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自治体 SDGs と地方創生
2015 年 9 月の国連サミットにおいて全会一致で持続可能な開発のための 2030 アジ
ェンダ（SDGs）が可決された。そこでは国だけに限らず自治体などの主体も、課題解
決のための主体であるとされ、まちづくりなどの目標も設定されている。
我が国で、先進的に取り組んできた環境未来都市構想などの取組の方向性とも合致
しており、また、経済・社会・環境を統合した取組は、地方創生の方向性とも合致す
る。ここでは、SDGs が、地方自治体にとって、どういった意味を持つのか、何を期
待されているのかについて、整理・紹介したい。

１．SDGｓとは

SDGs では、2030 年を期限とした 17 の目標と
169 のターゲットを設定している。SDGs に法的

1-1．SDGs とは
2015 年 9 月の「国連持続可能な開発サミット」
において「持続可能な開発のための 2030 アジェ
ンダ」が採択された。アジェンダでは、5 つの P
（①人類（People）、②地球（Planet）、③繁栄
（Prosperity）、④平和（Peace）、⑤パートナー
シップ（Partnership））に向けた行動計画とし
て宣言と目標を掲げた。この目標が持続可能な
開発目標（Sustainable Development Goals :SDGs（以
下、SDGs））である。
図表1

拘束力はないが、その達成度を 230 の指標によ
り評価していく。さらに、目標の達成には、先
進国・発展途上国の別なく全ての国が、様々な
関係者とパートナーシップの下で取組むことが
示されている。特に、国家レベルだけでなく、
公民のあらゆるレベル、自治体などでの取組も
目標達成に向けて期待されている。

1-2．SDGs とまちづくり
SDGs の 17 の目標のうち自治体にとって最も
関係の深い目標が、目標 11「住み続けられるま
ちづくりを」、「都市と人間の居住地を包摂的、
安全、レジリエントかつ持続可能にする 1」であ
る。この目標の下、公共交通、大気など環境や
災害への対応などが、10 を超えるターゲットと
して設定されている。
こうした目標設定の背景には、2030 年に向け
た急速な都市化の進展に伴う課題の発生への懸
念などがある。国際連合広報センター「持続可
能な開発目標ファクトシート」によれば、2030
年までに都市部の人口が世界人口のほぼ 60％

SDGs の概要

資料出所：内閣府地方創生推進事務局「自治体 SDGs 推
進のための有識者検討会」参考資料 1
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を占めるとしており、急速な都市化が真水供給

2017 年 12 月の第 4 回 SDGs 推進本部会合では

や下水、生活環境、公衆衛生への圧力を加える

SDGs アクションプラン 2018 の公表と、第 1 回

としている。その一方で、都市の稠密性は、効

「ジャパン SDGs アワード」が開催された。アワ

率性を高めることで技術革新により資源とエネ

ードでは、SDGs 実施指針の実施原則を評価基準

ルギー消費を低減する可能性も秘めているとも

として評価、北海道下川町を SDGs 推進本部長

している。そのため、都市化に対して 2030 年に

（内閣総理大臣）賞として選定した。アクショ

向けてイノベーションの国際展開による課題解

ンプラン 2018 では、自治体 SDGs モデル事業の

決が必要である。

創設のほか、持続可能で強靭なまちづくりとし

それ以外にも、まちづくりという観点では、

てのコンパクト・プラス・ネットワークの実現、

目標 6「安全な水とトイレを世界中に」、目標 7

レジリエント防災・減災、徹底した省エネ・再

「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」や

生可能エネルギーの導入促進や地域環境循環共

目標 9「産業と技術革新の基盤をつくろう」と

生圏の構築をはじめとした取り組みが示されて

いった目標も関連がある。

いる。

こうした幅広い分野にまたがるまちづくりへ

図表3 「環境未来都市構想」の発展としての自治体 SDGs

の貢献に向け、自治体が果たすべき役割は大き
い。
自治体
SDGsモデル
事業
環境
未来都市

２．わが国における取組み
2-1．SDGs 推進本部
政府では、2016 年 5 月に SDGs 推進本部（本
部長：内閣総理大臣）を設置、2016 年 12 月の
第 2 回 SDGs 推進本部会合では、「持続可能で強
靭、そして誰一人取り残さない、経済、社会、
環境の統合的向上が実現された未来への先駆者
を目指す」をビジョンとする「SDGs 実施指針」
をまとめた。実施指針では、①普遍性、②包摂
性、③参画型、④統合性、⑤透明性と説明責任
の 5 つを実施原則とし、8 つの優先課題と具体
的施策を示し、2019 年までを目途に最初のフォ
ローアップを実施することとしている。

