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SDGsについて、

もっと知りたい方は

こちらをチェック

リサイクル適正の表示：紙へリサイクル可



SDGsってなに？

Sustainable  Development  Goals

「持続可能な開発目標」のことで、頭文字をとって「エス･ディー･ジーズ」と読みます。

貧困、不平等、水、食料、エネルギー、地球温暖化など、世界が直面している
さまざまな課題を克服し、持続可能なより良い世界を実現することを目指
して、世界が一丸となって取り組んでいくための世界共通の目標です。

どんな目標があるの？

私たちにはどんな関係があるの？私たちにはどんな関係があるの？SDGsってなに？

どんな目標があるの？

私たちにはどんな関係があるの？

私たちが、マイバッグやマイボトルなどの利用を心がけ、プラスチックごみ
を減らすことができれば、生産過程で排出される二酸化炭素の排出量減少
や、省資源化、海洋プラスチックごみの減少にもつながり、それぞれ関連
する目標の達成に貢献できることになります。

2030年までに達成すべき１７のゴールと、より具体的
な目標を示した１６９のターゲットが示されています。

ゴール１４
持続可能な開発のため
に海洋･海洋資源を保
全し、持続可能な形で
利用する

ターゲット14.1
2025年までに、海洋
ごみや富栄養化を含
む、特に陸上活動によ
る汚染など、あらゆる
種類の海洋汚染を防
止し、大幅に削減する

世界や日本の問題を知って、それを自分の身の回りの問題に置き換えて考
え、身近にできる取り組みから始めてみましょう！

このガイドブックでは、１７のゴールごとに、目標の内容や現状、そして、私たちにもで
きる取り組みのヒントを掲載しています。興味や関心のあるゴールのページからご
覧いただき、自分ごととして考え、身近なことからSDGｓに取り組んでみましょう！

現状を知ろう！

今どんなことが
問題になっているんだろう？
自分が一番気になるのは

何だろう？

自分にできることは？
地域で取り組めることは？
SDGｓを“自分ごと”として

捉えましょう！

身近なことから
最初の一歩を

踏み出してみましょう！

できること発見！ アクション！

SDGｓは国連で採択された世界共通の目標で、一見、世界レベルの難しいことの
ように思われますが、その実現に向けては、私たち一人ひとりの小さな選択や行
動の積み重ねが大きな力となり、持続可能なより良い未来へとつながります。

ゴールズ
（目標）

ディベロップメント
（開発）

サスティナブル
（持続可能な）

ゴールとターゲットの例

例
え
ば…

プラスチック
ごみが減る

マイボトルや
マイバックを使う

私のアク
ション CO2の減少

省資源

海洋プラスチック
ごみの減少

2015年9月の
国連サミットで採択された
世界共通の目標です
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鹿児島市のSDGs学習の拠点でもある「か
ごしま環境未来館」。2020年3月にSDGs
の視点を踏まえた展示にリニューアルしま
した。体験しながら楽しく深く学ぶことが
できます。

私たちの経済活動がどのような
問題を起こしているのか、壁面の
図表や床面の36枚の写真を通じ
て考えることができます。

環境破壊の写真の迫力に、危機
感が。感想を話しあってみよう。

発見＆アクションPOINT!

小学校移築時の廃材を利用
して再現した教室で、映像や
デジタル地球儀を使って、環
境問題への学びを得ること
ができます。

生きた地球の姿を見て、未来
のために行動しよう。

発見＆アクションPOINT!

ZONE 4

ZONE 3

ZONE 2

ZONE 1

体験型の展示を通して、生物
多様性や循環型社会など4
つのテーマで地球の環境に
ついて知ることができます。

自分にもできる環境保全活
動のヒントを探してみよう。

発見＆アクションPOINT!

放流後のジンベエザメの行
動追跡や、さまざまな海洋生
物の調査研究によって生態
を解明し、海や生き物を守る
取り組みに活かしています。

調査研究で分かってきたこ
とを、水槽の解説パネルや
モニターで調べてみよう。

発見＆アクションPOINT!

