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はじめに





SDGs
(エスディージーズ)

ってなに？



「SDGs」は 「Sustainable Development Goals」の略。2015年に国連加盟国193ヶ

国の全会一致で採択された、持続可能な社会を実現するためのグローバル目標。2030年ま

でをゴールとし、17の大きな目標と、その詳細が書かれた169のターゲットから成ります

（244のインジケーター）。女性、障害者、先住民、さまざまなセクターに所属する1,000万人

以上が対象となったオンライン調査の意見が反映されています。

What is SDGs ?



What is SDGs ?

☆サステイナブル（持続可能な）とは？

☆ディベロップメント（開発）とは？

☆ゴールズ（目標）とは？



メドウズの「成長の限界」

人口増加と

資源の枯渇

転換点は

2030年

出典 ：ローマクラブ
引用元：（一社）SDGs市民

社会ネットワーク
書籍名：そうだったのか。SDGs



年間の地球資源を使い切る日＝オーバーシュートデイ



エコロジカルフットプリント ワーク！

あなたのエコロジカルフットプリントを測定しよう！

http://www.ecofoot.jp/quiz/index.html


「SDGs」の背景 これまでの集大成として

１９９２年 国連環境開発会議（ブラジル）

１９９４年 世界人口会議（エジプト）

１９９５年 世界女性会議（中国）など

国連を舞台にした過去のテーマ別会議が基礎にある。

人類が抱える様々な問題を包括的に解決に導くための世界中

の国々の意思の表れ。



1.  極度の貧困と飢餓の撲滅

2.  普遍的な初等教育の達成

3.  ジェンダー平等の推進と女性の地位向上

4.  幼児死亡率の引き下げ

5.  妊産婦の健康状態の改善

6.  HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延防止

7.  環境の持続可能性の確保

8.  開発のためのグローバル・パートナーシップ

「SDGs」の背景 「MDGs」の後継

2000年〜2015年までの途上国のためのグローバル目標「MDGs」。「Millennium Development Goals」の略。8つの目

標、21のターゲット、60の指標が掲げられた。これによって、1日25セント未満で暮らす人は1990年の47%から14%に減少、

初等教育就学率も2000年の83%から91%に改善。しかし女性格差や、二酸化炭素排出量が1990年比で50%増加している

など、課題はまだ残っていることからSDGsに引き継がれた。



SDGs

１７のゴールごとに説明



SDGs  17個 のゴール





☆主なターゲット

〇極度の貧困をあらゆる場所で終わらせる。

（絶対的貧困）

〇各国の貧困状態にある人の割合を半減

させる。（相対的貧困）

〇各国で最低限の基準でも社会保護制度

を整え、貧しく弱い人が十分に保護される

ようにする。（社会保障）

■現状

〇2018年時点で8.6％の人が極度の貧

困状態で、半分以上がサハラ以南のアフリ

カに暮らす。

〇世界の55％の人は社会保障にアクセス

できていない。

〇災害による死者の90％以上の人は低・

中所得国に集中。



☆主なターゲット

〇妊産婦の死亡率を出生10万人当たり70人

未満にする。

〇5歳未満の子供の死亡を1,000人当たり25

人以下に減らす。

〇自殺や交通事故、薬物・アルコール依存など

のリスクを減らす。

■現状

〇5歳まで生きられない子供は980万人

(2000年)から540万人(2017年)に減少。

しかしいまだ1日約1万5千人の子供が死んで

いる。

〇予防接種により、はしかによる死者は80％減

少（2000-2017）。



☆主なターゲット

〇男女・障害の有無・生まれる民族などの区別

なく、すべての子供が無料で質の高い教育を受

