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 はじめに 

．本事例集の位置づけ 

本事例集は、2017 年度（平成 29 年度）に公表された「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・

実施マニュアル事例集（Ver.1.0）」で紹介されていない事例を集めた追補版です。 

本事例集に示す事例には、地方公共団体の実施する地球温暖化対策につながる施策の事例や、計画書

制度の普及・高度化の促進の事例及び他分野の施策が地球温暖化対策のベネフィットとなる事例があり

ます。 

これらの事例は、実施する対策・施策を検討する際や、区域施策編の策定及び進捗管理の進め方を検

討する際に参考とされることを想定しています。 

 

 

．事例の区分 

本事例集に掲載する事例は、表１-２.1 に示すとおり、「計画書制度」の事例、「他分野対策・施策」の

事例、「コベネフィットの取組策定」の事例に分類されます。 

 

表１-２.1 事例区分 

事例区分 内容 

計画書制度1 区域の地球温暖化対策を推進するための地方公共団体による

施策の事例のうち、計画書制度の運用上で参考となる事例 

他分野対策・施策 国内外の「地球温暖化対策以外の分野の対策・施策」の波及効

果により地球温暖化対策に便益が生じた事例 

コベネフィット取組策定 地球温暖化対策とコベネフィットの同時追求に資する取組み

の策定の過程等の事例 

 

  

                                         
1
 平成 29 年度に公表された「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル事例集 Ver．1.0」では、「対策・施策」の

事例区分に「計画書制度」を含めていました。 
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．地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（本編）（Ver.1.0）と

の対応 

本事例集と地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（本編）（Ver.1.0）（以下「本

編」といいます。）との対応を図１-３.1 に示します。区域施策編の策定や実施に関する基本的な考え方

等につきましては、本編を御参照ください。 

 

 

本編の構成  本事例集の構成 

１．はじめに １．はじめに 

２．区域施策編の策定 ２．事例の見方 

 2-1．区域施策編策定の基本的事項 

・背景・意義 

３．事例 

2-2．温室効果ガス排出量の推計・要

因分析 

 3-1．「計画書制度」の事例 

2-3．計画全体の目標 

2-4．温室効果ガス排出抑制等に関

する対策・施策 3-2．「他分野施策」の事例 

2-5．区域施策編の公表 

３．区域施策編の実施 3-3．「コベネフィット取組策定」の

事例 ４．区域施策編の全体的な見直し及び 

改定 

図１-３.1 本編と本事例集との対応 
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 事例の見方 

本事例集に掲載している事例の見方は以下のとおりです。 

２-３．「コベネフィット取組策定」の事例 

「コベネフィット取組策定」の事例の様式は、図２-３.1 のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-３.1「コベネフィット取組策定」の事例の様式 

  

事例を実施する地方公共

団体名を記載。 

事例の目的を

記載。 

１．軸となった強み・課題 

 

２．取組概要 

 

３．策定の背景 

 

４．策定までのプロセス 

 

５．参照した資料等 

 

６．実施方法・実施の課題等 

 

７．コベネフィットの取組を行うメリット 

 

地方公共団体の区分について、以下

の４区分で記載。 

・都道府県 

・指定都市 

・中核市（施行時特例市を含む。） 

・その他の市区町村 

住民基本台帳に基づく人口（総

計）（平成 28 年 1 月 1 日時点）を

記載。 

コベネフィットの取組策定

の軸となった強みや課題

（問題意識）を記載。同様

の強みや課題を持つ事例を

参照したい場合に活用。 

事例の問合せ先を記載。 

事例の参考 URL 等を記載。 

該当する区分のベネフィット

のアイコンを配置。ベネフィ

ットの区分は表 2-1.4、アイ

コンは表 2-3.1 参照。 

コベネフィットの取組策定の基礎となった既存の取組や、策定に至

った背景について記載。 

コベネフィットの取組の策定における庁内外の連携体制や策定手順

について記載。 

コベネフィットの取組策定の際に参照した資料や、助言を得た有識

者等について記載。 

コベネフィットの取組の実施に際しての指標や KPI の設定等に

ついて記載。（SDGs 未来都市事業に選定された事例のみ） 

コベネフィットの取組を策定・実施すること

によるメリットについて事例の策定者から得

られた意見を記載。 
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表２-３.1 ベネフィットのアイコン一覧 

区分 アイコン 区分 アイコン 区分 アイコン 

地球温暖化 

 

 

 農林水産  商工・労働  

行財政改革 

 

 

 教育・文化  地域振興・まちづ

くり 

 

環境 公害 

 

 

 人口減少対策  その他  

廃棄物 

 

 

 防災・危機管理    

緑化 

 

 

 健康福祉    
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 事例 

３-３．「コベネフィット取組策定」の事例 

 

「コベネフィット取組策定」の事例一覧 

 

01 長野県 SDGs 未来都市提案「学びと自治の力による『自立・分散型社会の形成』」 ............................... 6 

02 熊本県小国町 SDGs 未来都市提案「地熱と森林の恵み、人とのつながりがもたらす持続可能な 

まちづくりを目指して」 ....................................................................................................... 14 

03 静岡県静岡市 SDGs 未来都市提案「『世界に輝く静岡』の実現 静岡市 5 大構想×SDGs」 ..................... 21 

04 徳島県 SDGs 未来都市提案「人口減少に立ち向かう！『地方創生の旗手・徳島』が挑戦する 

持続可能なまちづくり」 ....................................................................................................... 29 

05 新潟県見附市 SDGs 未来都市提案「環境と健幸を補完する『自然に歩いてしまう』まちづくり 

～既存住宅・店舗の活用を軸とした、誰もが健やかで幸せになれる持続可能なまちの実現～」 ..............  36 
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事 例 番 号 18-03-01 事 例 名 
長野県 SDGs 未来都市提案 

「学びと自治の力による『自立・分散型社会の形成』」 

該当するベ

ネフィット 

 団 体 名  長野県 

区 分 県 

人 口 2,114,140 人2 

 

１．軸となった強み・課題 

• （強み）豊かな自然・自然エネルギー普及の高いポテンシャル 

• （課題）下請けの製造業が多く、産業構造の転換の必要性 

 

２．取組概要 

平成 30 年度を初年度とする長野県の総合５か年計画「しあわせ信州創造プラン 2.0」に基づき、

SDGs 未来都市として、ステークホルダーが主体的に学び、協働しながら地域の課題解決に取り組み、

多様な地域の個性を活かす「学びと自治の力による『自立・分散型社会の形成』」に向けた計画を策

定。 

主な取組として以下を掲げる。①～④すべてにおいて、SDGs のゴール 13「気候変動及びその影響

を軽減するための緊急対策を講じる」を紐づけている。 

表１ 取組内容 

取組名 地球温暖化対策 コベネフィット 

① 誰 も が

学 べ る 環

境づくり 

信州こどもカフェ

の普及拡大 

 学用品リユース・冷暖房等の

集約による CO2 排出削減 

 学習支援・食事提供 

 親の安定就労・産業人材の育

成 

信州・タウンキャ

ンパス構想の実現 

 環境保全を担う人材の育成  女性・高齢者の起業促進 

② 地 域 内

経 済 循 環

の促進 

エシカル消費の促

進 

 地産地消の拡大や環境負荷

低減による CO2 排出削減 

 障がい者の活躍支援 

 

再エネ 100％地域

実現 

 化石燃料の使用削減による

CO2 排出削減 

 域外への資金流出防止 

 雇用確保 

③ 快 適 な

健 康 長 寿

のまち・む

らづくり 

自家用車に頼らな

い地域づくり 

 公 共 交 通の 活 性化 によ る

CO2 排出削減 

 高齢者・障がい者の生活の足

の確保 

省エネ建築による

断熱性能向上促進 

 断熱性能向上による CO2 排

出削減 

 ヒートショック防止・健康寿

命延伸 

 地元建築業者の売上向上 

④エネルギ

ー自立・分

散型モデル

都市の形成 

地域の自発的な自

然エネルギー普及 

 自然エネルギーの普及によ

る CO2 排出削減 

 付加価値の高い産業づくり 

 中山間地域のコミュニティ

維持 

 低所得者・子どもの貧困対策 

                                         
2 住民基本台帳に基づく人口（総計）（平成 30 年 1 月 1 日時点） 
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図１ 長野県 SDGs 未来都市計画の概要 

出典：長野県「長野県 SDGs 未来都市計画」 

 

＜特徴的な取組＞ 

 屋根ソーラー普及事業 

太陽光のエネルギー利用の拡大に向けて、太陽光発電や太陽熱利用のポテンシャルを見える化する

ことで、環境影響の少ない既存建築物への屋根での設備の設置を促進する事業を展開。 

 環境面のメリット：太陽光発電の導入拡大による CO2 排出削減 

 経済面のメリット：施設所有者が屋根を貸すことで収入を得られる、 

         企業との協議会を立ち上げ地元企業の活性化を図る 

 社会面のメリット：太陽光発電設置による遮熱効果、 

         事業者が売電収入を社会的課題の解決に活用 

 

図２ 屋根ソーラー普及事業の展開イメージ 

出典：長野県環境部「信州の屋根ソーラー普及事業について」 
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 NAGANO×KANTO 地域 SDGs コンソーシアム 

