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はじめに 

本報告書は、「建築学及び関連分野総体の学術的知見を根拠とした政策決定への助言、社会や産業

に対する行動規範の根拠となる知見の提供など、社会と積極的に関わる調査研究活動の推進を図る」

ことを目的に設置されている「社会ニーズ対応推進委員会」傘下に、2020 年度に設置された「SDGs

対応推進特別調査委員会」（2020年 4月～2022年 3月）の 2年間の活動成果をとりまとめたものです。 

2015年 9月に国連で採択された SDGs（Sustainable Development Goals）に対する本会としての組織的

な検討は、2019 年度に設置された「SDGs 対応タスクフォース（山口広嗣主査：当時本会副会長）」で

スタートしました。常置調査研究委員会などに対する SDGs 関連活動への取り組み状況と今後の取り

組み意思に関するアンケート調査結果を引き継ぎ、2020 年度から「SDGs 対応推進特別調査委員会」

において、本会 SDGs 宣言(案) を検討し、企画運営委員会、学術推進委員会および理事会に対して

SDGs宣言案の説明を行うなど、密な連携・調整を図り、2021年 3月 8日の本会 SDGs宣言につながり

ました。また、大会学術講演会および建築デザイン発表会の梗概投稿時に会員自身の研究に関連する

SDGs チェックしていただくことを提案し、学術推進委員会、企画運営委員会および理事会における

審議・承認を経て、本会 SDGs活動に関する KPI（Key Performance Indicator）のひとつとして機能し始

めたところです。

2021 年度には、大会総合研究協議会「日本建築学会 SDGs 宣言とアクション」の主催、建築 SDGs

宣言における行動方針の 7 テーマでのシンポジウム・公開研究会の開催、7 テーマ毎の WG 立ち上げ

を行いました。

2022 年度からは、建築 SDGs 宣言推進特別調査委員会として活動をさらに発展させることになって

います。2030 年までの SDGs 行動計画案作成、SDGs 達成評価方法検討、建築関連団体への建築 SDGs

行動の働きかけ、市民・建築関連分野との協働行動計画検討に向けての基礎資料として、本報告書を

活用いただけますと幸いです。

2022 年 3 月 

日本建築学会

SDGs対応推進特別調査委員会 

委員長 伊香賀俊治
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2021 年 3 ⽉ 8 ⽇ 理事会決 

⽇本建築学会 SDGs 宣⾔ 

前 ⽂ 
⼈類は気候変動を含む地球環境破壊により危機的な状況に直⾯し、2020 年にはさらに新型コロナ禍のパンデミックに直

⾯しています。⽇本建築学会（以下、本会）も深く関係する⼈間の社会経済活動がもたらした状況であるとの認識の上で、

社会資本の維持と改造、空間・環境財として建築の⼤変⾰が必要となっています。 

我が国では⼤都市圏への⼀極集中が進む⼀⽅で、少⼦⾼齢化、⼈⼝減少、地⽅の衰退、空家問題等の課題を抱え、建築

のつくり⽅やつかい⽅の⼤変⾰、新たなライフスタタイル、まちづくりビジョンとアクションにより、持続可能な社会へ

の移⾏が必要となっています。 

本会では、倫理⾏動規範(2014)において、建築技術の継承と伝統⽂化の崇敬、安全な建築と良質な都市環境の構築、機

能的で美しい⽣活環境の創造、地球環境の保全と持続可能な発展、学術的中⽴性に基づく公益情報の共有と発信、知的財

産の尊重と不可侵、地域社会や国際社会への貢献と寄与を基本理念としてきました。また、1990 年代より地球環境問題へ

の取り組みを開始し、1997 年会⻑声明、2000 年に「地球環境・建築憲章」を建築関連五団体と共同で宣⾔し、建築関連分

野の地球温暖化対策ビジョン 2050(本会が主導し関連団体と起草,2009)、同アクションプラン(2015)など気候変動問題に

も取り組み、さらに 2021 年 1 ⽉に「⽇本建築学会 気候⾮常事態宣⾔」を発信しました。 

本会の中⻑期計画(2016)の 10 年間⽬標として５つのビジョン（建築の未来への貢献、学術基盤の維持と発展、国際化対

応、会員ニーズへの対応と充実、学会の持続的発展）を⽰し、30 の⾏動項⽬では、地球環境問題への対応、少⼦⾼齢化社

会の地域創⽣、イノベーションの推進、建築学の総合化の必要性等の⾏動項⽬を掲げています。さらに、中⻑期計画を⾒

直し、その先への⻑期的な展望に向けて取り組んでいます。 

2015年から国連の SDGs（持続可能な開発⽬標）への取り組みが開始され、世界的に進められています。建築の社会的

役割と責任を⾃覚し⼈々に貢献することを使命とする本会においても積極的 SDGs ⾏動が求められています（倫理綱

領,2014）。SDGs 対応タスクフォースが各委員会に対して⾏ったアンケート調査(2019)では、幅広い分野において SDGs

に関連する多⾯的な活動に積極的に取り組んでいる姿と今後の取り組みへの意思が確認されています。 

こうした、これまでの取り組み実績を踏まえ、益々深刻化する地球環境危機に対処するためにも、真摯に⾃然と向き合

う建築のあり⽅の変⾰と進化を含めたさらなる積極的で⾰新的な⾏動を推進するべく、以下の SDGs建築⾏動を宣⾔しま

す。 

SDGs 建築⾏動宣⾔ 

１．SDGs 実現への⾏動計画の展開 
 本会は、2015年国連で合意された SDGsの達成のために、建築・都市・地域分野における調査・研究・教育・社会貢献

のための⾏動を⾏い、⽇本及び地球世界のより持続可能で全ての⼈々が幸福を享受できる環境の創造と維持のために⾏動

していきます。本会は SDGsの全ての⽬標に関係しており、市⺠及び関連分野と協⼒してその⽬標実現のために⾏動しま

す。特に持続可能なまちづくり（ゴール 11）とつくる責任・つかう責任（ゴール 12）を核として⾏動していきます。 

なお、この活動の実施状況は研究、教育、実践において随時確認していくとともに、SDGs 達成のための主要成果評価

指標（KPI： Key Performance Indicator）を作成し定期的に⾒直します。さらに関連学会、関連業界との協⼒の下に次世

代へとつなぎ、SDGsの先の地球世界のための⾏動へと発展させていきます。 
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２．本会の⾏動 
 本会と会員は、本会の倫理綱領と⾏動指針に基づく科学・技術・芸術の融合した活動を⾏うとともに、会員は、各⾃の

専⾨知識が SDGsの達成に寄与しうるものであることを⾃覚し、各⾃の活動の場において SDGsの達成に尽⼒するととも

に、関連する諸活動に積極的に参加することが望まれます。本会は、運営においてジェンダー、働き⽅、公正性等につい

ても SDGsの視点からの⾒直しと⾏動を展開し、関連学協会とも連携して SDGsの⽬標を達成していきます。 

３．SDGs 建築の⾏動⽅針 
SDGsは 17ゴールと 169 のターゲットからなり、本会における建築に関連する調査・研究・教育・実践は、全てのゴー

ルの達成に貢献する⾏動及びゴール間の関係性を深め総合的にゴールの達成を⽬指します。さらに、ゴール 11「持続可能

なまちづくり」とゴール 12「つくる責任・つかう責任」を核とした組み合わせにより 7テーマの⾏動⽅針で臨みます。 

本会の特徴である学術・技術・芸術の総合化の下に、科学的分析による研究成果を社会に還元し、より具体的な政策に

波及させ、より良い社会構築に貢献します。 

ａ．科学技術での貢献 

持続可能な発展を⽬指し、資源の有限性を認識してさらなる科学技術⾰新に貢献し、学術・技術・芸術を

総合した豊かな⼈間⽣活の基盤となる建築・都市・農村・地域を研究する責任とそれらを創造する責任を果

たした上で、市⺠とともにそれらの建築環境を使う責任を果たす。 

ｂ．健全な環境づくり 

感染症対策、健康と快適性、衛⽣および福祉に配慮して伝統と⽂化を尊重し、ライフスタイルの改⾰を進め、

社会⽣活の向上と⼈々の⽣活価値を⾼めるために努⼒する。 

ｃ．良好な社会ストックの維持活⽤ 

建築が近隣や社会に及ぼす影響を⾃ら評価し、⼈⼝減少社会の中で建築ストックの有効活⽤を進めて良質な

社会資本の充実と公共の利益のために努⼒し、働きがいのある社会の構築に貢献する。 

d．気候危機・地震等災害対応と脱炭素社会 

気候危機、地震等の災害に対してのレジリエントな対応、省エネルギーとクリーンエネルギーによる脱炭素社会、

都市と農村の連携による循環・⾃然共⽣社会の構築、国産⽊材利⽤等適正な資源利⽤に貢献する。 
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e．⽣態系の保全と適正利⽤ 

地球環境と陸地海洋⽣態系に⼗分配慮して個々の地域の⽣態系と共⽣し、直接・間接の環境負荷を最⼩化した

上で、⼤規模集中から分散ネットワークによる建築・まちづくり・むらづくりに貢献する。 

ｆ．⾐⾷住の保障と平和で平等な社会づくり 

基本的⼈権を尊重して弱者を守り、⾐⾷住が保障された持続可能な平等で平和な国際社会の構築に貢献する。 

ｇ．建築とまちづくり教育 

建築をつくる⼈、つかう⼈への教育を⾏い、⼦どもから⾼齢者、市⺠から専⾨家への幅広いつながりを意識した

上で海外とも交流して協⼒関係を築き、皆ともに知識を共有し学ぶことにより、⼈間活動のための建築、都市、農

村、地域の創造と維持にまい進する。 

以上 
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1章 SDGs対応推進特別調査委員会の目的・体制・活動経緯 

Purpose, Organization, and Activities of AIJ SDGs Promotion Committee 

 伊香賀 俊治,  大塚 彩美 

Toshiharu Ikaga，Ayami Otsuka 

慶應義塾大学 理工学部 システムデザイン工学科 教授、博士（工学）（E-mail: ikaga@sd.keio.ac.jp） 

東京家政大学家政学部環境教育学科 特任講師、博士（環境学）（E-mail: otsuka-a@tokyo-kasei.ac.jp） 

１．委員会設置の目的 

SDGsは国連の「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030アジェンダ」が掲げた宣言および目標であ

り、人間、地球および繁栄のための行動計画として、17 の目標(ゴール)と 169 の項目（ターゲット）が示され、2015

年 9月に採択された。SDGsは 2000年から 2015年の国連ミレニアム開発目標（MDGs）の後継であり、次の 15年とし

て 2030 年までの世界的な行動目標である。スウェーデンの高校生グレタ･トンベリが始めた金曜日ストは気候変動問

題への真摯な取り組みを訴えるものであり、急激に世界中の共感を獲得し出している。気候変動問題は世界的な“気

候危機”として受け止めるべき段階にきており、とりわけ富裕な先進国の経済活動が排出増大を招いて、途上国の貧

困層が被害を受ける不公平な状態を正すべきという“気候正義”という考えも指示を集めている。 

本会は 1990 年代前半から地球規模環境問題に取り組み、COP3 京都会議における学会長声明（1997）、地球環境・

建築憲章（2000）、17 団体で共同提言した『建築関連分野の地球温暖化対策ビジョン 2050』（2009）、提言『地球温暖

化対策アクションプラン 2050』（2015）を出してきた。2015年 12月のパリ協定では 21世紀末に気温上昇を 1.5℃以内

に収めようという努力目標が定められ、それを受けて世界的に脱化石燃料に向けた動きが加速し、世界の先進企業は

こぞって排出ゼロや再生エネ 100％を目標に掲げるようになってきた。 

このような情勢下、2016 年に作成された本会の 10 年ビジョン中長期計画ではストック社会への移行、地球環境問

題への対応、防災・減災、少子高齢化社会の地域創生に向けた活動強化が掲げられている。衣食住の日常生活を支え

る生活空間と社会基盤の構築に深くかかわる本会において、こうした上記の諸課題に実践的に取り組み、目に見える

具体的な成果につながる貢献ができるよう真摯に取り組んでゆくことが求められている。  

本会が学術団体組織としてどのような実践ができるのか、早急に検討し活動指針を打ち立てる必要がある。そこで

2019年度に「SDGs対応タスクフォース（山口広嗣主査）」を設置し、各委員会にアンケート調査を実施し、本会のあ

り方について検討を開始した。しかし、この課題は年度内の短期間の検討で答えを出せるものではあり得ない。学会

の活動全般を幅広く再検討するには、さらなる取り組みが不可欠である。その検討作業はまさに社会ニーズ委員会が

担うべきものであり、これを SDGsの 17目標、169項目に照らして再検討し、その行動指針を明確化し、わかりやす

く会員に示し、本会が一丸となって取り組めるよう検討を行うことを委員会の設置目的とした。 

２．委員会の体制 

委員会の体制は委員長および 4名の幹事団を置き、20名の委員で活動を開始した。 

委員長：伊香賀俊治 

幹 事：糸長浩司   大塚彩美   川久保俊   外岡 豊 

委 員：秋元孝之   石川孝重   筬島 亮   倉田成人   後藤春彦   小山明男   齊藤広子   佐藤 貢    清家 剛   高井啓明  

  高口洋人   田辺新一   寺田 宏   能作文徳   野口貴文   久田嘉章   牧 紀男  松川寿也   元岡展久   山口広嗣  

主な活動計画は以下の 4点とした。 

・SDGs 17ゴールと 169項目と本会の社会的役割についての整理と、関連委員会分野の提示 

・SDGs対応タスクフォースで提示した対応方針案をより深め、本会公式指針としての公表 

・建築関係学協会との協同での対応方針の策定 

・既往の研究・作品・実践・活動等の具体的事例とその SDGs貢献についての取りまとめと共有化 

このうち、2 点目が重点的な活動内容となった。具体的には建築 SDGs 宣言の採択とそれらの方針の明確化に向け

た７つのワーキンググループ（WG）の立ち上げにつながった。７つの WGは建築 SDGs宣言下の行動方針 7テーマ

に呼応している。より詳しい WG立ち上げの経緯は本章 3.2節を、また各 WGの活動報告については第 4章を、建築

宣言（案）策定までの軌跡については第 2章および第 6章の寄稿原稿を参照されたい。
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３．活動経緯 

