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特集 ： 「ＳＤＧｓネットワークおかやま」の１年をふりかえる

２０３０年まで残り１０年。「行動の１０年」を迎えて現在の立ち位置を確認する。

２０１５年９月に国連持続可能な開発サミットにて「ＳＤＧｓ」が採択されてから約５年が経過
しました。私たちが生活する岡山県では２０１８年に岡山市と真庭市、２０１９年に西粟倉村が
内閣府の「ＳＤＧｓ未来都市」に選ばれたほか、岡山大学がＳＤＧｓ推進本部（本部長は内閣
総理大臣）が選定・表彰する「ジャパンＳＤＧｓアワード」の「特別賞」を受賞するなど、比較的
ポジティブなニュースが多かったように思われます。

しかし、世間では「ＳＤＧｓウォッシュ」という言葉に代表されるように、ＳＤＧｓを掲げながら実
態のともなわない事業者やピンバッジやゲームなどのツールばかりに注目が集まっている状
況に対する皮肉が散見され、ＮＰＯ・ＮＧＯ関係者からも達成に向けた具体的な道筋や効果
的なアクションを見い出すことのできないもどかしさが聞かれるようになりました。

そのような状況でＳＤＧｓの「行動の１０年」を迎えた今、私たちは岡山県のＮＰＯ・ＮＧＯを中
心としたネットワーク「ＳＤＧｓネットワークおかやま」のこれまでの活動をふりかえりつつ、これ
から進むべき道筋をあらためて検討してみたいと思います。

２０２０年２月に開催された「ＳＤＧｓフォーラムｉｎおかやま２０２０（主催：岡山市）」でのパネルディスカッション。
当法人代表理事でＳＤＧｓネットワークおかやまの会長でもある石原達也がコーディネーターを務めた。
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（１）目的と事業
ＳＤＧｓネットワークおかやまは多様な組織・個人が連携
しつつ、行動の提案や環境づくりなどに取り組みながら、Ｓ
ＤＧｓの達成に寄与することを目的として２０１８年１２月に
発足したネットワーク組織です。「ＳＤＧｓを共通言語にして
行動や協働を促す！」をスローガンとして、以下の５つの事
業を通じて岡山県および社会全体の持続可能性向上に寄
与することを目指します。

１．岡山でのＳＤＧｓ達成のための社会提言事業
２．岡山でのＳＤＧｓ達成のためのプラットフォーム ・円卓会
議事業
３．岡山でのＳＤＧｓに関する普及啓発・広報事業
４．岡山でのＳＤＧｓ達成のための関係組織との連携
５．その他、目的達成のために必要な事業

（２）構成
ネットワークは目的に賛同して入会した個人・組織によっ
て構成されており、２０１９年末時点では岡山県内に事務
所を置くＮＰＯ・ＮＧＯを中心とした４４の個人・組織が入会
しています。また、ネットワーク設立準備会から参加し続け
ている１１の組織を「世話人」として定期的に世話人会を開
催しています。

●設立時の世話人 ※五十音順
・認定特定非営利活動法人おかやまエネルギーの未来を
考える会
・特定非営利活動法人岡山県国際団体協議会
・特定非営利活動法人倉敷町家トラスト
・特定非営利活動法人公共の交通ＲＡＣＤＡ
・認定特定非営利活動法人子どもシェルターモモ
・特定非営利活動法人だっぴ
・特定非営利活動法人タブララサ
・認定特定非営利活動法人ハート・オブ・ゴールド
・認定特定非営利活動法人ポケットサポート
・認定特定非営利活動法人ＡＭＤＡ社会開発機構
・特定非営利活動法人岡山ＮＰＯセンター

ネットワークの初代会長には特定非営利活動法人岡山Ｎ
ＰＯセンター（以下、当法人）代表理事の石原達也が、副会
長には認定特定非営利活動法人ポケットサポート代表理
事の三好祐也さんが就任しています。

（３）体制
ＳＤＧｓネットワークおかやまは会員によって構成される
「総会」を最高意思決定機関として、その下に「世話人会」
「事務局」「部会」の３つの機関を設置しています。