地域企業・中小企業での SDGs の普及や、 SDGs を活かした地域中小企業の稼ぐ力の向上を目指

し、関東経済産業局と長野県が連携し、「NAGANO×KANTO 地域 SDGs コンソーシアム」を立ち上

げ。長野県 SDGｓ推進企業登録制度（仮称）を創設し、SDGs 経営に取り組む地域企業を支援（平成

31 年度～）。 

 

図３ NAGANO×KANTO 地域 SDGs コンソーシアム 

出典：長野県産業労働部「NAGANO×KANTO 地域 SDGs コンソーシアムの設置」 

 

３．策定の背景 

基礎となった既存の取組：長野県総合 5 か年計画「しあわせ信州創造プラン 2.0」 

2016 年度から検討を進め 2018 年に 3 月に公表された、長野県総合 5 か年計画「しあわせ信州創

造プラン 2.0」において、「確かな暮らしが営まれる美しい信州～学びと自治の力で拓く新時代～」と

いう基本目標を掲げた（知事の意向で、同計画を SDGs を意識して作成）。全国に先駆けて、ＳＤＧ

ｓに取り組むことを県政方針として位置付けていたことから、、2018 年３月に内閣府の SDGs 未来

都市に提案。2018 年 6 月に内閣府「SDGs 未来都市」に選出され、SDGs 未来都市計画を策定。 

SDGs 未来都市提案の際には、環境・経済・社会の三側面の統合的な取組を意識し、環境に直接関

係のない施策についても環境面の目標を意識。総合 5 か年計画で 8 つの重点目標の 1 つとして再エ

ネ自給率の目標が設定されており、相互に連携した計画として策定されている。 

長野県では、これまでも自然が豊かなことから自然エネルギーの普及促進に着目しており、新たな

産業の一つとして、エネルギー産業の育成に取り組んでいる。 

関東経済産業局県内のステークホルダー

有識者

NAGANO×KANTO地域SDGsコンソーシアム

SDGsを活用した地域企業のビジネス創出や価値向上に効果的な手法を検討

域外企業・関係団体

長野県、長野県立大学、
県経営者協会、
県中小企業団体中央会、
県商工会議所連合会、
県商工会連合会、
㈱八十二銀行、㈱長野銀行、
長野県信用組合、県信用金庫協会、
ジェトロ長野

㈱クレアン

【オブザーバ】
三井住友海上火災保険㈱
セイコーエプソン㈱
(公財)地球環境戦略研究機関慶應義塾大学大学院 蟹江憲史教授

連携

NAGANO×KANTO地域SDGsコンソーシアムの設置
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４．策定までのプロセス 

4－1．執筆のプロセス 

主担当として企画振興部の総合政策課が執筆を行い、各部局の企画担当ラインを通じて各部局に照

会する形で作成。 

 

4－２．庁内の体制 

SDGs 未来都市計画の実施に際しては、以下のような全部局長で構成する部局長会議で各取組の情

報を共有し、重要案件について意思決定を行うとともに、取組ごとに部・課長級責任者の下に環境・

経済・社会分野から関連する部署の職員が参画し施策を企画・立案、実行する。 

 
図４ 長野県 SDGs 未来都市計画推進体制イメージ 

出典：長野県「長野県 SDGs 未来都市計画」 

 

4－３．庁外のステークホルダーとの連携 

 総合計画審議会 

総合 5 か年計画策定時に県内の主要団体を巻き込んだ審議会を設置。2016 年 11 月～2017 年 10

月にかけて計 6 回の審議会を開催。2017 年 11 月に総合計画の策定についての答申を知事に提出。 

審議会の委員については、以下に示すように、経営者協会や農協、労働組合を巻き込んでいる。 

  

 

 

 



 

11 

 

  

図５ 長野県総合計画審議会委員名簿（平成 29 年 11 月・答申時） 

出典：長野県総合計画審議会「次期総合５か年計画の策定について（答申）」 

 

 NAGANO×KANTO 地域 SDGs コンソーシアム 

前述の「地域 SDGs コンソーシアム）」において、経済団体、金融機関、大学等の地域のステーク

ホルダーが参画しており、地域・中小企業での SDGs の普及や、 SDGs を活かした企業の稼ぐ力の

向上に向けた取組を検討。 

 

５．参照した資料等 

村上周三先生監修、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構

発刊の自治体SDGsガイドライン「私たちのまちにとってのSDGs

（持続可能な開発目標）－導入のためのガイドライン－」を参照。 

加えて、SDGs の各ゴールとターゲットを各部局で読み込み、

具体的な取組にどのように落とし込めるかを検討した。 

また、職員対象の研修として、第 4 次環境基本計画（2018 年

3 月公表）の策定に係る「長野県環境基本計画策定専門委員会」

の委員である大和総研の河口真理子氏や（社）ロハス・ビジネス・

アライアンスの大和田順子氏から SDGs について講演をいただい

た。 

 

会長 濱田 州博 国立大学法人信州大学 学長 

会長職務代理者 小口 利幸 長野県市長会 会長（塩尻市長）(平成 29 年６月 12 日から) 

会長職務代理者 三木 正夫 長野県市長会 会長（須坂市長）(平成 29 年４月 20 日まで) 

委員 安藤 国威 ソニー生命保険株式会社 顧問 

 春日 十三男 長野県農業協同組合中央会 専務理事 

 小林 りん 学校法人ユナイテッド・ワールド・カレッジ  

ＩＳＡＫジャパン 代表理事 

 近藤 誠一 一般財団法人長野県文化振興事業団 理事長 

 関 隆教 一般社団法人長野県医師会 会長 

 園原 規子 公益社団法人長野県栄養士会 会長 

 中嶌 実香 弁護士 

 中條 智子 一般社団法人長野県連合婦人会 会長 

 中山 千弘 日本労働組合総連合会長野県連合会 会長 

 野原 莞爾 一般社団法人長野県観光機構 理事長 

 畠山 仁美 公益社団法人長野県介護福祉士会 顧問 

 藤原 忠彦 長野県町村会 会長（川上村長） 

 山浦 愛幸 一般社団法人長野県経営者協会 会長 
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６．実施方法・実施の課題等 

 重点目標の策定 

総合 5 か年計画において、8 つの重点目標が設定され、県が取り組む個別施策が目指すべき方向性

が示されている。 

 

図６ 長野県総合 5 か年計画「しあわせ信州創造プラン 2.0」の 8 つの重点目標 

出典：長野県「長野県総合 5 か年計画「しあわせ信州創造プラン 2.0」」 

 

 KPI の設定 

SDGs 未来都市計画の個別の取組についても詳細にフォローアップ指標を設定。SDGs 未来都市計画

の①～④の取組について、以下の KPI を設定し、これらの指標を基に、毎年の進捗管理を実施予定。 

表２ 長野県 SDGs 未来都市計画の KPI 

取組 指標 KPI 

①誰もが学べる

環境づくり 

「将来の夢や目標を持っている」と答

えた児童生徒の割合 

現在（2017 年度）：78.8％ 

⇒2021 年：81.2％ 

開業率（雇用保険事業所） 現在（2016 年度）：3.61％ 

⇒2019 年：5.2％ 

環境のためになること（環境に配慮し

た暮らし）を実行している人の割合 

現在（2017 年度）：65.5％ 

⇒2021 年：73.0％ 

②地域内経済循

環の促進 

発電設備容量でみるエネルギー自給率 現在（2016 年度）：91.0％ 

⇒2020 年：115.0％ 

労働生産性 現在（2014 年度）：7,314 万円/人 

⇒2018 年：7,676 万円/人 

法定雇用率適用企業で雇用される障が

い者数 

現在（2017 年）：6,075 人 

⇒2020 年：7,024 人 

１人１日当たりのごみ排出量 現在（2015 年度）：836 グラム 

⇒2020 年：797 グラム 

環境のためになること（環境に配慮し

た暮らし）を実行している人の割合 

現在（2017 年度）：65.5％ 

⇒2020 年：71.0％ 



 

13 

③快適な健康長

寿のまち・むら

づくり 

特定健診受診率 現在（2014 年度）：52.5％ 

⇒2017 年：58.0％ 

健康寿命 現在（2013 年）： 

男性 79.80 年 女性 84.32 年 

⇒2019 年：全国１位 

公共交通機関利用者数 現在（2012～2016 年度平均）： 

102,674 千人 

⇒2019 年：103,000 千人 

都市農村交流人口 現在（2016 年度）：624,909 人 

⇒2020 年：680,000 人 

温室効果ガス総排出量 現在（2014 年度）：15,930 千 tCO2 

⇒2020 年：14,615 千 tCO2 

④エネルギー自

立・分散型モデ

ル都市の形成 

環境エネルギー分野の産業化のプロジ

ェクトの参加企業数 

現在（2017 年度）：０社 

⇒2020 年：32 社 

開業率（雇用保険事業所） 現在（2017 年度）：3.61％ 

⇒2020 年：5.6％ 

都市農村交流人口 現在（2016 年度）：624,909 人 

⇒2020 年度：669,000 人 

就業率 現在（2016 年）：60.7％ 

⇒2020 年：61.3％ 

再生可能エネルギー自給率 現在（2015 年度）：8.0％ 

⇒2020 年度：12.9％ 

温室効果ガス総排出量 現在（2014 年度）：15,930 千 tCO2 

⇒2020 年度：13,738 千 tCO2 

１村１自然エネルギープロジェクト登

録件数（累積） 

現在（2016 年度末）：203 件 

⇒2020 年度末：300 件 
出典：長野県「長野県 SDGs 未来都市計画」 

※2023 年度に得られる最新値を目標値に設定（それ以降については設定が可能か今後検討） 

 