３.１  ２０２０年度の活動 

各研究委員会に対するアンケート調査を実施した 2019 年度のタスクフォースの活動を引き継いだものの、2020 年

度は新型コロナウィルスによるパンデミック発生によって委員会活動も大きく影響を受けることとなり、第 1回幹事

会が開かれたのは 2020 年 9 月と半年間の実質的な活動停止期間を経験した。しかしその後の半年間で幹事会 9 回、

全体委員会を 5 回、一般に広くオープンで行った公開研究会 1 回と、活発な活動が行われた（図 1）。その間、建築

SDGs 宣言の取りまとめに向けて、企画運営委員会、学術推進委員会および理事会と適宜上位委員会に対して SDGs

宣言案の説明を行う等、密な連携・調整を図った。主な活動について以下にまとめる。 

  図 1  2020年度の活動経緯 

建築大会申込時における SDGsチェックの実施について 

2021 年 1 月には 2021 年度の秋の建築大会の実施方針の一

環として、大会梗概（学術講演会・建築デザイン発表会の梗

概）投稿時に会員自身の研究に関連する SDGs のチェックを

行っていただく旨が理事会にて審議・承認され、1 月 27 日

に告知された（図 2）。これを受けて、梗概申し込み期間中

（2021 年 2月 15 日～4月 6日）に、13発表部門および梗概

6,233 本のチェックが行われた。その内訳は、部門ごとに材

料施工 606 本、構造 2,074 本、建築歴史・意匠 452 本、防火 

149本、建築社会システム 171本、環境工学 1,167本、教育 34

本、都市計画 520本、建築計画 653本、農村計画 67本、海洋

建築 26本、情報システム技術 110本、建築デザイン 204本で

あった。梗概 1 本あたりの平均ゴール紐づけ件数は 1.7 件で、

複数ゴールに関連する多様な研究内容が実施されていること

が示唆された。学術講演会梗概（梗概数：6,029, 総紐づけ件

数：10,520）の関連 SDGs は、ゴール 11（都市）、9（イノベ

ーション）、12（生産・消費）を中心に全ゴールに関連して

おり、日本建築学会では幅広いゴールに貢献する研究が実施

されていることが示唆された。 

建築デザイン発表会梗概の関連SDGs（梗概数：204, 総紐

づけ件数：525）は、ゴール 11（都市）および 12（生産・消

費）が突出して高い点において講演会梗概と同様である一方、   図 2  SDGsチェックに関する告知（一部抜粋） 
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学術講演梗概と比較してゴール 3（保健）、ゴール 15（陸上資源）の件数が多く、建築デザインでは健康建築や木材

の有効活用がより重視されている傾向が示された。これらの速報結果は大会で本委員会が主催した総合学術協議会で

も報告した。また 2021年 11月 15日には理事会への報告が行われ、学会ウェブサイトにも公開された。これに関する

より詳細な分析結果は本報告書 3章を参照されたい。 

建築 SDGs宣言の検討・採択について 

建築 SDGs 宣言の発出を目指す機運となったのが、2020 年 1 月 20 日に前身の SDGs タスクフォースとして行った

「日本建築学会の SDGs 対応に向けて」と題したワークショップであった。100 名ほどの参加者を得て建築会館ホー

ルで行われた会合では、SDGsの取り組み方と最新情報に関する基調講演（佐藤貢委員）、タスクフォースの主要な仕

事であった本会の全委員会に対するアンケートの結果の報告（川久保委員）（この概要は付録に掲載）、建築業界の取

り組み（高井委員）、自治体の取り組み（川久保委員）、また学会外から建築家協会の取り組み紹介があった。討論１

では主な専門分野（材料施工、環境工学、構造、社会システム等）からの話題提供、討論２では今後学会として総合

的、分野横断的な取り組みを進めるための学会対応指針の素案の提案に対する討議が行われた。個別の発表に対する

質問はさることながら、建築学会全体としてこの日の議論を意味があるものにするためには、どこに／どのような方

法で発信していくべきか（理事会に対してなのか、広く一般になのか、意思決定のスキームはどうするのか等）とい

う重要な論点が示され、活発な意見交換が行われた。 

その後コロナ禍による中断があったものの、建築 SDGs 宣言は本会の SDGs への総合的、分野横断的な対応の検討

および社会的発信を具現化するものとして、委員会での検討は加速した。検討過程では本会の『倫理綱領と行動規範』

や中長期計画・アクションプランを配慮し、アンケート回答にあったキーワードを尊重しながら各専門分野間の連携

と 17 目標の複合化を意識した。結果的に、本会の取組みの軸と示された「11 まちづくり」および、より積極的な取

組みが必至である「12 持続可能な生産消費」を核とした行動方針 7 テーマにまとめられた。2020 年末に宣言（案）

を理事会に提出、3月 1日にリモート開催の公開委員会「建築はどう持続可能な発展に貢献するのか？」（図 3）にて

その案を披露、206名（時間最大 152人）の参加を得て討論を行った。語句の微修正を経て、3月 8日の理事会で承認、

翌 3月 9日、公式にSDGs宣言として公開された。 

図 3  SDGs公開委員会「建築はどう持続可能な発展に貢献するのか」開催概要 

３.２  ２０２１年度の活動 

建築 SDGs宣言の採択を受け、2021年度には以下 6つの活動に取り組むことを掲げ、幹事会 9回、全体委員会を 6

回行った（図 4）。特に、本委員会が 2021 年度で終了することに鑑み、2021 年度中に SDGs のターゲット期間である

2030年までに学会として取り組みを継続できるような体制づくりを重視する必要があるとの認識で活動を行った。 
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図 4  2021年度の活動経緯 

1)  2021年大会総合研究協議会「日本建築学会SDGs宣言とアクション」の主催 

2)  建築SDGs宣言の行動方針の 7テーマ(a.-g.)でシンポジウム・公開研究会を開催 

3)  建築関連団体への建築SDGs行動の働きかけ 

4)  2030年までのSDGs行動計画案作成 

5)  市民、建築関連分野との協働行動計画 

6)  SDGs達成の経年評価方法の検討（大会梗概等のKPI、各調査委員会での自己評価等） 

このうち主な活動となった 1および 2については以下に個別に記述する。これ以外の活動については、散発的な取

り組みはあったものの、委員会として具体的な活動成果が現れるところまではいっていない。ただし活動 4について

は活動 2 の行動方針のテーマ別ワーキンググループ（WG）活動の目標でもあり、WG 活動の進展によって結実する

ものと考えられる。 

総合研究協議会「日本建築学会 SDGs宣言とアクション」 

本会の SDGsへの取り組みについて実施期間（2021~2030）の初年度として目標を具体化し、行動指針と達成目標を

明確にするための討論を行うことを目的として、2021 年秋の建築大会において総合研究協議会を実施した。本会内

の各分野での SDGs アクションや学会外の建築関連学協会での SDGs 方針や行動についての情報交換を行い、建築関

連分野での連携によるSDGsによる社会貢献についても討議した。このときのプログラムは図 5のとおりである。 

図 5  2021年度大会総合研究協議会「日本建築学会SDGs宣言とアクション」開催概要 
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各主題解説者の講演内容の概要は以下のとおりである。 

１．建築生産者の責任と行動：高井啓明（竹中工務店）本会会員の構成比で約半数を占める建築生産者として、SDGs に資

する設計・施工活動の責任と行動について、 SDGs 宣言の 7 つのテーマに対する建築生産者としての取組み姿勢についての

私案を含めて解説した。 

２．健康、快適な生活空間の提供：秋元孝之（芝浦工業大学）2019 年夏のアンケート結果を基に環境工学委員会の取り組

みを俯瞰するとともに、健康で快適な生活環境の提供のための評価手法事例、具体的には SDGs を踏まえた住宅性能の評価

手法等を紹介した。 

３．建築構造における SDGs 対応：竹内 徹（東京工業大学）50 年後の人口半減を考慮しつつ、地域ごとの災害特性に合わ

せた「逃げる必要のない建築・まち・国土」の追求の必要性および修復が容易で継続使用が可能な建築、耐震建築、耐水

建築の実現・整備について提言した。 

４．建築における木材利用と SDGs：恒次祐子（東京大学）社会のカーボンニュートラル/脱炭素化に向けての役割が期待さ

れる木材について、木材利用と森林との関係や化石燃料代替効果など複数の側面から整理し、SDGs 達成に向けた木材利用

の貢献の可能性と課題を論じた。 

５．SDGs の達成に向けた関係者の取り組みと連携支援：川久保俊（法政大学）様々な取り組みの共有/発信による集合知の

形成と協創を目指すプラットフォームとして Local SDGs Platform（自治体）、Platform Clover（産官学民～個人）、SDG Indicator 

DB（自治体や企業のKPIのデータベース）の概要を紹介した。 

６．SDGs による建築分野での男女共同社会の実現：中村晃子（日建設計）会社初の技術系女性社員としての経験を踏まえ

ながら、法定を上回る育児両立支援制度の整備やそれを支える企業風土の醸成等、企業の男女共同参画推進の軌跡とコロ

ナ禍での新たな挑戦を共有した。 

討論では SDGs 宣言の行動方針の 7 テーマを実践に移していく際の関心や重要な点を討議した。冒頭、4 名のコメンテー

ターから①持続可能な社会づくりのための家づくりとして自宅兼設計事務所における試み（新井かおり、Atelier Bio）、②作

る責任使う責任に加えて建築を終う責任のための建築社会システムの必要性（齊藤広子、横浜市立大学）、③2050 年問題と

脱炭素社会への建築設計の考え方や事例の共有（中村勉、中村勉総合計画事務所）、④加速する DX を背景とした建築・都

市分野での建築情報技術の応用と可能性（倉田成人、筑波技術大学）についてコメントを受けた。 

全体討議では共通言語としての SDGs の可能性を共有し、それを軸とした川上から川下への俯瞰的視点と連携の必要性―

トレードオフ解決も含めた森林-建築-不動産の連携、建設産業内での設計-建設-運用-改修のつながり、大学 - 企業 - 意匠 - エ

ンジニアリングを混在させたコミュニケーションの仕方等―を確認した。課題に DXを含め地域展開からの提言や足元での

学会事務局運営が挙がった。さいごに外岡委員が脱たこつぼ化、脱成長等、人新世時代のイノベーションとは何かを考え

ること－イノベーションのイノベーション－が深いSDGsにつながると締めくくった。 

WG立ち上げ経緯 

今後SDGs 宣言のより具体的なアクションの推進を担う、行動方針７テーマごとのWG を設置するため、7月 29日

に各常置委員会、倫理委員会および男女共同参画委員会に WG 委員の推薦を委員長名で依頼した。このときまでに

SDGs 委員についても各委員の希望を勘案して 2 委員会への参画を分担し、かつ各委員会への推薦枠を決定し、建築

学会 SDGs 行動のスケジュール案および SDGs 行動方針での７テーマ WG の活動内容案とともに依頼文書に含めた

（表 1～表 4）。推薦の締切は 8月下旬および 9月上旬に 2段階で設けた。 

表 1 建築学会SDGs行動のスケジュール案 
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表 2 SDGs行動方針の 7テーマWGの活動内容案 