さまざまな来館者に応じた教
育イベントや講座を実施してい
ます。関心を持つことが海を守
る第一歩。楽しく学んで、海の豊
かさを守る心を育てています。

毎月10日のいおの日、アクア
ラボや応募型のワクワクきび
なご塾などに参加してみよう。

発見＆アクションPOINT!

スマートフォンで、無料の展示ガイドア
プリ「ポケット学芸員」を使うと、その
展示の解説を見ることができて、さら
にSDGsへの学びが深まります。

SDGsを学びに行ってみよう
SDGsってどういうもの？聞いたことはあるけれど、何となくしか分からない
方も多いのでは。そんな時は、「SDGs未来都市」でもある鹿児島市のSDGs
を学べるスポットに、まずは行ってみよう！実際に体験しながら学ぶことで、
SDGsについて考えるきっかけになること間違いなし!

入口すぐのゾーン。オープニ
ング映像で、たくさんの命で
満ち溢れている地球の素晴
らしさを実感できます。

地球で生きるのは、人間だけ
でないことを改めて学ぼう!

発見＆アクションPOINT!

App Store GooglePlay

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

ポケット学芸員を
使いながら周ってみよう！

発電機の熱を空調や飼育水の温度調節に
利用し、飼育の過程で出る汚水はきれいに
して再利用するほか、汚水のヘドロも堆肥
化しグリーンカーテンを育てるなど、SDGs
につながる取り組みを知ることができます。

水族館での取組は、それぞれどんなゴー
ルにつながっているのか考えてみよう。

発見＆アクションPOINT!

海の生き物を知るイベント

バックヤードツアー

海の生き物を守る活動

鹿児島の豊かな海に棲む生き物を中心に、
約500種3万点を展示しています。

SDGsってなんだろう？SDGsの基
本と、かごしま水族館が取り組
んでいる活動を紹介しています。

エントランスパネル展示

「My SDGs宣言」を書いて展示
に参加してみよう。

発見＆アクションPOINT!

いおワールド
 　かごしま水族館

かごしま環境未来館

休館日：月曜日（祝日の場合はその後の最初の平日）、12月29日～1月3日
入館料：無料

所 在 地：鹿児島市城西二丁目1番5号
開館時間：9:30～21:00(日曜日、祝日は18:00まで）

休館日：12月の第１月曜日から４日間
入館料：大人（高校生以上）1,500円、小人（小・中学生）750円、幼児（4歳以上）350円

所 在 地：鹿児島市本港新町3‒1
開館時間：9:30～18:00（入館は17:00まで）

DATADATA

SPOT 01

SDGs COVER STORY

SPOT 02

特集

い
お
ワ
ー
ル
ド
の
ア
ク
シ
ョ
ン

自動販売機でペットボト
ル飲料の販売を廃止しま
した。アミューズメント
ショップではエコバッグを
販売し、バイオマス素材
25％を使用した有料レジ
袋の代金の一部は、海の
生き物を守る活動の資金
として使われています。
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貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

飢餓をゼロに
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

アクション！SDGs発見！私のSDGs アクション！SDGs発見！私のSDGs

● 食べられる分だけ作って、
食べ残しを減らそう

● 消費・賞味期限の
近づいている商品を買おう

● 子ども食堂やフードバンクへ
食材を寄付しよう

● 地元の新鮮な農林水産物
を買おう（地産地消）

● 着なくなった洋服など
使わないものは寄付しよう

● ボランティアに参加してみよう

● フードバンク※の活動に
参加してみよう

● 貧困について学ぼう

わたしたちにできる取り組みわたしたちにできる取り組み

※フードバンク：様々な理由で捨てられている賞味期限内の
食品を、食べ物に困っている人や施設に無料で届ける活動

普段の買い物から
フェアトレード認証ラベルがついた

商品を選んでいます！
オーガニックの紅茶が
お気に入りです。

近所の子ども食堂で、
調理のボランティアをしています。

笑顔でご飯を食べる
子どもたちの姿に
癒やされます。

松元 ゆかりさん 門之園 仁美さん

　フェアトレードとは、開発途上国の原料や製品を適正な価格で購入
し続けることで、立場の弱い開発途上国の生産者や労働者の生活を
良くし、自立を目指す「貿易のしくみ」のことを言います。
　一定の国際基準が守られている製品には、「国際フェアトレード認
証ラベル」が付いています。コーヒー、紅茶、チョコレート、コットン製
品などさまざまな製品がありますので探してみましょう。

