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地球温暖化に伴い豪雨や猛暑日の発生頻度は増加すると予測。
日本を始め世界中で観測されている顕著な降水や高温の増加傾向は、

⾧期的な地球温暖化の傾向と関係しているという見解が示されている。

令和元年 台風15号
強い勢力で東京湾を進み、千葉県に上陸
千葉県千葉市 最大風速35.9メートル
最大瞬間風速57.5メートル
千葉県を中心に、大規模な停電（9/9時
点 約93万5千戸）および断水、通信障
害等が発生
神奈川県横浜市で、東京湾に面した護岸
が高波により崩壊。隣接する工業地帯に
海水が流入

令和元年 台風19号
大型で強い勢力で関東地域に上陸
東京都江戸川臨海ででは最大瞬間風速
43.8メートル
箱根町では、総雨量が1000ミリを超える
関東地域を中心に、堤防決壊140カ所、土
砂災害発生 869件（11/7時点）

令和元年台風19号
（ひまわり８号赤外画像、気象庁提
供）

日本近海の海面水温が平
年よりも比較的高い地域
を台風が進み、台風中心
付近に水蒸気が多く取り
込まれた事が大量の降雨
をもたらした要因に挙げ
られている。

今後、気候変動により豪雨の頻度や強い台風の増
加の懸念。激甚化する災害に、今から備える必要

2019年の異常気象 日本を襲う大型台風

米国大陸 洪水
6月にミシシッピ渓谷及オハイオ
渓谷の一部と東海岸の大部分で
平均以上の降水量が観測され、
未曾有の大洪水が発生

北極海の氷の縮小
8月の海氷面積は、1981-2010年の平均を
30.1％下回る:
記録上8月の２番目に最小の海氷面積

ハリケーン「ドリアン」
最大風速295km/h。強い風と豪雨で米国の
バージン諸島とプエルトリコに影響を与え、
その後カテゴリー5のハリケーンに激化。9
月1日にバハマに上陸し、記録上のバハマ
に影響を与える最も強いハリケーンとなっ
た

ハリケーン「バリー」
最大風速120km/h。動きの遅
いバリーは、LAとARに鉄砲水
をもたらした。ARでは、熱帯
性低気圧からの総雨量につい
て史上最高記録を塗り替えた

欧州 熱波による気温上昇
仏は平均値より1.7℃高く、史上3
番目に高温だった。６月下旬と7月
下旬の二度にわたり、欧州を熱波
が襲い、死亡率が例年より9.1%上
昇し、関連死者は1435人に上った。
6/28にはガラルグルモンテュで観
測史上最高となる45.9℃を記録し、
7/25にはパリの最高気温が72年ぶ
りに42.6℃と塗り替えられた。西
では、数千haの山火事も発生

南極海の氷の縮小
6月の海氷面積は、1981-2010年の
平均を8.5％下回る:
記録上6月の最小の海氷面積

シベリアの高温
6月の平均気温が1981-2010年の平
均を約10℃上回る。北極圏では6月
初めから大規模な山火事が発生し、
6月だけで5000万tのCO2を排出

NOAAの再解析による2019年夏の平均気温と1981-2010年夏の平均気温との差（℃）

メキシコ 大量の雹
6/30に、グアダラハラでは、
高さ2mになる程度の大量の雹
が積もった

2019年夏の異常気象



地球環境容量の限界とSDGs

気候変動

生物圏の一体性

土地利用変化

生物地球化学的循環

 人類が豊かに生存し続けるための基盤となる地球環境は、限界に達して
いる面もあるとの指摘。

 「このままでは世界が立ち行かない」という国際社会の強い危機感も背
景に、2015年9月、国連総会において「持続可能な開発目標（SDGs）」
を含む「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択された。

（出所）Will Steffen et al. Planetary 
boundaries :Guiding human 
development on a changing 
planet.より環境省作成