各常置委員会等からの推薦者の回答を得て、9月 6日の大会協議会前には本体委員会委員長から各 WG委員に対し

てWG 委員への参画願いを発出した。このときに示したWG委員の任期は 2021 年度 10月～2021年度内とし、2022 年

度の特別調査委員会に申請し、承認されれば 2022年から 2023年までの 2年間を継続追加されることとした（その後、

2022 年度～2024 年度の 2 ヵ年を活動期間とした建築 SDGs 宣言行動推進特別調査委員会の設置が認められている）。

会合の予定頻度は WG によるが年 4～8 回程度で、オンライン参加を可能とするとした。また、活動開始後、各 WG

で主査、幹事は互選で進めたいが、各 WG の始動をスムーズに進めるために特別委員会委員は当初は世話人として

の役割を果たす旨申し添えた。活動内容として上記表 2の 5項目も添えた。 

9月 9日（木）大会協議会終了直後に SDGs対応推進特別委員会の拡大幹事会（本体委員会幹事と WGお世話人）

を行い、WG立ち上げ・進め方に向けての意思疎通を図った。WG活動として①各 WGの行動方針の詳細検討、②各

WG の達成目標の度合を示す指標（KPI）の検討、③公開研究会、勉強会の開催と記録発信 および④これらの活動を

まとめた WG活動報告書の作成を中心に議論した。KPIに関しては、定性的でも定量的でもよいとした上で、活動の

フォーカスについても WG ごとに特色を出してほしい（画一的な活動を求めるものではない）とした。また、SDGs

の 17 ゴールや建築 SDGs 宣言の行動方針の 7 テーマに視野を限定せず、これらで十分カバーできていない要素の発

見・提案も歓迎する旨確認した。 

社会ニーズ対応調査委員会に対して設置申請を提出した WG委員メンバーは表 5のとおりである。WGキックオフ

会合となった第 9回委員会（10月 11日開催）にはそれまでに決まった各 WG主査・幹事にも参加を呼びかけ、行動
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方針の 7 つのテーマ別 WG の進捗状況報告及び進め方について、各 WG お世話人からの進捗報告、主査・幹事の挨

拶、その他会合で議題に上ったことなどを確認した。WGの横のつながりの強化のため、各 WG会議の連絡は全体共

有してもらい、オブザーバー参加を可能とし、また WG主査・幹事はこれ以降も SDGs本体委員会に参加していただ

くこととなった。WGの成果を半年で出すことに不安も聞かれたが、2022年度以降の特別調査委員会が認められれば、

今年の半年はやるべきことの洗い出し、行動に移すためのその後の 2 年間という位置づけになることを確認した。

（なお、その後の委員会における討議により、2022 年度以降の委員会は単なる継続ではなく行動・実践の促進を発

展的に推進することを目的に「建築 SDGs 宣言推進特別調査委員会」として申請することとなり、その後設置が認め

られている。）その後は WGごとに委員の研究紹介や外部講演者招聘による WGテーマの事例研究や深掘りなど精力

的な活動展開が行われた。各WGの委員会の活動報告は、本報告書第 4章に詳細に記述されている。 

表 5  WG委員会メンバー 
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活動などの記録 

以下にこの 2年間で行った広報活動（建築雑誌への寄稿やウェブサイトへの掲載）などを記録しておく。 

【建築雑誌】 

・建築雑誌 2021年 9月号 建築年報「 SDGs対応推進特別調査委員会」伊香賀俊治（委員長、慶應義塾大学教授） 

・建築雑誌 2021年 10月号 特集「人新世の建築・都市論 ― SDGs、コモンズ、脱成長をめぐって」への貢献 

 ‐「Transforming Our World  ― SDGsの検証・批判から見えてくるパースペクティブ」座談会参加（川久保俊、幹事） 

 ‐「日本建築学会 SDGs宣言に至る経緯とこれから」（大塚彩美、幹事） 

 ‐「人新世とSDGs」（外岡 豊、幹事） 

 ‐「人新世・原発災害下におけるSDGsを超えた処方箋のために」（糸長浩司、幹事） 

 ‐「SDGsの視点に基づく日本建築学会における活動の分類と見える化」（川久保俊、幹事） 

・建築雑誌 2021年 10月号  連載 学会発 論考 10 「日本建築学会SDGs宣言」 伊香賀俊治（委員長、慶應義塾大学教授） 

・建築雑誌 2021年 2月号 2021年度大会の記録「総合研究協議会  建築学会SDGs宣言とアクション」 

【学会ウェブサイト】 

・SDGs 建築宣言について https://www.aij.or.jp/jpn/databox/2021/AIJ-SDGs.pdf  （2021年 3月 9日 お知らせ 掲載） 

・建築学会会員のSDGs関連活動の分析 ～2021年度大会梗概データの暫定分析結果～  伊香賀俊治（委員長、慶應義

塾大学教授）https://www.aij.or.jp/jpn/databox/2021/211202SDGs.pdf  （2021年 12月 2日 お知らせ 掲載） 

【その他関連の活動】 

・建築雑誌送付時の紙袋への切替（紙袋への建築SDGs宣言の記載） 
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２章 建築学会 SDGs 宣言について 

About the Architectural Institute of Japan SDGs Declaration 

糸長浩司 

Itonaga Koji  

日本大学、特任教授、工学博士（連絡先，bzp03643@nifty.com） 

Nihon Univ., Specially Appointed Professor, Dr. Eng. 

１．建築 SDGs宣言が作成されるまでの検討内容について 

（１）ゴール毎での対応指針の検討 

2019年度の TFで実施したアンケート（後掲）の回答を参考として、2019年度には下記のような SDGsのゴール別で

の対応指針案（糸長作成）を提示して討議した。アンケートで提出されたキーワードや基本的文章をゴール 17別でピ

ックアップして整理した。 

ゴール１ 建築と貧困 

［あらゆる場所、あるゆる時、あらゆる形態の建築・まちづくりに関係する貧困を終わらせる］ 

・住宅貧困対策、住宅セーフティネット、公的住宅対策等により、建築・都市・地域の居住環境の改善と向上に寄与

する。

・街や村の不良な建築環境を改善し、快適で持続性のある建築・まちづくりを進める。

・災害時、復興時での建築環境の貧困な状態に対する的確な対策を進める。

ゴール２ 建築と飢餓・農業・農村

［飢餓を終わらせ、食料安全・栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進するために、建築・農村づくりに貢献する］

・快適な「子ども食堂等」の場づくり、食農教育推進の場づくりを進める。

・地域での食料生産・貯蓄・消費の持続可能性を確保するため、建築・まちづくり・むらづくりを進める。

・地球温暖化、都市化、過疎化に対処し、都市農業振興、都市・農村の連携発展を促進する。

ゴール 3 建築と健康・福祉

［すべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進するための建築・まちづくりを進める］

・住宅、施設、都市、農村、地域での、空気・水・土壌の汚染をもたらさず、健康・安全・快適性に配慮しノーマラ

イゼーションの建築・まちづくりを進める。

・異常気象、極暑に対応し、命と健康を守る建築及び都市農村の環境づくりを進める。

・すべての人達が快適で安心できる移動システムの構築、省エネ型のモビリティ環境づくりを進める。

ゴール４ 建築と質の高い教育

［すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育、生涯学習の機会と環境を提供し、建築に関する質の高い生涯教育を

促進する］

・保育施設、初等・中等・高等教育における安全性、衛生性、快適性でかつ環境配慮・ユニバーサルな教育施設を構

築する。

・建築、まちづくりのための初等~高等教育の促進、そのための建築環境教育プログラムづくりを進める。

・建築・まちづくりの専門家の育成を促進すると同時に、市民への建築・まちづくり、防災・減災に関する分かりや

すい教育機会と場の提供に寄与する。

ゴール５ 建築とジェンダー平等

［ジェンダー平等とすべての女性及び女児の能力強化に寄与する建築・まちづくりを促進する］

・子育て、介護、労働の低減につながる住宅づくりを進める。

・ジェンダーフリー、男女協同参画型に対応した建築計画、空間づくりを進める。

・建築、まちづくり分野での女性活躍、ジェンダー平等を促進する。

ゴール６ 建築と水・トイレ

［すべての人々の水とトイレ衛生を確保するために、建築・まちづくりを促進する］

・人々が安全で衛生的な水とトイレを利用できるように、建築・まちづくりで貢献する。

・建築に伴う水汚染及び水源枯渇対策、雨水活用、浄化システムを進め、地域での持続可能な水の地産地消システム

づくりに貢献する。

・地域の水生態系の保護・回復に貢献し、グリーンインフラストラクチャ―の視点から、防災に寄与する地域での水

管理利用総合システムづくりに貢献する。
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ゴール７ 建築とクリーンエネルギー 

［持続可能で安全でクリーンなエネルギ－を活用した建築・まちづくりを進める］ 

・建築、まちづくりにおける省エネ技術の開発、普及制度改善を進める。

・脱化石エネルギーを見すえ再生可能エネルギーによる脱炭素型建築、地域エネルギーシステムの構築を進める。

・地域での省エネ・創エネ・蓄エネ・活エネの総合的エネルギー戦略を進める。

ゴール 8 建築とディーセント・ワーク

［建築・まちづくりにおける適切な経済活動で、持続性と人間らしい働き方の促進に貢献する］

・地球環境、地域の文化・環境に調和し、経済成長重視ではなく定常経済を見すえた建築・まちづくりの経済活動を

促進する。

・建築業における技術の伝承と併せ、ワークライフバランスとディーセント・ワークの働き方を推進する。

・各種の仕事空間の環境改善に貢献する建築計画・設計・施工・管理を促進する。

ゴール 9 建築とイノベーション

［建築・まちづくりの産業における持続可能でレジリエントなイノベーションに貢献する］

・環境配慮・強靭・持続性があり地域特性を活かした新たな建築・まちづくりのための設計・施工の技術革新を促進

する。

・資源循環、LCA対応、省エネ、脱炭素型の建築・まちづくりの技術革新とその普及を進める。

・頻発する大規模災害に対して、防災・減災のための強固で柔軟な建築・まちづくりのイノベーションを進める。

ゴール 10 建築と平等

［建築・まちづくりの活動における不平等を改善することに貢献する］

・建築業での賃金・待遇の改善、社会保障政策等の是正を進める

・建設産で外国人が安全・安心に働ける労働環境・制度・職業教育の充実を促進する。

・ユニバーサルデザインにより、建築・街のバリアを削減する。

ゴール 11 建築と持続可能なまちづくり

［安全でレジリエンスのある持続可能なまちづくりに、建築・まちづくりの専門的学術組織としてリードする］

・多発する激甚災害、人口減少社会に対応した強固でしなやかで、かつ省エネ、脱炭素型のまちづくりにおける理念・

ライフスタイル・計画・デザイン・施工に関して専門的学術組織として総合的視点から社会貢献する。

・市民・官・産・学の協同による当事者参加型・脱炭素型コミュニティ・まちづくりを進める。

・地域の自然資源・遺産、文化資源・遺産、未利用建築・敷地を活用した継承・持続性のあるまちづくりを進める。

ゴール 12 建築と生産消費の責任

［長寿命・自然共生・省エネ・省資源循環・継承性の「地球環境・建築憲章」の理念の下で、未来の世代に対する負

荷のない、建築での生産、活用、消費に関して責任を果たす］

・「地球環境・建築憲章」の理念の下、建築と街を造る側と使用する側の仲介役として、無駄な建築を造らないこと（過

剰生産・過剰消費からの脱出）も含めての生産者責任、消費者責任、ライフスタイル改善等について社会的に発信す

る。

・資源循環、施工運用での環境負荷の低減を進め、持続可能で脱炭素型の建築・まちづくりをリードしていく。

・街や村の建築ストックの歴史文化性を活かし、環境性能を改善し、良好な建築ストックとして持続的な活用する仕

組み、コミュニティ活動を促進する。

ゴール 13 建築と気候変動対策

［気候変動及びその影響軽減のために、建築・まちづくりでの緊急対策に貢献する］

・集中豪風雨、大規模洪水等の気候変動に適応し、被害を最小限化する建築・まちづくりに貢献する。

・建築・まちづくり分野でのパリ協定を超える対応策を検討し、社会的に発信する。

・気候変動に適応した居住・活動空間のハード、ソフトでの新しい技術開発、ライフスタイル提案等、近未来の環境

変動を予測した建築・まちづくりを促進する。

ゴール 14 建築と海洋資源保全

［海洋環境と資源の保全と持続可能な開発に貢献する建築・まちづくりを進める］

・建築・まちづくり活動による富栄養化汚染、マイクロプラスティック汚染等の海洋汚染対策及び省エネにより Co2

削減し海洋酸性化を防止する。

・沿岸生態系回復と保全につながる人工物の共生技術、自然エネルギー施設等を開発し、海面上昇や津波対策に貢献

できる海岸線の生態系を配慮した技術のイノベーションを進める。

・海洋空間の保全と活用につながる建築技術の開発、農山漁村等沿岸地域のコミュニティも参加した統合的な沿岸域
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管理利用システムの開発に貢献する。 

