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アクションブック

小樽SDGs
アクションブック
「知らなければ良かった」と最初は思いましたが、

SDGsは普段の生活で意識していなかった大事なこ

とに気づくきっかけになりました。小さなことでも、

世界の課題解決のために私たちにできることが、

身近にたくさんあります。

最後まで冊子をお読みいただき、SDGsを知ってくだ

さったあなたが、今の私たちと同じように「知ってみ

て良かった」と思ってもらえれば幸いです。

この小樽SDGsアクションブックをきっかけに、SDGs

を活用し、小樽のまちづくりのためにアクションを

起こす人が、一人でも増えていくことを願っています。

あなたも一緒に、小樽のまちをつくっていきません

か？
本気プロの
Facebookは
こちら

その他、このアクションブック製作にご協力頂きました皆様全員にお礼申し上げます。



SDGsを勉強し始めたとき、私たちはそう思いました。世界や日本の現状に

ついて調べたり考えたりしては、その課題の大きさから自分たちの無力さを

感じていました。

こんなことを言うと、今この冊子を手にしているあなたは、すぐに読むのを

やめてしまうかもしれません。

もちろん、知って損することを冊子にして配ったりはしません。

私たちはこれまで、2015年に国連で採択されたSDGs（持続可能な開発

目標）を活用し、小樽が何十年後も暮らし続けられるまちであるために、

今の自分たちには何ができるのかを考えてきました。

小樽アクションブックは、私たちの約半年間の学びと経験から、読んでくだ

さる皆様にSDGsを身近に感じてもらい、小樽をより良いまちにするために

一人ひとりができることをまとめた冊子です。

この冊子を読んだあなたは、「SDGsって知ってる？」と家族や友人にきっと

話したくなるでしょう。
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SDGs ?とは
最近、メディアを通して見かける、学校や仕事先で耳にする「SDGs」。この言葉を知って
いるけれど、どういったものなのかを知る人は少ないかもしれません。
冊子を手に取ってくれたあなたには、この機会を通じて「SDGs」を知っていただきたいと
思います。

SDGsの概要を理解できたでしょうか？
次は、下記の図で17のゴールを具体的に見てみましょう。

エス・ディー・ジーズ

SDGs17の目標

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

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

質の高い教育を
みんなに
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

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

エネルギーをみんなに
そしてクリーンに
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

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

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

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

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

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

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

すべての人に
健康と福祉を
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

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

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

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

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

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は、Sustainable Development Goals の略であり、日本語では持続可能な

開発目標と訳されます。2015年に、国連総会で「持続可能な開発のための2030

アジェンダ」の中核として採択されました。SDGsは、持続可能な世界を目指すため

の、2030年までの国際目標です。簡単には、地球上のすべての人を対象とした、

世界をより良くするための目標と言えます。

SDGsは、17のゴールと169のターゲットにより構成されています。ゴールは、世界の

問題を網羅的に整理したもので、ターゲットは、ゴールを達成するための具体的な

指標です。

地球上のすべての人が対象なんて、規模が大きすぎると考えるかもしれません。

しかし、例えば、近年深刻化している気候変動は、森林の減少、貧困の拡大等の

問題と密接に関連しており、大雨による洪水等、時に、私たちの生活を脅かすもの

となります。このような問題は、今すぐ対策をしないと取り返しのつかないところに

至りつつあります。より良い地球で生きていくためには、全ての人々の取り組みが

必要不可欠です。
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次のページからの小樽の取組事例やMYアクションで、SDGsをより深く知ってみましょう。



