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１． システム移行の必要性



限界集落「青根」の未来

•2011年11月から青根に。

•あざおね社中として、休耕田を復
活させて水田を拠点に生物多様
性の把握、環境学習・ESD、環境
まちづくりを学生・市民と実践。

•9年で準限界集落から限界集落へ。

•2016年4月 青根小学校焼失

•2020年3月 青根小学校閉校

⇒地域拠点の喪失



平成の大合併と相模原市
• 1954年 相模原市誕生

• 1955年 津久井郡津久井町、藤野町、
相模湖町、城山町誕生

• 2006年 津久井町と相模湖町が相模
原市に編入。

• 2007年 藤野町と城山町が相模原市
に編入。

• 2010年 相模原市が政令指定都市に。
地域自治区は廃止。旧津久井郡は橋本
地区および大沢地区とともに緑区へ。

※2020年11月の相模原市の人口

• 市全体 722,902人

• 旧津久井町23,842人 青根 489人



SDGｓ未来都市の相模原市
• 2020年から新総合計画（含緑区基本計画）。

⇒SDGｓの要素を反映させた総合計画

•本年度のSDGｓ未来都市に採択。地方創生SDGsを推進する。

•青根での2つの事業

①青根地域のワークショップ概要 ～相模原市緑区中山間地域振興
モデル事業～

②旧青根中学校等の有効活用事業に係るサウンディング型市場調
査



新総合計画・地方創生・SDGｓ未来都市
•青根での政策

•2020年9月から2021年3月までの市民参加型ワークショップで
「青根の将来像」を描く。

•青根の公共施設を企業に下げ渡す提案を募集する。

• 「税収が見込めない地域に投資しても仕方ない。」

⇒ 目の前の最適化を目指す対症療法的な思考？

⇒ 行政も市民も陥ってはいないか？

⇒ 長期的な時間意識・広角的な空間意識が必要。

⇒ 地域の持続可能性のために目指すのは、ガバナンスやシステム
の移行ではないか？



２． 2030アジェンダ・SDGsとガバナンス



我々の世界を変革する
持続可能な開発のための2030アジェンダ

• 前文

人間 地球 繁栄 平和 パートナーシップ

• 宣言

イントロダクション

我々の共有する原則と約束

今日の世界

新アジェンダ

実施手段

フォローアップとレビュー

我々の世界を変える行動の呼びかけ

• 持続可能な開発目標（SDGs）とターゲット

• 実施手段とグローバル・パートナーシップ

• フォローアップとレビュー
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2030アジェンダの前文の第一段落

• This Agenda is a plan of 
action for people, planet 
and prosperity. It also 
seeks to strengthen 
universal peace in larger 
freedom. We recognize that 
eradicating poverty in all 
its forms and dimensions, 
including extreme poverty, 
is the greatest global 
challenge and an 
indispensable requirement 
for sustainable 
development.

• このアジェンダは、人間、地球及び
繁栄のための行動計画である。こ
れはまた、より大きな自由における
普遍的な平和の強化を追求するも
のでもある。我々は、極端な貧困を
含む、あらゆる形態と側面の貧困
を撲滅することが最大の地球規模
の課題であり、持続可能な開発の
ための不可欠な必要条件であると
認識する。
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2030アジェンダ・SDGs（2016年～2030年）の特色
• グローバル・ガバナンスにおけるあらゆる主体の行動計画。