ゴール 15 建築と陸上資源保全   

［陸域での持続可能な自然資源の利用と経営に貢献し、生態系や土壌の保護や回復、生物多様性の回復に寄与する建

築・まちづくりを進める］ 

・農山村地域での生態系保全に配慮し木材等の森林資源を建築材、エネルギー材として活用し地域経済の活性化につ

ながる建築・まちづくり・むらづくりを促進する。

・農山漁村の再生に寄与し広域・流域での生態系の持続可能な保全と活用を促進する、まちづくり・むらづくりの計

画制度の開発や多様な都市農村連携活動を促進する。

・都市域での生態系保全と再生に寄与し、Eco-DRR、グリーンインフラ普及による自然と共生した強靭でしなやかな建

築・まちづくりを促進する。

ゴール 16 建築と平和・公正

［平和で公正な社会構築のための環境づくりに貢献し、建築・まちづくりでの司法アクセスの公正と説明責任を果た

す］

・平和で公正な社会構築のために、建築業における倫理、クリーン、コンプライアンスを促進する。

・建築・まちづくりに関わる、生産者、消費者の法的権利の改善に協力し、市民の建築に対する司法アクセスが向上

に貢献する。

・建築、街は社会共通資本的な側面を持ち、その建設と管理利用に対して市民参加促進と意思決定の透明性を確保す

るための制度改革に貢献する。

ゴール 17 建築とグローバル・パートナーシップ

［持続可能な建築・まちづくりのための実施手段を強化し、多様な国内外でのパートナーシップを活性化させる］

・持続可能な建築・まちづくりに関する学術、技術、芸術分野の普及と交流を国内外で進める。

・脱炭素型及び温暖化適応型の建築・まちづくりのための科学技術イノベーションの発信、国際協力、専門家の育成

に貢献する。

・地球環境変化に対応した建築・まちづくりでのグローバルな学術交流の場と機会を拡大しつつ、グローバルな学・

民・産・官のパートナーシップの構築を促進する。

２．建築 SDGs宣言の骨子案の検討 

表１ 建築 SDGs対応方針でのゴールの統合案（2020年 1月段階、糸長試案） 
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 SDGsの各ゴール別での対応の方向性を検討した上で、各ゴールの方針を策定するのではなく、ゴール間のつながり

を深めることで建築学会としての総合系と機動性が発揮できるものとして、表１のようなゴールの組み合わせでの対

応指針試案（糸長作成）を、2020年 1月の TF主催の会員参加の WSで提示した。複合化したテーマは７つである。表

１は、現在の建築 SDGs宣言の行動方針の原型といえるものである。 

 17 ゴールを複合化したテーマ名は、「A.人と命の建築」「B．平和公正と建築」「C.適切な労働と建築」「D.気候危機

と建築」「E.適切な生産消費と建築」「F.自然-保全と建築」「G.人・交流づくりと建築」とした。 

 この段階でゴール 11（持続可能なまちづくり）は全てのテーマに入っているが、ゴール 12（つくる責任つかう責

任）は全てのテーマに入っていない。その後の検討で建築にとってはゴール 12も必須ゴールであることから全てのテ

ーマにゴール 12が入ることとなる。 

３．日本建築学会 SDGs宣言 

 特別委員会内での検討、公開ワークショップ等を経て理事会に提出し、下記の「日本建築学会 SDGs 宣言」が 2021

年 3月 8日に発信された。宣言は建築学会の長年の地球環境建築への取組や提言等を発展させた内容であり、前文、

SDGs建築行動宣言からなる。宣言の内容は前掲にある。 

４．日本建築学会 SDGs宣言の解説（糸長試案） 

（１）建築 SDGs宣言の批判性と総合性 

 建築 SDGs宣言は、前文と SDGs建築行動宣言から構成されている。前文では今日の地球環境危機の深刻さと、その

原因として建築活動も含めた経済活動を指摘し、「社会資本の維持と改造、空間・環境財として建築の大変革」を訴え

ている。建築の大変革は、資本増殖のための道具となったきた巨大建築、巨大都市づくりに深く関与してきた建築界

の大革新も含まれると捉えることもできる。資本の加速度に寄与する建築ではなく、オルタナティブな建築への大変

革の途を探ることを宣言していると考えることも出来よう。この点は建築学会の今後の SDGs 活動の中で大いに論議

を深めていく必要がある。 

 さらに、本会の行動倫理にも触れ、地球、社会に対する建築行動の倫理的側面の重要性を指摘し、建築学会が 20世

紀末から取り組んできた地球環境建築、低・脱炭素社会構築のための多様な活動の延長線上に建築 SDGs宣言が位置づ

けられている。地球の生態系、資源を無尽蔵に使用できるのではなく、1970年代に提示された成長の限界の下、いか

に快適で豊かで持続性の高い建築を創造していくのか、その一環として SDGs に配慮した建築の途を探ることを提示

している。このことは 2000 年からの建築関連 5 団体による地球環境建築宣言以降における建築行為における地球環

境への負荷に関する実証分析と総括が同時に求められている。 

 日本建築学会定款の第４条（目的）では、「この会は、会員相互の協力によって、建築に関する学術・技術・芸術の

進歩発達をはかり、もって社会に貢献することを目的とする。」とあり、建築学の総合性を示している。ただ一方で、

定款は昭和 26 年に、戦後の高度経済成長前期の社会経済的雰囲気の中で制定されたという時代的限界を認識してお

く必要がある。社会経済成長の加速化に建築が果たしてきたとも受け取れる表現でもある。今日的な地球環境危機に

おいて座礁資産ともなりかねない社会資本を創造してきたことを含め、建築の大変革を果たすためには、SDGs行動を

介して今日的な視点を組み込んだ定款の見直しも必要であると考える。 

さらに前文では、本会の中長期ビジョンの 30の行動項目との関係性に触れ、建築学の総合化の必要性を指摘する。

数多くの専門分化した調査研究組織の垣根を超えた横断的な取り組み、建築の革新のための総合的・横断的な取り組

みを、SDGs行動を介して深化させることが求められる。20世紀末に地球環境委員会が建築学の総合化の視点から創設

されたと認識しているが、20年経過した中でその役割を十分に果たし切れていない点を含めて再編成等を含めた、総

合化の革新も求められている。 

（２）SDGs建築行動宣言の課題 

SDGsの視点から建築・都市・地域分野での調査・研究・教育・社会貢献をどう果たすかについての基本的方針が述べ

られている。本会は個人参加による建築に関する学術・技術・芸術のプラットホームであり、多元的価値観から構成

され、会員のボランタイリーベースで成立している。強制的、ツリー構造的に指揮命令で何かを獲得する組織ではな

い。しかし、社会的に要請されている課題に対しては学術的視点からの真摯な態度での批判精神を持って取り組むこ

とが求められる。実践部門の取組に関しての調査研究における批判的な視点、未来的な視点からのチェックも含めて

幅広く取り組むこと、未来を担う若い世代の教育においてもより先見性と総合性での取組が必要であり、SDGsの総合

的な視点での取組は意義深いといえる。 

SDGsは 17ゴールと 169のターゲットからなるが、本会の調査研究分野の多元性を生かし、各ゴール間の関係性を
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深めたより複合的な解決の方向を、客観的な調査研究による科学的知見を深めることで提示することが期待される。

さらに、建築・環境・地域政策への反映、展開、革新につながる提案等も重要となる。本会と深く関係する国交省だ

けでなく、環境、衛生、農林漁業、労働等の政策への提案もより求められる。 

17 ゴールの統合による、本会での多様な分野の統合的力を発揮するための戦略として、紆余曲折はあったものの、

ゴール 11「持続可能なまちづくり」とゴール 12「つくる責任・つかう責任」の２つのゴールを中心として、７テーマ

の行動方針を設定することができた。先に述べたように、７テーマの行動方針を具現化する過程で、建築学の新たな

総合化に向けた課題や展望が開けることを期待したい。各テーマをつなぐ核となるゴールの選出に関しては、2019年

度アンケートではゴール 9「産業と技術革新の基盤をつくろう／イノベーション」がゴール 11 に次いで多かったが、

あえてゴール 12を中心ゴールとして定めた。地球環境負荷を含めて建築及び建築産業のあり方、つくる責任をより明

確にする必要性と、ライフスタイルの大革新の必要性から建築をつかう責任を市民とともに考える視点が重要である

と考えた結果である。 

学会は会員の自由参加の組織ではあるが、3.5 万人の巨大な組織を支えているのは、縁の下で日々活躍している学

会職員である。SDGsでは職員・労働者の快適な働く環境づくりも重要なゴールである。本会での働き環境の課題とそ

の改善に関しては今回の宣言では具体的な行動方針を作成できないままであり、課題として残っている。また、建築

会館の省エネ、RE100 戦略の追及、貸室・居酒屋等での新型コロナ対策等の課題も残っている。これらの本会運営に

関するソフト・ハードの SDGs課題をより明確にし、その解決の事業展開を今後の SDGs活動に含めていくことが求め

られる。 

（３）行動方針の 7つのテーマの目指すもの 

 ７つのテーマの文章は建築 SDGs宣言を参照して欲しい。テーマの関連は図 3に試案を提示する。建築をつくり、つ

かう責任（未来への責任）を果たし、全ての人々と生物が末永くその場所で豊かに生き続けられることをより可能に

するために、建築学の分野で社会・自然に貢献することが建築 SDGs宣言での行動方針の骨格である。 

図１ 建築 SDGs宣言における行動方針テーマの関係図（糸長試案） 

以上の骨格の上に、7 つのテーマに述べられている背景や意図について、策定に関わった筆者の考えを述べ、今後

における各テーマでの多様な分野間の連携による建築 SDGsアクションの参考になれば幸いである。 
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ａ．科学技術での貢献 