フェアトレードとは
　本来食べられるのに、捨てられてしまう食べ物のことを
「食品ロス」と言います。
　日本は、食べ物を海外からの輸入に頼っていますが、た
くさんの食べ物を捨てています。
　食べ物を捨ててしまうのは、もったいないだけでなく、
地球環境にも悪影響を及ぼします。

食品ロスとは 国連が援助している
食べ物

<
万
ト
ン420年

間
万
ト
ン600年

間

日本がムダにしている
食べ物 

　世界には、１日1.9ドル未満で生活している貧困状態の人が
７億人以上いると言われており、持続可能な社会の実現のた
めには、世界中の貧困を解消することが欠かせません。
　また、日本でも、平均的な暮らしよりも貧しい状態（相対的
貧困）で苦しい生活を送る人の割合が、他の先進国に比べて
高くなっているほか、2019年の調査では、７人に１人の子ども
が貧困状態にあるという状況となっており、困っている人を助
ける身近な支援の輪を広げていくことが大切です。

　世界では９人に1人、およそ８億人が飢餓に苦しんでいると
言われています。
　日本は、食が多様で豊かな国ですが、多くの食料を輸入に頼り、
食料自給率は先進国の中でも最低水準の約３7％という状況です。
　また、日本の食卓を支えている農業に従事している人が
年々減り続けており、さらに食料自給率が低下してしまうこ
とにもつながりかねません。なるべく国産の農産物や魚介類
を食べることで、輸入に伴う環境負荷を抑え、日本の農業を
守っていくことも重要になっています。
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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、福祉を促進する 

質の高い教育をみんなに
すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、
生涯学習の機会を促進する

アクション！SDGs発見！私のSDGs アクション！SDGs発見！私のSDGs

● 新聞･テレビ･インターネット
などでニュースを見て、日本や
世界の問題を調べてみよう

● 図書館などに行って、
さまざまな本に触れよう

● あいご会や学校支援ボランティア
などに積極的に参加しよう

● 適度な運動を継続しよう

● 健康診断、検診などを
定期的に受けよう

● 早寝早起きや、
バランスのとれた食事など
健康的な生活習慣を心がけよう

● セーフコミュニティ※活動に
参加して、事故やけがを防ごう

わたしたちにできる取り組みわたしたちにできる取り組み

※セーフコミュニティ：身近に起こっている事故やけがを予防する取り組み

職場まで徒歩で
通勤しているので、
少し早歩きをして
ウォーキングを意識！

私のリフレッシュタイムです。

環境問題に興味があります。
まずはしっかり勉強をして、
将来は海外の困っている
人たちの役に立ちたいです！

尾堂 京子さん 田中 翔大さん 

　健康寿命とは、平均寿命から寝たきりや認知症など介護状態
の期間を差し引いた期間のことです。
　日本の平均寿命は、男性は81.64歳、女性は87.74歳と過去最
高を更新しています。
　一方で、日本では寝たきりの期間が欧米各国と比べても長く6
年以上にわたります。

健康　命とは 学校に通えない子どもたちのほとんどは
次のうちどの地域に暮らしているでしょうか。

❶ ヨーロッパ　❷ アジア　❸ アフリカ

発見&アクションクイズ
SDGs

答えはP21

　世界では、毎年500万人を超える子どもが、５歳になる前
に亡くなってしまうと言われています。
　日本では平均寿命は延びていますが、人口の高齢化や社
会・生活環境の変化などに伴い、糖尿病やがんなどの生活
習慣病が増加しており、健康寿命をいかに延ばしていくかが
課題です。
　食生活を見直したり、適度な運動を心がけたりして、健康
な身体をつくりましょう。

