地勢条件、歴史的に育まれてきた技や⼈、地域の絆などの社会的資源を強みとし、「おだわら市
⺠学校」によるひとづくりやつながりの強化を中核に、ポイント循環による「つながりの⾒える化」、Society5.0の実証研
究を通じて、「いのちを守り育てる地域⾃給圏」を創造し、豊かで、安全で、持続可能な暮らしを実現する。
＜取組課題＞
⼀次産業の基盤強化と暮らしへの定着
観光(交流)による地域活性化

＜取組課題＞
地域コミュニティ組織の強化
地域資源を⽣かした協働の推進

三側⾯をつなぐ統合的取組

経済

ものづくり

“現場での学びと実践の循環”による⼈材・担い⼿育成
 伝統的な地場産業の⽀援と育成
と地域課題の解決 → 公・共・私のベストミックス
 ⾼技術･⾼品質のものづくりのPR

プラットフォームを介した循環

促進
 有機農業モデルタウンの取組
農林⽔産業

 ｢⽊づかい｣のまちづくり

おだわら市⺠学校

👤

👤

 農産物･⽔産物の地産地消とブラ 活動の現場
実践
ンド化

農産物のブランド化

“つながりの
⾒える化”

実践者

👥

受講者

ICTを活⽤した
⺠間企業・県との連
携

👤

👤

実践

活動の現場

実践

Society5.0の実証研究
“⾵の⾕
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プロジェクト”

 森⾥川海オールインワンの環境先進
都市としてのブランド確⽴
 地域の環境再⽣･保全活動の推進

再⽣可能エネルギーの取組

＜取組課題＞
豊かな⾃然を次の世代へ引き継ぐ
エネルギーの地域⾃給

環境再⽣・
保全活動
エネルギー

地域福祉

 ケアタウンの推進

地域
コミュニティ

 スクールコミュニティの形成

シニア活躍

 プロダクティブ・エイジングの推進

 地域コミュニティの強化

活動の現場

環境

環境共⽣

社会

 森林の再⽣
 ⾥地⾥⼭の再⽣と整備
 ⽔辺環境の整備促進
 エネルギーの地域⾃給に向けた取組

⼦どもの居場所
（プレイパーク）

令和元年度⾃治体SDGｓモデル事業③
新潟県見附市
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「歩いて暮らせるまちづくり」ウォーカブルシティの深化と定着

出かけたくなる場所の創出や歩きたくなる歩⾏環境の整備、都市のコンパクト化、また、過度な⾃動⾞依存からの脱却
を⽬指す公共交通の整備、⾃然災害への備えを統合的に進めることで、「歩いて暮らせるまちづくり」を市⺠に定着させ、
「住んでいるだけで健康で幸せになれる健幸都市」を実現する。
＜取組課題＞
歩⾏環境の整備
都市機能の集約、街のコンパクト化

＜取組課題＞
出かけたくなる場所の創出

経済
まちづくり
健康

社会

三側⾯をつなぐ統合的取組
「歩いて暮らせるまちづくり」
ウォーカブルシティの深化と定着

 まちなか賑わい創出事業
 総合型地域スポーツクラブ事業
補助

 ⾞両誘導看板設置事業

健康

 健幸ウォーキングコース路⾯標⽰
 市⺠協働による植栽活動（環境⾯

・歩⾏量の増加
・健康寿命の延伸

グリーンスローモビリティ
の活⽤検討

・

学校教育を通じた
⼦どもたちへの
SDGｓ教育
ウォーキング
イベントの様⼦

・交流で賑わい創出
・CO2削減

ウエルネスタウンの
拠点化整備

・地域への浸透
・⾃然災害の強靭化
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環境
コミュニティバス

交通

（市街地内を循環運⾏）

防災

市⺠協働による植栽活動の様⼦

交通







コミュニティバス事業
デマンド型乗り合いタクシー運⾏事業
バス停サイン更新事業
防災訓練の実施 ● ⾃主防災組織補助事業
防災スクール事業 ● ハザードマップ改訂版の作成

＜取組課題＞
⾃動⾞依存からの脱却
⾃然災害への備え

環境保全

の取組としても整理）
 みつけイングリッシュガーデンの管理運
営（環境⾯の取組としても整理）

まちづくり

 ⽴地適正化計画策定事業
 空き家バンク

令和元年度⾃治体SDGｓモデル事業④
富山県南砺市
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「南砺版エコビレッジ事業」の更なる深化
〜域内外へのブランディング強化と南砺版地域循環共⽣圏の実装〜

南砺市の⼟徳⽂化を次世代に継承する取組みや⽀え合いによるまちづくりの取組を通して、地域資源の循環や
相互補完が可能となる⼈材育成プログラムや住⺠参加による⾃治組織形成を促進するとともに、これらを基⾦運営等
により⽀えることで、SDGｓおよび「南砺版エコビレッジ事業」を更に深化させ「⼀流の⽥舎」を実現する。
＜取組課題＞
⼼豊かで安⼼して暮らすことができる社会を実現
ひとと出会い、ひとと深くつながるまちを実現

＜取組課題＞
「やりたいこと」が「できる」地域を実現

経済
 「オーガニック街道」の整備
 伝統産業のリデザイン

産業創出

⽂化と教育の連携・住⺠⾃治の再構築
コミュニティファンドの創出

「南砺ブランド商品開発⽀援」
⼈材育成

⼟徳⽂化

 クリエイター育成マッチング事業

森林

社会

三側⾯をつなぐ統合的取組

 世界遺産合掌造り家屋の保存、茅場再⽣

医療・介護
福祉

 地域の助け合いを育む

住宅

⽂化伝承や
発信による
地域の誇り醸成

 森林資源を活⽤したビジネス再⽣

観光・歴史

教育

「地域包括ケアシステム」
 新たな暮らし⽅の提案
「エコビレッジ住宅ゾーン事業」
 ⼩規模校や複式学級すべての⼈に教育を
「学校間をつなぐ遠隔協働学習」

相互補完・循環
南砺幸せ
未来基⾦

⼩規模
多機能⾃治

活動資⾦や
⼈的ネットワーク等
を⽀援

住⺠参加による
真の住⺠⾃治の
再構築

クリエータープラザ

（ブランド商品開発、クリエーターの拠点）

環境
エネルギー
廃棄物
⼈材育成

森林資源エコシステム
（ペレット⼯場）

 森林資源エコシステム構築
 森⾥川海の連携「マイクロプラスチック、海洋汚染抑制」
 いのちの森をつなぐ次世代⼈材の育成
「森の学校」「森の保育園」の創設

地域包括ケアシステム

（住⺠主体のミニデイサービスでの軽運動）

＜取組課題＞
地域資源を活⽤・循環させ
ワクワクする「懐かしい未来を実現」

令和元年度⾃治体SDGｓモデル事業⑤
福井県鯖江市
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⼥性が輝く「めがねのまちさばえ」〜⼥性のエンパワーメントが地域をエンパワーメントする〜