 近代科学技術は人類への貢献とは裏腹に、今日の課題を生みだした原因でもあることの認識は重要である。科学技

術万能主義は危険であり、例えば地球温暖化対策としての地球工学・気象工学に大きな期待を寄せることは慎むべき

である。アクターネットワーク論者のブルーノ・ラトゥールが述べるように、社会・経済のアクターと密接に関係し

て科学技術の発展はあった。科学技術は社会経済・政治に影響されて発展してきた。イバンイリーチが指摘するよう

に「貧困の合理化、近代化」は科学技術の発展がもたらした面が多い。貧富の差の拡大に科学技術が果たした負の役

割をもっと科学技術者は意識すべきである。成長経済論理と不可分に科学技術の発展があるということは、科学技術

の方向性は社会経済によって誘導される。科学技術の大きな責任、人類総体の豊かで持続的な生存への責任、未来へ

の責任、責任という義務（ハンス・ヨナス）をどう果たすかを真摯に考えた上での、科学技術の革新がある。何のた

めのイノベなのか、イノベを目的化してはいけない。 

ｂ．健全な環境づくり 

新型コロナ禍の今、健全な環境とは何か、人は環境とどう向き合うのか、快適な環境とは何かが問われる。感染症

がパンデミックに拡大するたびに、ロックダウンを繰り返すのか、際限のないワクチンを打ち続けるのか。一過性の

対策から、本質的な対策に向かわねばならないとも考える。エイズ等ウィルス疾患は風土病でもあり、それがグロー

バリゼーション加速で世界中に加速伝搬するという構造そのものの見直しも必至である。 

人間を取り巻く身近な範囲での快適で安全な環境づくりを強化することも求められる。そのためには、地域密着型の

ライフスタイルへの革新、再生の志向も必要である。人工的カプセルの中での健康ではなく、自然や風土との密接な

関係性からなる健康な環境づくりである。装置化し過ぎた近代建築・都市の革新が求められよう。 

ｃ．良好な社会ストックの維持活用 

 建築は重要な社会資本である。建築の私有財産価値評価とは別に、社会資本として建築を再認識しなければならな

い。公共住宅政策が希薄化し、住宅の市場化戦略が進み過ぎ、住宅環境の格差が生まれて久しい。公共住宅は貧困対

策であり貧困な住宅環境でよい、仕方ないという住宅政策思想そのものの革新が問われる。 

高度経済成長時に、建築生産は総合的経済行為として捉えられ、質の生産ではなく量の生産として進められた。人口

減少社会に突入し、住宅、建築の使用されないストックが残された。伝統性や地域固有性のある伝統的住宅や建築の

ストック価値を生かした再生は重要である。一方で座礁資産としての住宅・建築の解体と空間化・環境化は必至であ

る。これらの試みは個々の住宅・建築に対する市場的な不動産行為として行われるのではなく、まちづくり、コミュ

ニティ再生として行い、より質の高い社会資本へと再創造されねばならない。その際の主体は地域住民、地域工務店、

地域の製材所等であり、地域での仕事づくりとともに歩むことが期待される。 

d．気候危機・地震等災害対応と脱炭素社会 

 このテーマは複合的なテーマであり、まさに今日の地球と人類危機に対する建築からの緊急的、かつ革新的で長期

的な応答は必至である。 

 温暖化による熱波・巨大台風・線状降水帯による集中豪雨、洪水、土砂崩壊・・・の気候異常、地震・津波、あわ

せて原子力災害での廃炉までの長期的なリスクと放射能汚染の継続等、今までにない異常複合災害列島と化している。

今までの常識の建築・都市・農村では対応しきれず、政策的視点を含めてより革新的な視点、複合的な視点を組み込

むことが求められる。 

耐震・耐久の建築構造的な対応だけでなく、建築計画、避難計画、グリーンインフラ、eco－DRRによる土・水・緑

の自然の有効活用、自然を組み込んだ新たな建築・都市・農村構築を追及することが求めらる。人間に役立つだけの

自然ではなく、人間に脅威を及ぼす自然とどう向き合うか、自然を無視せず、自然を単に利用する・収奪するという

視点から自然とともに人間居住・生産環境を創造する視点であり、工学的建築学と他の分野との共同により総合デザ

イン学として深化することが求められる。 

地球温炭化対策としての脱炭素社会構築への貢献も求められる。防災・減災対策は適応策と同時に CO2削減策を建

築・都市・農村で進める。断熱等の省エネとソーラー・風力等での創エネの戦略と併せて、建築群・地域で蓄エネ、

コージェネの構築も必至である。ただ、これらの対策を装置万能主義で対応せず、より良好で快適な社会資産ストッ

クとなるような総合性が求められる。地域環境の破壊や景観の破壊につながるメガソーラーやトレーサビリティの怪

しい木材を活用したバイオマス発電に頼るような建築・都市ではあってはならない。  

脱炭素社会構築の基盤は地域に置き、地域での自然資源活用、地域での循環システムの構築により、今までのグロ

ーバルな資本による収奪型経済と異なる、より地域社会経済の再構築に貢献する、建築・まちづくり・むらづくりに
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つながる方向性に向かって欲しい。地域の木材を多様に、カスケード的に活用し、健全で持続的な森林育成に寄与し、

地域での建築関連産業につながる都市と農村の連携が求められる。 

e．生態系の保全と適正利用 

 生態系の保全は建築とは無関係ではなく、非常に密接している。建築・都市・農村の生活と生産を支える自然資源

は生態系に依拠ししている。このことを生態系サービスともいう。グリーンインフラ、eco－DRRにもつながる。IPBES

の報告では生態系サービスが劣化し、人間生活への影響も大きいと指摘する。遠い地域からの素材活用ではなく、身

近な地域からの素材を活用し、かつそれがその地域の生態系サービスの継続につながる仕組みへの再生が望まれる。 

 「SATOYAMAイニシアティブ 2010年」での生物多様性国家戦略の理念を建築・まちづくり・むらづくりに展開して

いく必要がある。里山は里海にも通じ、流域的なバイオリージョンリージョンの理念を取り入れることが求められる。 

ｆ．衣食住の保障と平和で平等な社会づくり 

建築は衣食住の基本であり、貧困の近代化を打破し、地域コミュニティを基本としたまちづくり、むらづくりを進

める。建築・都市を取り巻く社会的不平等を是正するために、福祉関係も含めた建築の多様な取り組みが期待される。

既存の縦割り行政や仕事を、地域で横につなげていくための担い手としての役割を建築関係者は果たすべきである。 

ｇ．建築とまちづくり教育 

建築・まちづくり・むらづくりの主役となる次世代教育と人材育成に本会の総力をあげて取り組む。住民参加でのま

ちづくりやむらづくりの中に、脱炭素や SDGsを組み込む。構造系・計画系・環境系の枠をこえた統合した SDGs教育

を推進する。もちろん、韓国・中国・東南アジア諸国の建築関係者との連携により、各地域・国で抱える課題を一緒

に学び、解決の途を探り実装することが、地域社会にとっては分かりやすい教育もなる。より具体的な実践が求めら

れる。 

※1 シンポでの提言案は下記に掲載中。

http://www.aij.or.jp/jpn/symposium/2019/WG4DOC2.pdf

※2 アンケート結果報告は、下記に詳しい。

http://news-sv.aij.or.jp/sdgs/tf-report.pdf

※3 公開研究会の資料は下記の SDGs対応推進特別調査委員会の HPに掲載済。

http://news-sv.aij.or.jp/sdgs/2021-sdgs-symposium.pdf
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３章 SDGsの 17の視点に基づく 2021年度大会梗概の分析 

Analysis of the 2021 Conference Abstract Based on the 17 Perspectives of the SDGs 

川久保俊 

Shun Kawakubo 

法政大学，教授，博士（工学）（連絡先，kawakubo@hosei.ac.jp） 

Hosei University, Professor, Dr. Eng. 

要約 2021年度大会から梗概を投稿する際にSDGsの17ゴールから関連のあるゴールを申告する形式がとられるよう

になった。投稿された合計 6,233本の梗概を SDGsの 17のゴール別に集計した結果、学術講演梗概（合計 6,029本）

では、ゴール 11（都市）、ゴール 9（イノベーション）、ゴール 12（生産・消費）、ゴール 3（保健）、ゴール 7（エネ

ルギー）という順に紐づけられたゴールが並ぶ形となった。建築デザイン発表梗概（合計 204本）では、紐づけ件数

が多い順にゴール 11（都市）、ゴール 12（生産・消費）、ゴール 3（保健）、ゴール 15（陸上資源）、ゴール 9（イノベ

ーション）という形となった。 

持続可能な開発目標（SDGs），梗概  

Sustainable Development Goals（SDGs）, Abstract 

１．はじめに 

 建築学会大会には毎年 5,000 本を超える梗概が投稿され、その時代に必要とされる研究成果や次の世界を切り拓く

新たな知見が報告されている。このような成果や新たな知見は、人類と地球の繁栄を目指すために国連で採択された

「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」とこの中に所収されている「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成にも

大きく貢献し得る。建築分野における個々の研究や取り組みが SDGsの達成に向けて及ぼすインパクトや貢献度合い

を定量的に評価することは現時点では困難であると言わざるを得ない。しかし、建築分野における研究や取り組みが

SDGsのどのゴールの達成を目指して取り組まれているか分析することはこの第一歩になるはずである。 

２．大会梗概の分析 

 大会梗概を投稿する際、題目の他にキーワード、発表部門や発表者の所属情報などを入力することになるが、2021

年度大会から発表内容に関連する（あるいは発表する成果が貢献し得る）SDGsのゴールを選択できるようになった。

この時、選択できるゴールの数は 1つに絞る必要はないため、自身の研究や取り組みが複数のゴールに同時貢献する

と思う場合は 2つ以上選択できるようになっている。 

2021年度大会の梗概募集期間は2021年2月15日～4月6日で、この間に投稿された梗概は6,233本となった（図1）。 
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 13の発表部門に投稿された梗概 6,233本の内訳は、材料施工（606本）、構造（2,074本）、建築歴史・意匠（452本）、 

防火（149本）、建築社会システム（171本）、環境工学（1,167本）、教育（34本）、都市計画（520本）、建築計画（653

本）、農村計画（67）、海洋建築（26本）、情報システム技術（110本）、建築デザイン（204本）であった。 

 先述の通り、1本の梗概に複数のSDGsのゴールが関連付けられている（紐づけられている）ケースも多数あった。

SDGs のゴールへの総紐づけ件数は 11,045 件であり、梗概 1 本あたり平均して 1.7 個のゴールに紐づけられていた。

梗概1本あたりの紐づけゴール件数が最も多かったのは建築デザイン部門で2.6本であった。学術講演梗概の中では、

環境工学部門と教育部門がそれぞれ 2.2本ずつで最も多く、構造部門と情報システム技術部門がそれぞれ 1.5本ずつで

最も少なかった。紐づけられているゴールの件数が多ければ良いというものではないが、建築分野にかかわる研究や

取り組みは多くの SDGsのゴールの達成に貢献し得ると指摘されている割に、控えめな数字に留まっているのが現状

である。 

続いて、学術講演梗概 6,029本と建築デザイン梗概 204本を、関連するゴール別に集計した結果を示す（図 2、図 3）。 
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 学術講演梗概（合計 6,029本、総紐づけ件数 10,520 件）を関連するゴール別に集計した結果、ゴール 11（都市）、

ゴール 9（イノベーション）、ゴール 12（生産・消費）、ゴール 3（保健）、ゴール 7（エネルギー）、ゴール 13（気候

変動）という順に並ぶ形となった。この 6つのゴールに関しては紐づけ件数が 500件を上回っており、多くの研究者

が関心を持って取り組んでいる様子が窺える。 

続いて、建築デザイン発表梗概（合計 204本、総紐づけ件数 525件）では、紐づけ件数が多い順にゴール 11（都市）、

ゴール 12（生産・消費）、ゴール 3（保健）、ゴール 15（陸上資源）、ゴール 9（イノベーション）という形となった。

この 5つのゴールに関しては紐づけ件数が 40件を上回っており、建築デザインの際に注目されている領域と言える。 

学術講演梗概、建築デザイン梗概ともに、ゴール 1（貧困）、ゴール 2（飢餓）、ゴール 5（ジェンダー）、ゴール 6

（水・衛生）、ゴール 10（不平等）、ゴール 14（海洋資源）、ゴール 16（平和）の紐づけ件数は少なかった。 

さらに分析を深めるため、発表部門別にゴール紐づけ件数を集計した（図 4）。その結果、発表部門により関連する

SDGsゴールの傾向に差異はあるものの、ゴール 1からゴール 17まで幅広く研究や取り組みが展開されている様子が

明らかとなり、建築学の裾野の広さが示された。特徴的な部門をいくつか例示すると、環境工学や建築計画部門では

ゴール 3（保健）の割合が、建築歴史・意匠や教育部門ではゴール 4（教育）の紐づけ件数が多かった。環境工学部門

や建築デザイン部門では 17のゴールに対して比較的満遍なく取り組まれている様子が窺える。 
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建築計画
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農村計画
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海洋建築
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情報システム技術
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紐づけ割合（総紐づけ件数あたりの各ゴールへの紐づけ件数）

建築デザイン
（525）

カッコ内:紐づけ件数

図 4. 発表部門別のゴール紐づけ割合 

３．まとめと今後の展望 

 2021年度大会の梗概を分析した結果、建築学会ではゴール 11（都市）、9（イノベーション）、12（生産・消費）を

中心に 17の全ゴールに関連する研究や取り組みが実施されていることが明らかとなった。 

 SDGs の達成のためにも各分野における具体的な行動が求められている。建築学会の中でもどのような行動が実践

されて、どの程度効果があがりつつあるのか、フォローアップとレビューを実施していくことが重要である。今回の

調査も断面調査で終わらせることなく、2022年度大会以降もデータを取り続け、どのゴールに対する関心や取り組み

が増加しているか経時的な変化を捉えることが重要である。 
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4 章   a. 科学技術での貢献WG 活動報告