７．コベネフィットの取組を行うメリット 

コベネフィットの取組（SDGs）を行うメリットとして言及されたものは以下の通り。 

 都道府県の政府はどうしても縦割りになりがちだが、環境・経済・社会の三側面の統合的な取

組を行うことで、施策の実行の際に部局横断的に、俯瞰的に考えることができるという点で意

義があった。 

 単に「環境対策」というと敬遠される場合があるが、SDGs を取り入れることによって取組が

複合的になり、環境問題が複合的な問題だという認識を広めることができる。 

 注目されるようになり、取材の依頼も複数ある。 

 関東経済産業局から地域 SDGs コンソーシアムの発足を持ちかけられた。中小企業に対し、

SDGs に取り組むことで新しいビジネスの種があるということを認識してもらうため、支援を

行う予定。 

 県民による取組を促進するに当たり、必ずしも真新しい取組を行うのではなく、これまでの取

組を一歩前身してもらうために、三側面の統合という考え方が重要。SDGs 未来都市に選ばれ

たことにより、取組への機運が高まった。 

問合せ先 長野県企画振興部 総合政策課 作 成 年 月 平成 31 年 2 月 
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事 例 番 号 18-03-02 事 例 名 

熊本県小国町 SDGs 未来都市提案 

「地熱と森林の恵み、人とのつながりがもたらす持続可

能なまちづくりを目指して」 

該当するベ

ネフィット 

 団 体 名  熊本県小国町 

区 分 市町村 

人 口 7,279 人3 

 

１．軸となった強み・課題 

• （強み）森林資源・地熱資源の有効活用、人の繋がりを町の資源として捉えるという行動指針 

 

２．取組概要 

2001 年に策定した第 3 次「まちづくりシナリオ」において掲げられた「地元にある豊かな自然や

環境、歴史や文化、あるいは特産品や人とのつながりなどを、小国のかけがえのない『地域資源』と

して捉え、磨き上げ、町民にとっても、来訪者にとっても魅力あるまちをつくります」というポリシ

ーに則り、あらゆるものを「地域資源」として捉え、活用、磨き上げることによる持続可能なまちづ

くりを行うため、SDGs 未来都市計画を策定。 

今後取り組むべき対策として以下を策定。地球温暖化対策とコベネフィットの同時追求に資する取

組みが数多く策定されている。 

表１ 取組内容 

取組名 地球温暖化対策 コベネフィット 

地域資源（地熱、森林資源等）

の有効活用と地域経済循環・

産業創出 

 地熱や木質バイオマ

スの多面的な利活用 

 地域の産業創出・経済活動の基盤を構造

強化 

 ライフラインインフラであるエネルギ

ーの地産地消による経済波及効果 

交流人口の拡大、人材育成、

地域内コミュニティの維持 

―  地域資源活用の担い手人材の育成 

 人材交流の深化・コミュニティの維持 

町内が一体となり、町民が主

体的に行う低炭素・環境負荷

低減に資する行動促進 

 低炭素・環境負荷低

減に資する行動促進 

 持続可能なライフスタイル行動規範の

構築 

官学民の連携・パートナーシ

ップによる公正で持続可能な

社会の達成 

 公正かつ持続可能な

自然環境・資源開発 

 交流人口増加、人材育成 

特色ある地域資源を活かした循環型の社会と産業づくり（※上記と重複するものを除く） 

地域主体で運営するコミュ

ニティ交通システムの構築 

 乗合タクシーの運行  コミュニティ交通システムの構築 

低炭素型森林経営のさら

なる推進 

 持続可能な低炭素型

森林経営の推進 

 森林管理の資金確保 

 流域全体の生活保持 

                                         
3 住民基本台帳に基づく人口（総計）（平成 30 年 1 月 1 日時点） 
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エココミ活動のさらなる推

進 

 家庭部門の電力使用

量把握・削減 

― 

地域資源を活用したエネル

ギー研究・交流拠点及び体制

整備 

 省エネ住宅の普及 

 環境教育 

 再エネ利用促進 

 産学官民の研究・対話拠点 

 人材交流・育成拠点 

 環境関連ビジネスの誘致・参入、雇用 

 

＜特徴的な取組＞ 

 「木の駅プロジェクト」 

地域にある間伐材や林地残材といった有効活用されていない森林資源を、山林所有者や森林ボラン

ティアが「木の駅」に出荷し、地域通貨(モリ券)を対価として得ることで森づくりと地域活性化、ひ

いては木質ボイラーの燃料(薪)として使用することで地球温暖化防止を目指す取り組み。 

 環境面のメリット：重油→木質バイオマスへの転換による CO2 排出削減 

 経済面のメリット：重油の購入による域外への資金流出の削減、地域通貨の活用による 

         地域経済の活性化 

 社会面のメリット：森林の適正管理、エネルギーの地産地消 

 

図１ 木の駅プロジェクトの仕組み 

 

図２ 木の駅プロジェクト導入後のエネルギー源の変化 

出典：小国町木の駅プロジェクト推進協議会「小国町木の駅プロジェクト」 
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 エネルギー研究・交流拠点の整備 

町内外の人材による生活交流の拠点を整備することにより、地域資源活用のための産学官民連携の

促進や、地域新電力会社（PPS）の発展、SDGs の普及啓発、省エネ住宅のモデルスペースとしての

実験の場の提供を行い、町内の自治体 SDGs 推進・実装のソフト・ハード両面の強化を行う。 

 

  

図３ エネルギー研究・交流拠点のイメージ (左) 及び高断熱・高気密な省エネ住宅セミナー (右) 

出典：熊本県小国町「熊本県小国町環境モデル都市行動計画」（左）、熊本県小国町役場政策課（右） 

 

３．策定の背景 

基礎となった既存の取組：熊本県小国町環境モデル都市行動計画 

環境モデル都市の計画を基に、SDGs の観点から再整理を行い、SDGs 未来都市計画を策定。前町

長の時代に、内側の交流だけでは新しい発想が生まれないという問題意識から、人の繋がりを町の資

源として捉えるという指針が示され、加えて現町長が町内の森林・地熱資源の有効利用を重視し、環

境モデル都市の取組につながった。SDGs 未来都市の取組はこれら 2 つを融合させて策定。 

森林資源については、江戸時代から 250 年以上続く産業であるが、1980 年をピークに需要が減少

していた背景を受け、間伐材を活用した公共建築を建設し、木材の地産地消による産業活性化と森林

の適正管理を図ることが目指された。2014 年に環境モデル都市に選定されたころから、間伐材をバ

イオマス利用するという取組が始まり、残材を手が空いた人が集め地域通貨を受け取る「木の駅プロ

ジェクト」が始まった。人の繋がりについては、小国町出身の北里柴三郎博士の「学習と交流」とい

う教えから生まれたもの。 

 

４．策定までのプロセス 

4－1．執筆のプロセス 

SDGs 未来都市提案は 1 か月程度で、政策課の職員で執筆。記載の一貫性を確保するため、少ない

人数で記載し、各部に回覧することで効率を高めた。 
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4－２．庁内の体制 

環境モデル都市推進のための全庁横断的な組織である「環境モデル都市推進室」を発展させ、全課

室の企画担当職員（実務を熟知した係長級職員）で構成する「小国の未来を考える会議（仮称）」を設

置し、各課室の課題やその解決について協議・意見交換を行った上で、「小国町 SDGs 行動計画」を

策定予定。また、自治体 SDGs 実装の進捗管理も担当する。 

加えて、全課室での議論により抽出された個別の課題や施策（エネルギー、福祉、教育、交通等）

それぞれに対応したタスクフォースを設置し（複数の課室をまたがる可能性）、行動計画の素案作成

や KPI 設定を行う。 

 

 

図４ 町内の体制図 

出典：熊本県小国町「小国町 SDGs 未来都市計画」 

 

4－３．庁外のステークホルダーとの連携 

 ボランティア事業における連携の活用（木の駅プロジェクト） 

ボランティアの促進を目的とする別事業において、ボランティアの対価としての地域通貨の発行を

行っており、社会福祉協議会を巻き込んで地域のほぼすべての商店と連携し、地域通貨を使えるよう

にしていたため、木の駅プロジェクトの地域通貨も、ほぼすべての商店で使える仕組みとなった。「ボ

ランティアのため」「環境のため」という観点から地元商店を説得することにより、より多くの商店

を巻き込むことに成功。 
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 環境にいいこと推進協議会 

2013 年に町ぐるみでの低炭素社会の実現を目的に「環境にいいこと推進協議会」を設立し、町内

各種団体の代表者や学識者を巻き込んで議論を行った。今後はこの協議会を「小国町 SDGs 推進協議

会」とし、さらに各種団体の代表者ではなく、教育・福祉・農業・林業・商工団体それぞれの実務レ

ベルの担当者を巻き込んで議論をする会議体へと発展させることを計画。 

 

 北九州市との連携 

「環境モデル都市」に選定されている北九州市と熊本県小国町が協力し、それぞれの都市の特色を

活かした地球温暖化対策を推進していくため、人材交流事業において共同事業を実施。人材交流によ

る新たな活路としての「ツーリズム」を主体とした取組の一環として実施しており、2017 年 3 月時

点で約 12,000 人が小国町を訪問。 

SDGs 未来都市の募集についても北九州市との議論をもとに決定。 

 

