
本日のプログ
ラム

SDGsのお話 村山史世

SDGsグリーンマップのお話 三橋晴香

質疑応答

SDGsの自分事化ワークショップ

地域課題から始めて連携・協働に基づいたア
ジェンダへ。持続可能な2030年の座間へ。



自己紹介
•麻布大学 生命・環境科学部 環境科学科
地域環境政策研究室 講師(1999年～）

•武蔵野大学 客員准教授

•担当科目 「法学入門」「日本国憲法」「人権
論」「地域コミュニティ論」「環境フィールドスタ
ディ」「インターンシップ」

•かつての担当科目 「行政法」「民法」「市民
環境活動論」「まちづくり論」

•環境カウンセラー（市民部門）

•座間市環境審議員（2012年～）・座間市総合
戦略推進懇話会委員(2015年～）・海老名市
環境審議員(2015年～）

リサーチマップ

みがくSD研



麻布大学

•建学の精神

「学理の討究と誠実な実践」

• 1890年 創立

• 1947年 相模原市に移転

• 2学部5学科と大学院



地球共生系×SDGs
•教育理念

「地球共生系～人と動物と

環境の共生を目指して～」

•地球共生系×SDGsの研究・

教育・実践を2015年度から

行う



SDGsをテーマにした環境カフェ（2015年度～）
麻布大学環境ワークショップ（2015年度） 環境カフェあざぶ
環境科学科の教育・研究と国連持続可能開発目標（SDGs)

－水と衛生について語り合う－

3月26日（土）15:00－１７:５０ （14:30開場）
麻布大学 テラスいちょう

国連の新開発目標

サイエンスカフェとは？
・専門家が参加者ととも
に対等な立場で科学に
関して話し合います。

参加するには？
・参加費無料。
・先着順（定員３０名）。
・裏面の申込用紙で
麻布大学学術支援課宛
FAX： 042-850-2511
kenkyu@azabu-u.ac.jp

【会場】 麻布大学
JR横浜線 矢部駅徒歩５分

http://www.azabu-u.ac.jp/campus_map/

【対象】 市民・学生・教職員
高校生も大歓迎

【主催】 麻布大学環境教育
研究会

【問合せ】 麻布大学 環境科学科
地域社会研究室 村山史世

電話＆FAX 042-769-1965
murayama@azabu-u.ac.jp

安井至
国連大学元副学長
東京大学名誉教授

稲葉一穂
麻布大学環境科学科
水環境学研究室教授

渡邉仁史
麻布大学環境保健学科卒
㈱ＮＪＳ 環境マネジメント部

環境科学科の教育・研究

2015年度 2016年度 2018年度 2019年度（延期）



SDGsの教育
• 「持続可能な社会と政策」（ 2016・2017年度）

⇒ E4年次選択科目 SDGs×自治体計画の講義（15回）

• 「地球環境科学」 （ 2017-2019年度）

⇒ E1年次必修科目 SDGsとガバナンス（2回／3回）

• 「地球共生論」（2017-2019年度）

⇒ 全学1年次必修科目 「中山間地域の環境問題－相模原市青根地区の事
例」でSDGsついて説明（1回）

⇒ 2020年度からは「地球共生系とSDGs」をテーマに1回講義する。

•地域環境政策研究室のゼミ活動・プロジェクト活動



親と子の自然環境セミナー（相模川・麻布大学）

2003年から年に一度実施。
相模原市内の小学生親子を対象に、相模
川をフィールドに学生・教員がESD（持続可
能な開発のための教育）を実践



まち美化アダプト・プログラム（大学周辺）

2018年度の食品容器環境美化協会から受託研究。
公共空間のガバナンスに学生が参画することの
効果に関する社会実験。
道路のまち美化アダプトの導入効果を、散乱ごみ
の個数と、学生が地域コミュニティに与える影響力
の観点からデータ収集・考察。



あざおね社中（2011年11月～現在）

• 相模原市緑区青根の休耕地を復
活させた水田をフィールドとし
た地域共創のプロジェクト学習

• あざぶ+あおね+社中＝あざおね
社中

• 生物多様性の把握⇒モニタリン
グサイト1000里地調査でアカガ
エル、カヤネズミ、水環境、人
為的インパクトの調査

• 環境学習・自然体験

• 環境まちづくり
9



JST（国立研究開発法人科学技術振興機構）のSDGs事例集
https://www.jst.go.jp/pr/intro/sdgs/doc/SDGs_book_JP_2017.pdf





SDGsアクションブックかながわ（神奈川県発行2019年4月）
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r5k/actionbook.html



里山は生物多様性の宝庫だ！ 学びで未来を耕す
麻布大学のSDGs 
（朝日新聞デジタル2019年5月15日）
https://miraimedia.asahi.com/azabuuniversity/