主査 清家剛， 幹事 土肥博 

Tsuyoshi Seike, Hiroshi Doi 

１．WGテーマの概説 

a. 科学技術での貢献WG（以下WＧ-A）では、「日本建築学会SDGs宣言」の「SDGs建築の行動方針」の 7つのう

ち、「a．科学技術での貢献」の内容を実現することを目指して活動している。 

ａ．科学技術での貢献 

持続可能な発展を目指し、資源の有限性を認識してさらなる科学技術革新に貢献し、学術・技術・芸術を統合した豊

かな人間生活の基盤となる建築・都市・農村・地域を研究する責任とそれらを創造する責任を果たした上で、市民と

ともにそれらの建築環境を使う責任を果たす。 

「a．科学技術での貢献」では、「ゴール 9 産業と技術革新の基盤をつくろう」、「ゴール 11 住み続けられるまち

づくりを」、「ゴール 12 つくる責任、つかう責任」の 3つのゴールに関連する事項を含んでいる。 

WG-Aではこの行動方針に基づき、科学技術として幅広い総合的な観点を備えた建築学に焦点を当て、日本建築学

会における活動のそれぞれが果たすべき役割をあらためて SDGs の観点から意識し、確認することを目指す。さらに

その中から生まれる新たな研究、開発、発展を促すきっかけ作りを行う。 

２．WGメンバー ◎＝主査  ○＝幹事  ◇SDGs 委員会幹事□SDGs委員  a~g 重複所属WG 

◎□b 清家剛/東京大学/建築計画 

〇□ 土肥 博/NTT ｱｰﾊﾞﾝｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ総合研究所/構造 

□d 磯部孝行/武蔵野大学/地球環境 

◇e 糸長浩司/日本大学/農村計画 

□c 倉田成人/筑波技術大学/情報システム 

◇f 外岡豊/埼玉大学/地球環境 

山本早里/筑波大学/環境工学 

  （敬称略） 

３．開催経緯 

WG-Aは以下の日程でオンラインで開催した。 

2021年 10月 4日（月）9-10時：主査、幹事決定、活動の方向性についての議論 

2021年 11月 251日（木）15時半-17時：活動の方向性についての議論 

2022年 1月 11日（火）10-11時半：活動の方向性についての議論 

2022年 2月 11日（金）13-14 時：活動報告まとめの議論 

４．活動成果 

WG-Aで議論した内容を下記に示す。 

４－１ WG-Aで検討した活動方針 

WG-A では、学会のそれぞれの活動をあらためて SDGs の観点から「見つめ直す」機会を促す活動を行う。とくに

「ゴール 9 産業と技術革新の基盤をつくろう」というから科学技術の観点をもちつつ、建築学の総合性を意識して

検討する必要があると考えている。そのため活動方針としては学会内に向けた活動と学会以外へ向けた活動の２つが

あると考えている。それぞれの以下のような活動が考えられる。 
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1)建築学会内での活動 

・学会の活動を担う学会員に広くSDGsの考え方や宣言の内容を理解してもらうように呼びかけることが必要。 

・学会内の研究活動および委員会活動において、自己評価、相互評価を行う機会を設けて、それぞれの活動と 

SDGs と関連付けて評価した上で、それぞれの活動の見つめ直しを促す。 

・学会活動の見つめ直しの中で発見された新たなテーマについては、積極的にとりあげる。 

・自己評価については対外的に報告し、SDGsへの貢献を示す。 

2)建築学会以外との交流活動 

・建築学会内のアプローチだけでなく、他分野学会、学会以外と交流の機会を設け、建築学会の活動の見つめ直しを 

行い、他団体との共同テーマが発見された場合は積極的にとりあげる。 

・相互評価によってうかびあがる日本建築学会の総合性も、国内外に発信することを検討する。 

このうち 1)については具体的に提案可能なことを検討した。2)については具体的提案がまだないが、たとえば関係

が近い土木学会、造園学会との交流、研究活動の延長でつながりのあるNPO などとの意見交換などは、取り組むこと

が可能だと考えている。建築学会の活動を対外的に発表することで、他の学会への影響、他学会への提案にもつなが

る。日本学術会議等でおたがいに発表する動きをつくるなど働きかけるのもいいかもしれない。分野が近い学会だけ

でなく、SDGsに前向きな学会同士がつながっていくような広がりが起きるかもしれない。 

４－２ 建築学会内での活動の可能性の検討 

上記「1)建築学会内での活動」については、具体的に検討したので、その内容を提案や課題も含めて示す。 

(1)建築学としての技術の見つめ直し 

・aのテーマでもある「科学技術」としての建築学をどう考えるのかについて、SDGsの観点からの議論が必要。 

・建築学そのものの見つめ直しや、さらなる拡張の議論などを促すべき。 

・建築学会としてSDGsをもうすこし広げるような議論があっていい。 

・（提案）これらの議論を行う公開 WSにつなげたい。 

－テーマをだれがどのように設定するかが難しい。SDGs関係の勉強会などとともに企画すべき。 

－現状の学会活動の自己評価をみながら議論するような会でもいいのではないか。 

・（今後の課題）以下のような観点の議論は来年度以降検討したい。 

－建築の総合化についてSDGsをとおして議論することも重要。 

－実務では分野を超えた総合的な判断を求められている。研究と実務との関係、実務教育という観点からの議論。 

－学術・技術・芸術のうち、芸術をどのようにあつかうのかをあらためて SDGsの観点から議論。 

－建築学の先端技術は何か、建築学で他分野の先端技術を応用することはできないか、といった観点での議論。 

(2)建築学会活動の評価（委員会活動） 

・学会の基本的な活動のひとつである委員会活動を継続的に評価していくべきかと思う。 

・（提案）委員会活動報告に自己評価として SDGsについての項目を入れてはどうか。 

－各委員会がSDGsとどうつながっているかを考えていただき、目標をたてて達成度合いとからめて評価して 

いただければKPIにつながる。設置申請書や活動報告書に書くなどの方法を検討したい。 

－だれがどのように集計するのかは課題。親委員会で集計して共有するのも手か。例えば本委員会レベルでとり 

まとめて、その感想を全体としてはとりまとめ、委員会としては委員長および幹事で共有して、今後の委員か 

運営の参考にしていただくなどが考えられる。 

－WG-A 以外のWG でもKPIにつかえるのではないか。 

・（今後の課題）以下のような観点の議論は来年度以降検討したい。 

－次年度具体的に提案する。 
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(3)建築学会活動の評価（研究活動） 

・学会の基本的な活動の一つである研究論文等の発表を通じて、継続的にSDGsとの関連を評価していくべき。 

・（提案）大会など学会発表を通じて関連する SDGsのゴールを集計し、評価を行う。 

－既に大会梗概でどのゴールに関係するかどうかを記入しているが、その変化を評価。 

－現在作業は川久保研に頼っているが、WGが分析に加わる等継続的な体制の検討が必要。 

－ゴールに対するキーワードの変遷なども分析できるのではないか。 

－発表方法などの検討が必要。社会に向けての発表をどうするかなど。 

・（今後の課題）以下のような観点の議論は来年度以降検討したい。 

－大会以外の研究論文についての扱いの議論が必要。 

－大会などでSDGsが独立した分野で発表できる機会が必要ではないか。キーワードの工夫とともに、総合的な 

テーマのセッションのあり方の議論が必要。 

－分野交流のセッションをどうつくるかといった観点も同様の課題か。 

(4)既存分野間の横断的な交流の促進 

・SDGsを通じてそれぞれの活動を見つめ直すだけでなく、それぞれの分野を少しはみ出した視点を持つ。 

そのために分野間で交流することも重要。 

－例えば計画と構造（ex）防災についての計画と構造安全性）、計画と環境（ex）弱者の施設計画における環境性能） 

などでも横断的な議論が必要ではないか。 

・（提案）横断的な活動の機会を増やす。具体的には公開 WSなどを企画する。 

－WG-A 単独で企画するのは難しく、ほかのWGと協力しながら企画すべき。 

－具体的なテーマがないと難しい。またそれらを生み出す仕組みが必要。無理に横断的な交流をする必要は無い。 

－必ずしも成果が得られなくてもいい、といった建て付けが必要ではないか。 

・（今後の課題）以下のような観点の議論は来年度以降検討したい。 

－公開WS のような活動を継続的に行うSDGs サロン的なものがあってもいいのでは。 

５．今後の課題 

議論に沿っていくつかの提案を行った。また、それぞれの課題も示した。 

 具体的なアクションにつなげるのは短時間で進められる内容もあれば、建築学会全体で議論が必要な事項もある。

来年度以降引き続き検討する場が必要である。 

以上 
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4章 b. 健全な環境づくりWG 活動報告

主査 秋元 孝之，幹事 松田 雄二 

Takashi Akimoto, Yuji Matsuda 

１．WGのテーマ・関連ゴールの概説 

「日本建築学会SDGs宣言」 

b．健全な環境づくり 

感染症対策、健康と快適性、衛生および福祉に配慮して伝統と文化を尊重し、ライフスタイルの改革を進め、社

会生活の向上と人々の生活価値を高めるために努力する。 

関連ゴール： 

ゴール３ すべての人に健康と福祉を 

ゴール６ 安全な水とトイレを世界中に 

ゴール１１ 住み続けられるまちづくりを 

ゴール１２ つくる責任使う責任 

建築環境工学・建築計画の分野を横断して、「健全な環境づくり」に関わる課題の検討を行う。このテーマは、常置

委員会でも多く取り組まれているが、建築環境工学や建築計画、あるいは男女共同参画など、多様な専門・課題意識

を横断して捉えた際に、さらなる効果的な検討と実践の広がりが残されている可能性がある。 

「健全な環境づくり」というテーマのもとで、関連ゴールを達成するための課題、現状、対処方法、不足している

取り組み、KPI、等に関して議論を深めるとともにそのあるべき姿を探ることを目的とする。 

２．WGメンバー  ◎＝主査  ○＝幹事  ◇SDGs委員会幹事□SDGs委員  a~g重複所属WG

◎□d 秋元孝之/芝浦工業大学/環境工学 

〇□ 松田雄二/東京大学/建築計画_計画基礎運営委 

◇d 伊香賀俊治/慶應義塾大学/地球環境 

□a 清家剛/東京大学/建築計画 

d 都築和代/関西大学/男女共同参画 

山本佳嗣/東京工芸大学/環境工学 

３．開催経緯 

第 1回 2021年 10月 8日（金） 

第 2回 2021年 11月 30日（火） 

第 3回 2022年 2月 4日（金） 

第 4回 2022年 3月 17日（木） 

４．活動成果（途中経過）のまとめ 

 これまでに下記の項目に関して、現状、対処方法、不足している取り組み、等に関して議論を行った。 

（１）「感染症対策」 

・リモートワークによるライフスタイルの変化と建築環境を考える。 

・AIJ「ウイズ／アフターコロナに適応する建築・都市に関する特別調査委員会コロナ特別調査委員会」（大月委員

長）の内容を反映する。 

・実態を調べる。今年度以降の大会等での発表論文に着目して整理する。 

・環境工学委員会と特に関係が深いテーマである。 

・3密回避、感染症対策の強化、計画的な外気導入、換気の重要性が増している。 

→リモートワークの実態と課題はどのようなものか、住宅計画・施設計画に見直す点はあるか。 
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・一般の住宅は日中生活を前提に計画されておらず、リモートワークを行うには、無理が生じている点も多々ある