け、初・中等教育を修了できるようにする。

〇すべての人が男女の区別なく、技術・職業教

育、高等・大学教育に進むための平等で公平な

機会を得られるようにする。

■現状

〇読み書き出来ない成人は7億5,000万人。

その３分の２は女性。

〇6歳から17歳の子供の5人に1人は学校に

通えていない。

〇最低限の読み書きと計算が出来ない子供と

若者は6億1,700万人。

〇中央アジアでは、女の子が小学校に通えてい

ない国が多い。（詳しくは禅ネット寺院専用サイ

ト）



☆主なターゲット

〇障害の有無に関わらず、また年齢や性別、人

種などに関わらず、すべての人が社会・経済・

政治に参加できる社会を作る。

〇差別的な法律や習慣をなくし、機会や成果の

不平等をなくす。

〇国内で、また国同士での富の不均衡を是正

する。

■現状

〇障害がある人の社会参加はいまだ十分では

ない。住む場所や施設、行ける場所ややりたい

ことは、大きな制限の中にある。

〇最も裕福な85人が、貧しい半分の35億人と

同じ資産。(2014)

〇貿易の関税などで、開発途上国への優遇は

考慮されている。



SDGsの
大事なポイント



「誰一人取り残さない」
No one will be left behind

５つの「P」

PLANET 地球

PEOPLE 人間

PROSPERITY 豊かさ

PEACE 平和

PARTNERSHIP パートナーシップ



「一番取り残されている人々を最優先に」
Reach the ｆurthest ｂehind ｆirst



ある檀信徒の問いから見えるもの



私たちは、何を「救い」として

提供できるのか？

信仰に生きる「法悦」と「安心決定」

は、何処にあるのか？



いまだ 約 8億人（9人に1人）が 飢餓状態



世界で捨てられている食べもの約13億トン



日本のフードロス年間６００万トン以上
世界中で飢餓対策のために行われている全ての食糧支援の量より多い



1人当たりの使い捨てプラごみ排出量 世界第2位



日本人１人当たり183本

日本で販売されるペットボトル 227億本（2016）





実践できるＳＤＧｓを考える

「客観的」

ではなく

「主体的」に

「理想・目標」

から

「等身大」へ



ＳＤＧｓの達成のために

日々の暮らしの中で・・・

食品ロスを減らすためには？

プラごみを減らすためには？



ＳＤＧｓの達成のために

私が出来ること

お寺で出来ること

みんなで出来ること



日本のフードロス



一人あたりどれくらいの量を捨てている？



家庭と事業系、どっちが多い？



フードロスを減らすための具体的なアイデア



フードロスは SDGsのどのゴール？



フードロスにまつわるゴール



11.6 2030年までに、大気の質及び一般並びにその他の

廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを

含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減す

る。

12.3 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体

の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失

などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを

減少させる。



フードロスの問題解決から達成されるもの

「資源の節約」と「自然保護」



さらにその先に達成されるもの

「日本の食システムの最適化」→「最適な資源分配」



地球が守られてはじめて 私たちは存在できる

SDGs “wedding cake”

http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-%20connects-all-the-sdgs.html