●世話人会
世話人によって構成され、主にネットワークの事業執行

「ＳＤＧｓネットワークおかやま」とは？

２０１８年１２月２０日に実施した設立総会での記念撮影

ＳＤＧｓネットワークおかやまの機能（２０１８年設立時のイメージ）
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に関する協議・検討を行います。現在は２か月に１回程度
のペースで世話人会を開催しています。

●事務局
事務局は総会、世話人会、定例会、部会などの行事運営、
会員管理、経理処理のほか、広報やウェブサイトの管理な
どの実務全般を担います。現在は当法人内に事務局を置
いています。

●部会
事業の企画や運営を担当する機関です。将来的には部会
内に「チーム」を設置して、専門性と多様性を兼ね備えた活
動を展開していく想定です。
現時点で設置されている部会は以下の４つになります。特
に「若者部会」は２０１９年６月に発足後、若者の視点と行
動力を生かして積極的に事業を展開しています。

・社会提言部会
・プラットフォーム部会
・普及啓発部会
・若者部会

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ＳＤＧｓネットワーク若者部会の紹介

ＳＤＧｓネットワーク若者部会は、３５歳以下の大人、大学
生、高校生などの若者が集い、ＳＤＧｓを切り口に社会に関
する学びを深め、実践する受け皿となっています。
愛称はＳＤＧｓネットワーク若者部会の頭文字と皆が集まる
建物をイメージして「 Ｍａｉｓｏｎ ｄｅ ＳＮＯＷ／メゾンドス
ノー」と名付けられました。

Ｓ（ＳＤＧｓ）
Ｎ（Ｎｅｔｗｏｒｋ）
Ｏ（Ｏｋａｙａｍａ）
Ｗ（若者部会）

井口陽平さん（ＮＰＯ法人若者応援コミュニティとりのす
代表理事）を部会の代表として、定例イベントの「リビング」、
不定期開催の「交流企画」、企画チャレンジを実現する

「実行委員会企画」、多様なＳＮＳを活用した「情報発信」を
活動の４つの柱として、意欲ある若者のプラットフォームに
なることを目指しています。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

（４）活動
ＳＤＧｓネットワークおかやまでは、会員であれば誰でも
参加できる「定例会」をほぼ隔月で開催しています。定例
会ではＳＤＧｓで掲げられている１７のゴールに対する理解
を深めるとともに岡山県内で実施されている社会課題の解
決に向けた取り組みについて学んでいます。
なお、２０１９年度の定例会では以下の２つの目的を設定
して定例会を運営しています。

・世話人組織の活動を知り、課題解決に向けた情報共有、
事業提案をはかる。
・株式会社山陽新聞社が主催する連続シンポジウム「令和
時代の地域をつくる」の各回のテーマについて理解を深め、
シンポジウムへ話題を提供する。

その他には会員が主催するイベントへの協力・後援などを
通じてＳＤＧｓとネットワークの普及・拡大をはかっています。

ＳＤＧｓネットワークおかやま若者部会「Ｍａｉｓｏｎ ｄｅ ＳＮＯＷ
（メゾンドスノー）」のイベントにて。

ＳＤＧｓネットワークおかやま組織図（２０１８年設立時のイメージ）

２０１９年度の定例会とシンポジウムの関連図
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年 月 「ＳＤＧｓネットワークおかやま」の関連行事 世話人会 勉強会・定例会

２０１５ ９ 国連サミットにてＳＤＧｓが採択される。

２０１６ ３ 「岡山ＥＳＤ推進協議会」とともにＳＤＧｓに関する勉強会の開催。 ●

８ ＳＤＧｓをテーマとしたワークショップ「ＨＵＢ ＣＡＦＥ ＭＥＥＴＩＮＧ」の開催。 ●

２０１７ １１ 「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）に関する学習会＠おかやま」の開催。 ●