　世界には、貧困や紛争などの影響で学校に通えない子ど
もがいて、６億人を超える人が基本的な計算と読み書きがで
きないと言われています。
　日本では、義務教育により基礎的な学力を身につけることが
できますが、家庭環境や経済状況によって、子どもが十分に教
育の機会を受けることができないなどの問題も生じています。
　社会で起きていることに興味を持ち、自分で調べて理解
し、必要な知識を増やしましょう。

07 08



ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダー※平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う

安全な水とトイレを世界中に
すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する

アクション！SDGs発見！私のSDGs アクション！SDGs発見！私のSDGs

● お風呂の残り湯を
洗濯などに再利用しよう

● 食器の油をふき取ったり、
環境にやさしい洗剤を
使ったりして、水質汚染を防ごう

● トイレのレバーの大小の
使い分けや、シャワーをこまめに
止めるなどを心がけ、
水を大切にしよう

● 女性だから、男性だからと
決めつけるのはやめよう

● 性の多様性について知ろう

● ワーク・ライフ・バランス
を意識しよう

● 子育てや家事の分担について
家族で話し合ってみよう

わたしたちにできる取り組みわたしたちにできる取り組み

※ジェンダー：生物学的な性別ではなく社会的・文化的に作られた性別

家事は家族みんなで
分担して行っています。
私は皿洗いや

料理などの家事を担当。
得意料理はカレーです！

お外から帰ってきたら
手を洗うので、
水を無駄づかい
しないように

気をつけています。

　世界中で男女平等に向けた取り組みが行われています
が、未だに雇用や教育、政治、家庭などさまざまな面で、女性
に対する不平等が残っています。
　世界経済フォーラムが発表した男女格差を示す「ジェン
ダー・ギャップ指数2021」によると、日本は156か国中120位
と先進国の中で最低レベルとなっています。
　性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮することが
できる社会をつくるため、家事の分担や仕事での役割など、さ
まざまな場面でジェンダー平等に配慮することが重要です。

　世界では、気候変動や人口の増加などにより、約４割の人
が水不足の影響を受けていると言われています。
　日本の水道普及率は約９８％となっており、私たちは水道
の蛇口から安全な飲み水が手に入る世界でも数少ない、恵
まれた環境の中で暮らしています。
　安全な飲み水を確保するため、水源となる森林や河川な
どの環境を守るとともに、地球上の貴重な資源である水の
大切さを理解し、無駄なく大切に使っていくことが必要です。

小城 裕史さん 横小路 寧音さん

❶ ３６か国　❷ ２４か国　❸ 12か国

発見&アクションクイズ
SDGs日本で６歳未満の子どもをもつ親が、１日に育児、

家事に費やす時間は、妻は７時間３４分ですが、夫は約何時間でしょうか。

❶ 1時間30分　❷ 4時間　❸ 6時間30分

発見&アクションクイズ
SDGs

答えはP21答えはP21

世界で水道の水をそのまま飲める国は
日本を含め何か国あるでしょうか。
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エネルギーをみんなにそしてクリーンに
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへの
アクセスを確保する

働きがいも経済成長も
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と
働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する

アクション！SDGs発見！私のSDGs アクション！SDGs発見！私のSDGs

● 仕事の効率化や
生産性向上を意識して取り組もう

● どんな時に働きがいを
感じるか話し合ってみよう

● 地産地消を心がけよう

● 使っていない家電はコンセントを
抜いて、待機電力を減らそう

● かごりんや公共交通機関を
使って移動しよう

● 家電を買い替えるときは
省エネ商品を選ぼう

● 太陽光発電など
再エネ設備を取り入れよう

わたしたちにできる取り組みわたしたちにできる取り組み

照明やテレビなど、
使っていない電気は

こまめに消すようにしています。
節電の意識が

エコにつながりますよ。

仕事が終わったら
寄り道をしないで家に帰ります。

家族で食事をするなど、
家庭での時間も
大切にしています。

その他3.0%

徳田 知子さん 塩川 哲郎さん

　再生可能エネルギーとは、「非化石エネルギー源のうちエネ
ルギー源として永続的に利用することができるもの」で、太陽
光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマス※などがあります。
　再生可能エネルギーは、資源がなくならず繰り返し使え、発
電時や熱利用時にCO2を排出しない優れたエネルギーです。
※バイオマス：家畜の排泄物、未利用の間伐材など動植物などから生まれた生物資源の総称