あなたが着ているその服、

なんの素材？どんな人が作っているか

知っていますか？



すべての目標はつながっている

エシカル消費
企業の環境
戦略の実践

女性も教育を
受けることが
可能になる

エンパワー
メントの獲
得による女
性の活躍

能力・スキルの
高い人材の増加
と社会の発展

所得成長率の増
加と成果の不平
等の解消



ある檀信徒の問いから見えるもの



曹洞宗宗憲

第３条（宗旨）

本宗は仏祖単伝の正法に遵い、只管打坐、即身是仏を承当するこ

とを宗旨とする。

第５条（教義）

本宗は修証義の四大綱領に則り、禅戒一如、修証不二の妙諦を実

践することを教義の大綱とする。



『修証義』「四大綱領」の価値と意義

「社会のための活動」から「私の仏道修行としての信仰実践」へ

実践を通じて「ともに仏になる」という信仰に生きる

今日の自分は、「仏らしい顔つき」で生活できただろうか？

曹洞宗の「教えの実践」に照らして考える



曹洞宗の教えとSDGs

菩提心を発すというは、己れ未だ度らざる前に一切衆生を度さんと発願し営むな

り、設い在家にもあれ、設い出家にもあれ、或は天上にもあれ、或は人間にもあ

れ、苦にありというとも楽にありというとも、早く自未得度先度他の心を発すべし。

『修証義』第４章 第１８節

私たちの本当の安らぎは、自らの欲望の追及の果てにあるものではありま

せん。誰しもが持っている、苦しんでいる人や困っている人を「ほっとけ

ない」という「菩薩の心」を、行いや形にして届ける。その「優しさのリ

レー」に参加することこそが、信仰に生きる私たちの喜びと幸せにつなが

るのです。



曹洞宗の教えとSDGs

我等が行持に依りて諸仏の行持見成し、諸仏の大道通達するなり、然あれば則

ち一日の行持是れ諸仏の種子なり、諸仏の行持なり。
『修証義』第５章 第３０節

SDGsへの取り組みを「私の仏道修行としての信仰実践」として行うことが

出来た時、私たちは行いを通じて「ともに仏になれる」のです。

今日の自分は、「仏らしく」生活できただろうか？と確認しながら、多く

の人々の安寧を願って生活する。そんな穏やかで豊かな毎日を皆で実現し

ていきましょう。



これまでの取り組みを、

全世界が共有する価値観で捉えなおす

いままでも、これからも。

信仰実践の大きな具体的取り組みとして

人権・環境・平和とSDGs



長い長い人類の歴史の中で、科学の発展や技術の進歩

によって、私たちは過去に類を見ない、恵まれた時代

を生きています。また先進国とよばれるこの国で生活

する私たちの多くは、安全で、快適で、豊かな生活を

享受しています。

しかし同時に世界には、貧困や飢餓に苦しみ、病気や

争いの恐怖に怯えながら暮らす人々が大勢います。教

育や医療、一滴の飲み水でさえもままならない人々が

大勢います。同じ時代に、同じ「地球」という、かけ

がえのない星に住む私たち。自分では選べないのに、

生まれた場所や性別によって、運命は大きく変わって

しまうのです。



苦しみを抱える人々の存在を知った時、私たちは何を

思い、考えるでしょうか。

地球の反対側に住む一人の少女を、自分とは関わりの

ない存在として見るでしょうか。

それとも、彼女の苦しみを自分の悲しみとし、彼女の

安らぎを自分の喜びとして受け止める事が出来るでし

ょうか。

これは今、仏教の信仰者として生きる私たちに与えら

れた、大きな課題です。



過去を振り返り、未来を見据えると、人間は自らの繁栄のために、様ざまなものを

消費してきました。

生活の場を広げるために森林を切り開き、燃料を得るために石炭や石油を採掘し、

食べるために、衣服を作るために、多くの動植物を犠牲にしてきました。

そして今でも、より豊かな生活を目指す欲望の連鎖の中で、際限のない消費が繰り

返されています。

資源の枯渇、砂漠化、干ばつ、

度重なる災害と気候変動、

地球という場所は、破綻寸前の

ところまできてしまっています。



50年後、100年後、子供たちはどんな場所で、どんな顔

で暮らしているでしょうか。

自然と調和した、穏やかで豊かな生活を送れているでし

ょうか？

それとも、苦しく辛い日々を送っているのでしょうか？

未来へつながる一歩が、私たちの今の行動にあるとすれ

ば、私たちは今、何をどうすべきでしょうか。

SDGsを学ぶ中から世界の現状を知り、自ら考え、実践

できる方法を共に考えていきましょう。



さいごに



資料出典・引用元

〇国際連合広報センター

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/

〇『基本解説 そうだったのか。SDGs』

発行 一般社団法人SDGs市民社会ネットワーク

〇国際連合広報センター 持続可能な開発目標（SDGs）報告2019

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/sdgs_report/

〇外務省 JAPAN SDGs Action Platform

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html

〇農林水産省 SDGs×食品産業

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sdgs/index.html

〇WWFジャパン

https://www.wwf.or.jp/

〇PETボトルリサイクル推進協議会

http://www.petbottle-rec.gr.jp/

〇UNEP

https://ourplanet.jp/

〇政府広報オンライン

https://www.gov-online.go.jp/



エコロジカルフットプリント ワーク！

あなたのエコロジカルフットプリントを測定しよう！

http://www.ecofoot.jp/quiz/index.html