２０１８ ４ 第１回「ＳＤＧｓネットワークおかやま」設立準備会（世話人会）の開催。 ●

５ 第２回「ＳＤＧｓネットワークおかやま」設立準備会（世話人会）の開催。 ●

７ 平成３０年７月豪雨の発生によりネットワーク設立の延期を決定。

１２ 第３回「ＳＤＧｓネットワークおかやま」設立準備会（世話人会）の開催。 ●

１２ 「ＳＤＧｓネットワークおかやま」設立総会開催、正式に発足。

２０１９ ２ 「地域に愛される中小企業のためのＳＤＧｓ勉強会」の開催。 ●

２ 「ＳＤＧｓフォーラム２０１９（主催：岡山市）」への参加

２ 第１回「ＳＤＧｓネットワークおかやま」定例会の開催。 ●

２ 第４回「ＳＤＧｓネットワークおかやま」世話人会の開催。 ●

３ 第５回「ＳＤＧｓネットワークおかやま」世話人会の開催。 ●

４ 第２回「ＳＤＧｓネットワークおかやま」定例会の開催。 ●

５ 第６回「ＳＤＧｓネットワークおかやま」世話人会の開催。 ●

６ 第３回「ＳＤＧｓネットワークおかやま」定例会の開催。 ●

６ 第１回「山陽新聞創刊１４０周年記念連続シンポジウム」への参加。

７ 第７回「ＳＤＧｓネットワークおかやま」世話人会の開催。 ●

８ 第４回「ＳＤＧｓネットワークおかやま」定例会の開催。 ●

９ 第２回「山陽新聞創刊１４０周年記念連続シンポジウム」への参加。

９ 第８回「ＳＤＧｓネットワークおかやま」世話人会の開催。 ●

１０ 第５回「ＳＤＧｓネットワークおかやま」定例会の開催。 ●

１１ 第３回「山陽新聞創刊１４０周年記念連続シンポジウム」への参加。

１１ 第９回「ＳＤＧｓネットワークおかやま」世話人会の開催。 ●

１２ 第６回「ＳＤＧｓネットワークおかやま」定例会の開催。 ●

２０２０ １ 第１０回「ＳＤＧｓネットワークおかやま」世話人会の開催。 ●

２ 第７回「ＳＤＧｓネットワークおかやま」定例会の開催。 ●

２ 第４回「山陽新聞創刊１４０周年記念連続シンポジウム」への参加。

２ 「ＳＤＧｓフォーラムｉｎおかやま２０２０（主催：岡山市）」への参加。

３ 第１１回「ＳＤＧｓネットワークおかやま」世話人会の開催。 ●

「ＳＤＧｓネットワークおかやま」の１年をふりかえる

（１）関連行事をふりかえる

当法人によるＳＤＧｓをテーマにした行事は２０１６年３月か
ら開始されており、２０２０年３月末までの期間は特に勉強
会や定例会など、相互の学び合いの機会を積極的に設け
てきたことがわかりました。
また、ＳＤＧｓネットワークおかやまの事業執行について検
討する世話人会も２か月に１回程度のペースで開催されて
おり、世話人組織の積極的な参加がネットワークの土台を
支えていることが再確認できました。

●世話人会
・開催回数：１１回
・のべ参加人数：１０２人（当法人含む）
・のべ参加団体数：７７団体（当法人含む）
●定例会
・開催回数：７回
・のべ参加人数：１６２人
・平均参加人数：２３人
・平均満足度：８０点／１００点満点
※２０２０年３月末時点での集計
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（２）２０１６年をふりかえる
「ＨＵＢ ＣＡＦＥ ＭＥＥＴＩＮＧ 課題解決ワークショップ」

公益社団法人日本青年会議所から岡山市へ協働事業の提案が行われた
ことで、岡山市（ＥＳＤ・市民協働推進センター）と岡山ＥＳＤ推進協議会との
協働によるワークショップが実現しました。
ＮＰＯ法人ＡＤＲＡＪａｐａｎの前川龍太さんによる基調講演とＳＤＧｓの４つの
ゴールをテーマにしたワークショップという構成で、１００名を超える参加者が
熱心に議論を行いました。地方都市の岡山市においてもＳＤＧｓへの関心が
高まっていることを実感する機会となりました。

●日時：２０１６年８月３１日（水）１３：３０～１７：００
●場所：岡山市役所 ７階 大ホール
●講師：前川 龍太さん（特定非営利活動法人ＡＤＲＡＪａｐａｎ）
●参加人数：１２９人
●平均満足度：８２点／１００点満点
●主催：公益財団法人日本青年会議所、岡山ＥＳＤ推進協議会、岡山市