地球環境容量の限界 持続可能な開発目標（SDGs）

資料：国連広報センター



持続可能な社会に向けたパラダイムシフト

■ 2015年９月 「持続可能な開発のための2030アジェンダ」採択
※ 複数の課題の統合的解決を目指すSDGsを含む。
■ 2015年12月 「パリ協定」採択
※ ２℃目標達成のため、21世紀後半には温室効果ガス排出の実質ゼロを目指す。
※ 各国は、削減目標、⾧期の戦略、適応計画の策定などが求められる。

SDGsの17のゴール

（資料:国連広報センター）

パリ協定の採択

パリ協定が採択されたＣＯＰ２１の首脳会合でスピーチする安倍総理
（写真:首相官邸ＨＰより）

新たな文明社会を目指し、大きく考え方を転換
(パラダイムシフト) していくことが必要。

時代の
転換点



我が国が抱える環境・経済・社会の課題の同時解決

社会の課題

環境の課題
○温室効果ガスの大幅排出削減
○資源の有効利用
○森林・里地里山の荒廃、野生鳥獣被害
○生物多様性の保全

など

○少子高齢化・○人口減少
○働き方改革
○気候変動による災害激甚化への備え

など

ニホンジカによる被害
（環境省HPより）

H29年7月九州北部豪雨
（国交省HPより）

平均地上気温変化分布の変化（H29環境白書より）

商店街の空き店舗率の推移
（中企庁HPより）

人工知能のイメージ（産総研HPより）

高温によるミカンの浮皮症
（H30環境白書より）

我が国人口の長期的推移
（国交省HPより）

経済の課題
○地域経済の閉塞感
○新興国との国際競争
○AI、IoT等の技術革新への対応

など

相互に連関
・複雑化

環境・経済・社会の
統合的向上が求められる!



市場は今、SDGs の時代に

■SDGｓは国連で採択されたものですが、すでにビジネスの世

界での「共通言語」になりつつあります。そして、これらの
ゴールを達成するために、個別の企業においても取組が広
がってきています。特に、世界を相手に事業を展開する大企
業では、バリューチェーン全体の見直しを始めており、関連

するサプライヤーにも影響が広がると考えられます。

■SDGｓの普及とともに、市場のニーズ、そして取引先からの

ニーズとして、SDGs への対応が求められるようになってきて
います。実際、投資の条件として、収益だけではなくSDGs に
取り組んでいるかどうかも見られる時代になってきているの
です。

「SDGs って大事なことだと思うけど、
私の会社と関係あるの？」



中小企業も生き残りをかけて取り組むべき理由がある

環境経営度調査（CDP、TCFD)

ISO20400（グリーン調達、CSR調達）

SCOPE3（サプライチェーンGHG排出量）

RE100

コーポレートガバナンスコード

大企業は、取引先への対応も含め、環境への取組状況を常に監視されている。

【CDP】 カーボンディスクロージャープロジェクト
【TCFD】気候関連財務情報開示タスクフォース

【ISO20400】持続可能な調達のための世界初の国際
規格であり、組織が持続可能な購買実務および政策
を策定し実行するのを支援することが目的

大企業は、環境に配慮している会社を優先的に調達(仕入れ）先に選ぶ。

【SCOPE1】化石燃料・天然ガス等の直接的GHG排出量
【SCOPE2】電力・購買蒸気等の間接的GHG排出量

大企業は、製品のライフサイクルのあらゆる段階で排出されるGHGを削減する。

2015年3月に金融庁と東京証券取引所が取りまとめた、
上場企業向け企業統治のための行動規範。
2018年6月に一部改訂。

【原則2-3】上場会社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティ
（持続可能性）を巡る課題について、適切な対応を行うべきである。

大企業は、製品製造のあらゆる段階で使用される電力を再生可能エネルギーにする。

【Renewable Energy 100%】事業運営を100%再生可能
エネルギーで調達することを目標に掲げる企業が加
盟するイニシアチブのこと。



SDGsの活用によって広がる可能性

企業イメージの向上

SDGs への取組をアピールすることで、
多くの人に「この会社は信用できる」、
「この会社で働いてみたい」という印
象を与え、より、多様性に富んだ人材
確保にもつながるなど、企業にとって
プラスの効果をもたらします。