再生可能エネルギーとは？

化石燃料依存度 約85%

日
本
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
構
成

　私たちの豊かな暮らしや社会は、電気、ガス、石油などのエ
ネルギーの消費によって支えられています。しかし、今、世界
では、７億人を超える人々が電気を使えない暮らしをしている
と言われており、すべての人が近代的なエネルギーを使える
ようにするには、さらに大量のエネルギーが必要となります。
　一方で、化石燃料などの大量消費により地球温暖化の原
因となるCO2が増大し、気候変動に影響を与えるなど環境問
題も引き起こされていることから、省エネルギー化や再生可
能エネルギーの利用が求められています。

　世界では、児童労働や強制労働のほか、仕事があっても十分
な収入が得られないなどさまざまな問題があり、すべての人が
働きがいのある人間らしい仕事の機会を得られるような経済・
社会の仕組みにしていくことが求められています。
　加えて、持続的な経済成長を実現するためには、環境に配慮
した生産や消費を進めることや、ＩＣＴなど新たな技術を活用して
生産性の向上を図ることなどが必要です。また、やりがいを感じ
ながら働きつつ、充実した個人の時間を持って健康で豊かな生
活を送れるよう、仕事と生活のバランスを取ることも大切です。

石炭
25.3%

石油
37.1%

LNG
22.4%

再エネ9.3%
原子力2.8%

2019
年度

　鹿児島市は、令和２年７月に国の「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されたこと
を機に、ＳＤＧｓの理念を踏まえ、その推進に取り組む企業、その他団体な
どを「かごしまＳＤＧｓ推進パートナー」として募集・登録するとともに、交
流・連携を促進するなど、取り組みの輪を広げています。各パートナーの
取り組みは、市ホームページで紹介しています。

かごしまSDGs推進パートナー
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産業と技術革新の基盤をつくろう
強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進
及びイノベーションの推進を図る

人や国の不平等をなくそう
各国内及び各国間の不平等を是正する

アクション！SDGs発見！私のSDGs アクション！SDGs発見！私のSDGs

● 固定観念や偏見をなくそう

● 困っている人を
見かけたら声をかけよう

● 国籍や民族、文化など
世界の色々な違いを知って、
多様性を理解しよう

● 障害の有無、性別の違い
など、それぞれの違いを
認め合い理解しよう

● 災害復旧などの募金をしよう

● グリーン購入※を実践しよう

● 先進的な取り組みを行う団体を
クラウドファンディング
などで応援しよう

わたしたちにできる取り組みわたしたちにできる取り組み

※グリーン購入：製品やサービスを購入する際に、環境を
考慮して、必要性をよく考え、環境への負荷ができるだけ
少ないものを選んで購入すること

国際協力に関心があります！
お互いの文化を認め合うことが
世界平和につながると信じて、
本などで学んでいます。

鹿児島市のホームページで、
SDGs推進パートナーの

企業の取り組みを知りました。
買い物などで応援していきます！

和田 佳津紗さん 山下 みことさん

　鹿児島市では、クリエイティブ産業の振興を図るため、クリエイティ
ブ産業創出拠点施設「mark MEIZAN（マークメイザン）」の運営やク
リエイティブ人材等の育成・交流に力を入れています。
　マークメイザンは、クリエイティブ産業の創出と、スタートアップ支
援の拠点として、また起業したい人の育成と成長を支援するビジネス
インキュベート施設として、経営相談や資金調達、販路開拓などに関
する、さまざまな支援を行っています。

　さまざまな心身の特性や考え方を持つすべての人々が相互に
理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うことを「心
のバリアフリー」と言います。
　周りで助けが必要な人を見かけたら、声をかけて手伝うなど、
心のバリアフリーを進めることで、すべての人が助け合い、共に生
きていく社会をつくっていくことが大切です。

mark MEIZAN（マークメイザン） 心のバリアフリー

　電気や水道、ガス、道路、鉄道、情報通信網など社会の基
盤となる施設（インフラ）は、日々の生活や産業に欠かすこと
ができません。そのため、災害などにあった場合でもすみや
かに復旧できるよう、