環境モデル都市

「環境未来都市」構想
推進協議会
資料：内閣府資料などよりみずほ総合研究所作成

2-2．自治体における SDGs
(1) 自治体 SDGs 推進のための有識者検討会
SDGs では、前述のとおり政府だけでなく民間

図表2 「SDGｓ実施指針」の 8 つの優先課題と具体的施策

や地方自治体など様々な関係主体の参画が求め
られている。特にまちづくりなどでは、地方自
治体が、果たすべき役割も多く、取り組みが大
きく期待されている。既に、政府で進めてきた
「環境未来都市」構想の取組手法や実績は、自
治体が SDGs を進める上で大いに活用できるも
資料出所：第 4 回 SDGs 推進本部会合 配付資料 1

のがある。こうした考え方の下、内閣府地方創
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生事務局では、自治体 SDGs 推進のための有識者

SDGs の理解からはじまり、フォローアップまで

検討会を設立し検討を重ね、2017 年 11 月に「『地

の 5 段階に分けて整理を行っている（図表 5）。

方創生に向けた自治体 SDGs 推進のあり方』コン

図表5 自治体レベルで SDGs に取り組むために必要な 5
つのステップ
ステップ１：SDGs を理解する

セプト取りまとめ」をとりまとめた（図表 4）。
図表4 「地方創生に向けた自治体 SDGs 推進のあり方」コ
ンセプトまとめの目次
Ⅰ 地方創生と SDGs に関する国内外の動向
Ⅱ 「環境未来都市」構想と SDGs

1-1:SDGs の概要を理解する
1-2:SDGs の三層構造を理解する
1-3:SDGs と自治体行政の役割の関係を理解する

ステップ２：取組体制
2-1:自治体行政における垂直的連携と水平的連携の重要
性を理解する
2-2:ニッチからグローバルに至る垂直的連携の促進
2-3:関係するステークホルダーの明確化と水平的連携の
促進
2-4：SDGs 推進体制の構築

1.「環境未来都市」構想のこれまでの成果と今後の課題
2．自治体 SDGs 推進に向けた「環境未来都市」構想の成果
の活用

Ⅲ

地方創生における自治体 SDGs 推進の意義
1．自治体として SDGs 推進に取り組む意義、メリットは何か
2．住民や様々なステークホルダーから見て、自治体に期
待する役割
3．自治体が SDGs 推進のために取り組むべき事項とは何か