社会の課題への対応

SDGs には社会が抱えている様々な課
題が網羅されていて、今の社会が必要
としていることが詰まっています。
これらの課題への対応は、経営リスク
の回避とともに社会への貢献や地域で
の信頼獲得にもつながります。

生存戦略になる

取引先のニーズの変化や新興国の台頭
など、企業の生存競争はますます激し
くなっています。今後は、SDGs への対
応がビジネスにおける取引条件になる
可能性もあり、持続可能な経営を行う

戦略として活用できます。

新たな事業機会の創出

取組をきっかけに、地域との連携、新
しい取引先や事業パートナーの獲得、
新たな事業の創出など、今までにな
かったイノベーションやパートナー
シップを生むことにつながります。

グローカル



企業活動とSDGs のつながり

■SDGs が関係するのはグローバルな取組だけではありません。

企業が行う事業そのものはもちろん、普段から取り組んでい
る節電や節水、社員の福利厚生など、企業が行う行動すべて

がSDGs とつながります。



来ハトメ工業（株）におけるSDGｓの取組

来ハトメ工業㈱とは?
所在地:埼玉県八潮市

創業:1946(昭和21)年3月

従業員数:35名

資本金:3,000万円

2018年度売上高:784百万円

来ハトメ工業株式会社

（資料提供）来ハトメ工業株
式会社 環境管理責任者エコ
アクション２１サポーター



来ハトメ工業㈱とは?

アルミ電解コンデンサ用ケース

(売上比率９８％(主に車載用))

リベット、香水瓶のボタン

(売上比率2％)

来ハトメ工業株式会社

当社の主力製品

（資料提供）来ハトメ工業株
式会社 環境管理責任者エコ
アクション２１サポーター



当社流「SDGs事始め」

来ハトメ工業株式会社

●SDGsスタート、の前に……
当社の現状分析①

環境活動歴8年(2017年当時)

→活動自体には、全員耐性あり?

（資料提供）来ハトメ工業株
式会社 環境管理責任者エコ
アクション２１サポーター



当社流「SDGs事始め」

来ハトメ工業株式会社

●SDGsスタート、の前に……
SDGs挑戦に向けて(現状分析より)のポイント

① SDGs導入については、問題ないはず

② 追求すべきは、易しさ(分かり易さ)と低コスト

③ 外国出身の従業員に、いかに理解させるか?

（資料提供）来ハトメ工業株
式会社 環境管理責任者エコ
アクション２１サポーター



当社流「SDGs事始め」

来ハトメ工業株式会社

SDGs練習プログラム(個人編)

「私のSDGs」

経済・社会・環境関連の

各自の目標を設定してもらう。

全従業員が対象。

（資料提供）来ハトメ工業株
式会社 環境管理責任者エコ
アクション２１サポーター



当社流「SDGs事始め」

来ハトメ工業株式会社

提出された目標を事務局で紐付け

結果を「〇〇さんのSDGs」として

全従業員に返却

→自分目線でSDGsを実感

SDGs練習プログラム(個人編)

（資料提供）来ハトメ工業株
式会社 環境管理責任者エコ
アクション２１サポーター



当社流「SDGs事始め」

来ハトメ工業株式会社

「〇〇さんのSDGs」(前頁)

の裏面に印刷し、配布。

SDGs練習プログラム(個人編)
「SDGsをさらに使いこなすために」(抜粋)

（資料提供）来ハトメ工業株
式会社 環境管理責任者エコ
アクション２１サポーター



当社流「SDGs事始め」

来ハトメ工業株式会社

全員の「私のSDGs」を環境掲示板に掲示

SDGs練習プログラム(個人編)

（資料提供）来ハトメ工業株
式会社 環境管理責任者エコ
アクション２１サポーター



当社流「SDGs事始め」

来ハトメ工業株式会社

ふり返り(毎年3月)

各自、目標を10点満点で評価

案外、みんなマジメに回答

SDGs練習プログラム(個人編)

（資料提供）来ハトメ工業株
式会社 環境管理責任者エコ
アクション２１サポーター



当社流「SDGs事始め」

来ハトメ工業株式会社

今年の目標(毎年4月)

「私のSDGs」3年目に突入!