きょうじん

強靭なインフラづくりが必要です。
　また、持続可能な経済発展には、限りある資源を使って大
量生産・大量消費してきたこれまでの時代とは異なる新たな
産業の創出、新しい技術を生み出すイノベーション（技術革
新）の推進を図ることが重要になっています。

　世界では、性別や人種、障害などによる差別、貧富の格差
など、さまざまな不平等が問題となっています。
　これらを解決するためには、一人ひとりの人権が尊重さ
れ、誰もが個性と能力を発揮しながら、さまざまな場面で活
躍できる社会を実現していくことが必要です。
　私たちのまわりには、女性、子ども、障害のある人など、さ
まざまな人権問題がありますが、これらについて、私たち一
人ひとりが正しい理解と認識を深め、相手を思いやる心で、
豊かな人間関係を築いていくことが重要です。
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住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靭（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

つくる責任つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する

アクション！SDGs発見！私のSDGs アクション！SDGs発見！私のSDGs

● エシカル消費を心がけよう

● 使う資源やごみの量を減らす（Reduce）
ものを繰り返し使う（Reuse）
資源として再び利用する（Recycle）
＝３R を実践しよう

● マイバッグ･マイボトルを
持ち歩こう

● ごみ･資源物の分別を
しっかりしよう

● ごみが落ちていたら拾おう

● 地域の清掃活動に参加しよう

● 「防災ガイドマップ」を
活用して、自宅が「安全」かを
確認し、災害に備えよう

● 町内会など地域活動に
積極的に参加しよう

わたしたちにできる取り組みわたしたちにできる取り組み

学校での給食はもちろん、
おうちでの食事も残さず
食べるようにしています！
苦手な野菜にも
挑戦します。

生まれも育ちも鹿児島市。
大好きな地元が

さらに発展するために、
たくさんの人たちに
その魅力を伝えます。

 松下 将大さん 新村 はるさん

　レジリエント（resilient）とは、「弾力性のある」「強靭な」という意味
で、レジリエントなまちとは、災害などが発生したときに、その影響を最
小限にとどめ、速やかに復旧できるまちのことです。
　建物の耐震化を進めるなど被害が発生しないように備えるほか、家
族・地域で、危険箇所、避難行動の確認や、防災訓練に参加するなど、
ハード・ソフト両面からの取り組みが大切です。

　エシカル消費とは、人や社会、環境に配慮したモノやサービスを選んで消費することで
す。普段の買い物で価格やデザインだけでなく「これは環境にやさしいかな？」「どこで作
られたのかな？」などと考えてみることがエシカル消費の第一歩です。
　例えば、「エコマークやFSC®マークなどのついた製品を購入する（グリーン購入）」【環境に
配慮した消費】、「地元で生産されたものを選ぶ（地産地消)」【地域に配慮した消費】、「フェ
アトレード製品（5ページで紹介)を購入する」【人や社会に配慮した消費】などがあります。

レジリエントなまちづくりとは？ エシカル消費

　経済成長に伴って、世界的に都市化が進行しています。地域
の政治や経済、文化などの中心地として、人口が集中する都
市においては、大気汚染や、ごみ問題、インフラの老朽化、災
害発生時の大きな被害など、さまざまな課題を抱えています。
　災害に強く、多くの人々が安心して暮らし続けられるまちづ
くりを実現するためには、住民と行政が協働・連携しながら、
これらの課題を解決していくことが必要です。

　資源やエネルギーを大量に使いながら、大量生産・大量
消費、そして大量廃棄する今の生活様式を続けていると、地
球の資源の枯渇、環境破壊や汚染、さらなる気候変動への
影響などにつながりかねません。
　より少ないもので、より大きな、より良い成果を上げる持
続可能な生産と消費を行っていくため、資源の有効利用や
廃棄物の削減、リサイクルの推進、食品ロスの削減などに取
り組んでいくことが重要です。
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気候変動に具体的な対策を
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