５．参照した資料等 

北九州市と水俣市と連携し開催した勉強会において、法政大学の川久保先生を招き助言を得た。加

えて、地熱資源の有効利用について国立環境研究所から助言を得ていたため、SDGs 未来都市提案の

際に、効果的な記載の切り口について助言を獲得。 

 

６．実施方法・実施の課題等 

 KPI の設定 

個別の取組について詳細にフォローアップ指標を設定。SDGs 未来都市計画の取組について、以下

の KPI を設定し、これらの指標を基に、毎年の進捗管理を実施予定。 

 

表２ 熊本県小国町 SDGs 未来都市計画の KPI 

取組 指標 KPI 

地域資源（地熱、

森林資源等）の有

効活用と地域経済

循環・産業創出 

町内地熱・木質バイオマス発電所計画

（許可・同意済）の事業化割合（件数

ベース） 

現在（2018 年 7 月）：12.5％ 

⇒2020 年：50％ 

町内における地熱・木質バイオマス設

備からの熱供給・使用量（発電を除

く）増加割合 

現在（2018 年 7 月）：100％ 

⇒2020 年：150％ 

地熱・森林資源を活用した加工品・商

品の出荷増加割合 

現在（2018 年 7 月）：100％ 

⇒2020 年：150％ 

地熱資源賦存量把握（資源調査）の進

捗（面積比） 

現在（2018 年 7 月）：調査中 

⇒2020 年：100％（完了） 

小国杉原木 A 材取引価格 現在（2018 年 7 月）：調査中 

⇒2020 年：15,000 円/m3 
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交流人口の拡大、
人材育成、地域内
コミュニティの維
持 

小国郷内中学校から小国高校への進学
率 

現在（2018 年 4 月）：45％ 
⇒2020 年：60％ 

移住者・入込客数の増加 現在（2018 年 4 月）：集計中 
⇒2020 年：30 人（移住者） 
7％増（入込客数） 

省エネ・クールチョイスセミナー参加
者数 

現在（2017 年度）：200 人 
⇒2020 年：400 人 

町内が一体とな
り、町民が主体的
に行う低炭素・環
境負荷低減に資す
る行動促進 

SDGs に対する町民の認知度 現在（2018 年度）：今後調査 
⇒2020 年：70％（検討中） 

地域 PPS による再エネ発電施設からの
電力調達割合（契約電力量比） 

現在（2018 年 7 月）：３％ 
⇒2020 年：30％ 

町内住宅新改築に伴う再・省エネ設備
導入補助件数 

現在（2018 年 3 月）：30 件 (延べ) 
⇒2020 年：60 件 (延べ) 

クールチョイス賛同者数 現在（2018 年 3 月）：202 人 (延べ)
⇒2020 年：800 人 (延べ) 

官学民の連携・パ
ートナーシップに
よる公正で持続可
能な社会の達成 

条例（地熱・まちづくり）による手続
きを経ない資源開発計画件数 

現在（2018 年 7 月）：0 件 
⇒2020 年：0 件 (あるべき状態を維持) 

研究交流拠点（旧西里小学校）利活用
団体数 

現在（2018 年 7 月）：0 件 
⇒2020 年：15 件 (延べ) 

特色ある地域資源
を活かした循環型
の社会と産業づく
り 

町が関与する事業主体による地熱発電
量 

現在（2018 年 7 月）：0 
⇒2020 年：5,000kW 

町が関与して設置運営する地熱活用施
設における熱供給量（発電を除く：重
油換算） 

現在（2018 年 7 月）：0 
⇒2020 年：一般家庭 200 世帯分 

小国杉出荷量 現在（2016 年）：34,455m3 
⇒2020 年：39,003 m3 

町内小中高校における SDGｓ推進に関
する啓発回数 

現在（2018 年 3 月）：0 回 
⇒2020 年：年間延べ 5 回 

乗り合いタクシー年間延べ利用者数 現在（2018 年 3 月）：10,795 人 
⇒2020 年：12,000 人 

町内小中高校における再エネ・省エネ
に関する啓発回数 

現在（2018 年 3 月）：0 回 
⇒2020 年：年間延べ 5 回 

地域内木質バイオマスボイラー新規導
入数 

現在（2018 年 3 月）：2 基 
⇒2020 年：3 基 

温泉熱バイナリー発電施設稼働数 現在（2018 年 3 月）：2 か所 
⇒2020 年：5 か所 

Ｊ－クレジット及びカーボンニュート
ラル材利用による CO2 排出削減量 

現在（2015 年）：17.4t 
⇒2020 年：20t 

家庭電力年間消費量の削減 現在（2015 年）：13,035,000kWh 
⇒2020 年：11,782,000kWh 

地域資源を活用し
たエネルギー研
究・交流拠点及び
体制整備 

地域 PPS による町内地熱発電所からの
調達電力量 

現在（2018 年 7 月）：50kW 
⇒2020 年：200kW 

町内における住宅省エネ改修件数の増
加割合 

現在（2018 年 7 月）：基準値 
⇒2020 年：年 10％増 

SDGs に係る町外からの視察等での延
べ来訪者数 

現在（2018 年 7 月）：0 人 
⇒2020 年：1,000 人 

町内における温室効果ガス総排出量
（CO2 換算） 

現在（2015 年）：4.8 万 t 
⇒2020 年：4.3 万 t 

人口の社会動態増減 現在（2016 年）：△37 人 
⇒2020 年：0 人 

※重複しているものは掲載していない。 

出典：熊本県小国町「小国町 SDGs 未来都市計画」 
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７．コベネフィットの取組を行うメリット 

コベネフィットの取組を行うメリットとして言及されたものは以下の通り。 

 民間企業からの問合せが増えた。世界的な潮流を受けて、企業としても SDGs や気候変動対策

に取り組まなければ儲からない、という発想になってきているように感じる。アピールの場を

探している。 

 これまでは政策課から各課に低炭素化の取組について呼びかけをしても、関心が薄く響かなか

ったが、SDGs であれば何かしら各課に関係があるので、議論がしやすい。 

 これまで域外から購入した重油で賄っていた温泉施設のエネルギー源を薪ボイラ―に代替す

ることで、域外に出ていっていたお金が域内に残るようになった。温泉としても燃料コストの

削減になる。 

 環境というワードだけでは取組が進まない。低炭素化を軸としつつも、地域活性化を同時に実

現する取組を行うことが重要。近年は環境省も同様の方針を示しているように思う。 

 

問合せ先 熊本県小国町役場 政策課 地域振興係 作 成 年 月 平成 31 年 2 月 

 

＜参考情報＞ 

■電子文書 

熊本県小国町役場ウェブページ「小国町 SDGs 未来都市計画を策定しました」 

< https://www.town.kumamoto-oguni.lg.jp/q/aview/119/809.html> 

熊本県小国町役場ウェブページ「熊本県小国町境モデル都市行動計画」 

<https://www.town.kumamoto-oguni.lg.jp/q/aview/274/391.html> 

熊本県小国町役場政策課「省エネ住宅フォーラム in 小国町 地球とカラダとお財布にやさしい暮らし方」 

<https://www.town.kumamoto-oguni.lg.jp/dl?q=1600_filelib_5d9bc7e4966d6e192639a3fb14cb6064.pdf> 

熊本県小国町役場ウェブページ「木の駅プロジェクトと薪ボイラ―について」 

<https://www.town.kumamoto-oguni.lg.jp/q/aview/1/438.html> 

小国町木の駅プロジェクト推進協議会「小国町木の駅プロジェクト」 

<http://manabiyanosato.or.jp/kinoeki/downloadfile/kinoekiproject.pdf> 

地域の元気創造プラットフォーム公式サイト「小国町うるるん体験」 

<https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/jokyo/kumamoto/43424/2017-0306-1351-12.html> 
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事 例 番 号 18-03-03 事 例 名 
静岡県静岡市 SDGs 未来都市提案 

「『世界に輝く静岡』の実現 静岡市 5 大構想×SDGs」 

該当するベ

ネフィット 

 団 体 名  静岡県静岡市 

区 分 市町村 

人 口 706,287 人4 

 

１．軸となった強み・課題 

• （強み）「世界に輝く静岡」という基本構想、SDGs を重視する市の方針、市内における水素製造の

ポテンシャル 

• （課題）人口減少、災害への対応の必要性 

 

２．取組概要 

2014 年 12 月に議決された「静岡市基本構想」は、「『世界に輝く静岡』の実現」をまちづくりの

目標としており、その実現のため、2015 年に策定された第 3 次総合計画の中で特に重点的に取り組

むプロジェクトとして「歴史文化の拠点づくり」「海洋文化の拠点づくり」「教育文化の拠点づくり」

「『健康長寿のまち』の推進」「『まちは劇場』の推進」の 5 大構想を掲げている。この５大構想にＳ

ＤＧｓを組込み、取組を加速させ、「『世界に輝く静岡』の実現」を確固たるものにするため、SDGs

未来都市提案を策定。 

以下では、地球温暖化対策と経済・社会の統合的解決に資する取組みを抽出し、地球温暖化対策に

おける効果とコベネフィットを整理した。 

 