⼥性のエンパワーメントを⽣み出すために、居場所と出番の創出および障害となるインポスター症候群等の研究・対策に取
り組む。鯖江市の⼥性活躍推進施設である「夢みらい館・さばえ」の⼀部を活動拠点とし、様々なステークホルダーの活動
や情報交換を⽀援するとともに、国内外に向けて鯖江市の取り組み状況を発信することで横展開も促進。
＜取組課題＞
地場産業の縮⼩・雇⽤のミスマッチ

＜取組課題＞
若者の県外流出、⼥性活躍の障害

経済

三側⾯をつなぐ統合的取組

社会

⼥性活躍プラットフォーム創出事業
 魅⼒ある雇⽤の創出

市⺠参加

 協働のまちづくり

⼈材育成

 教育⼤綱によるIT⼈材育成

⼥性活躍

 ⼥性が輝くまちの推進

シェアリング

 シェアリングエコノミーの活⽤

⼈材育成

 教育⼤綱によるSDGｓ推進

シェアリング

 シェアリングエコノミーの活⽤

普及啓発

 SDGｓの普及啓発

雇⽤創出

意識啓発
⼥性活躍総合イベント
全国⾼校⽣まちづくりサミット
⼥性”活躍満⾜度”調査

環境へ配慮した
活動拠点整備
ステークホルダーの活動や
情報交換の場
国連⼥性活躍資料館の
機能化

世界発信
国連ハイレベル政治フォーラ
ムでの発信
国際的な⼥性会議へ参加

⼥性のエンパワーメント
を引き出す

活動拠点︓様々なステークホルダーの活動や情報交換の場

＜取組課題＞
ごみ排出量の増加、空き家の増加

環境
循環型社会
⼈材育成

 循環型社会の構築
 環境に配慮した⼈材育成

⼥性活躍総合イベントのイメージ

令和元年度⾃治体SDGｓモデル事業⑥
京都府舞鶴市
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『 ヒト、モノ、情報、あらゆる資源がつながる“未来の舞鶴”』創⽣事業

AIやICTなど先進技術の活⽤により⽇常⽣活の利便性向上や都市機能の効率的利⽤、ヒトとヒトのつながり強化、社
会的弱者等の社会参画等を進め、新たな価値創造によりまちの持続可能性を⾼める「舞鶴版Society5.0」を推進し、
未来型の便利ないなか暮らし『 ヒト、モノ、情報、あらゆる資源がつながる“未来の舞鶴”』 を実現。
＜取組課題＞
安⼼して⽣活できる環境の維持

＜取組課題＞
地域経済の維持・拡⼤

経済
⼈流・物流
農業
⾏政運営

社会

三側⾯をつなぐ統合的取組

 京都舞鶴港スマート・エコ・
エネルギーポート化推進事業
 万願寺⽢とう等におけるスマート
農業の展開
 ＡＩやＲＰＡを活⽤した⾏政の
効率化

舞鶴版Society5.0実装推進事業
①Ｊ＆Ｊとの連携による舞鶴版SDGｓＰＲ促進事業
②共助による移動⼿段（meemo（仮称））導⼊による
実証実験

資源をつなぎ活⽤する
ことで⾃⽴と共⽣を促進

再エネデータ/マッチングデータ等

循環型社会
適応策

 ＭａａS 導⼊のまち
 農福連携を通じた社会的
弱者の社会参画促進
 舞鶴版Society5.0 を担う
未来創造⼈材の育成

⺠間企業
教育機関等

情報の
オープン化

①J&Jとの連携による舞鶴版
SDGｓＰＲ促進事業

②共助による移動⼿段等
導⼊による実証実験

コワーキングスペース（㈱Ｊ＆Ｊ事業
創造が運営）による交流やIT⼈材
育成

オムロンソーシアルソリューションズ㈱と
進める乗り合い等マッチングサービスに
よる繋がる機会の創出

環境
エネルギー

ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ

⼈づくり

連携

決済データ/交通データ/

スマート・エコ・ エネルギーポート化による
京都舞鶴港の価値の拡⼤

交通

 Re100 宣⾔（再⽣可能エネルギーの地産地消実現）
 ICTの活⽤による循環型社会形成の推進
 産官学連携による防災・減災システム導⼊

⼦ども達への
プログラミング教室
⾚れんがパークに設置した
コワーキングスペース

＜取組課題＞
舞鶴版「地域循環共⽣圏」の創造

令和元年度⾃治体SDGｓモデル事業⑦
岡山県西粟倉村
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森林ファンドと森林RE Designによる百年の森林事業Ver.2.0

森林信託事業による森林の集約化や、森林経営にそぐわない⺠有林について経済価値を判定した上での公有林化等
を通し、地域全体の森林価値の最⼤化と最適化を⽬指す。資⾦調達にあたっては森林ファンドを組成するとともに、投
資家を関係⼈⼝として位置づけ巻き込むことで、地域の持続可能性を向上させる事業にも好影響を与える。
＜取組課題＞
⽊材安定供給
森林資源平準化