海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する

アクション！SDGs発見！私のSDGs アクション！SDGs発見！私のSDGs

● ごみのポイ捨てはしないで、
ごみが落ちていたら拾おう

● 環境に配慮した
石けん・洗剤を適切な量で使おう

● 海岸や河川の
清掃活動に参加しよう

● 冷暖房は適切な温度に設定しよう

● CO2の少ない交通手段を選ぼう

● 環境負荷ができるだけ小さい
製品やサービスを
選んで購入しよう

● 地球温暖化について学び
環境に配慮した行動に努めよう

わたしたちにできる取り組みわたしたちにできる取り組み

地球温暖化や
渋滞が気になるので、
最近はバスや自転車で
移動するようにしています。
健康にも良いですよ。

夏に家族で海水浴に
行くのを楽しみにしています。
自分の物はもちろん、
砂浜に落ちている

ゴミも拾って帰ります。

徳田 穰さん 松元 稟々音さん

　鹿児島市は、脱炭素社会の実現を目指し、2050年までに本市のCO2
排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティかごしま」の実現に、市
民や事業者等とともに取り組んでいます。
　南国ならではの豊かな太陽の恵みを生かした再生可能エネルギー
によるエネルギーの地産地消や、コミュニティサイクル「かごりん」の
利用によるエコスタイルへの転換などに取り組んでいます。

　海に流れ出たプラスチックごみは、クジラやウミガメな
どの海で暮らす生き物たちの誤食の原因となるほか、
5mm以下の微細な破片（マイクロプラスチック）による悪
影響も懸念されています。
　ごみはポイ捨てせずに正しく処分する、清掃活動に参加
するなどの行動が、海を守ることにつながります。

「ゼロカーボンシティかごしま」に　戦！ 海のプラスチックごみ問題

万
ト
ン800年

間
万
両43市

電

1年間に海へ流入している
プラスチックの推定量

鹿児島市の市電
43万両の重さに相当

≒

　近年、気候変動の影響により、猛暑や豪雨など異常気象
による災害が国内外で増加し、世界的に「気候危機」と呼ば
れるほど、きわめて切迫した状況にあると言われています。
日本各地でも、これまで経験したことのない豪雨や台風など
により、甚大な被害が発生しています。
　こうした被害から人々の生命と財産、社会インフラ、そして、
自然や生態系を守るには、根本的な解決策として、地球の平均
気温上昇を１.５℃に抑える必要があり、そのためには、2050年
までにCO2排出量を実質ゼロにすることが求められています。

　海はさまざまな水産資源など、人類に豊かな恵みをもた
らしてくれる大切な存在ですが、今、世界では、人間が出すご
みや、工場・家庭からの排水、有害な化学物質などによる海
の汚染が続いているほか、プラスチックごみによる生態系へ
の影響なども心配されています。
　また、水産資源の需要が増える中、過剰な漁獲や地球温
暖化の影響などにより、魚が取れなくなっている事例が起き
ており、将来にわたって持続的に利用していけるよう、大切
な水産資源を守っていくための対策が必要です。
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陸の豊かさも守ろう
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、
砂漠化への対処ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する

平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセス
を提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

アクション！SDGs発見！私のSDGs アクション！SDGs発見！私のSDGs

● 他人への思いやりの心や
助け合う気持ちを大切にしよう

● 世界の紛争や過去の戦争の
悲惨さを知り、
平和について学ぼう

● 防犯対策で自分の身を守ろう

● 「虐待かも…」と思ったら
相談窓口へ連絡しよう

● 植樹や下刈りなどの
森林づくり活動を行う
森林ボランティアに参加しよう

● エコツーリズムに参加して
自然環境の魅力を発見しよう

● ペットは最後まで
責任をもって飼いましょう

わたしたちにできる取り組みわたしたちにできる取り組み

カブトムシやクワガタなど
昆虫が大好きです。

餌やりなどお世話をしっかりして、
大切に育てています。

一人ひとりが政治に
関心を持てば、公正な世の中を
作ることができると思います。
選挙にも参加しますよ。

松元 謙和さん

　私たちは、森林や河川、多様な生きものなどから、たくさん
の恩恵を受けて暮らしています。
　しかし、人間による開発や気候変動などが原因で、世界で
は多くの森林が失われ、多くの生きものが絶滅の危機にさら
されています。
　日本は世界有数の森林国であり、森林面積は国土面積の
３分の２に当たります。地球温暖化の防止や生物多様性の保全
のため、私たちの生活を支えてくれる森林などを守り、次世代に引
き継ぐことが必要です。