小樽天狗山小樽の取組01
足元注意！知らぬ間に落としてない？

小樽天狗山は、北海道三大夜景の一つであり、地域遺産となっている。ここ天狗山では、

周辺施設で結成された「小樽天狗山観光振興会」の主催で、6月の世界環境デーに合わせて

山開きイベント「天狗山クリーンハイキング」を2006年から毎年行っている。このイベント

は、ゴミを拾いながら小樽天狗山に登るものであり、参加者に登山や小樽の町並みを楽しんで

もらいながら環境保全の意識を高めてもらうものである。近年は、小樽市民に加えて国内外

の観光客も増加している。この取り組みを始めてから小樽天狗山のゴミの数は減ってきた。

地域遺産のゴミ拾いを管理する企業だけが行うのではなく、市民や観光客と一緒に取り

組むものである。まず、市民も含めた地域遺産の保全活動であり、ゴール１１「住み続けら

れるまちづくりを」の活動といえる。また、地域内外の人が山の環境保全を行い、身近に考

える機会をつくっている点から、ゴール１５「陸の豊かさも守ろう」にもつながる。この活動

の基本となるパートナーシップは、SDGsの推進に必要不可欠なものである。

ＳＤＧｓポイント

天狗山アクション

日本は、街にゴミが少ないと世界でも有名だ。しかし、よく街を見渡してみると、

ティッシュなどの紙くずやプラスチックゴミがちらほらと落ちている。小樽天狗

山でも、スキー客が落としたティッシュなどのゴミが多いという話を聞いたが、

なぜ私たちはゴミを落としてしまうのだろうか。

以前、私はバスの中で手袋を落として、そのままバスを降りてしまったことが

ある。そのとき私は、スマートフォンに気をとられていて、落としたことに気が

つかなかった。また別の日には、前を歩いていた人が、ポケットから物を出すと

同時にレシートを落としてしまったのを見かけた。

私を含め、人が物やゴミを落としてしまうのは、それ自体に意識が向いていない

ことも原因のひとつだと思う。小樽天狗山の取り組みから、私たちの行動ひとつ

でまちの景観や環境が変わるのだと感じた。一人ひとりが、身の回りのことや

ものに少し配慮するだけでも、より心地良いまちの実現につながるのではない

だろうか。

（荒川  萌和）

ＭＹアクション

2019年6月2日に行われた第14回目の様子。121名が参加した。
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おたる水族館小樽の取組02
海中の知らない世界～小樽から広めるエコ意識～

おたる水族館は、生き物の本来の姿をみてほしいという想いがあり、生き物との距離が

とても近く、身近に観察できることが特徴である。ここでは、毎年、小中高生を対象にした

バックヤードツアーを行っている。このツアーでは、普段立ち入ることのできない水族館の

裏側を飼育員の案内で見学できる。海や川の生き物についてのお話や実際に触れる体験

があるので楽しく参加できる。近年の水産資源の減少などの、海の問題について学べる

社会教育の場としても機能している。

おたる水族館では、生息している生き物を身近に観察することができる。バックヤード

ツアーでは、さらに、生息環境である海や川、そして、乱獲などの海の問題について学ぶ

ことができる。このような体験を通して、海や陸の豊かさを守ることの大切さを感じること

ができ、ゴール１４「海の豊かさを守ろう」やゴール１５「陸の豊かさも守ろう」の意識を

醸成することにつながっている。

ＳＤＧｓポイント

おたる水族館アクション

現在世界中で、年間８００万トンもの海洋プラスチックごみが発生している。

海の生き物がそれらを食べるなどの生態系に悪影響を及ぼしている。私達が

その生き物を食べることで健康を害する危険性があるとも言われている。2050

年には、海洋プラスチックごみの量が魚の量を上回ると推測されるなど、この

問題は深刻である。

この問題の改善には、世界中の人々がプラスチックの使用を減らす必要が

ある。私は、エコバックを利用し、プラスチックのレジ袋の使用を減らすように

している。

しかし、世の中には膨大なプラスチックが溢れ、私たちの生活は、その恩恵を

大きく受けている。エコバックを使ったところで問題の改善になるのだろうか、

というのが正直な感想である。しかし、私たちが取り組むことで大きな効果を

もたらすとも思える。

おたる水族館では、バックヤードツアーで、生き物の大切さを楽しく感じて

もらうことを中心に、魚の乱獲や海洋プラスチックゴミ問題を周知する活動を

行っている。海の問題について考え行動する人が増えるように、水族館の機能

として、海の問題の周知も強化してほしいと思った。

（菅原  康太郎）

バックヤードツアーの様子。
一組10人前後のグループで水族館のバックヤードを見学できる。

ＭＹアクション
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北海道電力株式会社小樽の取組03
未来も明るく照らすエネルギー活用法とは？