表１ 取組内容 

取組名 地球温暖化対策 コベネフィット 

静岡型水素タウン

促進事業 

 エネルギー源としての水素の活用 

 安価かつ大量に輸送するための水

素キャリアと活用技術の開発・展開 

 グリーンイノベーション 

 脱炭素ビジネスモデルの活発化 

 温室効果ガスの排出削減 

 地域経済の活性化・産業振興 

 投資活性化 

 雇用創出 

 エネルギー産業の活性化 

 イノベーションの牽引 

 エネルギーへの普遍的アクセスの

確保 

 災害時の安定した分散型エネルギ

ー供給 

 従来はそれぞれが取り組んでいた

民間企業と大学といった多様なス

テークホルダーのネットワーク形

成による連携促進 

                                         
4 住民基本台帳に基づく人口（総計）（平成 30 年 1 月 1 日時点） 
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＜特徴的な取組＞ 

 静岡型水素タウン促進事業 

水素エネルギーを利活用した「静岡型水素タウン」の実現に向け、①市域に賦存する水素を利活用

した地産地消体制の構築、②他地域へ水平展開できるビジネスモデルの構築、③CO2 フリー水素利活

用モデルの構築を目標に掲げ、都市部、港湾部、山間部それぞれのプロジェクトが策定されている。 

都市部では主に水素の活用に向けた取組、港湾部では国際貿易港を活かした水素供給基地としての

取組、山間部では温泉付随ガスと微生物を活用した水素製造等、水素製造に向けた取組が位置付けら

れており、それら共通の取組として、情報発信や普及拡大の取組が位置付けられている。 

 

 

図１ 水素エネルギー利活用促進ビジョンにおける各種取組 

出典：静岡県静岡市「静岡型水素タウン促進事業 静岡市水素エネルギー利活用促進ビジョン ～静岡型水素タウン

の実現に向けて～」 
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水素エネルギー利活用促進ビジョンにおいても、SDGs の理念が関連付けられており、水素社会の

促進において、エネルギーに関する SDGs との関連はもとより、エネルギー産業の創出による成長・

雇用や、安心・安全なまちづくりによる都市機能の強化、温室効果ガス排出削減による気候変動への

取組に加え、ビジョン全体において市民・事業者の受容性を喚起することによる教育の観点が位置付

けられている。 

 

図２ 水素エネルギー利活用促進ビジョンにおける SDGs との関連 

出典：静岡県静岡市「静岡型水素タウン促進事業 静岡市水素エネルギー利活用促進ビジョン ～静岡型水素タウン

の実現に向けて～」 

 

３．策定の背景 

基礎となった既存の取組：第 3 次総合計画「世界に輝く静岡」の実現 

静岡市は、市の基本構想として「世界に輝く静岡」を掲げ、第 3 次総合計画では前述の 5 大構想を

掲げている。その背景には、人口減少という大きな問題意識があり、70 万人の人口を維持し、人が

集まる街にするために、世界で輝く都市にしたいという思いからこのような基本構想を掲げている。

静岡市が目指す都市の姿と、ＳＤＧｓが追求する 2030 年の世界の姿が重なり合うことから、「『世界

に輝く静岡』の実現」に向けた推進力としてＳＤＧｓを活用していくことを、静岡市長が平成 30 年

度の施政方針において、表明している。 

水素タウン促進事業の策定の背景には、国の水素基本戦略と水素ロードマップのような国の方向性

が、市として災害時のエネルギーや CO2 排出削減という課題を抱えていた静岡市に合致したため、

水素事業の導入に着手した。国として海外から水素を輸入する戦略を立てていることを受け、国際港

である清水港がある静岡市に地理的有利性があったことや、新東名高速道路や中部横断自動車道があ

り、日本全国に水素を輸送するためのインフラが整っているという利点があった。加えて、静岡市に

立地する民間企業が、自社の水力発電所で発電した電力で苛性ソーダを製造する際の副生ガスとし

て、CO2 フリーの水素を多量に生産しているというアドバンテージもあった。静岡市は、国の水素ロ

ードマップの計画年が 2030 年であったことから静岡市の水素エネルギー利活用促進ビジョンも

2030 年に設定しており、この点でも SDGs と親和性があった。 
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４．策定までのプロセス 

4－1．執筆のプロセス 

SDGs 未来都市提案は、企画局と環境局が連携しで文章化。既存の取組を活かし、各部局の取組に

SDGs を位置付ける形で作成。 

水素タウン促進事業は、2 年以上の構想を経て策定された取組。市長との議論を重ね、静岡市なら

ではの取組になるようブラッシュアップを行い、世界的な流れを盛り込みつつ、少しずつ形にした。 

 

4－２．庁内の体制 

人口減少対策に取り組むために 2015 年に設置された静岡市人口減少対策推進本部（本部長：市長、

副本部長：副市長、本部員：公営企業管理者、政策官及び各局長等）を 2018 年から「静岡市創生・

SDGs 推進本部」に改め、全庁的に SDGs を推進する体制を構築。同推進本部を軸とした庁外のステ

ークホルダーとの連携については次項に掲載。 

実務面では、市の総合計画推進を担当する各局企画主任者及び各課企画主任者が担当する。 

 

4－３．庁外のステークホルダーとの連携 

 静岡市創生・SDGs 推進会議 

SDGs の推進にあたり、専門的見地からの意見・提言を求め、SDGs に基づく施策等の効果を検証

するため、市民・産・官・学・金・労・言から構成される推進会議を 2018 年 3 月に設置。以下の図

に示される通り、前述の静岡市創生・SDGs 推進本部を軸に、多様なステークホルダーと連携。 

 

図３ 静岡市創生・SDGs 推進本部と静岡市創生・SDGs 推進会議の連携 

出典：静岡県静岡市「SDGs 未来都市提案」 
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以下に示す通り、静岡市創生・SDGs 推進会議には多様なステークホルダーが参画している。 

 

  

図４ 静岡市創生・SDGs 推進会議委員名簿 

出典：静岡市創生・SDGs 推進会議ウェブページ 

 

 静岡市水素エネルギー利活用促進協議会 

静岡型水素タウンの実現に向けて、産学官が一体となり連携した取組を進めるため、学識経験者、

エネルギー供給事業者、自動車メーカー、機器メーカー等を幅広く巻き込み、2016 年 8 月に静岡市

水素エネルギー促進協議会を設立し、年 2 回程度の会議開催を経て、2018 年 3 月に静岡市水素エネ

ルギー促進ビジョンの策定を行った。企業の選定にあたっては、大手企業のうち市内に拠点を持つ企

業のほか、技術を持つトヨタやホンダ、パナソニックを巻き込んでいる。 

 

図５ 静岡市水素エネルギー利活用促進協議会の位置づけ 

出典：静岡県静岡市「静岡型水素タウン促進事業 静岡市水素エネルギー利活用促進ビジョン ～静岡型水素タウン

の実現に向けて～」 

川北 秀人 IIHOE「人と組織と地球のための国際研究所」 代表 

小島 孝仁 株式会社ＣＳＡ不動産 代表取締役 

後藤 弘知 清水銀行 支店営業部 理事部長 

島原 万丈 LIFULL HOME'S 総研 所長 

富永 久雄 前静岡県代表監査委員 

長澤 達士 厚生労働省静岡労働局 雇用環境・均等室長 

中村 智浩   静岡銀行 地方創生部長 

沼田 千晴   株式会社政豊 代表取締役 

日詰 一幸 静岡大学人文社会科学部 学部長 

福地 康紀 一般社団法人静岡市静岡医師会 副会長 

増山 達也 有限責任監査法人トーマツ静岡事務所 シニアマネージャー 

松下 光惠 男女共同参画フォーラムしずおか代表理事 

百瀬 伸夫 一般社団法人 IKIGAI プロジェクト 理事 

八木 規之 株式会社静岡朝日テレビ 取締役 
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図６ 静岡市水素エネルギー利活用促進協議会委員名簿 

出典：静岡県静岡市「静岡型水素タウン促進事業 静岡市水素エネルギー利活用促進ビジョン ～静岡型水素タウン

の実現に向けて～」 

 

５．参照した資料等 

SDGs のゴールとターゲットそのものを読み、５大構想の加速化にどう絡められるか、というアプ

ローチで SDGs 未来都市提案を作成。 

 

６．実施方法・実施の課題等 

総合計画やその他の計画においても、個別政策と SDGs がより明確に関連づけられていく方向。 

水素タウン促進事業は実行計画区域施策編や総合戦略にも位置付けられている。水素タウン促進事

業では年に 2 回協議会を開催しており、そこで指標を設定し進捗管理を実施。総合戦略のフォローア

ップでも同様の進捗管理を行っている。 

 

表２ 静岡市水素タウン促進事業の KPI 

取組 指標 KPI 

静岡型水素タウン

促進事業 

静岡市水素エネルギー利活用促進ビジョン（期間：2017～2030 年） 

水素を活用したまちづくりを必要と思

う市民の割合 

現在（2015 年度）：22.6％ 

⇒2022 年度：50％ 

大久保 学 日本軽金属株式会社 商品化事業化戦略プロジェクト室 成長戦略グループ 

グループマネージャー 

大野 裕之 鈴与商事株式会社 取締役石油販売部長 

大場 知明 静岡商工会議所 専務理事 事務局長 

木村 浩之 国立大学法人静岡大学 グリーン科学技術研究所 教授 

畔柳 清光 スズキ株式会社 電動車開発部第六課 課長 

桑原 幸二 本田技研工業株式会社 日本本部 営業企画部 商品ブランド室 主幹 (H30.2.6 まで) 