Ⅳ

ステップ３：ビジョンと目標
3-1：自治体レベルの取組の整理
3-2:目標の設定

政府の役割

ステップ４：アクションプログラム

1．政府は、SDGs 推進における自治体の役割をどのように
位置づけるべきか
2．自治体 SDGs 推進における政府の役割は何か

4-1:自治体版 SDGs アクションプログラムの策定
4-2:自治体版 SDGs アクションプログラムの実践

ステップ５：フォローアップ

Ⅴ おわりに
資料：「地方創生に向けた自治体 SDGs 推進のあり方」コン
セプト取りまとめよりみずほ総合研究所作成

5-1：フォローアップの仕組みの確立
5-2:定期的な進捗状況のフォローアップ

コンセプト取りまとめでは、SDGs の考え方は、
先行的に取り組まれている環境・社会・経済の

資料：自治体 SDGs 検討小委員会ガイドライン-」よりみずほ
総合研究所作成

ガイドラインでは、自治体が SDGs に取り組む

三側面に着目し、三側面による新たな価値創出

ことのメリットを 6 点整理している。

によるまち活性化を目指してきた「環境未来都

1 点目は、SDGs を活用、実現していくことで

市」構想の方向性の理念と一致しているもので

の「全ての住民の QOL（Quality of Life）の向

あること、環境未来都市や環境モデル都市の先

上」である。2 点目は、SDGs という世界共通の

進的な取組事例は、各自治体が SDGs に取り組む

ものさしで、地域を俯瞰することで今まで見え

際にわかりやすいモデルとなることなどが示さ

てこなかった地域の長所・短所がみえることで

れた。また、同時に SDGs に向けた取組は地域に

「自治体固有の背景を踏まえた独自性のあるま

おける諸課題の解決、地方の持続的な開発、す

ちづくりの推進」ができることである。3 点目

なわち地方創生を推進するものであることも示

は、従来、二律背反の関係でとらえられること

された。

の多かった「経済、社会、環境政策の統合によ
るシナジー効果の創出」である。4 点目は、SDGs

(2) 自治体 SDGs 検討小委員会「私たちのまちに
とっての SDGs-導入のためのガイドライン-」
「私たちのまちにとっての SDGs-導入のため

を進める上で必要となる「国内の様々な関係者

のガイドライン-（以下、ガイドライン）」は、

対して、その経験や知見をベースに世界に対し

国土交通省住宅局支援の下、一般財団法人建築

てソ リュ ー ショ ンを 提 供し てい く 「グ ロー バ

環境・省エネルギー機構内に設置された「自治

ル・パートナーシップの推進」につながる可能

体 SDGs 検討小委員会」の成果としてまとめられ

性があることである。6 点目は、
「SDGs に取り組

たものである。ガイドラインでは、自治体レベ

むことによる自立的好循環の創出」である。

間のパートナーシップの推進」である。5 点目
は、自らの都市では既に克服・解決した課題に

ルで SDGs に取り組むために必要なステップを
3

３．「環境未来都市」構想

環境モデル都市は、低炭素社会の姿を具体的
にわかりやすく示すために、低炭素社会の実現

自治体 SDGs は「環境未来都市」構想の発展形

に向けて先駆的な取組にチャレンジしている都

と想定されており、環境未来都市などの取組事

市として政府が選定したものである。まず平成

例は、自治体が SDGs に取り組む上でのわかりや

20 年度に 13 都市を選定、東日本大震災後の平

すいモデルになると考えられる。

成 24 年度に 7 都市、平成 25 年度に 3 都市が選

ここでは事例も含め「環境未来都市」構想を

定されている。環境モデル都市では、地域資源

紹介する。

を最大限に活用し、分野横断的な取組をおこな
うことで、低炭素化と持続的発展を両立する地

3-1．「環境未来都市」構想
政府では、21 世紀における世界共通の課題で
ある環境問題や高齢化の解決に向けて、世界に
比類ない成功事例を創出し、それらを国内外に
普及展開することを通じて、需要拡大、雇用創
出、国際課題解決力の強化を図ることを目指し
た「環境未来都市」構想を進めている。新たな
価値創造のための社会実践に様々な資源を集中
投入し、暮らしたい街。活力ある街の実現を通
して生活の質の向上を図り成功事例の普及展開
を進めていくものである。

域モデルの実現を目指している。
図表7 環境モデル都市のイメージ

図表6 「環境未来都市構想」

資料出所：「環境未来都市」構想推進協議会 HP

(2) 環境未来都市
環境未来都市では、世界的に進む都市化を見
すえ、地域独自の課題に加え、環境や高齢化対
図表8 環境未来都市とは

資料出所：「環境未来都市」構想推進協議会 HP

3-2．環境モデル都市・環境未来都市
「環境未来都市」構想では、環境モデル都市
及び環境未来都市の二種類を選定、低炭素社会
の実現を目指す取り組みを支援している。
資料：「環境未来都市構想」推進協議会パンフレットよりみ
ずほ総合研究所作成

(1) 環境モデル都市
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応などの課題にチャレンジし、同時に環境、社

る。そこでは社会コミュニティの再構築、高齢

地域づくりを進める都市を 11 都市選定してい

者と若者による食料自給や新産業創造、木質ボ

る。環境未来都市の取組により「誰もが暮らし

イラによる給湯・暖房の供給などが取り組まれ

たいまち」
「誰もが活力あるまち」の実現を目指

ている。

していくものである。
(2) 千葉県柏市
柏市では、エネルギー問題、超高齢等に対応

3-2．取組概要
環境未来都市のうち、前述のアワードで選出
された北海道下川町、環境、健康、産業の三つ
の視点でまちづくりを進めている千葉県柏市、
コンパクトシティによる持続可能な都市を目指
す富山県富山市及び環境問題克服の知見をベー
スに海外へのビジネス展開をしている北九州市
の取組概要を整理する。