と考えられる。また、職場でも住宅でもない場所でリモートワークを行うことがどの程度可能か、その際の課題

は何か。 

・建築計画は弱者に対しての課題に取り組んでいる。弱者向けの環境評価も重要ではないか。 

・住宅の可変性、設計方法を検討する。 

（２）「健康と快適性」 

・本来、建築計画も関わるテーマだが、現状は環境工学のほうが熱心に取り組んでいる。 

・実態を調べる。今年度以降の大会等での発表論文に着目して整理する。 

・建築計画と環境工学の協同で議論すべきテーマの一つである。 

・Withコロナによる働き方改革やテレワーク促進の影響が大きくなってきている。 

・継続してきたテレワーク、オンライン講義に伴う健康、心身への影響も無視できない。 

・自宅での労働環境の確保や感染症対策、ライフスタイルの改革、等、社会生活の向上と生活価値を高めることが

求められる。 

・環境バリアフリー。ユニバーサルデザイン。 

・健康維持増進。ウエルネスオフィス。ウエルネス住宅。 

・温暖化適応策。 

・建築計画分野では取り組みが難しいテーマであるが、災害時の仮設住宅計画、あるいは避難所計画などではある

程度計画系の研究の蓄積があるだろう。 

・エアコンのような個人が運転する機器の使い方は、建物の断熱性能や気象条件によって適切な使い方があるはず。 

（３）「衛生および福祉」 

・給水、災害時対応、レジリエンス、BCP。 

・弱者のためのすまいのあり方と環境性能を検討する。 

・成人と異なって自身が環境選択することができない子供のための居住空間の整備が必要である。 

・被災地、弱者対応の施設の研究については建築計画のほうが充実している。 

・建築計画と環境工学の協同で議論すべきテーマの一つである。 

・住宅のバリアフリー・ユニバーサルデザインの導入状況などを考えなければならない。 

→現在、国交省にて高齢者・障害者向け住宅の指針の改定を行っているがレベルが低い。住宅性能表示が融資制

度と強く結びついているためデザインを変えにくい。トイレと寝室の近さよりも、温熱環境が大事かもしれない。 

・子供の施設、保育所の音環境の問題がある。吸音がされていない。東京大学 佐久間先生が保育所の音の環境を計

測している。地理的に施設として便利な場所は駅の近くであり、駅の振動が問題になる。保育所の環境ガイドラ

インが整備されていない。弱者のための空間の計測は難しい。 

（４）「伝統と文化」 

・東京大学 松村先生が中心となって「日本建築和室の世界遺産的価値特別調査委員会」が立ち上げられ、和室の価

値の見直しを行われている。「和室学（住総研住まい読本）」という書籍も最近まとめられている。このような取

り組みから将来にわたる問題意識を見つけられるかも知れない。 

・子育て、保育、家庭内での母親の立場で考えてみることも重要である。乳幼児を対象とした場合に、和室がひと

つあるとおむつを替える時などに便利である。こうした情報が十分に知られていない。 

（５）「ライフスタイルの改革」 

・（１）「感染症対策」と関連した変化がある。 

・「働き方改革」は、賛否両論あるが、日本社会に大きな変革を与えたと考えられる。また、近年の育児休業に関す

る法整備の進展などもあり、仕事・子育て・介護などを包含した「生活」像が、大きく変わるのではないか。現

在形の問題としては「子育て」の困難さがあり、なんらかの課題設定ができるのではないか。 

（６）「社会生活の向上」 

・自然エネルギー利用。未利用エネルギー利用。 

・レジリエンス。 
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・標準気象データの整備。 

・高齢者・障害者などが直面する住宅確保における困難が課題として考えられる。特に、現在 30万病床存在する精

神科病床を可能な限り解消するためには、精神障害者を受け入れる賃貸住宅が不可欠であるが、賃貸マーケット

で精神障害者はもっとも「嫌われる」顧客となっており、なんらかの改善が求めらる。 

（７）「生活価値の向上」 

・「生活価値」が意味することが幅広い。 

・（５）のライフスタイルやライフワークのような単純な軸に収まらない、様々な生活の側面を重視し、日頃の生活

に結びつけられるような仕組みと、建築との関係を考えなければならないのではないか。 

（８）「その他」 

・カーボンニュートラル、気候変動による暑熱環境への適応。 

・省エネ行動、behaviorについては、建築計画と環境工学の協同で議論すべきテーマの一つである。 

・環境工学のアカデミックスタンダードとしての建築環境基準（AIJES）が実設計で使われているか、求められてい

るものを学会が提供できているかという課題がある。実設計では実務者が統合的に考えて設計している。研究者

は専門分野のみを追求しがちではないか。 

・音楽ホールだけではなく、エントランスホールなど大勢がいるところの音環境を見直すべきである。 

・社会資本整備審議会で住生活基本計画（全国計画）の見直しをしているが、各省庁の縦割りになっているのでは

ないか。同様に学会も専門分化しすぎているのではないか。 

５．今後の課題 

今後WG活動の一環として識者を招いたワークショップを開催して、具体的な課題抽出とその対策、等の議論を深

めることが求められる。 

現在企画しているワークショップは下記の通りである。 

〇ワークショップ「弱者のための住まいのあり方と環境性能」 

＜開催趣旨＞ 

災害時の避難所や仮設住宅、高齢者や障害者の住まいなど、弱者のための住まいについては、その供給方法や遮

音性能などの高い環境性能が求められるにもかかわらず、必ずしも実現されているわけではない、との問題意識に

よるものである。これに基づき、このような住まいの現状や今後のあり方について、建築計画・建築環境工学の両

面の観点から、登壇者から簡単な現状認識をお伝え頂いた後、登壇者とWG委員、参加者によって自由な議論を行

いたい。 

＜登壇者（50音順）＞ 

・都築 和代 先生（関西大学・WG委員） 

・富安 亮輔 先生（東洋大学） 

・長谷川 兼一 先生（秋田県立大学） 

・松田 雄二 先生（東京大学・WG委員） 

・山本 佳嗣 先生（東京工芸大学・WG委員） 

＜日時・開催方法＞ 

・日時：2022年 3月 30日（水） 13時〜15時 30分 

・開催方法：Zoomによるオンライン開催 

＜プログラム＞ 

・主旨説明（秋元 孝之 先生、芝浦工業大学・WG主査） 5分 

・登壇者からのショートプレゼンテーション（1名スライド 2枚程度を想定）25分 

一人 5分✕5名＝25分、自己紹介、質疑応答 

・ディスカッション 100分（前半：具体的な課題の検討） 
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会場からの質問・意見はチャットに記入いただく。必要に応じてお話しいただく。 

① 仮設住宅の現状と課題（環境／計画の視点から） 30分 

② 避難所における現状と課題（環境／計画の視点から）30分 

③ 高齢者、低所得者、子供の住環境における現状と課題（環境／計画の視点から）30分 

④ 全体を通しての意見交換 

・まとめ （清家 剛 先生、東京大学・WG委員）15分 
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4 章   c. 良好な社会ストックの維持活用WG 活動報告

主査 窪田亜矢， 幹事 江口亨，兼松学，高屋宏 

Aya KUBOTA, Toru EGUCHI, Manabu KANEMATSU, Hiroshi TAKAYA 

１．WGのテーマ・関連ゴールの概説 

当該ストックWG には右記五つのゴールが割り当てられている。 

これら五つのゴール、さらには他のゴールとの間には複雑な関係がある

ので、その関係を理解することで、「良好な社会ストックの維持活用」にど

のような問題があるのか、ある程度、整理できると考えている。 

一方では「良好な社会ストックの維持活用」が普及すること自体に意義

があることは明らかなので、五つのゴールの枠に囚われずに、現場の先行

実践に学ぶことも重視したい。 

２．WGメンバー ◎＝主査  ○＝幹事  ◇SDGs 委員会幹事□SDGs委員  a~g 重複所属WG 

◎□ 窪田亜矢/東京大学 生産技術研究所/地球環境 

〇□ 江口亨/横浜国立大学/建築計画_設計計画・構法計画運営委 

〇□ 兼松学/東京理科大学/材料施工 

〇  高屋宏/市浦ハウジング＆プランニング /建築社会システム 

神吉紀世子/京都大学/農村計画 

□a  倉田成人/筑波技術大学/情報システム 

□ 齊藤広子/横浜市立大学/建築社会システム 

□d 高井啓明/竹中工務店設計本部/地球環境 

□f 寺田宏/㈱東畑建築事務所/男女共同参画 

□d 野口貴文/東京大学/材料施工 

室田昌子/東京都市大学/都市計画 

□ 山口広嗣/竹中工務店/建築計画 

g 山﨑鯛介/東京工業大学/建築・歴史意匠 

３．開催経緯 

2021年度後半の 6ヶ月で全体会を 5回、幹事会(＋齊藤広子先生)を一度開催した。それぞれの回の内容と議論の論

点は以下の通り。 

第一回 （10月 4日）各自の自己紹介と主査幹事の決定 

WG幹事会 （10月 8日）今後の活動内容案の議論 

第二回 （11月 5日） 

(1)江口亨先生提案マトリックスを受けて、高屋宏先生は公営住宅、兼松学先生は材料施工委員会、窪田は外国人集住

を事例としてマトリックスを活用するイメージについて話題提供。 

→課題の設定がミソ

専門分野によって、SDGs達成に向けて、全く異なる論点と、共通する論点が整理できそう。

特に共通する論点としては、市場のルールの悪影響により SDGs的な方向にならない、という現状があり、維持保全

がお金になる仕組みが必要（同時に、市場では解決できようもない課題を明示する必要もある）。メタレベルでは、

個と全体の関係や中庸的視点も極めて重要（たとえば自動化をどの程度実現することが適切なのか）。一つの問題を

多角的に考えたり取り組んだりできるプラットフォーム的な場が有効だと考えられる。

8.働きがいも経済成長も 

9.産業と技術革新の基盤を作ろう 

10.人や国の不平等をなくそう 

11.住み続けられるまちづくりを 

12.つくる責任つかう責任 
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他分野と調整するときに、常にぶつかる論点は何か、という整理の仕方も、展開の可能性がある（ぶつかっているこ