中には、こんな嬉しい回答も!!

SDGs練習プログラム(個人編)

（資料提供）来ハトメ工業株
式会社 環境管理責任者エコ
アクション２１サポーター



当社流「SDGs事始め」

来ハトメ工業株式会社

SDGs練習プログラム(社内活動編)

SDGs対応版に変更後

単純作業だけで

SDGs取組企業に大変身

環境活動計画をSDGs対応版に更新

（資料提供）来ハトメ工業株
式会社 環境管理責任者エコ
アクション２１サポーター



当社流「SDGs事始め」

来ハトメ工業株式会社

SDGs練習プログラム(社内活動編)

2019年版電力のページより

SDGs採点基準を設け

自社の取組を点数化。

レポートもSDGs対応版に

（資料提供）来ハトメ工業株
式会社 環境管理責任者エコ
アクション２１サポーター



当社流「SDGs事始め」

来ハトメ工業株式会社

SDGs練習プログラム(社内活動編)

紐付け結果の可視化

取組の偏りが

一目瞭然に。

（資料提供）来ハトメ工業株
式会社 環境管理責任者エコ
アクション２１サポーター



横浜市におけるリビングラボの取組

資料提供 横浜市政策局共創推進課



「相互理解」や「課題発見」のために
フューチャーセッションやアイデアソン
など対話の手法を活用します。

24

リビングラボにおけるデザインプロセス
24

資料提供 横浜市政策局共創推進課



横浜におけるリビングラボの3つのタイプ

• 沿線のブランディングや新たな製品やサービスを開発す
るマーケティングの一環として大手企業が設置、実施し
ているもの。

• 沿線のブランディングや新たな製品やサービスを開発す
るマーケティングの一環として大手企業が設置、実施し
ているもの。

企業マーケティング
型

• 介護や子育て、障害など地域における福祉サービスのイ
ノベーションを目指して、地元のNPOや社会福祉法人
が連携して展開しているもの。

• 介護や子育て、障害など地域における福祉サービスのイ
ノベーションを目指して、地元のNPOや社会福祉法人
が連携して展開しているもの。

地域包括ケア型

• シビックプライドの醸成や空き家活用、都市再生などを
テーマに地元事業者や住民、企業など多様な主体が
連携して展開しているもの。

• シビックプライドの醸成や空き家活用、都市再生などを
テーマに地元事業者や住民、企業など多様な主体が
連携して展開しているもの。

エリアマネジメント
型

25

資料提供 横浜市政策局共創推進課



横浜市内のリビングラボの一覧

タイプ 名称

活動内容 開催場所
活動主体
組織名テーマ・分野 活動開始時期 進捗 区 施設名

（主なもの）

企業マーケ
ティング型

Wise Living Lab ・次世代郊外まちづくり 2017(H29)年2月 拠点でのイベント等の実
施 青葉 さんかくBASE 東京急行電鉄(株)

みなまきラボ ・地域ブランディング
・まちづくり 2016(H28)年6月 拠点でのイベント等の実

施 旭 相鉄ライフ南まきが原 (株)相鉄ビルマネジメント

ともに育むサービスラボ ・子育て支援 2017(H29)年4月 事業創出のためのアイデ
アソンを開催 中 セーブポイント～夢み

る白雪姫～ NTTテクノクロス(株)