経済
移住＋起業

 ローカルベンチャー(移住＋起業）

関係⼈⼝

 基幹宿泊施設（関係⼈⼝拠点）

森林

 森林関係事業（拡⼤＋安定化）

＜取組課題＞
関係⼈⼝拡⼤
レジリエンス強化

三側⾯をつなぐ統合的取組

社会

森林ファンドと森林RE Designによる
百年の森林 Ver.2.0

福祉・教育

森林ファンド
森林価値
最⼤化

防災・減災
森林Re Designによる
村有林化

⼭林
レジリエンス
強化

利益
のリ
ターン

利益
のリ
ターン

⼈材育成

 ソーシャルビジネスローカルベン
チャー（福祉・教育等）
 天然林化防災機能（レジリエ
ンス強化）
 さとのば⼤学 ローカル研究所

森林施業 間伐・皆伐

ローカルベンチャー
拡⼤

森林信託

再⽣可能
エネルギー利⽤

村有林拡⼤による
⾃然林更新・経済林効率化

森林事業
拡⼤

百年の森林構想

森林
最適化

環境
エネルギー
森林
ローカルベンチャー
村産材を使った
ローカルベンチャー製品

 再⽣可能エネルギー事業
 百年の森林構想 森林信託
 ⾥⼭経済林

＜取組課題＞
環境林拡⼤
森林資源の多様化・効率化

温泉施設薪ボイラー
熱エネルギーセンター
チップボイラー

令和元年度⾃治体SDGｓモデル事業⑧
熊本県熊本市
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熊本地震の経験と教訓をいかした地域（防災）⼒の向上事業

平成28年に発⽣した熊本地震での経験をいかし、⾃主⾃⽴のまちづくりを⾏う「地域主義」という基本理念にもとづい
た「地域（防災）⼒の向上事業」により地域単位の防災⼒を⾼めるとともに、地域エネルギーの地産地消、 EVによる
電⼒供給、EVバスの導⼊促進等によりエネルギー（電⼒）を核としたライフラインの強靭化を促進。
＜取組課題＞
災害時に⼒を発揮する
地域コミュニティの活性化

＜取組課題＞
新しい熊本の成⻑をけん引する
地域経済の活性化

経済
農業
エネルギー
ヘルスケア
観光

 ⽇本⼀の園芸産地づくりの推進
 くまもと⾷の復興ＰＲ・ブランド
化や地産地消の推進
 ＥＶバスをはじめとする新産業
の創出⽀援
 医⼯連携によるヘルスケア産業
の振興
 ⾃然環境や歴史施設、復興過
程をいかした観光の振興

三側⾯をつなぐ統合的取組

社会

ライフライン強靭化プロジェクト
健康
ごみ焼却施設の電⼒・余
熱利⽤で健康増進施設
運営→地域活性化
（災害時は避難所）

②ＥＶの電力供
給に係る官民
連携事業

①地域エネル
ギーの地産地
消の発展

⾃⽴分散型エネルギー
システムで電気料⾦削減

防災

地域エネルギー会社
EV充電拠点
平時/災害時併⽤ ③ＥＶバスの導

健康を軸とした⾃主⾃⽴のまちづくり
避難所運営委員会設置と防災⼠養成
学校での防災教育、ＥＳＤの推進
災害時要援護者対策と地域包括ケア
の構築
 基幹公共交通軸の強化とバス路線網
再編





入促進事業

防災・環境意識の向上
(災害時は避難所等で電⼒供給)

産官学による中古バスのEV化
による新産業創出
(災害時は避難所等で電⼒供給)

低炭素化・⼤気汚染の低減

環境
復旧中の熊本城

＜取組課題＞
⾃然環境をいかした
防災・減災対策の強化

⾃然環境
防災・減災

 地下⽔の質・量の保全と地域循環
 マンホールトイレの設置等による避難所環境の向上
 官⺠連携による防災井⼾や電⼒の確保

⼤規模災害時に充電拠点から
ＥＶ、ＥＶバスを避難所等へ

令和元年度⾃治体SDGｓモデル事業⑨
鹿児島県大崎町
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⼤崎システムを起点にした世界標準の循環型地域経営モデル

⼤崎システムを起点とした世界の⼈⼝⼀万⼈地域で応⽤可能な循環型地域経営モデルの確⽴に向けて、⼿間がかか
るリサイクル、産業の担い⼿不⾜、多⽂化共⽣社会への対応等の課題解決アプローチとして国際化、地域内外連携、
⼈材育成を図る。そのための統合的取組として多様性のある⼈材を集めてSDGｓ版総合戦略策定等の事業をおこなう。
＜取組課題＞
リサイクルビジネスの更なる国際展開

三側⾯をつなぐ統合的取組

経済
⼈材育成
⼥性活躍

材育成・研修事業
 ⼥性の社会進出をサポートす

社会

⼤崎システムを起点にした世界標準の
循環型地域経営モデル
教育

①SDGｓ版⼤崎町総合戦略の策定
②廃棄物分野ソーシャルインパクトボンド調査事業
③「国際しごと・⼈材育成センター（仮）」設⽴⽀援事業

る⼩商い起業⽀援事業
 多⽂化共⽣社会のしごと推
進事業

男性育児

成果連動型⼤崎システム（仮）

多⽂化共⽣

インパクト
評価機関
【中間⽀援組織】

インパクト
評価

覚書

成果に応じた
⽀払い

⼤学

インパクト評価

事業の
運営管理

リサイクルセンター
【事業実施者】

連絡調整

利⼦・元本返
済
/配当・償還

資⾦提供者

⼤崎町役場

多⽂化共⽣

 地域に⼈の流れを呼び込む⼈

＜取組課題＞
教育、多⽂化共⽣社会の実現

 公教育を補完する⼦どもキャリア
サポート
 男性育児参加応援モデル事業
 多⽂化共⽣センター、多⽂化共
⽣住宅整備
 ウェルネス向上事業と社会インパ
クト評価調査
 リサイクル起点で世界とつながる

国際展開

資⾦提供

グローバル教育事業
 海外研修⽣・実習⽣対象の⽇本
語学校設⽴⽀援事業

環境
 ゴミ集積所デザイン事業
SDGｓ版総合戦略策定の様⼦
・「世界標準、⼤崎」をコンセプトに、⼥性・若者・
外国⼈等の多様性のある住⺠の参加
・SDGｓの⽬標年次2030年に町の中⼼的な役
割を担う４０歳以下の住⺠参画によるSDGｓ
の推進普及