北海道電力株式会社は、2019年に小樽市にＬＮＧ（液化天然ガス）火力発電所「石狩湾

新港発電所」を設置した。ＬＮＧは動物や植物の死骸が分解されて生成した天然ガスで、

環境汚染が少なく、石油や石炭、原子力などによる発電と組み合わせ、燃料種を多様化

することで、供給途絶や価格急騰のリスクを低減できるエネルギーとして注目されて

いる。また、この発電所に導入されているコンバインドサイクル発電方式は、発電効率が

高く、従来の発電方法に比べて発電時のCO₂排出量が少ないという特徴がある。

ＳＤＧｓポイント

北電アクション

2011年の流行語にもなった「節電」。この言葉は戦時中から使われていたらしい

が、東日本大震災をきっかけに、改めて意識されるようになった。私もこの頃

から節電を心がけるようになった。ただ、その反面、自分一人が節電してもしなく

ても効果はないだろうと考えていた。

そもそも、なぜ節電をする必要があるのか。電気代の節約、石油資源の減少など

があるが、問題は気候変動だ。最近では異常気象が多発し、大型化した台風や

大雨などの自然災害に見舞われている。そのような中、日本では震災以降、発電

量の約8割を火力発電が占めており、CO₂排出による気候変動への影響が心配

されている。

私たちが電気を使うことでCO₂の排出につながり、一人ひとりが気候変動を

進めているとも言える。そのため、電力会社による発電方法の変更に頼るだけ

では不十分であると考えた。取材をしてから、私は家でついたままの電気を

見つけて消すようにしている。実際にやってみると、想像以上に電気を無駄遣い

していたことに気づかされ驚いた。また、スイッチを消すだけで環境に良いこと

をしていると思うと気持ちも良くなった。これを受けて、気候変動を抑える

第一歩として、一人ひとりが電気の使用に責任を持つことが大切だと感じた。

（荒川  萌和）

2019年2月、小樽市で運転を開始したＬＮＧ火力発電所１号機の外観。
今後は2号機・3号機の建設も予定されている。

CO₂の排出が少ないという点から、ゴール13「気候変動に具体的な対策を」につながる。
また、LNGは安定供給が見込めて従来型よりも環境への負荷が少ないことから、ゴール7