地域包括
ケア型 都筑リビングラボ ・困窮者自立支援 2017(H29)年6月

相互理解と課題解決の
ためのフューチャーセッショ
ンを定期的に開催

都筑

アーモンドホープセン
ター
東京都市大学横浜
キャンパス

NPO法人アーモンドコミュニ
ティ ネットワーク
NPO法人五つのパン
東京都市大学

戸塚リビングラボ
・介護サービスのイノベー
ション
・エリアマネジメント

2016(H28)年3月
相互理解と課題解決の
ためのフューチャーセッショ
ンを定期的に開催

戸塚 戸塚区役所

NPO法人こまちぷらす
NPO法人ふれあいドリーム
エーザイ(株)
(株)ツクイ 等

エリアマネジ
メント型

みどり中山リビングラボ
・商店街振興
・子育て支援
・地域スポーツの育成

2018(H30)年4月 事業創出のためのアイデ
アソンを開催 緑 緑区市民活動支援

センター
mamacoco
中山商店街協同組合

平沼リビングラボ
・エリアマネジメント
・女性活躍
・商店街振興

2018(H30)年1月 事業創出のためのアイデ
アソンを開催 西 GHCホール

ブルーコンパス

(株)北軽井沢エンタープラ
イズ
(株)ブルーコンパス

井土ヶ谷リビングラボ ・空き家活用
・働き方改革等 2017(H29)年9月 アイデアソンから生まれた

モデル事業を展開中 南 井土ヶ谷アーバンデザ
インセンター

(株)太陽住建
横浜市住宅供給公社

資料提供 横浜市政策局共創推進課



ローカルSDGS 地域循環共生圏

目
指
す
べ
き
社
会
の
姿

１.「地域循環共生圏」の創造。

２.「世界の範となる日本」の確立。

３.これらを通じた、持続可能な循環共生型の社会（「環境・生命文明社会」）の実現。

※ ① 公害を克服してきた歴史
② 優れた環境技術
③「もったいない」など循環の精神や自然と共生する伝統

を有する我が国だからこそできることがある。

※ 各地域がその特性を活かした強みを発揮
→ 地域資源を活かし、自立・分散型の社会を形成
→ 地域の特性に応じて補完し、支え合う

地
域
循
環
共
生
圏

生活の質を
向上する

「新しい成⾧」
を目指す

あらゆる観点からイノベーションを創出
幅広いパートナーシップを充実・強化



「地域循環共生圏」の具現化

SDGｓと地域循環共生圏と森里川海プロジェクト」

従来の大量生産・大量消費型の経済システム

持続可能な循環共生型の社会

地域循環共生圏

:SDGsを地域で実践
するためのビジョ

ン

＝地域のSDGs
森里川海プロジェクト

＝暮らしSDGs
:一人一人、一社一社がSDGs
を取り入れるアクション

SDGs:世界
共通の
目標

イノベーション
①経済社会システム
②ライフスタイル
③技術

パートナーシップ
国民、ＮＰＯ・ＮＧＯ、
企業、金融機関
地方自治体、各府省…

地域ニーズ 地域資源
地域の再エネ、豊かな自然環境…防災減災、高齢化対応…

社会変革
世界のSDGｓ達成も私たちの地域から、暮らしから
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事業イメージ

共同実施／請負事業

①地域循環共生圏の創造に向けて取り組む地域・自治体の人材
の発掘、地 域の核となるステークホルダーの組織化や、事業
計画策定に向けた構想の具体化などの環境整備を推進する。
②地域・自治体が、地域の総合的な取組となる事業計画を策定
するにあたって、必要な支援を行う専門家のチームを形成し派
遣する。
③先行事例を詳細に分析・評価し、その結果を他の地域・自治
体に対して
フィードバックすることにより、取組の充実を促す。
④都市部のライフスタイルシフト等に向けた戦略的な広報活動
（シンポジウムの開催、国内外への発信）等を実施することに
より、取組の横展開を図る。