里山は生物多様性の宝庫だ！
学びで未来を耕す麻布大学のSDGs 

（朝日新聞デジタル2019年5月15日）
https://miraimedia.asahi.com/azabuuniversity/



SDGsに関する主な論文
• 村山史世・石井雅章・陣内雄次・高橋朝美・滝口直樹・長岡素彦・村松陸雄（２０１９）
「2030アジェンダ・SDGsを理解し、自分事化するためのワークショップの実践―6つの
事例と自分事化のフェーズ」 武蔵野大学環境研究所紀要 (8) 47-65

• 村山史世・相場史寛（２０１８）「2030アジェンダ・SDGsを自分事化するためのツール
の開発」 日本環境教育学会関東支部年報 (12) 33-36

• 村山史世・滝口直樹（２０１８）「自治体・地域づくりから見た2030アジェンダ・SDGsの
可能性についての予備的考察」 武蔵野大学環境研究所紀要 (7) 73-88 

• 村山史世（２０１７）「ESDの教材としての自治体計画と2030アジェンダ・SDGs -地域課
題を取り扱う主体的な学びのために-」 日本環境教育学会 関東支部会年報 (11) 
29-34 
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SDGsで人がつながる
•2015年秋 SDGｓ×地方創生・自治体総合計画をテーマに
科研費に申請するために、村山史世、滝口直樹、長岡素
彦、石井雅章、村松陸雄が集結。

•全国大学生環境活動コンテストの実行委員、エコプロダク
ツ展の出展者などで、もともと顔見知り。

•共通点は「生態系（環境）」と「学び」の重視。

⇒ 科研費は不採択でも、研究会は継続。 みがくSD研へ。
15



みがくSD研
未来の学びと持続可能な開発・発展研究会

•環境社会学、環境行政、地方自治、法学、ESD、まちづくり、教育学、環境心
理学、文化人類学、公共政策など、多様な分野の研究者が集結。

⇒ 越境を楽しむ

•国、県、市の行政経験者や市民活動経験者も参加。

⇒ 実践に根差す

• できあいの制度や規範ではなく、現実の課題を出発点にする。

⇒ 地域に敬意

•価値を生成する場と仕組みを探究

⇒ 多様なステークホルダーの学びによる価値創造

⇒ 「持続可能性」と「主体的な学び」の題材としてのSDGs。



2016年から学会を横断的に活動
• 6月 共生カフェ「SDGs×市民社会」日本共生科学会 第8回淑徳大学東
京大会(東京) 日本共生科学会 ⇒高橋朝美さんが参加。

• 8月 村松陸雄・石井雅章・長岡素彦・滝口直樹・村山史世(2016).
「持続可能な開発目標(SDGs)を理解し、考える授業とは？」 自主課題
研究 日本環境教育学会 第27回大会(東京)

• 9月 石井雅章・村松陸雄・村山史世・長岡素彦(2016).「地方自治体
の総合計画と持続可能な開発目標(SDGs)の関連性についての分析」
日本地方自治研究学会 第33回全国大会(東京) ⇒畑正夫先生が合流。

※その他はみがくSD研のHPや登壇者のreserachmapを参照。



麻布大学が
目指すSDGs
とは？

学園情報166号
（2019）



私たちの座間を変革する
SDGsの自分事化とアジェンダ

Transforming Our Zama: SDGs & Agenda

2020/03/02 於座間市民活動サポートセンター

麻布大学 環境科学科 講師

村山史世 murayama@azabu-u.ac.jp



SDGsは2030アジェン
ダの一部にすぎない

• 2015年9月国連サミットで採
択された文書

• Transforming Our World: 
the 2030 Agenda for 
Sustainable Development 

• 「私たちの世界を変革する
持続可能な開発のための２
０３０アジェンダ」



持続可能な発展・開発
Sustainable Development = SD

•地域間の公正・世代間の公
正を配慮としながら、環境・
経済・社会が統合的に発展
すること・開発すること。

• 「経済的継続可能性」や「自治体の
存続可能性」ではない。

•基盤にあるのは環境・生態系

経済

環境

生態系

社会



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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アジェンダ

•国連には強制力がない。

•「ありたい世界の姿」＝ビジョンを提示

•「アジェンダ」＝「あらゆる主体の行動指針・行動計画」

•「行動のための課題設定」

•ローカル・アジェンダの重要性



SDGsの誤解

•SDGsは市民や企業の上に降ってくる？
•自治体の上に降ってくる？

•SDGsって、投資を呼び込む?
•SDGsって、Society 5.0?
•SDGsって、地方創生?