武藤 栄二 本田技研工業株式会社 日本本部 営業企画部 商品ブランド課 技師 (H30.2.7 から) 

清水 俊克 パナソニック株式会社 アプライアンス社 スマートエネルギーシステム事業部  

燃料電池事業担当 

中井 俊裕 静岡ガス株式会社 執行役員 エネルギー戦略部長 

中村 亮介 三菱商事株式会社 静岡支店長 

三谷 和久 トヨタ自動車株式会社 先進技術開発カンパニー 先進技術統括部 主幹 

森田 陸 静岡鉄道株式会社 企画部企画課長 (H29.3.31 まで) 

水野 雅晴 静岡鉄道株式会社 企画部長 (H29.4.1 から) 

山中 一郎 国立大学法人東京工業大学 物質理工学院応用科学系 教授 （会長） 

吉岡 浩 富士電機株式会社 新エネプラント事業部 燃料電池技術部 主席 

高崎 宏和 経済産業省関東経済産業局 資源エネルギー環境部 参事官 地域エネルギー振興室長 

（オブザーバー） 

黒田 健嗣 静岡県 経済産業部 産業革新局 エネルギー政策課長 （オブザーバー） 
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家庭用燃料電池 現在（2016 年度）：1,236 台 

⇒2022 年度：13,500 台 

業務用燃料電池 現在（2016 年度）：0 台 

⇒2022 年度：6 台 

FCV 現在（2016 年度）：13 台 

⇒2022 年度：500 台 

FC バス 現在（2016 年度）：０台 

⇒2022 年度：２台 

パイプラインなどを活用した水素供給 現在（2016 年度）：－ 

⇒2022 年度：実施 

静岡市水素エネルギー利活用促進アクションプラン（期間：2017～2018 年） 

水素を活用したまちづくりを必要と思

う市民の割合 

現在（2015 年度）：22.6％ 

⇒2018 年度：31.7％ 

家庭用燃料電池 現在（2016 年度）：1,236 台 

⇒2018 年度：5,600 台 

業務用燃料電池 現在（2016 年度）：0 台 

⇒2018 年度：2 台 

FCV 現在（2016 年度）：13 台 

⇒2018 年度：50 台 

環境教育などの実施者数 

（普及啓発イベント来場者含む） 

現在（2016 年度）：－ 

⇒2018 年度：5,000 人 

（都市部）純水素型燃料電池実証実験 現在（2016 年度）：－ 

⇒2018 年度：完了 

（都市部）水素供給設備設置に向けた

総合調整 

現在（2016 年度）：－ 

⇒2018 年度：完了 

（港湾部）（仮称）水素供給基地整備事

業検討委員会 

現在（2016 年度）：－ 

⇒2018 年度：設置 

（港湾部）周辺市町との連携 現在（2016 年度）：－ 

⇒2018 年度：2 自治体 

（山間部）温泉付随ガス可能性調査 現在（2016 年度）：－ 

⇒2018 年度：実施 

（山間部）フィールドでの水素製造の

調査研究 

現在（2016 年度）：－ 

⇒2018 年度：体制構築 

出典：静岡県静岡市「静岡型水素タウン促進事業 静岡市水素エネルギー利活用促進ビジョン ～静岡型水素タウンの

実現に向けて～」及び 静岡県静岡市「第１期静岡市水素エネルギー利活用促進アクションプラン【2017～2018 年

度】」 

 

７．コベネフィットの取組を行うメリット 

コベネフィットの取組を行うメリットとして言及されたものは以下の通り。 

 2018 年の 5 月、国連の会議で SDGs の取組について市長自らがスピーチをし、国内ではＳＤ

Ｇｓ未来都市に、国連からはアジアで初めて SDGs のハブ都市として選定された。市の存在感

を高めるうえで利点が大きい。 
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 企業にとってもよいツールである。例えば、昨今海洋プラスチックの問題が拡大しているが、

清水港を持ち海洋環境保全に力を入れる静岡市は、SDGs を推進していることをアピールする

ことで、海洋プラスチックの問題意識を持つ企業からの問合せも増えている。 

 

問合せ先 静岡市役所 企画局 企画課 

環境局 環境創造課 

作 成 年 月 平成 31 年 2 月 

 

＜参考情報＞ 

■電子文書 

静岡県静岡市「SDGs 未来都市等提案書（提案様式１）」 

< https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/teian/sdgs_sentei.html> 

静岡県静岡市「第 3 次静岡市総合計画『みんなの力で創る、静岡。』」 

< http://www.city.shizuoka.jp/750_000004.html> 

静岡県静岡市「静岡型水素タウン促進事業 静岡市水素エネルギー利活用促進ビジョン ～静岡型水素タウンの実現

に向けて～」 

< http://www.city.shizuoka.jp/000778884.pdf> 

静岡県静岡市「【概要版】静岡市水素エネルギー利活用促進ビジョン～静岡型水素タウンの実現に向けて～」 

< http://www.city.shizuoka.jp/000778879.pdf> 

静岡県静岡市「第１期静岡市水素エネルギー利活用促進アクションプラン【2017～2018 年度】」 

< http://www.city.shizuoka.jp/000779106.pdf> 

静岡県静岡市「【概要版】静岡市水素エネルギー利活用促進アクションプラン」 

< http://www.city.shizuoka.jp/000779104.pdf> 

静岡県静岡市ウェブサイト「市長施政方針」 

< http://www.city.shizuoka.jp/556_000073.html#h2_2> 
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事 例 番 号 18-03-04 事 例 名 

徳島県 SDGs 未来都市提案 

「人口減少に立ち向かう！『地方創生の旗手・徳島』が挑

戦する持続可能なまちづくり」 

該当するベ

ネフィット 

 団 体 名  徳島県 

区 分 都道府県 

人 口 757,377 人5 

 

１．軸となった強み・課題 

• （強み）高速インターネットのインフラ、消費者行政新未来創造オフィス、水素製造ポテンシャル 

• （課題）人口減少 

 

２．取組概要 

かねてより、サテライトオフィスの進出拡大事業やエシカル消費の推進事業、水素の活用事業とい

った独自の取組を、全国に先駆けて実施してきた徳島県は、SDGs の観点からこれらの取組みを統合

し、更なる展開を図るとともに広く普及啓発することで、持続可能なまちづくりを推進するため、

SDGs 未来都市事業への提案を行った。 

サテライトオフィスプロジェクトやエシカル消費事業、水素戦略事業等において、地球温暖化対策

と経済・社会の統合的解決に資するコベネフィットの取組が行われている。 

 

表１ 取組内容 

取組名 地球温暖化対策 コベネフィット 

①全国をリードする働き方改革の展開 

• 「とくしまサテライトオフィスプロ

ジェクト」の推進 

• 地方と都市を結ぶ「新しい学校のか

たち」デュアルスクールの制度化に

向けた実証推進 

• モバイルワークの推進 

 環境配慮ビジネスの創出  人口増加・地方創生 

 地域経済の牽引 

 雇用創出 

 新たな事業の誕生 

 働き方改革の推進 

 地域経済の生産性向上 

②「新次元の消費者行政・消費者教育」

の展開 

 環境負荷の低いライフス

タイルへの転換 

 企業による環境に配慮し

た商品・サービスの提供 

 人材育成 

 より良い社会の形成 

 消費者被害の防止 

 廃棄物・食品ロス削減 

③自然エネルギー立県とくしま推進戦

略及び水素グリッド構想の推進 

 自然エネルギーの普及拡

大 

 環境負荷の低いライフス

タイルへの転換 

 エネルギー自給率の向上 

 災害時の電力確保 

 

                                         
5 住民基本台帳に基づく人口（総計）（平成 30 年 1 月 1 日時点） 



 

31 

＜特徴的な取組＞ 

 とくしまサテライトオフィスプロジェクト 

都市圏に本社を置く企業による徳島県へのサテライトオフィスの進出を誘致する取組が行われて

おり、開設数は年々増加傾向にある。全国屈指のブロードバンド環境を最大限に活用し、徳島県の豊

かな自然の中で最先端ビジネスが融合することで、新たな事業や発想が生まれる効果が期待されると

ともに、空き家となっていた古民家や廃工場を活用し、オフィスとして活用できるという利点もある。 

県からの支援も行われており、過疎地域等において小規模オフィスや自宅等でビジネスを行う

「SOHO」に対する事務所運営費用等の補助金や、情報通信関連の企業に対して地元雇用を行う場合

に助成を行う補助金、サテライトオフィスとして活用する空き家の改修工事を助成する市町村への補

助金を提供し、サテライトオフィスの進出を支援している。 

 

図１ サテライトオフィスの新規開設数推移（2018 年 2 月末時点） 

出典：徳島経済研究所（2018）「活況呈する徳島県のサテライトオフィス～課題と可能性～」 

 

 

図２ サテライトオフィス進出による働き方の変化 

出典：Tokushima Working styles ウェブページ 
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表２ サテライトオフィス進出への支援制度 

補助金名 概要 

ふるさとクリエイティブ・SOHO 事業者誘

致事業補助金 

小規模オフィスや自宅等でビジネスを行う SOHO

事業者に対して、事務所の運営費用等の経費に対す

る助成を行う制度。 

情報通信関連事業立地促進補助金 情報通信関連の企業に対して、新規地元雇用者に対

する助成等を行う制度。 

ふるさとクリエーター・テレワーク施設等

導入促進整備事業補助金 

過疎町村が県外の事業者を誘致するためにサテラ

イトオフィスとして貸与する空き家・廃校等の増改

築のため、県が市町村に経費を補助する制度。 

生活体験施設等リノベーション支援事業 空き家を交流施設、創作活動施設等として活用する

ための改修工事を助成する市町村事業に対して補

助する制度。 

出典：Tokushima Working styles ウェブページ（詳細基準有） 

 