①地域循環共生圏創造に向けた環境整備
②地域循環共生圏創造支援チーム形成
③総合的分析による方策検討・指針の作成等
④戦略的な広報活動

地域循環共生圏の創造を強力に推進するため、地域循環共生圏づくりプラットフォームを構築。

地方公共団体／民間事業者・団体

令和元年度～令和５年度（予定）

■共同実施先・請負先

地域循環共生圏

民間団体
地域循環共生圏づくり
プラットフォーム

地域
・

自治体

事業スキーム

環境
省

NPO/NGO 等経営の専門団体 …

請
負

支援

派遣指示登録

環境で地方を元気にする地域循環共生圏づくり
プラットフォーム事業

「地域循環共生圏」の具現化



【北海道】
・⾧沼町（北海道夕張群⾧沼町）

【宮城県】
・一般社団法人 Reborn-Art Festival
（宮城県石巻市）
・一般社団法人 サスティナビリティセンター
（宮城県本吉郡南三陸町）

【静岡県】
・浜松市（静岡県浜松市）
・伊豆半島ジオパーク推進協議会
（静岡県伊豆半島15市町（沼津市、熱海市、三島市、
伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡東伊豆町、
河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、田方郡函南町、
駿東郡⾧泉町、清水町））
・富士宮市（静岡県富士宮市）
・裾野市深良地区まちづくりコンソーシアム（静岡県裾野市）

【⾧野県】
・根羽村
（⾧野県下伊那郡根羽村）
・一般社団法人 スマート・
テロワール協会
（⾧野県上高井郡小布施町）

【熊本県】
・小国町〈熊本県〉
（熊本県阿蘇郡小国町）
・熊本県、南阿蘇村
（熊本県阿蘇郡南阿蘇村）

【岡山県】
・真庭市（岡山県真庭市）
・エーゼロ 株式会社
（岡山県英田郡西粟倉村）

【鹿児島県】
・奄美市（鹿児島県奄美市）
・徳之島地区自然保護協議会
（鹿児島県大島郡徳之島町）

【徳島県】
・コウノトリ定着
推進連絡協議会
（徳島県徳島市）

【大阪府】
・環境アニメイティッドやお

（大阪府八尾市）

【滋賀県】
・認定特定非営利活動法人 まちづくりネッ
ト東近江〈東近江市環境円卓会議事務局〉
（滋賀県東近江市）

【岩手県】
・特定非営利活動法人 仕事人倶楽部
（岩手県北岩手９市町村(久慈市、二戸
市、九戸郡軽米町、洋野町、九戸村、
野田村、二戸郡一戸町、岩手郡葛巻町、
下閉伊郡普代村））

【神奈川県】
・小田原市（神奈川県小田原市）

【富山県】
・国立大学法人 富山大学

（富山県富山市）

【島根県】
・AMAホールディングス 株式会社
（島根県隠岐郡海士町）

【福岡県】
・宗像国際環境会議実行委員会
（福岡県宗像市）
・一般社団法人 九州循環共生協議会
（福岡県朝倉市）

【三重県】
・おわせSEAモデル協議会

（三重県尾鷲市）

【京都府】
・亀岡市
（京都府亀岡市）

【兵庫県】
・公益財団法人 地球環
境戦略研究機関
〈IGES〉
（兵庫県宝塚市、川西市、
川辺郡猪名川町）

【佐賀県】
・鹿島市ラムサール条約推進協議会
（佐賀県鹿島市）

【和歌山県】
・みなべ・田辺地域世界農業遺産推進協議会
（和歌山県田辺市、日高郡みなべ町）
・那智勝浦町（和歌山県東牟婁郡那智勝浦町）

【福島県】
・会津森林活用機構 株式会社、
会津地域森林資源活用事業推進協議会
（福島県会津地域13市町村（喜多方市、会津若松市、
耶麻郡西会津町、磐梯町、猪苗代町、北塩原村、
河沼郡会津坂下町、柳津町、湯川村、大沼郡三島町、
金山町、会津美里町、昭和村））

【奈良県】
・奈良市（奈良県奈良市）

【沖縄県】
・宮古島市（沖縄県宮古島市）
・国頭村（沖縄県国頭郡国頭村）

【石川県】
・七尾街づくりセンター株式会社

（石川県七尾市）

R1地域循環共生圏づくりプラットフォームの構築に向けた地域循環共生圏の創造に
取り組む活動団体の選定団体（計３５団体）
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「地域循環共生圏」の具現化

