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SDGs



今日のお話

はじめに

◆ アースドクターふなばし活動紹介
◆ SDGs（持続可能な開発目標）

の認知度は？
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SDGs
持続可能な開発目標

◆地球温暖化とSDGs 
◆2030アジェンダとSDGs
◆SDGs
◆具体例 3

SDGsとは？背景・経緯
◆世界の格差
◆わたしたちの未来は？
◆地球のあゆみ
◆持続可能とは？
◆ MDGs
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おわりに
◆地球上で異変が起きている
◆私たちに出来ること

参加しよう！ 行動「しよう！
知ろう！

◆共に考え行動しましょう！
４



アースドクターふなばしスローガン

「アースドクターふなばし」は世界中が直面する「地球温暖化問題」に対し
「めざすはストップ温暖化！」

をスローガンに 船橋市内に在住する 「千葉県地球温暖化防止活動推進員」が
中心となり活動しています。

発足：2007年7月
会員：31名



１．環境出前講座
「公民館、小学校～高等学校および自治会等」

年間開催講座数：８０～９０講座

小学生～高校生～成人対象

活動概要（１）

２．フェア・イベント
「ふなばし環境フェア」「エコメッセ2020 in ちば」

「船橋市生き活き展」など

年間参加件数：１０～１５件



【座学】小学校・出前授業



【SDGs認知度調査第６回報告】

あなたはSDGsという言葉を聞いたことがありますか
（認知度推移）

出典：朝日新聞



【年代別】あなたはSDGsという言葉を聞いたことが
ありますか 「ある」と回答した人の割合（前回調査比較）

【SDGs認知度調査第６回報告】

出典：朝日新聞



地球を笑顔にするTV
～SDGsって何だろう～ 2020/11/23から1W 



「世界の格差」を見てみよう！



「世界の格差」を見てみよう！

安全な水



「世界の格差」を見てみよう！



わたしたちの未来は大丈夫？

みんなで取組を始めよう！

世界の国々が力を合わせ

危機に立ち向かう



実際に起こっている地球の変化

≪地球温暖化≫ ≪生物の絶滅≫

≪森林の減少≫

わたしたちの未来は大丈夫？

≪新型コロナウイルス発症≫

●COVID-19  世界マップ



地球のあゆみ 【世界ー日本】≪1950年～2010年≫



地球のあゆみ 【世界ー日本】≪2010年～2030年≫



「持続可能」ってどういうこと？

「持続可能」ということは、「〇〇し続ける
ことができる」 ということです。

「持続可能な開発目標」は、今ある世界のさまざまな
問題を解決し、「人間がずっと地球に住み続けられる
ように開発・発展する」にはどうしたら良いだろう？と
世界みんなで考えた、１７の目標です。



「持続可能」ってどういうこと？
「持続可能」ということは、「〇〇し続ける
ことができる」 ということです。



「持続可能」ってどういうこと？
「緑のカーテン ： “ハヤトウリ” の例
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撮影：2020年11月22日



ノーベルレクチャー
ノーベル化学賞・受賞：吉野さん

2019年12月8日 at ストックホルム



MDGs ８つの目標

MDGsの8つの目標 | 国連広報センター (unic.or.jp)

ターゲット：２１

目標：８

指標：６０

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/global_action/mdgs/


国谷 裕子さんと考える

with アミーナ・モハメッド氏MDGs & SDGs



２つのキーワード：地球温暖化とSDGs

未来のために、いま選ぼう：賢い選択
◆2030年まで継続する新国民運動（環境省）
◆省エネ・低炭素型の「製品」「サービス」「行動」
などを選択しよう！

SDGs

持続可能な開発目標
2030年の世界目標

➢ 17ゴール
➢169ターゲットから構成



世界の国々が力を合わせ

危機に立ち向かう

2015年12月

パリ協定
採択

２６％ 削減
（2013年比）

日本
2030年

温室効果ガス



2015年9月

国連総会
採択

世界の国々が力を合わせ

危機に立ち向かう

2030年

世界の目標
１７のゴール



地球温暖化を考えよう！



27

COP21：国際会議で決まった「パリ協定」

世界的な平均気温上昇を
産業革命以前に比べて２℃よりも十分低く保つと

ともに、1.5℃に抑える努力を追求することを

世界共通の目標として合意
写真出典：気候変動枠組条約事務局



出典：JCCCA

COP21

パリ協定
2015年12月

COP26
イギリス
（グラスゴー）
2020年11月

2021年に延期



出典：NIES亀山氏レポート

日本の取り組み
「地球温暖化対策計画」



クールチョイス（賢い選択）

◆2030年まで継続する新国民運動（環境省）
◆省エネ・低炭素型の「製品」「サービス」「行動」
などを選択しよう！

【日本の新たな目標（2013年度比）】
2030年までに温室効果ガス排出量を26％削減



「持続可能な開発目標」
(Sustainable Development Goals：SDGs)

➢ 2030年の世界目標
➢ 17ゴール、169ターゲットから構成 JAPAN SDGs Action Platform ｜外務省 (mofa.go.jp)