•普遍性 ⇒ すべての人・国に関わる共通原則。

先進国も、途上国も、企業も、市民も、NGOも自治体も。

•包摂性 ⇒ 「だれ一人取り残さない」

•統合性 ⇒ 開発と、経済・社会・環境を統合的に扱う。

※ターゲットも分野横断的。

•相互関連性 ⇒17のゴールは、相互に関連

しており、一体で分割不能である。

•実施手段 ⇒ マルチステークホルダー

パートナーシップによる。

・法的拘束力・強制力はない。



SDGsの相互関連性、普遍性と地域性
• 「私たちの世界を変革する 持続可能な開発のための2030アジェン
ダ」の一部に過ぎない。

• ゴール： 2030年のありたい姿のために目指すべき方向を示す。

⇒ＳＤＧｓの構造が、統合的で、分割不能で、相互に関連している点で、普
遍性・一般性をもつ。

⇒構造は共通でも、課題の顕れ方に地域性・

固有性がある。

⇒地域で課題を解決するには、地域ごとで

自分事化が必要である。



私たちの世界を変革するためのアジェンダ

•2030アジェンダの示すビジョンの共感し、世界を変革して
持続可能な世界を創造する意思を持つものは、誰でも、どこ
でも、アジェンダを創ってよい。

•国や自治体の行政計画だけではない。

•地域ごとに課題と資源の構造が異なるならば、地域ごとで
アジェンダをつくることが望まれる。

•アジェンダは、ガバナンスやシステムのあり方も検討できる。



３． SDGsと地方創生SDGs



検討の視点

• SDGｓは「私たちの世界を持続可能に変革する」ことを目指す。

• そこには、ガバナンスやシステムの移行も含まれる？

•では地方創生SDGｓや地方創生の政策は、ガバナンスやシステムの移
行も含めて、地域の持続可能性を志向しているだろうか？



日本政府と自治体のSDGｓ

•2016年5月 SDG推進本部設置

•2016年12月 SDGs実施指針で自治体に言及

⇒ 「各地方自治体に、各種計画や戦略、方針の策定や
改訂に当たってはSDGsの要素を最大限反映することを
奨励しつつ、関係府省庁の施策等も通じ、関係するス
テークホルダーとの連携の強化等、SDGs達成に向けた
取組を促進する」



日本政府と自治体のSDGｓ

•2017年12月 「まち・ひと・しごと創生総合戦略
2017改訂版」

•「地方創生の一層の推進に当たっては、持続可能な開
発目標（SDGs）の主流化を図り、SDGs達成に向けた
観点を取り入れ、経済、社会、環境の統合的向上等の要
素を最大限反映する」

⇒地方創生SDGs



SDGｓ未来都市と自治体SDGｓモデル事業

•2018年度より

•SDGs未来都市： 経済・社会・環境の 3 側面における
課題解決にあたり、SDGsの達成に向けた優れた取組
を実施する自治体を政府が30程度選定。

•SDGsモデル事業: SDGs未来都市の中から特に先導
的な取組を自治体として10程度選定。

•自治体SDGｓモデル事業は、上限3000万円（2018
年度は4000万円）の補助金

•SDGｓ未来都市は、地方創生推進交付金について申請
事業数の上限を1つだけ追加申請可能。



SDGｓ未来都市と自治体SDGｓモデル事業

•3か年でSDGs未来都市として93都市、自治体SDGs
モデル事業として30事業を選定。

•相模原市は2020年度のSDGｓ未来都市に採択。

•2024年度までにSDGs未来都市を累計210都市、自
治体の60％とすることをKPIとして設定。



地方創生SDGsの前提

•あくまで「地方創生」

•課題意識・目的： 人口減少を食い止め、人口の偏在を是
正して、経済成長と雇用を確保し、地方で安心して結婚・出
産・子育てできるようにする。

⇒「持続可能性」？「環境」？ 「世代間・地域間の公平」？

•空間意識： 地方自治体の行政区画を単位とする。

•時間意識： 人口ビジョンなどはあるが、事業は年度単位。



地方創生SDGsのガバナンス

自治体におけるSDGs導入の枠組み •国と自治体、地域住民の関係性
については、旧来のレジームを前
提としている。

• ガバナンスの移行は想定していな
い。

• 「制度的なバイアス」をもつ国や
自治体は、地域住民や企業による
イノベーションの障壁になりうる。



地方創生SDGsのガバナンス

国

都道府県

市町村

政
策
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自治体におけるSDGs導入の枠組み 地方分権改革以前の国と地方の関係



2030アジェンダ・SDGsのガバナンス

グローバルなレベル
ローカルなレベル

国家

市民・

NGO

国際機関

※

国連

多国籍

企業

市町村

市民・NPO

※
国・都道

府県

事業者



４． システムの変更をもたらすガバナンス？



2030アジェンダ・SDGsと自治体

•地域アジェンダの共創とは、自治体計画や戦略
の押し付けではない。

•対話を通して、参加者自身も変わってゆくのが
「共創」。

•自治体は2030アジェンダ・SDGsを活用して
変容することはできるのだろうか？



組織の視点と個人の視点

•組織の視点： 「国連⇒国⇒都道府県⇒市町村⇒地域⇒個人」

• しかし、個人は、多層な組織や地域コミュニティーのレイア―に居場所があ
る。

• そもそも、個人は自治体や行政区画の「空間意識」を超えている。

• また個人は、多様な世代との付き合いを通して多様な「時間意識」を獲得し
ている。

• このような「多様な個人」が交流し、共創できるガバナンスがイノベーション
を起こせる。



青根ワークショップのスピンオフ

・11月28日午後に、麻布大学学生主催の
「焼き芋の会」

・昨年12月に第1回が、開催。

・ワークショップ参加者を誘って本日開催。

・自分達で、組織づくりを始めた。

・新たなガバナンス、システム移行の可能性が
ある。