事業イメージ

①:間接補助事業（定額）／ ②:委託事業

① 地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業
・FIT買取期間終了後の再エネ由来電力の活用など地方公共団体と地元企業が連
携した再エネの拡大／防災減災効果の向上を図る都市機能集約／高齢化社会に対
応した都市部の交通転換や地域公共交通の脱炭素化等の事業検討を支援を行う。
・各地域の既存リソースを持続的に活用し、地域の資源生産性向上、地域経済の
活性化を図る地域づくりを実現するための事業検討を支援を行う。
・地方公共団体が中心となり地域関係者と合意形成等を行う取組や、必要な情報
や知見を周知する取組の支援を行う。
②脱炭素型地域づくりに向けた地域のネットワーク構築事業
・地域の中核となる団体等が当該地域の脱炭素型地域づくりの先進例となるよう
な取組に係る情報を収集し、全国に向けた情報発信を行う。また、脱炭素型地域
づくりに向けて、地域に潜在するニーズと企業等のシーズとのマッチングを行う。

• 地域循環共生圏の構築に資する取組の実現の蓋然性を高めるとともに、地域の実施体制の構築を行う。
• 地域資源の最大限の活用や地域間連携、さらに民間資金の活用により、地域の自律・分散型エネルギーシステムや脱
炭素交通モデル構築などの事業を支援し、野心的な脱炭素社会の実現を目指す。

• 地域の中核となる団体が軸となり、脱炭素地域づくりに向けたネットワークの構築を図ります。

地域循環共生圏構築の土台となる脱炭素型地域づくりを推進。

民間事業者・団体、地方公共団体等

平成31年度～令和５年度

■補助対象及び委託先
地域課題に悩
む地方公共団
体

脱炭素社会に
向けた地域づ
くりの検討を

支援

脱炭素社会構築
を後押し

持続可能な地域づく
りを進める地方公共

団体

脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業
脱炭素型地域づくりモデル形成事業



【北海道】（6事業・４団体）
①士別市（太陽光・風力・水力）
①石狩市（太陽光・風力・

木質バイオマス・雪氷）
①八雲町（主にバイオガス）
①興部町（主にバイオガス）
③士別市
③興部町

令和元年度地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業における採択自治体をマッピングしたもの（新規・継続）

①１号事業 ２９事業
②２号事業 ２０事業
③３号事業 １７事業

計６６事業・５１団体

【福島県】（７事業・５団体）
①郡山市（廃棄物発電・太陽光）
①喜多方市（バイオガス）
①二本松市（太陽光・木質バイオマス）
①新地町（風力）
③二本松市
③三島町
③新地町

【秋田県】（１事業・１団体）
②大潟村（稲わらのバイオガス化）

【山梨県】（１事業・１団体）
①甲斐市（木質バイオマス）

【⾧野県】（１事業・１団体）
①飯田市（太陽光）

【熊本県】（２事業・２団体）
①小国町（地熱）
①山江村（太陽光・水力）

【群馬県】（１事業・１団体）
①上野村（木質バイオマス・太陽光）

【東京都】（１事業・１団体）
②府中市（剪定枝の活用）

【新潟県】（１事業・１団体）
①新潟市（太陽光）

【鹿児島県】（３事業・３団体）
②志布志市（使用済紙おむつ再資源化施設から発生する

廃プラスチックの固形燃料化）
②大崎町（し尿処理施設におけるメタン発酵）
③肝付町

【大分県】（１事業・１団体）
②国東市（農業残稈の堆肥化）

【滋賀県】（１事業・１団体）
①湖南市（太陽光、バイオガス、木質バイオマス）

【岩手県】（３事業・２団体）
①陸前高田市（木質バイオマス・バイオガス）
③陸前高田市
③久慈市

【神奈川県】（３事業・３団体）
①逗子市（主に太陽光）
②川崎市（IoTを活用した収集運搬の効率化）
②秦野市（里地里山の木質バイオマスの活用）

【富山県】（１事業・１団体）
①富山市

（太陽光、小水力、地中熱 他）

【山口県】（２事業・２団体）
①宇部市（太陽光、風力）
①美弥市（木質バイオマス）

【福岡県】（４事業・２団体）
②福岡県（業務用冷蔵冷凍庫のリファービッシュ）
②北九州市（IoTを活用した収集運搬の効率化）
②北九州市（小型二次電池のリサイクル拠点化）
③北九州市