して「環境共生都市」「新産業創造都市」「健康
未来都市」という 3 つのコンセプトでのまちづ
くりに公民学が連携して取り組んでいる。
核となる柏の葉キャンパスエリアでは、省エ
ネルギーや非常時の電力確保を実現するエネル
ギーのエリアマネジメントシステムやベンチャ
ー企業支援、健康情報発信拠点などが整備され
ている。健康情報発信では、健康な毎日を過ご

(1) 北海道下川町
下川町は、町面積の約 9 割が森林であり林

すために必要な「あるく・しゃべる・たべる」

業・農業が基幹産業である。そのため豊富な森

の健康研究所「あ・し・た」を設置、健康価値

林資源を活用した循環型森林経営とゼロエミッ

の普及と社会参画の場づくりを提供している。

ションの木材加工システムを基盤とした自立型

新産業創造では、新事業やサービスを創造す

の森林総合産業の創出、森林バイオマスを中心

るための場となるコワーキングスペースなどを

とした再生可能エネルギーによるエネルギーの

整備・運営している。

完全自給も目指していく。

図表10 千葉県柏市の取組（エリアマネジメント）

をテーマとして掲げ、その推進拠点となるまち

図表9 下川町環境未来都市計画

資料出所：下川町環境未来都市計画
資料出所：「環境未来都市」構想推進協議会 HP

また、超高齢化が進む中、下川町「一の橋」
地区をモデル地区とした環境負荷を低減した地
域特性を活かした集住化エリアも建設されてい
5

(3) 富山県富山市
富山市では、
「 公共交通を軸としたコンパクト

境国際ビジネスなど様々な取組を進めている。

なまちづくり」を基本方針として LRT を中心と

設立や洋上風力発電モデル地域の選定など北九

したコンパクトシティのまちづくりが行われて

州市地域エネルギー拠点化推進事業を進めてい

いる。公共交通の活性化による自動車から公共

る。また、上下水道の技術やノウハウを活用し

交通、徒歩・自転車への転換促進やまちなかへ

官民連携によりアジア諸都市において海外水ビ

の居住誘導などを推進している。

ジネスを積極的に展開している。

環境・エネルギーでは地域エネルギー会社の

環境面では、交通モードの転換による環境負

図表12 北九州市の環境未来都市構想

荷の低減のほか、森林バイオマスの利用、小規
模水力の利用なども進めている。また超高齢化
に関しては、和漢薬や医薬品の伝統・技術を背
景とした生薬の生産や高齢者等が安全・安心・
快適に歩いて暮らせるまちの実現に向けた公共
交通のバリアフリー化やコンパクトシティのま
ちづくりを進めている。
図表11 富山県富山市の取組

資料出所：「環境未来都市」構想推進協議会 HP

４．地方創生と自治体 SDGｓ
内閣府地方創生推進事務局では、地方創生に
おける自治体 SDGs 推進の意義を図表 13 のよう
に整理している。
図表13 地方創生における自治体 SDGs の意義

資料出所：「環境未来都市」構想推進協議会 HP

(4) 北九州市
北九州市は、官営八幡製鉄所の操業に始まる
我が国産業の近代化をけん引してきた工業都市
である。さらに発展の中で発生した深刻な公害
に対して、市民運動をきっかけに企業や行政が
一体となって公害を克服した歴史を持っている。
こうした中で北九州市には、環境に対する技術
や市民力が蓄積された。