 

図３ サテライトオフィス進出企業による環境配慮商品の開発 

提供：神山しずくプロジェクト 

 

 エシカル消費の推進 

2017 年 2 月に「とくしまエシカル宣言」を実施し、消費を通じて環境、人・社会、地域における

社会課題を解決する消費を促すことを宣言。加えて、2017 年に、消費者庁・国民生活センターの消

費者施策分析・立案拠点である「消費者行政新未来創造オフィス」が徳島県庁に設置され、徳島県を

実証フィールドとした「若年層の消費者教育」や「エシカル消費」、「食品ロスの削減」など、モデル

プロジェクトが展開されている。2018 年 7 月には、「エシカル消費自治体サミット」を開催し、神奈

川県、浜松市、名古屋市、京都府、鳥取県とともに、エシカル消費の全国に向けた発信・展開のため

の議論を行った。 

 

 水素グリッド構想 

徳島県は自然エネルギーによる電力自給率を 2020 年に 25％、2030 年に 37％という目標を設定

している。特に水素エネルギーの創出・活用は、2017 年 1 月に施行された「脱炭素社会の実現に向



 

33 

けた気候変動対策推進条例」における緩和策の目玉として位置付けられた。全国に先駆けて、産学官

民連携による「水素グリッド構想（インフラ構想）」を導入しており、中四国初の自然エネルギー由来

の水素ステーションや移動式水素ステーション、燃料電池自動車の普及に取り組んでいる。FCV の導

入目標は 2025 年に 1,700 台、2030 年に 3,600 台、水素ステーションの導入目標は 2025 年に 6

か所、2030 年に 11 か所である。庁舎の屋上に設置した太陽光発電の電力から水素を製造、公用車

に充てんするステーションを県庁の敷地内に設置。 

 

３．策定の背景 

基礎となった既存の取組：とくしまサテライトオフィスプロジェクト、エシカル消費の推進、水素グ

リッド構想 

既存の取組を基に、SDGs の観点から再整理を行い、SDGs 未来都市計画を策定。 

徳島県では、地上デジタル放送への移行時に、県内に光ブロードバンド環境を整備、CATV 世帯普

及率で 7 年連続全国 1 位になるなど、日本有数の高速インターネットの高い普及率を有している。加

えて、古民家など活用可能な空き家が多く存在している。これら 2 つの徳島県独自の強みが融合し

て、IT 企業を中心に、都会から多くのサテライトオフィス進出につながった。人口減少という大きな

課題に対し、高速インターネットの高普及率という強みを活用した取組である。 

また、徳島県がエシカル消費の取組に注力した背景には、平成 26 年 3 月に消費者市民社会の構築

を盛り込んだ消費者教育計画が策定されたことや、その年に兵庫県から飛来したコウノトリの繁殖・

定着を目指した生物多様性の保全に焦点を当てた持続可能な地域作りを進める上で、エシカル消費を

推進することへの発想があった。コウノトリの保護を軸として、農家のエコファーマー農業への移行

や学校教育の場で生物多様性を取り入れ、消費者はレンコンを食べて環境に優しい農業の持続を応援

する等の多用な取組につながっている。 

水素グリッド構想については、34 道府県と約 200 の企業が参加する「自然エネルギー協議会」の

会長県として、全国に先駆け、徳島県が有する豊かな自然エネルギーの更なる普及拡大に繋げるため

の重要なプロジェクトの一環として展開している。 

 

４．策定までのプロセス 

4－1．執筆のプロセス 

既存の取組を整理する形で提案を作成したため、SDGs 未来都市提案の策定にあたっても、地方創

生局長の旗振りのもと、各事業を行う部署がそれぞれの担当箇所の提案を作成。 

 

4－２．庁内の体制 

徳島県では総合戦略において SDGs の要素が既に反映されており、総合戦略の推進を総合的・計画

的に実施するための「徳島県地方創生本部」を設置している。この本部を通じて、上記の特徴的な取

組を含む総合戦略の策定・実施を行う庁内の体制が整えられている。 
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図４ 徳島県地方創生本部の体制図 

出典：徳島県 SDGs 未来都市提案 

 

4－３．庁外のステークホルダーとの連携 

 地方創生“挙県一致”協議会 

各界代表者や地域住民の代表者からなる「地方創生“挙県一致”協議会」を設置し、地方創生の実現

に向けた取組を推進。 

 

 

図５ 地方創生“挙県一致”協議会の体制図 

出典：徳島県 SDGs 未来都市提案 

 

地方創生“挙県一致”協議会 

 議長：徳島県知事 

 産業：徳島県商工会議所連合会会長、徳島県商工会連合会会長、徳島県中小企業団体中 

   央会会長、徳島経済同友会代表幹事、徳島県経営者協会会長、日本旅館協会徳島県支部 

   支部長、徳島県観光協会理事長、徳島県農業会議会長、徳島県農業協同組合中央会会長、 

   徳島県森林組合連合会代表理事会長、徳島県漁業協同組合連合会代表理事会長 

 学識：徳島大学学長、徳島文理大学学長、四国大学学長、徳島県高等学校長協会 

 行政：徳島県市長会会長、徳島県町村会会長、徳島労働局長 

 金融：徳島県銀行協会会長、日本銀行徳島事務所長、日本政策金融公庫徳島支店支店長 

 労働：日本労働組合総連合会徳島県連合会会長、徳島県労働者福祉協議会 

 報道：徳島新聞社理事社長、NHK 徳島放送局局長、四国放送株式会社代表取締役社長 

 住民：認定ＮＰＯ法人グリーンバレー理事長、株式会社いろどり代表取締役社長、徳島県社会 

   福祉協議会会長、NPO 法人子育て支援ネットワークとくしま理事長、働く女性応援ネッ 

   トワーク会議会長 等 

 

 

 

徳島県地方創生本部 

本部長 ：知事 

副本部長 ：副知事及び政策監 

本部員 ： ・危機管理部長 ・監察局長 

 ・政策創造部長 ・会計管理者 

 ・経営戦略部長 ・南部総合県民局長 

 ・県民環境部長 ・西部総合県民局長 

 ・保健福祉部長 ・企業局長 

 ・商工労働観光部長 ・病院局長 

 ・農林水産部長 ・教育長 

 ・県土整備部長 ・警察本部長 

  ・徳島労働局長 
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 とくしまエシカル消費推進会議・とくしま消費者志向経営推進組織 

消費者や事業者、教育機関等が参画するエシカル消費推進のプラットフォームである「とくしまエ

シカル消費推進会議」において、エシカル消費についての知識の啓発や取組の実践の推進を行ってい

る。加えて、事業者と消費者のコミュニケーションを促すため、事業者団体、消費者団体、行政機関

等で構成される「とくしま消費者志向経営推進組織」を設置。 

 

 

図６ とくしまエシカル消費推進会議の体制図 

出典：徳島県 SDGs 未来都市提案 

 

５．参照した資料等 

エシカル消費の取組については、東京大学名誉教授の山本良一先生及び東

京都市大学名誉教授の中原秀樹先生から助言を得た。両名の共著で、「未来を

拓くエシカル購入」という本も出版されており、こちらも参考にした。東京

で開催されたシンポジウムにおいて徳島県が発表をした際に徳島県の取組

に両名が興味をもたれ、声を掛けられたことから関係ができた。 

 

６．コベネフィットの取組を行うメリット 

コベネフィットの取組を行うメリットとして言及されたものは以下の通り。 

 従来のそれぞれの取組をステップアップしていく機運がさらに高まった。 

 今後も、総合計画や総合戦略において SDGs の観点を取り入れていく。引き続き実施するのみ

である。 

 

問合せ先 徳島県 政策創造部 地方創生局 地方創生推進課 作 成 年 月 平成 31 年 2 月 

 

とくしまエシカル消費推進会議 

 消費者団体：NPO 法人徳島県消費者協会、生活協同組合とくしま生協 

 事業者団体：イオントップバリュー㈱、㈱キョーエイ、徳島商工会議所女性会 等 

 高等教育機関：鳴門教育大学、四国大学短期大学部 

 学校教育：徳島県立城西高等学校 

 マスコミ：社団法人徳島新聞社 

 学識者：環境省四国環境パートナーシップオフィス、（公財）徳島経済研究所 

 事務局：徳島県 
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＜参考情報＞ 

■電子文書 

徳島県「SDGs 未来都市等提案書（提案様式１）」 

< https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/teian/sdgs_sentei.html> 

徳島県「水素グリッド構想」 

< https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/5008771> 

Tokushima Working styles ウェブページ 

< https://www.tokushima-workingstyles.com/home.html> 

徳島経済研究所（2018）「活況呈する徳島県のサテライトオフィス～課題と可能性～」 

< https://www.teri.or.jp/chousa_kenkyu_pdf/2018-100sateraito.pdf> 
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事 例 番 号 18-03-05 事 例 名 

新潟県見附市 SDGs 未来都市提案 

「環境と健幸を補完する『自然に歩いてしまう』まちづく

り～既存住宅・店舗の活用を軸とした、誰もが健やかで幸

せになれる持続可能なまちの実現～」 

該当するベ

ネフィット 

 団 体 名  新潟県見附市 

区 分 市町村 

人 口 40,854 人6 

 