（３）２０１７年をふりかえる
「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）に関する学習会＠おかやま
ＳＤＧｓを多様な主体の連携で成長し続ける地域づくりに活かす」

地方創生とＳＤＧｓの関連を示すことで、行政、企業、ＮＰＯなどの協働による
課題解決を促すことを目的として一般社団法人ＳＤＧｓ市民社会ネットワーク、
超党派ＮＰＯ議員連盟、岡山ＥＳＤ推進協議会との共催で事業を実施しました。
大森雅夫岡山市長をはじめ、各分野から多くのゲストが登壇してくださり、
「ＳＤＧｓ」がセクターを越えた共通言語になる可能性を確認できました。

●日時：２０１７年１１月２２日（水）１５：００～１７：００
●場所：きらめきプラザ ７階 会議室
●登壇者（順不同）：
・根本 かおるさん（国連広報センターＵＮＩＣ 所長）
・大森 雅夫さん（岡山市長）
・阿部 宏史さん（岡山ＥＳＤ推進協議会 会長）
・藤井 孝章さん（岡山県中小企業家同友会 会長）
・武田 喜久三さん（連合岡山 副事務局長）
・上甲 啓一さん（生活協同組合おかやまコープ 執行役員）
・稲場 雅紀さん（一般社団法人ＳＤＧｓ市民社会ネットワーク 専務理事）
●参加人数：６２人
●平均満足度：９１点／１００点満
●主催：一般社団法人ＳＤＧｓ市民社会ネットワーク、超党派ＮＰＯ議員連名
●共催：岡山ＥＳＤ推進協議会

※所属や肩書は開催当時のものであり、現在は異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

（４）２０１８年をふりかえる
「ＳＤＧｓネットワークおかやま設立総会」

当初は夏頃に設立総会を開催する予定でしたが７月上旬に発生した
西日本豪雨により、延期を余儀なくされました。それでも世話人を中心に
粘り強く、着実に準備を進めた結果、ついにネットワークの発足に至りました。

●日時：２０１８年１２月２０日（木）１８：３０～２１：００
●場所：ゆうあいセンター 大会議室
●講師：星野智子さん（一般社団法人環境パートナーシップ会議 副代表理事）
●参加人数：２７人
●平均満足度：８８点／１００点満点
●共催：一般社団法人ＳＤＧｓ市民社会ネットワーク、
一般社団法人環境パートナーシップ会議（ＥＰＣ）、
社会的責任向上のためのＮＰＯ／ＮＧＯネットワーク（ＮＮネット）
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（５）２０１９年をふりかえる
「定例会とシンポジウム」

●主旨と進行
２０１９年より、主に世話人組織による課題解決の取り組みを
共有するとともに合同目標・宣言の案を策定する定例会を
開催しています。
第３回、第４回、第７回、第８回の定例会は株式会社
山陽新聞社が開催する創刊１４０周年記念連続シンポジウム
「令和時代の地域をつくる」との合同企画となっており、
定例会でまとめられた質問はシンポジウムでモデレーターを
務める石原（ネットワーク代表）からシンポジウムの参加者に
共有され、議論を促すとともに全５回のシンポジウムの結論を
「岡山宣言」としてまとめる予定です。

定例会は基本的に以下のような進め方を採用しています。

（通常の定例会）
・テーマ（ＳＤＧｓのいずれか）に関する問題提起と意見交換
・岡山県での目標設定に関する協議
（山陽新聞シンポジウムと連携した定例会）
・シンポジウムのテーマとねらいの解説
・シンポジウムの内容共有
・論点整理（ワークショップ）

●これまでに協議されたテーマなど
（第１回／２月２０日開催）
・問題提起：質の高い教育をみんなに（目標４）
発表者：認定ＮＰＯ法人ポケットサポート
・問題提起：働きがいも経済成長も（目標８）
発表者：ＮＰＯ法人だっぴ
・問題提起：住み続けられるまちづくりを（目標１１）
発表者：ＮＰＯ法人公共の交通ラクダ（ＲＡＣＤＡ）