リサイクル

 「もっと楽に」「もっと世界とつながる」リサイクル機材開発事業
 使⽤済み紙おむつの再資源化事業の社会的インパクト調査

国際連携

 リサイクルでつながるインドネシアとの⾃治体連携モデル事業

＜取組課題＞

リサイクル、ゼロウェイスト、エネルギーの地産地消

インドネシアとの連携

令和元年度⾃治体SDGｓモデル事業⑩
沖縄県恩納村
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「サンゴの村宣⾔」SDGｓプロジェクト

サンゴをはじめとする豊かな⾃然環境の保全により、観光産業の⾼付加価値化を図り、その収益を村⺠に還元する仕
組みを構築する。サステナブルツーリズムの実現や、将来世代の育成と全員参加型社会の実現、サンゴなど豊かな⾃然
あふれる社会の実現に向けて各主体が連携するサステナビリティ・ハブ導⼊事業で相乗効果を⽣み出す。
＜取組課題＞
将来世代の育成と全員参加型社会の実現

＜取組課題＞
サステナブルツーリズムの実現

経済
環境
観光
⾏政運営

サステナビリティ・ハブ導⼊事業

 Green Fins の導⼊
 サステナブルツーリズムの実施
拠点の整備
 恩納村版ローカル認証導⼊

社会

三側⾯をつなぐ統合的取組

 世界⼀のサステナビリティ研究機関・
研究

・雇⽤の創出
・豊富な労働⼒の活⽤

経済

サステナブルツーリズム
・ローカル認証制度
・経済活動を通じた
環境保全の推進
・⼤学発ベンチャーの活躍

環境

連携
連携

社会
研究機関の啓発・
住⺠の能⼒開発

「サンゴの村宣⾔」ロゴ
・キャラクター「Sunna(さんな）ちゃん」

＜取組課題＞
サンゴなど豊かな⾃然あふれる社会の実現

環境保全
まちづくり
交通
エネルギー

による村⺠や将来世代への啓発活動
⼥性活躍
観光

 ⼥性の活躍推進事業
 ユニバーサルツーリズムの推進

サステナビリティ・ハブ ・環境を⽣かした様々
導⼊事業
な社会企画の実施
マネージメント
Green Fins 事務局
（観光推進）

・サスティナビリティ研
究
を通した環境の保
全
・ユニバーサルツーリズ
ムの実施と発信

162
「こどもかがく教室2018」
（OIST)

環境
研究・調査

沖縄科学技術⼤学院⼤学(OIST)

 環境関連データのモニタリング調査の実施
 Green Fins の導⼊
 サンゴの保全のための企業協賛事業
 持続的なまちづくり推進税
 ⾮化⽯燃料交通機関の整備
 再⽣可能エネルギーを⽤いたライフスタイル
の普及推進

養殖サンゴの植え付け

⽬次

１．SDGs未来都市等⼀覧
２．SDGs未来都市等取組概要キーワード⼀覧
３．平成30年度SDGs未来都市 取組事例
４．令和元年度SDGs未来都市 取組事例
５．令和２年度SDGs未来都市 取組事例
６．令和３年度SDGs未来都市 取組事例
７．平成30年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
８．令和元年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
９．令和２年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
10．令和３年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例

令和２年度⾃治体SDGｓモデル事業①

164

コミュニティを核とした持続可能な地域社会の構築

宮城県石巻市

公共交通と地域カーシェアリングを結び付ける地域交通情報アプリケーション（ローカル版MaaS）を活⽤し、グリーンスローモビ
リティを地域の⽀え合いによる新たな移動⼿段として確⽴する。また、未来技術を搭載したAIロボットを⾼齢者と地域を繋ぐ新
たなコミュニケーションツールとし、⾼齢者の孤⽴防⽌等を図る。
＜取組課題＞
東⽇本⼤震災に起因した半島沿岸部及び
新市街地における⾼齢者の孤⽴防⽌と
新たな移動⼿段の構築

＜取組課題＞
新産業の創出等による
地域に雇⽤を⽣み稼ぐ仕組みの構築

三側⾯をつなぐ統合的取組

経済
新産業創出

 ハイブリッドリユース事業の展開

雇⽤創出

 新産業創出による雇⽤の拡⼤

ハイブリッドリユース
事業の展開

消費拡⼤
ハイブリッド
ユニット回収

メンテ
ナンス

リビルド

販売

グリーンスローモビリティを活⽤した
協働による新たな移動⼿段の構築事業

再製品化

ハイブリッドリユース
のイメージ

移動⼿段の構築

地域交通情報
アプリケーションの構築

・ハイブリッド⾃動⾞の基幹ユニット
をリユースする事業を展開し、地域
の新産業として定着化

・公共交通と地域カーシェアリング
のマッチング・乗継⽀援

グリーンスローモビリティ
の活⽤

コミュニケーションロボット
の活⽤

・ハイブリッドリユース事業で⽣産さ
れた電気⾃動⾞による100％⾃
然エネルギーのグリーンスローモビリ
ティの活⽤

社会
孤⽴防⽌
多世代交流
デジタルデバイド
解消

 地域交通情報アプリケー
ションを活⽤した地域カー
シェアリングの運⽤
 コミュニケーションロボットに
よる⾼齢者⽀援

・AIロボットを通じた⾼齢者の
外出機会の創出・孤⽴防⽌

「おたがいさま」の声があふれる
⽀え合いのまちづくり

地域交通情報アプリ
ケーションのイメージ

・地域経済の活性化
・環境にやさしい新たな移動⼿段の構築
・⾼齢者の孤⽴防⽌・外出機会の創出

太陽光電池搭載の⾮接触給電ステーション
及びグリーンスローモビリティのイメージ

ロボットによる⾼齢者
⽀援のイメージ

環境

＜取組課題＞
環境にやさしい低炭素社会の構築

クリーンエネルギー
低炭素社会
⼈材育成

 100％⾃然エネルギーによる
グリーンスローモビリティの活⽤
 環境に配慮した⼈材の育成

学⽣によるロボット製作
のイメージ

令和２年度⾃治体SDGｓモデル事業②
東京都豊島区

165

国際アート・カルチャー都市 実現戦略推進事業

東アジア⽂化都市等を通じて強化されたレガシーを最⼤限に活⽤しながら、本区の強みを活かした⽂化を基軸とした施策を推
進するとともに、経済⾯、社会⾯、環境⾯の取り組みを多様な主体との協働により総合的に展開することで、持続発展可能な
都市を⽬指していく。
＜取組課題＞
・まちの賑わい、回遊性の拡⼤
・歩きたくなるまちづくり