１．軸となった強み・課題 

• （強み）「歩こう条例」「健幸基本条例」を制定し「歩いて暮らせる健幸都市」に取組む 

• （課題）自動車への依存、人口減少、空き家の増加 

 

２．取組概要 

見附市は「健幸」をテーマとした街づくりを推進しており、2012 年 4 月に全国初となる「歩こう

条例」「健幸基本条例」を制定し、コンパクト・プラス・ネットワークのモデル都市として、「歩いて

暮らせる健幸都市」に取組んでいる。 

SDGs 未来都市提案では、スマートウェルネスシティ（住んでいるだけで健やかに幸せに暮らせる

まち）の実現にむけた計画を策定。少子高齢化・人口減少社会の進展は避けられないという現実にお

いて、あえてその現実を受け入れ、高齢者が増えたとしても住み続けられる持続可能なまちづくりへ

の取組を行うことを提案。 

持続可能なまちとなるために、経済面では、中心市街地を中核とした賑わいづくり及び公共交通の

再整備や、まちのコンパクト化、住宅の高性能化の啓発の推進を重視。社会面では、社会参加（外出）

できる場づくりや、地域コミュニティ組織の活動活性化を重視。環境面では、公共交通の再整備や歩

きたくなる快適な歩行空間の整備、住宅ストックの有効活用や省エネ及び自然エネルギーの利用促進

を重視している。これらを踏まえ SDGs 未来都市提案で示された取組を以下に整理する。 

表１ 取組内容 

取組名 地球温暖化対策 コベネフィット 

①ウェルネスタウンみつけの

開発 

 省エネ・断熱性能の高い住宅

の普及拡大 

 長く使える高性能な住宅の

普及 

 健幸の向上 

 生活の利便性向上 

 人の交流の促進 

 医療費の低減 

②見附駅の再整備  交通渋滞の緩和 

 公共交通機関の利用促進 

 人の交流の促進 

③多様な観光物産資源を活用

した地域商社組織化事業 

―  地域ブランドの商品開発 

 財政基盤の強化 

                                         
6 住民基本台帳に基づく人口（総計）（平成 30 年 1 月 1 日時点） 
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＜特徴的な取組＞ 

 ウェルネスタウンみつけ 

スマートウェルネスシティとは、人々が健康で、かつ生きがいを持ち、安全安心で豊かな生活を送

れる状態（「健幸＝ウェルネス」）を、まちづくりの要素すべてに理念として広げ、市民がイメージを

共有しながら、少子高齢化、人口減少社会においても持続できる都市。見附市では、スマートウェル

ネスシティを具現化した「ウェルネスタウンみつけ」をモデル地区として開発し、出歩きたくなる場

所や環境の整備、高性能かつ長く使える住宅の普及等を含む住環境の整備を行っている。 

 

図１ ウェルネスタウンみつけのイメージ 

 

図２ 無電柱化された町並み（左）と緑化帯（右）のイメージ 

 

図３ ウェルネスタウンみつけの「住んでいるだけで『健康で幸せ』になれる 3 つのメソッド」 

出典：図１～３すべてウェルネスタウンみつけウェブページ 

①住まいで「健幸」：住まいの快適さは健康に直結します。冬も暖かい高性能の家に住むことで、

病気になるリスクを減らせます。 

②歩いて「健幸」 ：無電柱化や歩車共存道路の整備など、思わず出歩きたくなる美しい景観や

歩行空間が整備されています。外出する頻度が増え、自然と体を動かすこと

で、いつの間にか健幸に。 

③交流で「健幸」 ：公園や水辺の遊歩道など、みんなで共有でき、交流できる場所があること

で、心地よいコミュニティが築けます。人と交わり、社会と繋がることで、

心も健幸に。 
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ウェルネスタウンみつけの取組においては、公共交通の再整備のメリットとして、自家用車から公

共交通へのモーダルシフトによる環境負荷低減や、高性能な住宅の普及による省エネ及び自然エネル

ギーの利用促進のメリットが挙げられている。加えて、建築される住宅については「住宅設計ガイド

ライン」を設け、省エネや断熱性能等に配慮した高性能住宅を誘導し、環境負荷の低減や健康増進を

進める。 

 

図４ 高性能住宅の利点のアピール 

出典：ウェルネスタウンみつけウェブページ 

 

 立地適正化計画・空き家の有効活用 

世代やライフスタイル、家族構成に応じて住む場所を変えていく「住み替え」という新しい暮らし

方が実現できる環境を整備。高齢者の街中への住み替えによる歩いて暮らせるまちづくりの推進や、

子育て世代の郊外への住み替えが可能となるまちづくりを推進。 

加えて、市街地区域における居住誘導区域、市街化調整区域における地域コミュニティゾーンを設

定し、まちのコンパクト化が進むよう居住区域を誘導する計画を策定。 

人口減少により顕在化する空き家問題への抜本的な解決方法として、現在の「建てては壊す」から

「住み替え」や「長く使う」というストック型社会への転換を推進するため、空き家バンクへの登録

促進による流通可能な物件数の拡大や、住宅の高性能化の啓発に取り組んでいる。民間企業からの取

組だけでなく、行政としても「建て替え」ではなくリノベーションを促し、100 年・200 年と長く使

える高性能な住宅の普及をバックアップする取組を計画している。 

 

 

図５ 住み替えのイメージ図 

出典：新潟県見附市「SDGs 未来都市提案」 
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図６ 立地適正化計画のイメージ 

出典：新潟県見附市「見附市立地適正化計画」 

 

３．策定の背景 

基礎となった既存の取組：第 5 次見附市総合計画（平成 28 年度－平成 37 年度） 

2006 年からの 10 年間を計画期間とする第 4 次総合計画において重点プロジェクトの一つとして

「スマートウェルネスみつけの推進」が位置付けられ、2012 年には「健幸基本条例」及び「歩こう

条例」を策定し、健幸づくりを推進してきた。第 5 次総合計画では、都市の将来像として「スマート

ウェルネスみつけの実現」を掲げている。加えて、第 5 次総合計画と同時に策定された総合戦略にお

いて、進捗点検のための各種 KPI が策定されている。 

これらの取組を SDGs の 17 のゴールに分類し整理して作成し、SDGs 未来都市提案を策定。 

 

４．策定までのプロセス 

4－1．執筆のプロセス 

約半年ほどの期間をかけ、企画調整課で一括して提案を執筆。企画調整課主体で作成し、他の部署

には、作成・提案する旨を伝達した。 
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4－２．庁内の体制 

既に総合計画・総合戦略の策定等に設置された、スマートウェルネスシティの推進における庁内の

横断的な体制を活用可能。企画調整課総合戦略室が調整役となり、横断的な連携を主導。加えて、総

合計画・総合戦略の進捗状況の審議・検証のための組織である「見附市まちづくり総合審議会」にお

いて検証が行われている。 

 

図７ 庁内の連携図 

 

図８ 見附市まちづくり総合審議会の連携図 

出典：図７～８すべて新潟県見附市「SDGs 未来都市提案」 
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4－３．庁外のステークホルダーとの連携 

 ふるさとセンター 

地域住民との協働でまちづくりを進めるため、市内の小学校単位で地域コミュニティ組織を形

成し、地域内の地域団体等の住民で構成され、地域課題の解決や地域内のコミュニティを推進

する活動を担う。 

  

図９ ふるさとセンターと情報誌のイメージ 

出典：葛巻地区ふるさとセンターウェブページ 

 

５．参照した資料等 

IBEC が公表している「導入のためのガイドライン」を参照するとともに、SDGs のゴールとター

ゲットのワードを参考に SDGs 未来都市提案を策定。 

 

６．コベネフィットの取組を行うメリット 

コベネフィットの取組を行うメリットとして言及されたものは以下の通り。 

 事業を実施する職員や関係者（環境部や交通部のような関連部局）に対し、事業の意義や波及

効果を意識させることができる。様々な波及効果があるということは、各部局に広く浸透して

いたわけではないため、SDGs 未来都市提案を通じて、SDGs のゴールのアイコン等の視覚的

に分かりやすいものができたため、浸透できたように思う。 

 

問合せ先 新潟県 見附市 企画調整課 都市政策室 作 成 年 月 平成 31 年 2 月 
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＜参考情報＞ 

■電子文書 

新潟県見附市「SDGs 未来都市等提案書（提案様式１）」 

< https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/teian/sdgs_sentei.html> 

新潟県見附市「第 5 次見附市総合計画」 

< http://www.city.mitsuke.niigata.jp/14683.htm> 

新潟県見附市「まち・ひと・しごとの創生 見附市総合戦略」  

< http://www.city.mitsuke.niigata.jp/secure/14977/sougosenryaku.pdf > 

新潟県見附市「見附市立地適正化計画」  

< http://www.city.mitsuke.niigata.jp/15848.htm > 

新潟県見附市ウェブページ「『健幸基本条例』『歩こう条例』が制定されました」 

< https://www.teri.or.jp/chousa_kenkyu_pdf/2018-100sateraito.pdf> 

ウェルネスタウンみつけウェブページ 

< http://wt-mitsuke.jp/> 

葛巻地区ふるさとセンターウェブページ 

< http://www.city.mitsuke.niigata.jp/4219.htm> 

 

 

 


