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 報道関係者 各位 

持続可能な開発目標SDGsの達成に向けた本市の取り組みについて 

 

 本市では、2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 年アジェンダ」

の中核を成す「持続可能な開発目標 SDGs（Sustainable Development Goals）」について、来庁する

市民等の認知度を高めるため、庁舎内の案内看板に各課等が取り組む目標のアイコン（ロゴマーク）の

掲示とパンフレットの設置を行いました。 

 本市では、一昨年から、地域社会を構成する多様な主体が一体となり、人と自然が調和した持続可能

なまちとして、次世代に継承しようとする取組である「オーガニックなまちづくり」を推進していま

す。オーガニックなまちづくりと SDGs は親和性が高く、行政や企業、市民等が一体となってオーガ

ニックなまちづくりを推進することで、世界の目標である SDGs の達成にも貢献するものと考えます。 

 

 

１ 持続可能な開発目標 SDGs とは？【添付資料①】 

 持続可能な開発目標 SDGs とは、Sustainable Development Goals の頭文字をとった略称であり、

異常気象、貧困、格差など深刻化する様々な社会課題の解決に向けて、2015 年 9 月に国連サミットで

加盟 193 カ国の合意で採択された「持続可能な開発のための 2030 年アジェンダ」の中核を成す 17 の

ゴール（目標）とその下に設定される 169 のターゲットで構成される国際目標のことです。 

 SDGs の推進にあたっては、世界中の誰一人取り残されない（no one will be left behind）包摂的な

世の中を作っていくことや、経済、社会、環境の統合をめざすことが重要であると強調されており、そ

の目標達成のためには一部関係者だけでなく、すべての国、自治体、産業界、市民等の関係者が協調的

なパートナーシップの下で行動に移していく必要があります。 

国も 2016 年 5 月に「持続可能な開発目標（SDGs）推進本部」を設置し、同年 12 月に実施指針を

決定・発表し、国が地方自治体を含むあらゆるステークホルダーと協力して SDGs の推進に取り組む

ことを示しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

News Release 

 
２ 「オーガニックなまちづくり」と SDGs の関係とは？【添付資料②】 

「オーガニックなまちづくり」とは、「地域社会を構成する多様な主体が一体となり、人と自然が調

和した持続可能なまちとして、次世代に継承しようとする取組」のことを言い、３つの基本理念である

「(1)地域、社会、環境等に配慮し、主体的に行動しようとする人を育む」、「(2)自然と共に発展する持

続可能なまちの基盤を整備する」、「(3)多様なあり方を認め合い、支え合う、自立した地域社会の仕組

みを構築する」を地域一体となって推進することです。 

添付資料②は、３つの基本理念に対応する SDGs のゴール（目標）を整理したものです。３つの基

本理念に沿って取り組むことで、世界の目標である SDGs の達成にも貢献するものと考えます。 

 

※添付資料 

 ①SDGs の 17 のゴール（目標） 

 ②オーガニックなまちづくりと SDGs 対応表 

 ③各課等が取り組む SDGs のゴール（目標） 

 ④掲示写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

企画部企画課オーガニックシティ推進室 

担当：宗政・島村・林 

電 話：0438-23-8049 

 



1.貧困をなくそう あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ

2.飢餓をゼロに
飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持
続可能な農業を推進する

3.すべての人に健康と福祉を あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

4.質の高い教育をみんなに
すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進
する

5.ジェンダー平等を実現しよう ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

6.安全な水とトイレを世界中に すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

7.エネルギーをみんなにそしてク
リーンに

すべての人に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセス
を確保する

8.働きがいも経済成長も
すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇
用およびディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する

9.産業と技術革新の基盤をつくろう
強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術革
新の拡大を図る

10.人や国の不平等をなくそう 国内および国家間の格差を是正する

11.住み続けられるまちづくりを 都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

12.つくる責任つかう責任 持続可能な消費と生産のパターンを確保する

13.気候変動に具体的な対策を 気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

14.海の豊かさを守ろう 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

15.陸の豊かさも守ろう
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

16.平和と公正をすべての人に
持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人に司法への
アクセスを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な
制度を構築する

17.パートナーシップで目標を達成し
よう

持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性
化する

SDGsの17のゴール（目標）

添付資料①



オーガニックなまちづくりとＳＤＧｓ対応表 添付資料②

№1 みんなでつくろう「日本初オーガニックシティ」プロジェクト

№2 頑張る市民を応援しようプロジェクト

№3 金鈴塚古墳出土品の魅力創出プロジェクト

№4 木更津の魅力を引き出す観光地域づくりプロジェクト

№5 地元野菜を食べて循環・学校給食プロジェクト

№6 コンパクト＋ネットワークの拠点づくりプロジェクト

№7 広げよう地域が主体のまちづくりプロジェクト

№8 笑顔あふれる地域で子育て応援プロジェクト

№9 自然×利便性のまち木更津で暮らそうプロジェクト

№10 世界とつながる木更津プロジェクト

06

地域特性に応じた拠
点を形成し、豊かな
里山及び里海を保全
し、活用する

07
地域の自主的な活動
等に対し支援する ●地区まちづくり協議会への支援

●（仮称）金田地域交流センターの整備
■自主防災組織などが整備する防災基盤への支援、介護予防活動の育成・支援など

09
市内外の多様な主体
との連携を推進する

●妊娠・出産・子育てへの連続的支援
●ファミリーサポートの充実に向けた取組
●保育園の待機児童解消に向けた取組
●子育て期の女性の就労に対する支援
■男女共同参画の推進など