【⽬標】

＜取組課題＞
・⾼齢者の外出促進
・⼦どもの遊び場創出

経済

三側⾯をつなぐ統合的取組

多様な⽂化を軸に、歩⾏者中⼼のにぎわい
による地域内経済循環

公⺠連携による都市空間活⽤プロジェクト
公が先導し、⺠がこれに連鎖して続く都市再⽣モデル

公園を核にしたまちづくり
①池袋駅周辺の４公園を核にしたまちづくり

（主な取組）
 各公園等における⽂化イベント
 公⺠連携による、まちづくり組織の展開

・各々のエリアマネジメント組織の連携
・４公園をつなぐ電気バス 「IKEBUS」

②暮らしの中にある⼩さな公園の活⽤

・地域住⺠や企業と連携し、地域特性を⽣かした公園活⽤
・園庭の無い保育園児たちの遊び場

社会

【⽬標】

⾼密社会において、誰もが活躍・安⼼できる
場づくり
（主な取組）
 社会的孤⽴ゼロ プロジェクト
 セーフコミュニティ活動の拡⼤
 区内保育施設IKEBUS活⽤

“オールとしま”・・・多様なステークホルダーとの連携
中池袋公園

・マンガ・アニメの聖地。
Hareza池袋内の公園

（区⺠・他⾃治体・企業・国際アート・カルチャー特命⼤使・
⼤学など）
IKEBUS

持続発展する「国際アート・カルチャー都市」へ

環境
南池袋公園

・芝⽣が⼀⾯に広がる区⺠、来街者のオアシス
・公⺠連携の「南池袋公園をよくする会」によるイベント等
の実施。⺠間カフェ収益の⼀部等を、公園の運営費へ。

＜取組課題＞
・公園拡⼤の困難
・⾃然の少なさ

・池袋を回遊する電気バス
・⾃動運転も実験中

【⽬標】
⼤都市における魅⼒ある公園整備と、協働による
環境都市づくり
 グリーンインフラの拡充
 他⾃治体連携によるカーボン・オフセット事業

としまみどりの防災公園

・防災機能を備えた、新たな賑わいの拠点。⽇常時と⾮常時
の機能を持つフェーズフリーな公園
・⼩さな⼦ども専⽤の公園「としまキッズパーク」も併設

令和２年度⾃治体SDGｓモデル事業③
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市⺠⽣活と調和した持続可能な観光の振興
〜「責任ある観光」により市⺠と観光客、双⽅の「しあわせ」を実現するまち⾦沢〜

国内外から本市を訪れる観光客が増加する中、ユネスコ創造都市⾦沢の根底にある⾃然・歴史・⽂化に基づく⽣物⽂化多
様性をベースとした、⾦沢の「⽇本の由緒あるほんもの」の豊かさを市⺠・来街者の双⽅が理解した上で、まちの魅⼒を共創し、
持続可能なまちを実現する。
＜取組課題＞
新たな産業の創出、⼯芸の継承・発展

経済
 クリエイティブ産業創出⾦沢会議
イノベーション

三側⾯をつなぐ統合的取組

社会

消費型観光から持続可能な交流型観光へ
「⾦沢SDGsツーリズム」の推進

歴史・⽂化

（EAT KANAZAWA）の開催
 ⾦澤町家等を活⽤したAIビレッジ

 ⼤学⽣向け⽂化体験プログラム
 ⾦沢建築キッズプログラム
 宿泊施設や⾷のバリアフリーの推進

形成促進

多⽂化共⽣

 ⼯芸品の海外アート市場開発
成⻑産業化

＜取組課題＞
⾦沢の歴史・⽂化への理解の促進、
多⽂化共⽣社会の実現

 ⼯芸のつなぎ⼿⼈材の育成

 まちなか歩⾏環境の再整備
 共⽣社会ホストタウンの推進
 アウトサイダー・アートの魅⼒発信

 国⽴⼯芸館との連携の推進

環境
⾃然環境
町家を活⽤した⾦沢AIビレッジ

＜取組課題＞
⾷品ロスの削減、グリーンインフラ
の活⽤、低炭素社会の実現

 ⽤⽔、庭園などによる、⽔と緑のネットワークづくり

⽂化体験プログラム

 ⽣物⽂化多様性の保全・啓発
 宿泊施設や飲⾷店での⾷品ロスやプラスチックの削減

循環型社会

 加賀野菜など地産地消の展開
 「⽊の⽂化都市⾦沢」の創出

低炭素化

 ⾦沢にふさわしい次世代交通サービスの検討

⽔と緑のネットワーク

令和２年度⾃治体SDGｓモデル事業④
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グリーンクリエイティブいなべ
〜グリーンインフラ商業施設「にぎわいの森」から、カジュアルなSDGs推進を世界へ〜

森林放棄地を活⽤したグリーンインフラ商業施設「にぎわいの森」を拠点、先導例として、地域商社機能やDMO機能を備え
たまちづくりを官⺠連携で実施。活動を通してカジュアルなまちづくりに共鳴する市⺠や移住希望者を呼び込み、鈴⿅⼭脈の
⼭辺までの市内広域観光回遊を実現する。
＜取組課題＞
地域産業の縮⼩、地域内経済の空洞化

＜取組課題＞
若者の流出、多様性の不確⽴

三側⾯をつなぐ統合的取組

経済

いなべグリーンのフラッグを⼭辺まで︕
〜強靭化とカジュアルを兼ね備えた
グリーンインフラが、⼭辺を変える〜

 グリーンクリエイティブいなべ

地域振興・雇⽤

推進(カジュアルなまちづくり)

・⼭辺の整備、グリーンインフラ商業ゾーン設⽴

 グリーンクリエイティブいなべ

インフラ

教育・移住

 ⼩規模事業者⽀援事業
 グリーンインフラによる

開発調査

関係⼈⼝の
創出
過疎対策

施設整備(物販施設を整備)