【栃木県】（１事業・１団体）
①宇都宮市（太陽光）

【兵庫県】（２事業・２団体）
②宝塚市（家畜糞尿を活用した

バイオガス発電）
②西脇市（廃棄物、バイオマス資源の

エネルギー化）

【⾧崎県】（５事業・３団体）
①対馬市（木質バイオマス）
②⾧崎県（液肥の活用）
②壱岐市（木質バイオマスの燃料利用）
③対馬市
③壱岐市

【佐賀県】（３事業・２団体）
①唐津市（太陽光）
③唐津市
③佐賀市

【山形県】（３事業・２団体）
①⾧井市（太陽光・水力）
②飯豊町（家畜糞尿のバイオガス化）
③⾧井市

【奈良県】（２事業・１団体）
①生駒市（太陽光）
②生駒市（資源回収ステーションを

中心とした地域づくり）

【沖縄県】（６事業・３団体）
①宮古島市（風力）
②名護市（家畜糞尿や食品残渣のバイオガス化、

消化液の堆肥化）
②竹富町（生ごみの広域処理）
③名護市
③竹富町

【千葉県】（２事業・１団体）
①山武市（木質バイオマス、太陽光）
③山武市

【福井県】（１事業・１団体）
①坂井市（木質バイオマス）

【石川県】（１事業・１団体）
①加賀市（小水力、風力、

太陽光、廃棄物発電）

【宮城県】（１事業・１団体）
②仙台市（食品ロス削減に向けた

フードドライブの活用）

【岡山県】（１事業・１団体）
②真庭市（可燃ごみ50％削減のための

組成調査、収集運搬の効率化）

R1地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業
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⾧野県SDGs推進企業登録制度

【要件１の内容】
 SDGs達成に向けた経営方針等と『環境』『社会』『経
済』の３側面それぞれについて、重点的な取組と目標を
設定
① SDGs達成に向けた重点的な取組
② 2030年に向けた指標
③ 重点的な取組及び指標の進捗状況

【要件２の内容】
 SDGsの観点で市場から求められる基本的な事項等を示した

チェック項目について、具体的な取組を記載（セルフチェッ
ク）

※ チェックシートへの記載により、会社の経営に対する振
り返りや気付きにつながる。

【要件2】SDGsの観点で社会・市場から求められる
基本的な事項

【市場から求められる基本的な事項（例）】
① 人権・労働
・差別の禁止
・女性が活躍できる環境整備 等

② 環境
・廃棄物の削減、ｴﾈﾙｷﾞｰ効率化 等

③ 公正な事業環境
・公正な競争、個人情報適正管理 等

④ 社会貢献・地域貢献
・地域への影響配慮、社会貢献活動 等

ト
レ
ー
ド
オ
フ
で
は
な
く

統
合
的
管
理
を
意
識

実
績

環境

経済 社会

【要件1】 3側面のターゲットへのコミット

未
来
志
向
性

【制度目的】
 SDGsの理念を踏まえ、持続可能な経営の在り方・方針等について検討・コミットするきっかけづくりを推進
 SDGs・ESGの潮流を受け、本制度の活用を通じて、中小企業に非財務情報（人権・労働、環境等）の重要性の気付きを促し、企業価値向
上に向けた後押しを行う。

 2019年度より開始し、2020年２月10日現在で232者を登録

長野県SDGs推進企業登録制度の取組
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行政、住民、企業、大学、ＮPＯに
加え、研究者、技術者、投資家など
様々な分野の人たちのオープンイノ
ベーションがその実現を支える

地球規模で考え地域レベルで行動する
（Think globally Act locally）

グローバルリスクとなった今日の環境問題への対処

埼玉からローカルSDGSを実現

地球規模で考え、地域レベルで行動する
埼玉から持続可能な未来を実現