●移住・定住の相談窓口の設置
●空家バンクを活用した移住・定住の促進
●空家リフォームに対する支援
●オーガニックシティプロモーションの推進

●国際交流の推進
●２０２０年東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ地誘致への取組
●フェアトレードタウン認定に向けた取組
■公共施設相互利用の促進など

多様な暮らし方又は
働き方に資するため
の環境を整備する

●マンション建設補助・取得助成による街なか居住の促進
●大型外航クルーズ船誘致に向けた取組
●地方創生の拠点となる「道の駅」の整備
●公共交通の再編に向けた取組
■盤洲干潟の保全の支援、漁場の環境保全及び生態系保全に対する活動支援、林業振興など

＜　目　標　＞

条例 アクションプラン

＜基本理念＞ ＜　施　策　＞ ＜リーディングプロジェクト（●具体的な取組）、■その他の主な取組）＞

●木更津版ＤＭＯの設立及び運営に対する支援
●自然体験観光の推進
●インバウンド観光の推進
■企業誘致の推進など

●学校給食を活用した地域活性化への取組
●有機米の生産促進に向けた取組
●有機米を使用した学校給食の提供
■環境負荷の少ない交通手段の推進、公共建築物整備の基本指針に基づく整備の推進、水道施設
における自然エネルギー利用の推進、住宅用省エネルギー設備導入の促進など

01

オーガニックなまち
づくりに対する機運
を醸成し、多様な人
材を育む機会を設け
る

04

多様な地域資源を活
かし、新たな価値を
創出する産業を振興
する

03

学校教育、社会教育
等を通じて、ふるさ
とに誇りと愛着を持
つ市民を育む

02

新たな活動等に挑戦
する市民及び団体を
支援し、有機的な連
携を構築する

05

地産地消など域内循
環を促進し、環境に
配慮した事業活動又
は暮らし方を奨励す
る

01

02
自然と共に発展す
る持続可能なまち
の基盤を整備する

03

多様なあり方を認
め合い、支え合
う、自立した地域
社会の仕組みを構
築する

地域、社会、環境
等に配慮し、主体
的に行動しようと
する人を育む

目標8：すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完
全雇用およびディーセント・ワークを推進する
目標10：各国内及び各国間の不平等を是正する
目標12：持続可能な消費と生産のパターンを確保する

08

貢献する持続可能な開発目標（SDGs）

目標12：持続可能な消費と生産のパターンを確保する
目標17：持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップ
を活性化する

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
目標3：あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

目標4：すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、 生涯学習の機会を
促進する
目標11：包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実
現する

目標9：レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進すると
ともに、イノベーションの拡大を図る

目標２：飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促
進する
目標7：すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのア
クセスを確保する
目標12：持続可能な消費と生産のパターンを確保する
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

目標11：包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実
現する
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
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

目標3：あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する
目標11：包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実
現する

目標5：ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る
目標8：すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完
全雇用およびディーセント・ワークを推進する

目標11：包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実
現する
目標12：持続可能な消費と生産のパターンを確保する

●オーガニックなまちづくり条例の制定
●オーガニックシティフェスティバルの開催
●（仮称）オーガニックアクションパートナーズ登録制度の構築・運用
■地域のまち美化活動への支援 、ごみ減量化資源化の推進等など

●市民活動支援センターによる市民活動への支援の充実
●協働のまちづくり活動への支援
■スポーツを通じた健康づくりの推進、健康きさらづ２１の推進など

●金鈴塚古墳出土品の国宝化をめざした調査研究
●魅力創出に向けた取組のＰＲ活動
■国際理解教育の推進、確かな学力の育成の推進など



添付資料③

取り組むSDGｓのゴール（目標） 取り組むSDGｓのゴール（目標）

秘書課 － 都市政策課 目標11

総務課 目標16 市街地整備課 目標11

職員課 目標8 建築指導課 目標11

管財課 目標7,8,12,13 住宅課 目標11

行政改革推進室 目標11 下水道推進課 目標14

危機管理課 目標11,13 管理用地課 －

企画課 目標4,11,12,16,17 土木課 目標11

地域政策課 目標11 営繕課 目標11

情報政策課 目標3,4,5,8,9,11,12 －

財政課 － 教育総務課 目標4

市民税課 － 施設課 目標4

資産税課 － 学校教育課 目標4

収税対策室 － 学校再編課 －

市民課 目標16 学校給食課 －

保険年金課 目標3 生涯学習課 目標4

市民活動支援課 目標1,3,4,5,8,9,10,12,15,16,17 文化課 目標4,11

こども保育課 目標4 目標4

子育て支援課 目標3,4 －

健康推進課 目標3 目標4

スポーツ振興課 目標3 目標4

社会福祉課 目標1,3 －

障がい福祉課 目標3,4,5,8,10,11 目標4,11

高齢者福祉課 目標1,3,4,5,8,10,11 消防総務課 目標8

介護保険課 目標3,5,8,10,11 警防課 －

自立支援課 目標1,3 予防課 目標11

環境管理課 目標3,6,7,12,13,14,15 －

まち美化推進課 目標6,11,12,14,15 業務課 目標6,11

火葬場建設準備
室

－ 工務課 目標6,11

農林水産課 目標2,8,11,14,15 －

産業振興課 目標1,5,7,8,9,12 －

観光振興課 目標8,11,12,17 目標2

地方卸売市場 目標12 目標16選挙管理委員会事務局

課等名

木更津市まなび支援センター

木更津市学校給食センター

木更津市郷土博物館金のすず

監査委員事務局

農業委員会事務局

図書館

青年の家

消防本部

消防署

水道部
環境部

経済部

会計室

課等名

各課等が取り組むSDGｓのゴール（目標）

議会事務局

都市整備部

教育部

公民館

総務部

企画部

財務部

市民部

健康こども部

福祉部
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