産業⽀援

社会

ダイバーシティ

商業ゾーンの調査

 グリーン・ツーリズム推進
(住⺠主体のまちづくり)
 中⼭間地農業の⽀援
 藤原岳⾃然科学館による
⾃然教室
 ICT、ユニバーサルデザイン
フォント活⽤

官⺠連携による⾃律的好循環化へ

にぎわいの森

環境

ツリーイング
(⽊登り体験)
獣害対策

＜取組課題＞
⼭林未活⽤による獣害と景観悪化

環境保全
循環型社会

 農作物有害⿃獣対策
 不法投棄防⽌啓発事業
 ごみ減量化推進事業
(⽣ごみの堆肥化、⼟作り)

余剰汚泥を使⽤した
し尿汚泥肥料「ソウインコンポ」

令和２年度⾃治体SDGｓモデル事業⑤
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「かめおか霧の芸術祭」 x X（かけるエックス）〜持続可能性を⽣み出すイノベーションハブ〜

農業、観光及び環境といった地域資源の⾒える化、知の共有及び相乗効果の創出による課題解決を活動テーマとする「かめ
おか霧の芸術祭」をハブに、⾏政とアーティストらが協働して分野横断的に⼈々をつなぎ、循環的な経済圏や新陳代謝のあるコ
ミュニティを形成し、課題＝テーマが多くある地域こその地⽅創⽣を実現する。
＜取組課題＞
地場産品や体験を市内外の客に販売
する「マーケット／導線」の育成

経済
地産地消・地域
内消費の向上
雇⽤創出・起業促進

＜取組課題＞
交流の接点づくりとブランド化による新陳
代謝のある農業コミュニティの実現

三側⾯をつなぐ統合的取組
芸術祭のイノベーションハブとなる「開かれたアトリエ」

社会

整備とプラットフォーム機能強化

 アートマーケット（KIRIマルシェ

等）の開催及び「まちなか」プロ ■芸術祭を軸とした循環的な経済圏（エコシステム）を創り出す。
■マルシェ・農業・⾷・観光・環境などが有機的に結びつく。
ジェクト

 やおやおや（農業の魅⼒発掘と
農家と消費者の交流の接点づく
農業

 KAMEOKA FLY BAG

 ⼩屋から⾒える新たな⾵景と
ダーチャプロジェクト

Projectの事業化

 ⻲岡産野菜の⾼付加価値化

 「Harvest Journey
観光

り）プロジェクト

Kameoka」プロジェクトとの連

教育

携による交流⼈⼝の拡⼤

 知の共有（KIRI WISDOM、
KIRI2芸術⼤学等）

移動式キッチン付き
屋台「やおやおや」

KAMEOKA FLY BAG
Project(2019)の様⼦

環境
＜取組課題＞
市⺠⼀⼈ひとりに伝わるプラごみ
ゼロ施策の実⾏と発信

 「プラごみゼロ」具体化事業とアートとの接続
普及啓発

 ⻲岡発の「プラごみゼロ環境ブランド」認定制度とサイン表⽰ ⻲岡発のプラごみゼロ
 環境施策の価値を可視化するシンポジウムの開催
環境ブランドマーク

令和２年度⾃治体SDGｓモデル事業⑥
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⼤阪発「⼤阪ブルー・オーシャン・ビジョン」推進プロジェクト

大阪府・大阪市

プラスチックごみ問題への対応で世界を先導する取組みとして、３Ｒなどの普及啓発や環境先進技術シーズ・海岸漂着ごみの
実態調査、海ごみの回収などに府域全体で幅広く取り組みながら、それらの成果が集約された具体的⾏動の⼀つとして、「地
域・事業者の連携による新たなペットボトル回収・リサイクルシステム」を確⽴・展開する。
＜取組課題＞
プラスチックごみ対策と経済の⾃律的好循環

経済
に向けた環境先進技術シーズ調査等
 バイオプラスチックビジネス等の推進

国際展開

開催

Ｇ20⼤阪サミットで共有された「⼤阪ブルー・オーシャン・
ビジョン」の実現等に貢献するための計画を策定し、同計
画に基づくプラスチックごみの資源循環等を推進するとと
もに、⼤阪の取組みを国内外に発信

「⼤阪ブルー・オーシャン・ビジョン」実⾏計
画の取りまとめと推進体制の構築
「地域・事業者の連携による新たなペット
ボトル回収・リサイクルシステム」の確⽴
モデル事業をはじめとするSDGsの取組み
に関する情報発信と国際協⼒の推進

シ ン・ビジ ン

 ⽔・環境技術の海外プロモーション

社会

「⼤阪ブルー・オーシャン・ビジョン」推進事業

・オ

 海洋ごみ対策などの国際会議等の

三側⾯をつなぐ統合的取組

⼤阪ブル

環境
ビジネス

 海洋プラスチックごみ問題等の解決

＜取組課題＞
府⺠の価値観、社会システムの変⾰

 マイボトル・マイバッグの普及促進
 公共空間における給⽔スポットの
まちづくり

設置
 ⼤阪湾の環境改善と府⺠の環
境意識向上

⼈材育成
地域活性化

 環境問題に取組む若者の育成
 資源集団回収活動によるコミュニ
ティビジネスの振興

マイバッグ協定

 海洋プラスチックごみ問題等の解決に
プラスチック
ごみゼロ

環境
＜取組課題＞
府⺠運動としてのプラスチックごみ対策の広がり

向けた環境先進技術シーズ調査等
 ⼤阪湾におけるマイクロプラスチック、
海岸漂着ごみの実態調査

⽔環境保全

 ⼤阪湾の海ごみの回収

循環型社会

 ごみの減量と３Ｒの啓発推進

環境教育

 ⼩中学校における環境教育

⼤阪湾のマイクロ
プラスチック調査

令和２年度⾃治体SDGｓモデル事業⑦
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大阪府富田林市 富⽥林発︕「商助」によるいのち輝く未来社会の実現プロジェクト
「富⽥林市産官学医包括連携協定（通称TOMAS）」を核に、⺠間主体による有償型健康事業等（いのち輝く“まちまるご
と”健康プロジェクト）を展開し、三側⾯を⽀える「ひと」の健康を増進するとともに、市独⾃の公⺠連携デスクとパートナーシップ
制度の活⽤により、統合事業及び三側⾯の取組の底上げと加速化を図る。
＜取組課題＞
産業の活性化、新たな産業創出