➢ 全ての国に普遍的に適用され、 「誰一人取り残さない」を基本方針とする

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/statistics/index.html


2030アジェンダとは？SDGsの目標・背景との関係を徹底解説

 2030アジェンダの正式名称は「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」といい
ます。2030アジェンダの日本語仮訳版の目次には以
下の項目が記されています。

前文

宣言

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

2030 アジェンダとは？！

https://sdgs.media/2030-agenda/


2030アジェンダ：前文
５P:主題であるSDGsの達成を目指す決意

５つのＰとは？５つのＰを知ればSDGsが目指す世界がイメージできる！ | SDGs one by one - SDGsを楽しく学ぶメディアサイト by 相模原
市 (city.sagamihara.kanagawa.jp)

●ｐｅｏｐｌｅ：人間 １～６
貧しさを解決し健康に

●ｐｒｏｓｐｅｒｉｔｙ：豊かさ ７～１１
経済的に豊かで安心して
暮らせる世界に

●ｐｌａｎｅｔ：地球 １２～１５
自然と共存して地球環境を守る

●ｐｅａｃｅ：平和 １６
争いのない平和を知ること
から実現

●ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ：パートナーシップ
みんなが協力し合う １７

https://sdgs.city.sagamihara.kanagawa.jp/sdgs-5p/#People


SDGsウェディングケーキ

SDGsウェディングケーキモデルってなに？概要や特徴について紹介！

「生物圏」

「社会圏」

「経済圏」

このモデルは一番下の層が生物圏で、その上に社会圏、
さらにその上に経済圏が乗っている。これは経済が社会に、
社会が生物（環境）に支えられて成り立っていることを示し
ている。目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」は、
経済圏のさらに上に乗っている。

ストックホルム・レジリエンス・センターの
ヨハン・ロックストローム氏らにより提唱

SDGsの概念を表す構造モデル

https://sdgs.media/blog/3834/#SDGs-2


目標1：あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に
終止符を打つ

国際連合広報局



目標6：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

国際連合広報局



目標12：持続可能な消費と生産の
パターンを確保する

国際連合広報局



目標13：気候変動とその影響に立ち向かう
ため、緊急対策を取る

国際連合広報局



目標14：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

国際連合広報局



目標15：陸上生態系の保護、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

国際連合広報局



SDGs:目標・ターゲット・指標
Goal：Target：Indicator 

JAPAN SDGs Action Platform ｜外務省 (mofa.go.jp)

目標：１７

ターゲット：１６９

指標：２３２

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/statistics/index.html


【外務省×SDGs】

「行動の10年」できることから始めよう！



「食品ロスの削減」：SDGs各ゴールの関係

➢環境・経済・社会の持続可能な開発の3側面を統合的に
向上する必要がある。
➢環境と関わりの深いゴールの達成を通じて、経済・社会
の諸課題の同時解決につなげることが重要。



SDGs各ゴールの関係



国谷 裕子さんと考える



コロナ危機

2050年の地球は？！

2100年の地球は？！

気候危機



地球誕生から46億年。

現代：地球環境は
「人類世」の時代。

次の世代やその先の環境が
どうなるかは、私たちの行動
次第かも知れません。

出典：JAMSTEC



船橋市・図書館の利活用
（西；中央；北；東図書館）

インターネット
フリーワード検索 “SDGs”

検索結果：８７件



インターネット
フリーワード検索 “SDGs”

検索結果：５１件



“SDGs” 検索結果・書籍紹介



2020年6月

2020年度・展示テーマ：“SDGs”

船橋市・北図書館

2020年7月 2020年8月



船橋市・北図書館：SDGsシート

SDGsを 楽しく

知り、学ぼう！



エコメッセ 2020 in ちば 11月1日（日） オンライン

各種フェア・イベント
に参加しよう！

エコプロ 2020   11月25日（水）～ 28日（土）
オンライン



グローバル目標を
達成するための
行動の10年

2020年、「行動の10年」スタート

2030年までにSDGsを達成するには、取り組みのスピードを速め、
規模を拡大しなければなりません。2020年1月、SDGs達成のため
の「行動の10年（Decade of Action)」がスタートしました。



グローバル目標を
達成するための
行動の10年

2020年「行動の10年」スタート

今日、多くの場所で進歩が見られますが、全体的に、目標を達成するためのアク
ションは、必要なスピードやスケールではまだ進んでいない。2020年は、2030年
までに目標を達成するための野心的な行動の10年を導く必要があります。

SDGモーメント2020 ： 2020/09/18 日本時間 21:00

国連Webテレビ



Think  Globally

地球規模で考え

Act  Locally

足元から行動しよう！！

共に考え行動しましょう！！



ご清聴ありがとう
ございました！

アースドクターふなばし《edf》
代 表 ： 田島 一夫

連絡先（事務局） ： 阿部 利美
Tel & Fax ： 047-449-2278

E-Mail     ： toshimi.abe@nifty.com
（千葉県地球温暖化防止活動推進員）
（環境省地球温暖化防止コミュニケーター）

Think  Globally     Act  Locally
地球規模で考え 足元から行動しよう！！

平成30年度

船橋市・市政功労表彰
環境部門