「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」にもつながる。

ＭＹアクション



おたるエデュケーション小樽の取組04
行かないのではなく、行けない子どもたちの居場所。

おたるエデュケーションは、2018年9月に設立した民間団体である。不登校であるというだ

けで悪く思われる、安心できる居場所がないなどの「不登校児への不平等をなくしたい」と

いう思いから、学校へ行けない、学ぶ機会が少ない小中学生等が自ら学び、自立するため

の場をつくっている。まずは、子どもたちとの信頼関係をはかるために、様々な遊びを取り

入れ、コミュニケーションをとる活動をしている。希望者には個別でプログラミング学習な

どの学習支援を実施している。その他、夜のおたる水族館の見学等の課外活動や、保護者

や子どもに対する不登校に関する相談会、市民に向けた不登校の現状を学ぶための研修

会なども開催している。乳がんを啓発する団体からの依頼で、レジン体験会やその販売を

行う等、他の団体の協力も行っている。活動は、基本的に会員が企画し、商大生などのボ

ランティアの協力を得て行われている。

11 12

ＳＤＧｓポイント

おたるエデュケーションアクション

今まで私は、不登校は良くないものだと思っていた。周りの子どもはみんな学校

に行っていて、それが当たり前、そうあるべきだという考えがあった。

しかし、取材を通してその考え方は変わった。

学校が合わない子はたくさんいる。その子たちは複雑な問題を抱えており、

単に「学校に行こう」と言えば解決するものではない。安心できる居場所を

つくり、それぞれにあった学習を提供することが、その子たちがしっかりと成長

するために必要だと思う。

不登校児のために私たちにできることは、まず、認識を変えることだと思う。

不登校と聞いたら反射的に「悪いこと」だと考えずに、その背景や問題がある

ことを理解することが第一歩になるのではないだろうか。

（菅原  康太郎）

ＭＹアクション

小樽市生涯学習プラザ「レピオ」で子どもたちが学習している様子。

この取組は、不登校児が学校以外で学ぶ機会が少ないという問題の解決を進めていた。

これは、ゴール４「質の高い教育をみんなに」に対する直接的な活動である。ボランティア

や他の団体とも連携しており、ゴール１７「パートナーシップで目標を達成しよう」に

基づくアプローチと言える。



ワオキツネザル小樽の取組05
「買い物」がSDGs達成につながる！？

小樽駅から徒歩３分の場所に位置する絵本と環境雑貨のお店「ワオキツネザル」。

お店には、子育てや環境を良くするために役立つ本、人にも環境にも優しいオーガニック

コットンから作られた洋服、無農薬で作られた野菜などの商品が売られている。途上国

で、児童労働している子どもたちの援助をしたいという思いで、フェアトレード商品も取り

扱っている。店内はカフェとしても利用でき、子育てや生活の悩みを話し合えるなど、

お客との距離感が近いことも魅力の1つである。

フェアトレードとは
発展途上国で作られた作物や製品を適正な価格で取引することによって、生産者の生活向上を
支える仕組み

ＳＤＧｓポイント

ワオキツネザルアクション
店内全体の様子。

ワオキツネザルでは、SDGsの多くの目標に関連する商品扱っている。子育てや環境をよく

するための本などは、私達が健康で文化的な生活を送るために役立つものであり、ゴール

３「すべての人に健康と福祉を」に関連する。フェアトレード商品を売ることは、経済的、

社会的に弱い立場の人々の労働環境の改善や資源の持続可能な利用に貢献する。これは

ゴール１「貧困をなくそう」、ゴール２「飢餓をゼロに」につながる。

SDGs達成のために何ができるのだろうか？

環境保護のボランティア活動をしたり、SDGsを学ぶことで達成のヒントを

得られるかもしれない。しかし、日常的に行っている「買い物」も私たちができる

ことの１つであると思う。

例えば、フェアトレード商品は、買うことで生産者やその地域の労働環境等の

改善につながる。

実際に、いつも買っているチョコレートではなく、フェアトレードのチョコレート

を買ってみた。フェアトレード商品は値段が少し高いので「毎回買うことは

できないな」と思ったが、「たまに買うくらいなら全く問題ない」とも思えた。

また、買うことで誰かの役に立っているという満足感もあった。フェアトレード

商品は、品数は少ないもののスーパーでも売られているので、是非調べてみて

買ってほしい。

商品を買うということは、その商品を「応援」するということになる。フェア

トレード商品以外にも、環境に配慮した商品や住んでいる地域で育てられた

野菜など、応援できる商品は多い。買い物をする際には、買うものの背景を意識

して商品を選びたい。

（菅原  康太郎）

ＭＹアクション
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SDGsの勉強

私たちは小樽アクションブックの制作を始める約半年前まで、サークル活動やアルバイトに打ち込む

大学生活を送っていました。しかし、小樽の地域活性化について考える"本気プロ"というプロジェクト

への参加をきっかけにSDGsを知りました。様々な学びや体験をしていくうちに、「私たちだけでは

なく、一人でも多くの人にSDGsを知ってもらい、みんなでまちづくりをしていけたら良いな」と思うよう

になりました。

ここでは、私たちがSDGsを知ってから冊子製作に至るまでの、いわば大学生活のターニングポイント

にもなった半年間の経験を紹介します。

これらの勉強やイベント、体験を通して得た知識と経験から、SDGsの必要性を実感した。SDGsはまだ

まだ知られておらず、まずは知ってもらうことから始めるべきだと考えた。イベントで実際に伝えること

は楽しかったが、「単発のイベントだけで終わってしまうのは勿体ない」「何か形に残したい」と思って

いた。

そこで、多くの人にSDGsを知ってもらえることができ、私たちの気づきや発見から、SDGsを誰でも

身近に感じられるような冊子「小樽SDGsアクションブック」を作成することにした。

おたる運河マツリ
おたる運河マツリにてSDGsを紹介
2019年8月24、25日に小樽運河で開催された「おたる運河マ
ツリ」にてSDGsの紹介ブースを設置した。小樽青年会議所と
の連携事業であった。2日間で、約200人にブースに足を運ん
でいただいた。来場者のほとんどがSDGsを知らなかった。
SDGsの17のゴールのルーレットを回して、当たったゴールについて身近に取り組めそうなこ
とを考えてもらい、「差別をしない」「エアコンの使用時間を減らす」など、身近にできるアク
ションが多く集まった。しかし、ゴールのアイコンだけでは課題のイメージがわかず、身近に
できることをなかなか思いつかない人も多かった。その際に、SDGsを勉強し始めたばかりの
私たちは、知識不足から上手く説明できず悔しかった。
今回、SDGsを知らなかった人たちに、私たちがきっかけでSDGsを知ってもらい、その大切
さを少しでも伝えられたことは嬉しかったし、もっと広めていきたいとも思った。