三側⾯をつなぐ統合的取組

経済
産業観光
健康
⾦融
雇⽤
働き⽅
イノベー
ション

＜取組課題＞
健康寿命の延伸、増進型福祉の実現

 地域資源をつなぐウェルネス
トレイル事業
 SDGs⾦融による地域活動の
活性化

社会

いのち輝く“まちまるごと”健康プロジェクト

 医療・介護連携による

①「商助」による持続可能なエコシステム構築事業

健康
福祉

・店舗や福祉施設等を活⽤した有償型健康事業の実施
・健康活動拠点として⺠間施設等の環境整備

健康

 学⽣講師の健康事業と世代間

健康
教育

 スポーツ・⾷を切⼝とした

コミュニティ

富⽥林市産官学医包括連携協定（TOMAS）

 地域企業への健康経営の

富⽥林市・⼤阪⼤⾕⼤学・富⽥林医師会・アルケア㈱

普及促進
 パートナーシップ制度による
ものづくり企業への⽀援充実

②学⽣派遣による実学経験
（PBL）事業

③健康・環境×SDGs
普及啓発事業

・健康事業の担い⼿として⼤⾕⼤学
⽣の育成事業を実施
・富⽥林応援団としての登録と活⽤
（関係⼈⼝）

地域企業・団体等の参加によるイベ
ント事業で、ロールモデルの横展開と
⺠⺠連携の促進

富⽥林市SDGs
パートナーシップ制度

地域包括ケアの実現
コミュニケーションの活性化
多世代健康教育

 “増進型地域福祉”に向けた
福祉
「校区担当職員」制度
コミュニティ

富⽥林市
公⺠連携デスク

「ひと」の健康増進と地域の担い⼿づくり

環境
富⽥林の資源
をつなぐウェルネ
ストレイル事業

＜取組課題＞
低炭素化の推進
環境意識の醸成

公共交通

 地域連携サポートプランと地域公共交通の実践

エネルギー

 配⽔池設置型の⼩⽔⼒発電事業

環境改善

 とんだばやしプラスチックごみゼロ宣⾔

エネルギー

 家庭⽤燃料電池・太陽光発電システム設置補助

学⽣講師の健康事業（TOMAS）
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多様な⼈材が活躍し、⾃然と共存する“持続可能な流域暮らし”の創造事業
〜⾼梁川流域圏の発展は倉敷市の発展〜

⼈⼝減少社会においても持続可能な圏域とするため、経済、社会、環境など幅広い分野で都市間連携の取組を更に強
化していくとともに、全分野共通の課題である“地域で活躍する⼈づくり”と、⾼梁川の豊かな⾃然環境を未来につなぎ、荒ぶ
る⾃然災害にも対応する“⾃然との共存”の実現を図る統合的取組を⾏う。
＜取組課題＞
将来に渡って安⼼・快適に
⽣活できる流域暮らしの創造

＜取組課題＞
多様な⼈材の活躍、地域資源の活⽤
による持続可能な地域経済の構築

三側⾯をつなぐ統合的取組

経済
経済成⻑

 圏域の産学⾦官⺠⼀体と

福祉

圏域

移住定住

なった体制構築
 圏域におけるイノベーションの

地域資源

 圏域の地域資源を活⽤した

実現、⼈材育成・⼈材確保

地元

 圏域の観光振興の推進

⾦融機関

⾼梁川流域みらい
⼈材創出プロジェクト

(⼀社)⾼梁川
流域学校

７市町が整備・運⽤

ジュニアジーンズソムリエ
(⼩学⽣向け出前講座)

６市３町

“多様な⼈材の活躍”

経済成⻑の実現
観光

商⼯団体等

好循環の創造

イノベーション・
⼈材確保

社会

多様な⼈材が活躍し、⾃然と共存する
“持続可能な流域暮らし”の創造事業

倉敷市

⼤学、⾼校、
⼩･中学校

 圏域全体の福祉の充実
 圏域への移住定住の推進、
愛着・誇りの醸成

マネジメント

 圏域のマネジメント能⼒の強化

“⾃然との共存”

⼈と⼈をつなぐ、
データ活⽤による
防災⼒強化事業

⾼梁川
流域連盟

(⼀社)データ
クレイドル

⾼梁川流域圏の多様なステークホルダーと連携し、
“持続可能な流域暮らし”を実現

離職防⽌に向けた
保育⼠等交流会

他市町の公共施設の
現況調査を倉敷市職員
が実施(ドローンを活⽤)

環境

＜取組課題＞
災害に強いまちづくりと豊かな
⾃然・景観との共存

防災・減災

 災害に強いまちづくりの実現

⾃然環境・
気候変動

 環境保全、
地球温暖化対策の推進

倉敷COOL CHOICE
平成30年7⽉豪⾬の碑 プロジェクト
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“観光未来都市まつやま”推進事業

「道後温泉・松⼭城など世界に誇る観光資源」「太陽の恵み豊かな⾃然環境」「お接待の精神が宿る地域コミュニティ」「多様
な主体が活躍できる⽂化的⼟壌」など、脈々と受け継がれてきた地域資源を活かした取組を多様なステークホルダーが協働し、
安全で環境にやさしい持続可能な“観光未来都市まつやま”を⽬指す。
＜取組課題＞
都市の魅⼒向上で選ばれる都市づくり