24











「地方創生」 Regional Revitalization policy
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パートナーシップ（連携と協働）

• アジェンダは強制力がない。

• アジェンダの実現には、市民・企業・自治体・国・NPO・大学などが主
体的に考え、行動する必要がある。

•自分たちで出来ることは自分たちで。(自助)

•自分たちだけで出来ないことは他者・他機関との連携・協働で。(共
助・公助)

•必要ならば、新たな仕組みや制度を構想する。(新たなガバナンス）



包摂性と共通だが差異のある責任



持続可能な開発目標（SDGｓ）

• 2030アジェンダの中核

• 17のゴールと169のターゲット

• 17のゴールは、経済・社会・環境に渡った
統合的なものである。

• 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。



クローズアップ現代2015年9月29日(火)
国連70年②"誰も置き去りにしない"世界を目指して
http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3708/1.html

• インド・マホバの事例

• 干ばつで水不足

• 開発援助で井戸はつくったけど、
放置。

• 女性の地位は低い

• そこで、女性を修理工へ



クローズアップ現代2015年9月29日(火)
国連70年②"誰も置き去りにしない"世界を目指して
http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3708/1.html

• そこで、女性を修理工へ

• 清浄な水⇒健康（感染症・下痢
減）

• 医療費減・女性の稼ぎ⇒貧困対策

• 児童の水汲み時間減⇒教育

• 女性の雇用⇒ジェンダー・雇用



クローズアップ現代2015年9月29日(火)
国連70年②"誰も置き去りにしない"世界を目指して
http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3708/1.html

• インド・マホバの事例

• 干ばつで水不足

• 開発援助で井戸はつくったけど、
放置

• 女性や若者を修理工へ

• 清浄な水⇒健康（感染症・下痢
減）

• 医療費減・女性の稼ぎ⇒貧困対策

• 児童の水汲み時間減⇒教育

• 女性の雇用⇒ジェンダー・雇用

①課題が相互関連し、
一体なった構造

②環境・経済・社会の
統合的課題解決



SDGｓの構造とは？
• 17のゴールは、経済・社会・環境に渡っ
た統合的なものである。

• 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。

※構造の普遍性・一般性
※顕れ方の地域性・固有性

⇒だから地域ごとで自分事化
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SDGsの自分事化のツールと手法の開発

SDGsおでん
40

SDGsレンズ SDGsグリーンマップ



SDGｓの構造・Goalsの統合性の捉え方１
←生物圏・社会・経済・パートナーシップ→

41

Stockholm University Stockholm  
Resilience center



SDGｓの構造・Goalsの統合性の捉え方２
ガバナンス・環境・経済・社会

42



自分事化のツール SDGsおでん

SDGsおでん

村山史世・相場史寛 「2030アジェンダ・SDGsを自分事化するためのツールの

開発」 日本環境教育学会関東支部年報 (12) 33-36 2018年3月

43

・SDGsおでんは、自分とSDGs、他者や手段をつ
なげながら、将来ビジョンを構想するツール。
・その前に、目の前の「課題」や「資源」を
SDGsに関連付けて把握する必要性に思い至る。



大学 SDGs Action Awards (朝日新聞主催)
2年連続ファイナリスト

2019 ファイナリスト賞
2020 スタディツアー（鹿児島県瀬
戸内町×日本航空)賞



SDGsレンズとは何か？
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SDGsレンズを透して見ると…

事物や現象に関連するGoalsが見える

↓

Goals相互のつながりが見える

↓

自分自身とSDGsのつながりが見える

↓

見られている自分に気づく

SDGsの自分事化



SDGsアクションブックかながわ（神奈川県発行2019年4月）
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r5k/actionbook.html



SDGsレンズで青根を見る
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SDGsレンズで青根を見る
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SDGsレンズで台風19号を見る

2019年11月 同じ場所。かつての水田
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あざおね社中とSDGs・ESD

• 2030アジェンダ・SDGsの採択は2015年。期間は2016～2030年。

• あざおね社中は2011年11月に結成。

⇒SDGs以前からESD（持続可能な開発のための教育）を意識してた。

• SDGｓは答え合わせのツールになった。

•青根の地域課題が先か？SDGsが先か？

⇒当然、青根の地域課題。SDGsは手段（ツール）に過ぎない。



SDGsの当てはめを超えて

• SDGsの当てはめにとどまると…

•優先順位の高さではなく、取組みやすさでSDGsのゴールを選択する
ことを「チェリーピッキング（良いとこどり）」と言う。

•自分たちのSDGsへの積極的な貢献のみを報告し、重大な負のイン
パクトを無視することを「SDGsウォッシュ」と言う。

• どちらも、SDGsの17のゴールの相互関連性・不可分割性・統合性を
意識していない。



おわりに

※座間市総合計画・環境基本計画 ⇒ 行政計画。座間市の計画で、
市民や企業の行動計画ではない。

※行政や企業、市民協働で、地域課題から始めましょう。

※課題解決のために、SDGsを活用し、アジェンダ策定からの新たな
ガバナンスを構想しよう。

※地域課題解決に正解はない。地域ごとで創造するもの。SDGsを参
考に。