　世界には、紛争やテロリズム、暴行、虐待など、さまざまな
暴力があります。
　日本でも、犯罪や児童虐待、ドメスティック・バイオレンス
（DV)などがありますが、このような暴力はいかなる理由が
あっても人権を侵害する許されない行為であり、その防止に
向けて社会全体で取り組んでいかなければなりません。
　暴力がなく平和で、誰もが安心して生活を送れる社会の
実現が求められています。

　本市では、戦争による惨禍を再び繰り返さないことを誓い、また、
世界の恒久平和の達成を願って、平成2年（1990）に「鹿児島市平和
都市宣言」を行いました。
　また、「鹿児島市の戦災と復興資料・写真展」や、「鹿児島市平和
都市宣言標語の募集・表彰」など、戦争の悲惨さや平和の尊さを次
の世代に語り継いでいくためのさまざまな取り組みを行っています。

鹿児島市平和都市宣言国連の報告によると、2015年以降毎年失われる天然林の面積は、約10万平方
キロメートル。これは、〇〇と同じくらいの大きさの森が、1週間ごとに失われ
続けている計算になります。大きさとして当てはまるのは次のうちどれでしょう。

❶ 札幌市（1,121 km²）　❷ 東京都（2,194 km²）　❸ 京都府（4,612 km²）

発見&アクションクイズ
SDGs

答えはP21
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パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を強化し、
グローバル・パートナーシップを活性化する

アクション！SDGs発見！私のSDGs

● ＳＤＧｓのために実践している
ことを友だちに伝えよう

● 町内会に加入して、
まちの美化活動など
地域づくりに参加しよう

● ＳＤＧｓを推進している企業や
団体などを応援しよう

わたしたちにできる取り組み

誰ひとり取り残さない
未来を実現するためには、
みんなの協力が大事。
まずは家族でできることを

考えてみます。

横小路 美穂さん

発見&アクション!

Photograph

これまで見てきたように、私たちが住む鹿児島市でも、SDGs

の達成のために、できることは色々とあります。

どんな小さなことでも、私たちの未来につながることばかり。

きっと私たちの未来は明るいはず。それでは最後に、実際にみ

んなが行った、身近なSDGsの取り組み例を見てみましょう！

#ワーク・ライフ・バランス#休日は子どもと全力で遊ぶ

#フェアトレード商品でクッキング
#食育

#地産地消
#誕生日は家族でお祝

い

＃かごりんで来た
＃CO2削減

身近なことから始めたら、きっと世界は変わる!

#カップよりコーン派

#ごみを減らそう

#野菜くずがベジブロスに変身

#野菜の旨みたっぷり

　ＳＤＧｓを達成するためには、世界の国が協力して取り組む
必要があります。日本は、事業にかかるお金を貸す、技術を教
えるなど、開発途上国へのさまざまな支援を行っています。
　国だけでなく、企業や団体、個人など、私たち一人ひとりが
ＳＤＧｓを知って、自分にできることから取り組むことが大切で
す。すべての人にとってより良い、持続可能な未来を目指し
て、今日から一緒に始めましょう。

あなたが見つけたSDGｓの目標を書いてみましょう！

クイズの答え
P08 正解は❸（アフリカ）╱P09 正解は❶（１時間２３分）
P10 正解は❸（アイスランド、アイルランド、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、オランダ、オーストリア、セルビア、モンテネグロ、ニュージーランド、日本）
P19 正解は❷（東京都）
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【発行】
鹿児島市企画財政局
企画部政策企画課

2021.12

（鹿児島市ホームページ）

check!

SDGsについて、

もっと知りたい方は

こちらをチェック

リサイクル適正の表示：紙へリサイクル可