三側⾯をつなぐ統合的取組

経済

社会

松⼭SDGsプラットフォーム事業

まち
づくり

 地域固有の資源を活⽤する『坂の上の雲』

観光
振興

 道後温泉本館や松⼭城、「ことばのちから」

⼥⼦旅

＜取組課題＞
⽣活に安らぎがある安全・安⼼で
快適な暮らしの実現

フィールドミュージアム構想の推進

★推進協議会を軸に全員参加で持続可能な都市を実現
国内外

などを活⽤した⽂化ツーリズムの推進
 柑橘(ビタミン)x美⼈の湯x買い物＝癒し

松⼭市SDGs推進協議会

防災
減災

表彰 産学⺠官⾦のステークホルダーで事業実施
分科会Ａ

情報
発信

松⼭市

地域や企業の
ブランド向上

紅まどんな等、農林⽔産物のブランド⼒強化
情報共有

分科会B

都市
交通

分科会C

松⼭体制の防災⼒強化
 歩いて暮らせるコンパクトシティ+ネッ
トワークの推進（交通結節点と”まち
なか”の再開発）
 ⽂化的⼟壌を活かした⼥性・障がい

⼈材発掘
⼈材確保

⾦融機関,県外企業,ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞｸﾗﾌﾞ

 地域コミュニティが主体となったオール

⽂化
投資・寄付

者・若者・⾼齢者など多様な主体が
活躍する社会の形成

ボランティア

⾃律的好循環の形成（利益の確保と地域課題の解決）
先行分科会：スマートアイランド事業
環境×社会
社会×経済
経済×環境
自然豊かな地域の
太陽エネルギーの地産 グリスロやE‐Bikeで島民
や観光客の移動手段確保 魅力発信で観光誘客
地消で防災力強化

「道後REBORNプロジェクト」で
誘客につなげる
本館の保存修理⼯事

Setouchi
Island中島

環境

俳句甲⼦園

＜取組課題＞
温暖な気候や瀬⼾内の島々など豊かな環境との共⽣

環境教育

 フライブルク市との連携（SDGs姉妹都市宣⾔・エコフレンドシップ協定）

エネルギー

 サンシャインプロジェクトを軸にネットゼロエネルギー都市の推進

⾃然環境

 瀬⼾内海国⽴公園などを活⽤したサステナブルツーリズムの推進

Matsuyama市
×Freiburg市協定
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⽯垣SDGsプラットフォームを活⽤した「離島におけるSDGs課題解決モデル（＝⽯垣SDGｓモデ
ル）」構築事業

沖縄県石垣市

⽯垣市では、統合的取組み事業として、地域における社会課題をSDGsというツールを⽤いて解決していく⽯垣SDGsプラットフォームを構築する。
多様な主体の存在する⽯垣市において全てのステークホルダーに配慮した最適解を導出するとともに、多層化しがちな各主体を包摂的に地域社会
に取り込んでいく。
＜取組課題＞
⽯垣SDGsブランドの創出・育成

＜取組課題＞
包括的社会の実現

経済
産業
環境
ブランディング

社会

三側⾯をつなぐ統合的取組
⽯垣SDGsプラットフォームを活⽤した「離島におけるSDGs

 ⽯垣SDGs認証制度構築･運⽤事業
 ⽯垣ブルーカーボン・オフセット制度構

課題解決モデル（＝⽯垣SDGsモデル）」構築事業

地域における課題

 地域産品のブランディング促進事業

⼥性の活躍

離島におけるSDGs課題解
決モデル（⽯垣SDGsモデ
ル）

 地産地消推進事業

情報集約

解決策提⽰
地域内
市⺠
事業者
団体
⾏政 等

石垣ＳＤＧｓ
プラットフォーム
連携

連携

②⽯垣ＳＤＧｓ
認証制度の構
築・運⽤

 次世代育成⽀援
 ⼋重⼭MaaS⽀援
 エンパワーメント推進
 インフォーマルセクター向けプラット

地域福祉

フォーム構築
 包括的貧困削減対策事業

普及展開

情報共有

①伝統的⾦融戦
略の再定義

養殖モズク・マングローブによる
ブルーカボン・オフセット制度の構築

交通

課題解決の
パッケージ化

築・運⽤事業

⼈材育成

地域外
企業
⼤学
⾃治体
国際機関
等

③資⾦調達ス
キームの構築

⼥性の活躍

環境

＜取組課題＞
豊かな⾃然環境の保全・活⽤
再⽣可能エネルギーの積極的導⼊

⾃然環境
循環型社会
エネルギー

 サンゴ礁保全対策推進事業
 海洋プラスチックごみ対策事業
 3R促進事業基本計画策定事業
 再⽣可能エネルギー導⼊推進事業

ビーチクリーンの様⼦

⽬次

１．SDGs未来都市等⼀覧
２．SDGs未来都市等取組概要キーワード⼀覧
３．平成30年度SDGs未来都市 取組事例
４．令和元年度SDGs未来都市 取組事例
５．令和２年度SDGs未来都市 取組事例
６．令和３年度SDGs未来都市 取組事例
７．平成30年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
８．令和元年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
９．令和２年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
10．令和３年度⾃治体SDGsモデル事業 取組事例
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「スマートタウンで “弱点” 転変︕かみしほろ幸せ循環」プロジェクト
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令和3年度⾃治体SDGｓモデル事業②
千葉県市原市

化学×⾥⼭×ひと 〜SDGsでつなぎ、みんなで未来へ〜

176

令和3年度⾃治体SDGｓモデル事業③
東京都墨田区

産業振興を軸としたプロトタイプ実装都市 〜ものづくりによる「暮らし」のアップデート〜
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令和3年度⾃治体SDGｓモデル事業④
新潟県妙高市

みんなでつくる⽣命地域 Redesignプロジェクト
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令和3年度⾃治体SDGｓモデル事業⑤
岐阜県岐阜市

⼭⽔と都市が育むWell-beingなライフスタイル創造事業
〜「つかさのまち・シビックプライドプレイス」が繋ぐ⼈と⼈、⼈とまち〜
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岐阜県美濃加茂市 「ローカルSDGsみのかも」＝地域循環共⽣圏の実現に向けたソーシャルビジネス創出モデル事業
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京都の⽂化が息づく３側⾯，“みんなごと”で取り組むレジリエンスモデル〜ＳＤＧｓのその先へ〜
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（「⻄条市SDGs×⻄条市DX」の推進による地⽅創⽣の実現）
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有機農業を核とした有機的なつながりが広がる町の実現
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沖縄県

誰⼀⼈取り残さない持続可能な美ら海島「沖縄モデル」推進プロジェクト
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