資料出所：自治体 SDGs 推進のための有識者会 参考資料
2「地方創生に向けた SDGs の推進について」

北九州市環境未来都市では、
「地域や都市（ま
ち）の中で人が輝く、賑わい、安らぎ・活力あ

また、先に紹介した通り、ガイドラインでも

るまち」をテーマに、環境、超高齢化対応、環
6

自治体が SDGs に取り組むメリットを 6 点挙げて

自らが設定した目標値への達成度をモニタリン

いる。ここでは、改めて自治体が SDGs に取り組

グす るこ と で進 捗管 理 を行 い、 そ れに 基づ く

み地方創生を実現していくことの意義・メリッ

PDCA サイクルを回すことも可能となる。他との

トとして以下、4 点をあげたい。

比較、指標による進捗管理ができることは意義
がある。

①現状を改めて認識する機会
④海外への展開可能性

SDGs に取り組むにあたり、自らの地域の状況
を 17 ゴール、169 ターゲット、230 指標により

SDGs が設定する 17 目標、169 ターゲット、230

見つめ直すことで、自らの地域の強み、弱み、

指標の中には、既に地域で過去に克服した課題

克服してきた課題などに改めて気づかされるこ

なども含まれている。こうした課題を克服して

ととなる。こうした自地域を改めて見つめ直す

きた中で培った地域の市民力、経験・ノウハウ

きっかけを提供することは一つの意義であろう。

は、海外の自治体においても必要とされるもの
である。前述の北九州市のように既に水ビジネ
スを海外展開している例もある。同様の形で世

②バックキャスティング型の施策展開
SDGs の特徴の一つは、現在の延長線上で未来

界への貢献ができる可能性のある都市も存在し

を考えるフォーキャスティングではなく、目標

ているはずである。是非、積極的な展開を図っ

を設定してから現在とのギャップをみて、課題

てほしい。

解決を目指すバックキャスティング型の取組で
あることが挙げられる。地方創生においても、

SDGs に取り組むことのメリット・意義とは逆

現実をしっかりと見つめつつ、あるべき姿を描

に、自治体には国とは違った立場で、まちづく

き、そこへの到達手段を考えていくバックキャ

りの様々な場面を通して SDGs の一部の目標・指

スティング型の考え方が重要である。現在の地

標については責務として果たすべき役割も今後、

方創生に向けた施策をあるべき姿からのバック

出てくるものと思われる。企業や市民団体、大

キャスティング型のものとして考え直すことも

学など様々な主体と連携しての取組が期待され

大きな意義がある。

る。

③指標による進捗管理・PDCA サイクル
みずほ総合研究所 社会・公共アドバイザリー部
上席主任研究員 岩城 博之
hiroyuki.iwagi@mizuho-ri.co.jp

SDGs の実施にあたり、活用する指標は各地域
共通のものであり、自らの地域の達成状況を他
と比較することが可能となる。また、あわせて
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（参考：SDGs の 17 の目標）
目標（Goal）

目標

目標（Goal）

目標

１．貧困をなくそう
(NO POVERTY)

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ

10．人や国の不平等
をなくそう
国内および国家間の不平等を是正する
(REDUCED INEQUALITIES)

２．飢餓をゼロに
(ZERO HUNGER)

飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、
持続可能な農業を推進する

11．住み続けられる
まちづくりを
(SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES)

都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする

３．すべての人に
健康と福祉を
(GOOD HEALTH AND
WELL-BEING)

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

12．つくる責任
つかう責任
(RESPONSIBLE
CONSUMPTION AND
PRODUCTION)

持続可能な消費と生産のパターンを確保する

４．質の高い教育を
みんなに
(QUALITY EDUCATION)

すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する

13．気候変動に
具体的な対策を
(CLIMATE ACTION)

気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

５．ジェンダー平等を
実現しよう
(GENDAR EQUALITY)

ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

14．海の豊かさを守ろう
(LIFE BELOW WATER)

海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する

６．安全な水とトイレ
を世界中に
(CLEAN WATER AND
SANITATION)

すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

15．陸の豊かさも守ろう
(LIFE ON LAND)

陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管
理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の
阻止を図る

７．エネルギーをみんなに
そしてクリーンに
(AFFODABLE AND
CLEAN ENERGY)

すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアク
セスを確保する

16．平和と公正を
すべての人に
(PEASE, JUSTICE
AND STRONG
INSTITUTIONS)

持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人々に司法へ
のアクセスを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂
的な制度を構築する

８．働きがいも
経済成長も
(DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH)

すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完
全雇用およびディーセント・ワークを推進する

17．パートナーシップで
目標を達成しよう
(PARTNERSHIP FOR
THE GOALS)

持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活
性化する

９．産業と技術革新の
基盤をつくろう
(INDUSTRY, INNOVATION,
AND INFRASTRUCTURE)

レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するととも
に、イノベーションの拡大を図る

資料：国際連合広報局資料（和訳）よりみずほ総合研究所作成
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