余市エコビレッジ
余市エコビレッジにて、
環境配慮型の生活体験
2019年9月7、８日に余市エコビレッジを訪問し
た。「SDGsに関連した活動をしているから行って
みてはどうか」と先生に勧められたことがきっか
けだった。
ここでは、食料の自給自足や堆肥が生成できる
バイオトイレを使用するなど、環境に配慮した
生活体験をした。特に、水質汚濁を防ぐために、
食事後に使用済の食器を新聞紙で拭いてから
濯ぎ洗いをしたことや、電気を節約する目的でス
マートフォンを使用せずに生活したことはとても
印象に残った。いかに私たちが普段、電気や水に頼った生活をしているかを身をもって知る
ことができた。また、ここに滞在する外国人と交流をしたことで、環境問題に取り組むには
国境を越えたつながりも大切なのだと感じた。
これまでは、書籍などで文字を追うことでしかSDGsを学ぶことができなかったが、余市エコ
ビレッジでは実体験を通して、環境問題やSDGsを身近に感じることができた。学びの多い
貴重な2日間だった。

私たちの取り組み

3つの取り組みを終えて

SDGsの勉強（2019年7月～10月）

（2019年8月24・25日）

（2019年9月7・8日）私たちは、当初「SDGs」とは何なのかを全く知らなかった。そ
のため、国連のWebページやSDGsに関連する書籍を読むこ
とから勉強を始めた。正直、どの書籍も難しい内容のものば
かりで、SDGsが身近なものだとは実感できなかった。
次に、インターネットを利用して、全国の企業や自治体の
SDGsの取り組み事例の調査を行った。日本の企業や自治体では少しずつ取り組みが増えて
いることが分かったが、それらの取り組みの規模の大きさを考えると、「私たちが身近にで
きることは無いのではないか」と思ってしまった。
しかし、SDGsの視点で考えるほど、日本や世界には沢山の解決すべき課題があること気づ
き、危機感を抱くようになった。やはりSDGsはみんなが知るべきであるものだと思った。
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SDGsのアクションは企業や団体だけでなく、私たちも身近に行うことができます。
下のアクションリストを参考に、みんなで今日からSDGsに取り組んでみよう！

みんなで取り組むSDGs アクションリスト

「家」でできること 「外」でできること

使っていない部屋の
電気を見つけて消してみよう。

（北海道電力株式会社の取組から）

17 18

ニュースを見て社会問題
について考えてみよう。

（おたるエデュケーションの取組から）

洗面台やシャワーの水は
使ったらすぐに止めよう。

（私たちの取組 余市エコビレッジから）

食べ物は残さず、
食べる分だけ使うようにしよう。

（私たちの取組 余市エコビレッジから）

インターネットなどでSDGsに
関する情報を調べてみよう。

（私たちの取組 SDGsの勉強から）

落ちているゴミを拾ってみよう。
（小樽天狗山の取組から）

フェアトレード商品を
見つけて買ってみよう。

（ワオキツネザルの取組から）

レジ袋の代わりに
エコバッグを使おう。

（おたる水族館の取組から）

毎日の生活に運動を
取り入れ、健康な体を目指そう。

（私たちの取組 余市エコビレッジから）

友人や職場の仲間と
SDGsについて話してみよう。

（私たちの取組 おたる運河マツリから）

……



小樽商科大学（本気プロ）SDGsを活用した地域創造チーム

【企画・製作】小樽商科大学（本気プロ）　SDGs を活用した地域創造チーム（荒川萌和、菅原康太郎）
【協　　　力】小樽天狗山、おたる水族館、北海道電力株式会社、おたるエデュケーション、ワオキツネザル、
　　　　　　  小樽青年会議所、余市エコビレッジ、株式会社オー・プラン

国際連合広報センターWEBサイト 外務省WEBサイト

小樽SDGs
アクションブック

小樽SDGs
アクションブック
「知らなければ良かった」と最初は思いましたが、

SDGsは普段の生活で意識していなかった大事なこ

とに気づくきっかけになりました。小さなことでも、

世界の課題解決のために私たちにできることが、

身近にたくさんあります。

最後まで冊子をお読みいただき、SDGsを知ってくだ

さったあなたが、今の私たちと同じように「知ってみ

て良かった」と思ってもらえれば幸いです。

この小樽SDGsアクションブックをきっかけに、SDGs

を活用し、小樽のまちづくりのためにアクションを

起こす人が、一人でも増えていくことを願っています。

あなたも一緒に、小樽のまちをつくっていきません

か？
本気プロの
Facebookは
こちら

その他、このアクションブック製作にご協力頂きました皆様全員にお礼申し上げます。


