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自治体がSDGsを活用することにより、政策の目標や課題が明確化され、地方創生に向けた課題解決と地域活性化

を一層促進することが可能となります。さらに、SDGsという共通言語を持つことにより、産官学民の連携が図ら

れ、パートナーシップの深化が実現します。

また、岡山市では2005年からESD（持続可能な開発のための教育）に取り組んでおり、地域とともに持続可能な社

会づくりを推進してきました。今後も、これまで取り組んできたESD活動の成果を活かし、「ESDはSDGsのすべて

の目標達成の鍵」であるという考えのもと、ESDの推進によりSDGs達成に取り組んでいきます。

岡山ESDプロジェクト推進事業

SDGs守ろう!

海・川プロジェクト

ESD・市民協働推進センター

SDGsの多様な目標の達成とともに、経済・社会・環境に

関わる幅広い取組を進めるため、岡山市では2018年7月

に「岡山市SDGs推進本部」を設置しました。行政体内で

横断的な執行体制を整備することで、SDGsの視点によ

る取組を効果的に推進していきます。

岡山市では、国連ESDの10年が始まった2005年に岡山ESD推進協議

会を設立し、岡山地域における持続可能な社会づくりを目指したESD

活動を推進していくため、「岡山ESDプロジェクト」を開始しました。岡

山地域では、公民館やユネスコスクール等の学校を拠点として、各コー

ディネーターの活躍のもと、各地域の特性に応じたESD活動を展開し

ています。また、国内外の優良事例を顕彰するESD岡山アワードをはじ

め、フォーラムや研修事業等を実施し、社会課題の解決に向けた学びと

実践の機会を設け、SDGs達成につながる人材育成を進めています。

岡山市を中心とする岡山連携中枢都市圏では、海洋プラスチックごみ

をはじめとする海ごみの削減に取り組んでいます。河川流域の各市町

で清掃活動を行うほか、海ごみをテーマとするフォーラムやパネル展

を開催し、市民の海ごみ問題に対する意識向上を図っています。

岡山市では、持続可能な地域社会を実現するために、多様な主体による

協働した取組を進めています。その一環として、市民活動団体や企業、学

校等をつなぐコーディネート機関「ESD・市民協働推進センター」を市本

庁舎2階に設置しています。ここでは、新たな協働の担い手の発掘や様々

な団体からの相談対応、市民活動への伴走支援等を行い、多様な主体に

よる課題解決に取り組んでいます。また、市民活動を通してESD・SDGs

の浸透を図っています。

岡山市では、2021年度に改定した「岡山市第六次総合計

画」にSDGsの要素を取り入れました。他にも「第2次岡

山市協働推進計画」、「岡山市立公民館基本方針」、「岡山

市多文化共生社会推進プラン」、「岡山市生物多様性地域

戦略」等にSDGsを反映させており、今後も、各部局と連

携しながら計画への反映を検討・実施していきます。

SDGs達成に向けた岡山市の主な取組

なぜ、岡山市はSDGsに取り組むのか?

体制づくり 各種計画への反映

岡山市のSDGsの取組

［問い合わせ］ ESD・市民協働推進センター　TEL 086-803-1062　　E-mail esd-smc@googlegroups.com

SDGs = Sustainable Development Goals

　　　　  持続可能な開発目標

     

●2015年9月の国連サミットで全会一致で採択された、「持続可能な開発 

のための2030アジェンダ」に記載されている2030年までの国際目標

です

●気候変動や格差などの、経済・社会・環境に係る幅広い課題の解決を目指 

し、世界全体で明るい未来を作るための17のゴールと169のターゲット

で構成されています

●先進国も開発途上国もすべての国が関わって解決していく目標です

誰一人取り残さない

leave no one behind

SDGsの特徴

●「このままでは世界が立ち行かない」という強い危機感のもとに

作られた目標です

●根本的な原因に取り組み、今の世界の「変革」を目指しています

●1,000万人を超える多様なステークホルダーにより約3年間に

およぶプロセスを経て策定されました

●1つの課題は様々なゴールにつながっています

MDGs（ミレニアム開発目標）の成果と課題

開発途上国の貧困削減など、2015年までを期限としたMDGsは一定の成果をあ

げる一方、5歳未満児や妊産婦の死亡率などは未達成となりました。

S D G s とは ?

理念
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目標 1 【貧困をなくそう】

あらゆる場所あらゆる形態の

貧困を終わらせる

目標 3 【すべての人に健康と福祉を】

あらゆる年齢のすべての人々の

健康的な生活を確保し、福祉を推進する

目標 5 【ジェンダー平等を実現しよう】

ジェンダー平等を達成し、すべての

女性及び女児のエンパワーメントを行う

目標 7 【エネルギーをみんなに そしてクリーンに】

すべての人々の、安価かつ信頼できる

持続可能な近代的なエネルギーへの

アクセスを確保する

目標 9 【産業と技術革新の基盤をつくろう】

強靭（レジリエント）なインフラ構築、

包摂的かつ持続可能な産業化の促進

及びイノベーションの推進を図る

目標11 【住み続けられるまちづくりを】

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で

持続可能な都市及び人間居住を実現する

目標13 【気候変動に具体的な対策を】

気候変動及びその影響を軽減するための

緊急対策を講じる

目標15 【陸の豊かさも守ろう】

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の

推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への

対処ならびに土地の劣化の阻止・回復及び

生物多様性の損失を阻止する

目標 2 【飢餓をゼロに】

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養の

改善を実現し、持続可能な農業を促進する

目標 4 【質の高い教育をみんなに】

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い

教育を確保し、生涯学習の機会を促進する

目標 6 【安全な水とトイレを世界中に】

すべての人々の水と衛生の利用可能性と

持続可能な管理を確保する

目標 8 【働きがいも 経済成長も】

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての

人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある

人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する

目標10 【人や国の不平等をなくそう】

国内及び各国家間の不平等を是正する

目標12 【つくる責任 つかう責任】

持続可能な消費生産形態を確保する

目標14 【海の豊かさを守ろう】

持続可能な開発のために、海洋・海洋資源を

保全し、持続可能な形で利用する

目標16 【平和と公正をすべての人に】

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を

促進し、すべての人々に司法へのアクセスを

提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で

説明責任のある包摂的な制度を構築する

目標17 【パートナーシップで目標を達成しよう】

持続可能な開発のための実施手段を強化し、

グローバル・パートナーシップを活性化する

参照：外務省ホームページ

　　　https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/SDGs_pamphlet.pdf

SDGs（持続可能な開発目標）17の目標
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株式会社ありがとうファーム

「おかやまSDGsアワード2020表彰団体」

服部興業株式会社

「第６回おかやま協働まちづくり賞大賞取組」

瀬戸内かきがらアグリ推進協議会
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