（第２回／４月１０日開催）
・問題提起：質の高い教育をみんなに（目標４）
発表者：認定ＮＰＯ法人ハート・オブ・ゴールド

（第３回／６月１２日開催）
（第１部）
・問題提起：住み続けられるまちづくりを（目標１１）
発表者：ＮＰＯ法人倉敷町家トラスト
（第２部）
山陽新聞創刊140周年記念連続シンポジウム連動企画
「令和時代の地域をつくる」を考えるワークショップ
・連続シンポジウムとねらいの解説
・第１回「「ＡＩが描く未来」の内容共有
・論点整理のためのワークショップ

（第４回／８月７日開催）
（第１部）
・問題提起：ＳＤＧｓに関する具体的な取り組み紹介と問題提起
発表者：ノートルダム清心女子大学
（第２部）
山陽新聞創刊１４０周年記念連続シンポジウム連動企画
「令和時代の地域をつくる」を考えるワークショップ
・連続シンポジウムとねらいの解説
・第２回「地域に根ざしたライフスタイル」の内容共有
・論点整理のためのワークショップ

定例会

シンポジウム

宣言

情報発信

１ 定例会 テーマに対する質問を検討

２ シンポジウム 質問を展開

３ 宣言 ステークホルダー間での合意形成

４ 情報発信 宣言や議論の周知拡大

山陽新聞社（シンポジウム）と連携した定例会運営のイメージ
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連続シンポジウムの中間まとめと今後の展望

（第５回／１０月１８日開催）
「Ｇ２０保健大臣会合開催連動企画『勝手に前夜祭』
～民間におけるＳＤＧｓの動きで盛り上げよう～」
・Ｇ２０に関する民間・市民の動き
・Ｇ２０など世界と東京の動き ＮＰＯ法人アフリカ日本協議会
・Ｇ２０大阪市民サミットの報告 ＮＰＯ法人関西ＮＧＯ協議会
・全体ディスカッション
・Ｇ２０保健大臣会合について
紹介動画＆岡山学芸館高校の取り組み発表
・問題提起：すべての人に健康と福祉を（目標３）
発表者：
認定ＮＰＯ法人ＡＭＤＡ社会開発機構
認定ＮＰＯ法人ポケットサポート
公益社団法人認知症の人と家族の会岡山県支部
ＰＳ瀬戸内株式会社

・全体ディスカッション
・Ｇ２０サイドイベントの紹介

（第６回／１２月１１日開催）
・問題提起：ＳＤＧｓに関する具体的な取り組み紹介と問題提起
発表者：
認定ＮＰＯ法人子どもシェルターモモ
ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンター

・「ＳＤＧｓフォーラムｉｎおかやま２０２０」に向けた議論

（第７回／２月１２日開催）
山陽新聞創刊１４０周年記念連続シンポジウム連動企画
「令和時代の地域をつくる」を考えるワークショップ
・連続シンポジウムとねらいの解説
・第４回「移動の自由確保」の内容共有
問題提起：ＮＰＯ法人公共の交通ＲＡＣＤＡ
問題提起：西粟倉地域おこし協力隊
・論点整理のためのワークショップ

山陽新聞社が主催する連続シンポジウムは本紙発行時
点で最終回を残しているため（２０２０年５月開催予定）、こ
こでの総括は避けますが、これまでの議論の中で私たちが
これから目指すべき社会を示唆すると思われるキーワード
がたくさん生まれているので、その一部をご紹介します。

「多極集中」
大都市への少極集中をやめ、地方へ人口を分散しつつ、
なおかつ経済循環を高める政策を継続的に実行すること。
第１回シンポジウムにて講演を行った広井良典さん（京
都大学）より、ＡＩによる未来予測の結果、８～１０年後まで
に「都市集中型」か「地方分散型」の政策を選び、実行する
必要があるとの問題提起が行われました。いずれの選択
にもリスクはありますが、人口・地域の持続可能性や健康、
幸福、格差などの観点からは「地方分散型」が望ましいと
のことでした。

「自立共生型社会」
エネルギーや食糧の自給率を高めつつ（自立）、できるだ
けコミュニティー内での支え合いによって（共生）生活の品
質を維持していくという考え方。環境問題や人口減少の改

善という文脈だけでなく、個人の生活様式や消費行動にも
通じることから経済成長優先の価値観からの転換が必要
との意見が挙げられました。

その他、国からの再配分ではなく地域で稼ぎ、地域で使

用される「温かいお金の好循環をつくる」や交通にお
ける「テクノロジーとの共存」など、新しい概念や考え方
が提案されました。
今後も定例会を重ねていくことで、以下のような流れをつ
くりだし、これからの１０年間で取り組むべき行動を生み出
していきます。

目標の提案

大きな目標を

日常・生活に

落とし込む。

行動の提案

個人の意識と

行動を変える。

変化を見せる。

連携の提案

具体的かつ

実効性のある

事業を生む。

宣言
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「ＳＤＧｓネットワークおかやま」への参加・入会

（１）ＳＤＧｓネットワークおかやまへ入会する

ネットワークの会員としてＳＤＧｓの達成に向けたアクション
に参加または後押ししてくださる個人・組織を募集していま
す。

●会費：

●お問い合わせ・お申し込み先：
ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンター
ＴＥＬ ： ０８６-２２４-０９９５
Ｅ-ｍａｉｌ ： npokayama@gmail.com
申し込みフォーム ： https://sdgs-okayama.jp/

（２）定例会へ参加する

定例会への参加を希望される場合は、ＳＤＧｓネットワーク
おかやまのウェブサイト（上記）にある申し込みフォームか
らお申し込みください。以後の定例会の予定や関連情報を
更新しているのであわせてご確認ください。

●参加資格：なし。どなたでも参加可能
●参加費：無料
●開催日：原則、偶数月。第２水曜日の夜
※事前に主催者へご確認・お申し込みください。
●お問い合わせ・お申し込み先：
ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンター
ＴＥＬ ： ０８６-２２４-０９９５
Ｅ-ｍａｉｌ ： npokayama@gmail.com

（３）はじめてのＳＤＧｓとＣＳＲ講座」へ参加する

定例会に参加する前にＳＤＧｓの基礎知識を学んでおきた
いという方におすすめの無料講座です。SDGｓについて、

まったく予備知識のない方のご参加を大歓迎いたします。

●対象：高校生以上
●参加費：無料
●開催日時：
・原則、毎月１回開催。
・奇数月は第２水曜日 １５：３０～１７：３０
・偶数月は第２金曜日 １９：００～２１：００
・８月のみ第３週に実施する予定です。
●主催・お問い合わせ・お申し込み先：
岡山県ボランティア・ＮＰＯ活動支援センター「ゆうあいセ
ンター」
ＴＥＬ ： ０８６-２３１-０５３２
Ｅ-ｍａｉｌ ： youi@okayama-share.jp

（４）「ＳＤＧｓ楽衆会」へ参加する

さらにＳＤＧｓへの理解を深めたい、具体的な行動につなげ
たい、仲間と出会いたいという方におすすめする、ゲーム
を用いた体験講座です。特に企業の皆様の社員研修とし
てのご活用をおすすめしています。

●参加費：１，０００円（高校生・大学生は無料）
●開催日時：奇数月の第３木曜日、１９時～２１時
※事前に日時を確認、申し込みのうえでご参加ください。
●場所：ゆうあいセンター
（岡山市北区南方二丁目１３-１ きらめきプラザ２階）
●主催・お問い合わせ・お申し込み先：
岡山県ボランティア・ＮＰＯ活動支援センター「ゆうあいセ
ンター」
ＴＥＬ ： ０８６-２３１-０５３２
Ｅ-ｍａｉｌ ： youi@okayama-share.jp

～皆様のご参加を心よりお待ちしております～

対象 金額

企業、大学 １０，０００円（１組織）

ＮＰＯ、ＮＧＯ ３，０００円（１組織）

個人 ３，０００円（１人）

高校生、大学生 無料

自治体
無料（１組織、個人での参加は
「個人」扱い）

賛助会員 １口／１，０００円～