と自体に意義もある）。 

(2)山﨑鯛介先生レクチャー：歴史的大規模宿泊施設の活用を、研究者、所有者・経営者、建築士会、行政らが、市民

運動ともネットワークしながら協働によって『地域の応援の仕方の仕組み』を実現させている実践的研究を講義いた

だいた。現在もマニュアルづくり中であり、持続的に展開する運動でもある。 

・歴史的大規模宿泊施設の所有者は、当該建物に愛着を持ち（宿泊客や周辺住民も）経営を継続したいが、問題（消

防対策、建築物修理、維持費用）を抱えている。同様の状況にありながら全国各地に散在しており、情報共有できる

機会は限られている。

・歴史的環境分野の研究者や建築士会メンバーらが、行政の支援を得ながら、「歴史的大規模宿泊施設の維持活用」と

いう明確な目標に絞って、法制度上の問題を解決すべく、現在進行形でネットワークを構築している。

・こうした関係者の方々がネットワークを構築することで、即時的で丁寧な実態把握が可能となる。

・ストックとなっている「モノ」は常に地域固有という特徴をもっている。

・ストックを生かすことが普通のまちで普通になっていくためのインターローカライゼーションを可能にするプラッ

トフォームが重要。ゴール 18の文化や風土という論点は、良好な社会ストックの根底にある。

・山﨑先生らの実践は大変示唆に富み、先行事例を学ぶことの重要さを共有できた。そこで、WG の活動方針として、

事例から学ぶことを重視したい。

第三回 （12月 13日）マトリクスによる論点把握作業の継続と議論、KPIの設定

マトリクス

・マトリクス書き込み作業によってフットワーク良く色んな業種を繋いでいくプラットホーム的な存在が必要なこと

も見えてくる。

・市場に任せるか任せないかは、両方確保しておくことが大事。バリ島でも一緒で、グローバルに活躍する企業とロ

ーカルに地道にやっている組織が共存する世界観が重要。

・現場では 10年ぐらいみないとポテンシャルはわからず、10年で投げ捨てたらもったいない。急ぎ過ぎて結論を出

すのではなく、長期的な取り組みを尊重できる体制が重要。・マトリクスで横つながりを進める。

・マトリクスで、何がボトルネックになっているかを、実践の中で得られた教訓から付け加えられる。

・お金になりにくい価値を見出すことが大事。

・各分野に共通する教訓もまとめられる。
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KPI 

・論文の投稿数などの数値的な抑えと、メンバー自身が楽しめる目標（先行事例のインタビュー）があって良い。

・自分の分野の既往研究（あの研究協議会のあのペーパーが良かったというような（他分野からは見えにくい）研究

資料ストック）を各自が整理して、共有できる形にすることも考えられる。有意義な KPIとは何か。

第四回 （1月 24日）『地場産材を用いた京丹波町役場新庁舎』 

香山壽夫建築研究所・松本洋平様レクチャー（神吉紀世子先生コーディネート） 

松本様から教えていただいた地場産材を用いるポイントは、以下の四つ：1)副次的効果を有する建設事業だと考える

（京丹波町の森 100年サイクル）、2)居場所を町民と共に計画する（若い人に木造の魅力）、3）新技術の開発による地

元業者の関与を最大化（組立柱などの設計工夫）、4）地元の木材を大型木造建築に確実に（木造調達支援という専門

家、村づくり、森林専門家、森林組合等のプラットフォーム、木材供給共同企業体の発足）。議論を以下の六点に要約。 

・組立柱の普及等により、京丹波町庁舎という特殊解を、一般解へ展開する具体的技術（木造建設と計画参加）

・解体後の再利用まで視野にいれた長くて、森まで含む広い、時空間の捉え方を基底とした理念と実践

・地域住民が自ずと関与する自分（たち）のモノと思える空間（木造の風景と内部の圧倒的な豊かさ）

・各集落等はそれぞれに得意不得意がある凸凹であって良くて、相互に補完しあう地域のあり方

・循環の部分としてのストック、ストックの部分としての循環（ストックは循環と切り離したら成立しない）

・コストに収斂されない新たな価値基準の醸成（特定の人が潤う事態を超えて、地域に建築ストックがある意味）

第五回 （3月 7日）『morinekiプロジェクト』公営団地立替事業による地域再生のための公民連携組織 

大東公民連携まちづくり事業株式会社コーミン・入江智子様レクチャー（齊藤広子先生・高屋宏様コーディネート） 

公営団地を建て替えることで、地域を再生するという事業のために、公民連携組織が立ち上がったという事例。 

入江様は、大東市職員時に公営住宅などが負の遺産化していくことを懸念して、オガール紫波の方法（テナント先付

け逆算開発、金融機関と向き合い事業を強化、周辺家賃を牽引する気概）を現地で学び、民賃前提の公営住宅建て替

えを実現し、現在は株式会社代表取締役として、同和地区の公営住宅住民が日々の暮らしや地域に誇りを持つように

なったことを実感している。議論を以下の四点に集約。 

・時間軸が、建物側ではなく運営者側（ひいては利用者側、住民側）にとってのそれである。

・市／地域の人口が減る中で、質を落とすどころか上げていって20年後を迎える、という目標が、運営者などで共有されてい

る。しかし住民ニーズに応えるということではなく、その差を理解する必要がある。

・公共施設の制度は硬直化していて魅力的な空間をつくるものになっていないし、地域計画は実態と離れていて実現できる

わけがない。このプロジェクトは、やりたいことが明確にあってそれに合わせて組織や制度を駆使している。

・こうしたプロジェクトはファイナンスの知恵は必要だが、物凄く多くの時間や人が拘らなくても出来る。

４．活動成果のまとめ 

＜活動の概要＞ 

本WG には「良好な社会ストックの維持活用」というテーマを与えられているが、「社会ストックとは何か？」とい

う問いを単独で取り上げて議論することは避けて、二本立てで活動してきた。一つは、WG としてどんな活動をすべ

きか、という議論である。本WG に紐づけられた五つのゴールやKPI の設定に関する議論を通じて、良好な社会スト

ックを多方面から考えてきた。もう一つの活動の柱は、様々な現場において生じている改革に着目し、何を守るため

に何を変えたのか、どのように変えたのかという点を、既往事例を通じて理解することだ。 

＜WG 活動内容の議論＞ 

五つのゴールの関係についてマトリックスによって整理する作業を通じて、各ゴールの関係は複雑で、各メンバー

がそれらの関係を考えることによって「良好な社会ストックの維持活用」についての理解を深める必要があることは

共通認識となった。しかし必ずしも五つのゴールとの関係に限定して「良好な社会ストックの維持活用」を検討する

必要もないという意見もみられた。また「良好な社会ストックの維持活用」WG 活動としてのKPI を設定することの

必要性や適切性について納得のいく意見にはまとまらなかった。そのことの意味は「良好な社会ストックの維持活用」

という行為は、KPI 的なプロセスや設定、すなわち目標のための明確な道筋があって、その指標が基本的には数値化

できる、という考え方が合致する行為ではないからだと考えている。少なくとも現時点ではWG の活動を評価する指

標としてはそのように考えている。どのような指標が適切か、という点もWG で議論すべきことだといえよう。 

＜既往事例の研究会：講演と質疑応答＞ 

具体的には「歴史的大規模宿泊施設の維持活用」「地場産材を用いた公共施設の建設」「公営住宅建替による地区の

再生」というテーマのそれぞれについて、先進的に取り組んでいる方に講演をいただき、質疑応答を行う研究会を開
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催した。「歴史的大規模宿泊施設の維持活用（山﨑鯛介先生）」は全国各地において建築物という単位を維持活用する

にあたって、「地場産材を用いた公共施設の建設（松本洋平様）」はとりわけ中山間地域において森林を構成する自然

物であり建築資材でもある木材の循環を確保するにあたって、「公営住宅建替による地区の再生（入江智子様）」は市

街地部において遍く存在する公営住宅の建て替えにあたって、それぞれ参照すべき事例だ。 

これらの議論を通じて間接的に、「何を蓄積すべきか」「どのように蓄積できるのか」という議論が展開された。「何

を蓄積すべきか」という点では、三つの事例によって（様々になるように設定したので）様々であったが、いずれも

そうした蓄積によって、（背景としての山も含む）暮らしの風景が継承されていくことを念頭にしていた。「どのよう

に蓄積できるのか」という点でも、発意の主体、行政と民間の関係、市民の関わり方、法制度への介入、実現のため

の資金など多様であったが、いずれの事例も、明確な目的を掲げて活動を展開しており（逆にいえば、目的が明確化

してからの経緯を講演していただいた）、既存の技術／知見だけでは不足があり、新たな技術／知見を構築して現場に

生かすためのプラットフォームを設立していた。さらにそのようなプラットフォームにおいては、現場の状況に対す

る深い理解、既存制度の駆使と必要な新制度／関係の創出、専門的知見の活用、という特徴がみられた。 

念のため付け加えると、本WG で議論した取り組みにおいてはプラットフォームが設立されていたに過ぎず、良好

な社会ストックの維持活用には、プラットフォームの設立が必要条件だという主張ではない。しかし建築学会分野の

知見が活用され得ることは確認できた。反省点としては、既往事例をご紹介いただく講演者が最もその事例に詳しく、

現地見学もできなかったので、批判的な理解は困難だった。また、特定の社会ストックを維持活用するために、別の

特定の社会ストックを廃棄もしくは改変しているという捉え方も可能なので、そのような視点から、これらの事例を

改めて振り返りつつ、新たな既往事例を理解していく必要がある。 

５．今後の課題 

＜WG 活動内容の議論＞ 

当該WG で詰める論点をどう設定するか（たとえば、五つのゴールに関する論点を整理する（「ハードとソフトのバ

ランス」や「公共と民間の関係」など）、良好な社会ストックの維持活用のためのプラットフォーム形成に向けた運動

体を目指すのか等）、来年度の冒頭に改めて、メンバーで整理する必要がある。 

＜既往事例の研究会＞ 

建築物単体の長寿命化と建物利用に反映される社会的要請の関係、木材以外の建築素材からみた社会ストック、地

区の再生における社会ストック、など、これまでに開催した三回の研究会のテーマに関連しつつも別の視点が提供さ

れ得る研究会を開催していきたい。また講師の都合などもあるものの、学生等も聴講できるように研究会を開いて広

く関心を高めていくことも検討する。 

以 上 
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4 章   d. 気候危機・地震等災害対応と脱炭素社会WG 活動報告

主査 磯部孝行， 幹事 高口洋人，牧紀男，久田嘉章，松川寿也 

Takayuki Isobe, Hiroto Takaguchi, Norio Maki, Yoshiaki Hisada, Toshiya Matsukawa 

１．WGテーマの概説 

d. 気候危機・地震等災害対応と脱炭素社会WG（WG-D）では、以下の内容を実現することを目指して活動をした。 

「d. 気候危機・地震等災害対応と脱炭素社会」 

気候危機、地震等の災害に対してのレジリエントな対応、省エネルギーとクリーンエネルギーによる脱炭素

社会、都市と農村の連携による循環・自然共生社会の構築、国産木材利用等適正な資源利用に貢献する。 

「気候危機・地震等災害対応と脱炭素」の関連するゴールは、ゴール７（単独のゴール）、ゴール 11、ゴール 12、

ゴール 13（単独のゴール）、ゴール 14、ゴール 15と裾野が広い。そのため、建築分野だけではなく、各回のディスカ

ッションのテーマを明確化するために、気候危機（異常気象等）、災害対応、脱炭素などのテーマに分けて話題提供、

KPIに関連するディスカッションを行った。 

２．WGメンバー ◎＝主査  ○＝幹事  ◇SDGs 委員会幹事□SDGs委員   a~g 重複所属WG 

◎□a 磯部孝行/武蔵野大学/地球環境 

〇□g 高口洋人/早稲田大学/地球環境 

〇□  久田嘉章/工学院大学/構造 

〇□  牧紀男/京都大学/構造 

〇□  松川寿也/長岡技術科学大学/都市計画 

□b 秋元孝之/芝浦工業大学/環境工学 

◇b 伊香賀俊治/慶應義塾大学/地球環境 

惠藤浩朗/日本大学/海洋建築 

大岡龍三/東京大学/環境工学 

加藤孝明/東京大学/都市計画 

◇g 川久保俊/法政大学/地球環境 

□ 佐藤貢/エコステージ協会/SDGs委員 

□d 高井啓明/竹中工務店設計本部/地球環境 

田村雅紀/工学院大学/材料施工 

b 都築和代/関西大学/男女共同参画 

成瀬友宏/建築研究所/防火 

□c 野口貴文/東京大学/材料施工 

山口謙太郎/九州大学/構造 

３．開催経緯 

WG-Dは以下の開催概要の内容でオンラインにて計 4回開催した。 
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表1 2021年度のWG-Dの開催概要 

開催日 内容 

2021 年 10月 14 日（月） 主査、幹事決定、活動の方向性についての議論 

11月 17日（木） WG-Gの勉強会に参加、KPIに関するディスカッション 

2022 年 3月 4日（火） 話題提供テーマ：脱炭素と材料 

WG-DのKPIに関する議論 

3月 16日（水） 話題提供テーマ：災害対応 

WG-DのKPIに関する議論 

４．活動成果 

WG-Dの活動成果として関連するテーマの話題提供をし、WG-DのKPIに関する内容を中心に議論した。その内容

を下記に報告する。 

４－１ WG-Dの活動内容 

WG-D では「気候危機・地震等災害対応と脱炭素」の内容を議論するために、関連するテーマとして「地震等

災害対応」、「脱炭素：材料」、「脱炭素：エネルギー」、「気候危機」の 4 つのテーマを設定した。2021 年度は「脱

炭素と材料」、「地震等災害対応」※の 2 つのテーマについて話題提供をし、その後、建築学会がSDGs に取り組

む意義や、WG-D のKPI についてのディスカッションを行った。 

※地震等災害対応については「人為的要因による自然災害の防止に向けた技術･社会に関する特別研究委員会（第二

次）」との合同勉強会 

脱炭素テーマ① 材料分野：第 3回 3月 4日 

＜話題提供＞ 

・磯部孝行（武蔵野大学）：脱炭素と材料 -ライフサイクルアセスメントの視点より-

・田村雅紀先生（工学院大学）：コンクリート等建材における脱炭素＋カーボンニュートラル CN+SDGs

概要 

 磯部から、脱炭素と材料について LCAの視点より話題提供がなされた。建材の LCAデータの作成方法、建物の LCA

の特徴（LCCM 住宅デモンストレーション棟・共同住宅）、見落とされがちな視点として素材調達の現場（国産材、外

材）やストック活用についての展望が報告された。 

 田村先生からコンクリート等建材における脱炭素＋カーボンニュートラル＋SDGｓについて話題提供がなされた。

コンクリートを中心とした環境貢献の事例紹介、建築仕上学会の SDGs対応宣言、脱炭素の実現とカーボンニュートラ

ルを実現するためのセメント業界の取り組みなどについての報告がなされた。 

上記、話題提供の後、WG-DのKPI について以下、議論を深めた。 

・材料施工の中での課題は、耐久性などの材料面に着目してしまう傾向にある。 

・専門分野が異なる委員同士で合同勉強会をすることは、情報交換の中で、他領域からの調査事例が提供いただける

など研究活動の活性化が図れるのではないか。 

・既存分野と他領域を含めた境界領域があるテーマがKPIに関連する重要テーマになるのではないか。 

・トップダウン的に、各分野への方向性を示していただくこともよい方法ではないかと認識している。 

・2021 年度、脱炭素TFの議論されている成果を、建築学会としてどのように活用していくか重要である。TF 内での

議論だけにとどまらず、そこから発展する特別調査会、委員会の設置につながると、より大きな成果になるのでは

ないか。 

・他分野の先生よりご意見をいただくことが刺激につながる。他分野との連携は、非常に重要である。 

地震等災害対応：第 4回 3月 16日 

＜話題提供＞ 

久田嘉章先生（工学院大学）：地震・風水害など複合災害に対する建築・まちの持続可能な対策 

岡田成幸先生（北海道大学）：防災の理念とパーソナルデジタルフォーメーション(PDX)による防災のSDGs 
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概要 

 久田嘉章先生から、複合災害に対する建築分野の取り組みに関する話題提供がなされた。複合災害に対する建築分

野、土木分野のアプローチの違い、風水害・土砂災害の調査事例の紹介がなられた。更に、複合災害への対応として

土地利用・建築物対策と、土木学会・建築学会の合同 TF などを例に分野横断による調査研究の推進する場と広く参

加可能で成果発表できる場が必要であるとの提案がなされた。 

 岡田成幸先生から、防災の理念とパーソナルデジタルフォーメーション(PDX)による防災の SDGs に関する話題提

供がなされた。防災と理念について、SDGs問題に関わる社会的議論、科学技術とリスク格差、トーマス・クーンの科

学観、防災のイデオロギー、自然災害と災害弱者の視点からリスクの社会的分配の説明がなされた。PDX による防災

の SDGs について、SNS 等で一人一人がモニタリング可能な時代として PDX による広域複合災害に対する実効支援

システムの構想内容について、具体の研究についての報告がなされた。 

上記、話題提供の後、地震等災害対応に関する質疑、ＷＧ-DのKPIについて議論を深めた。 

・ 建築分野での耐震対策（建物について）は、所得が高い居住者に限ってしまう。所得が低い居住者はリスクが高

くなる恐れがあり、公共の福祉という視点があることで、建築分野の耐震等の対策も進められるのではないか。 

・ 理念としての公共資本化、具体的に実現するアプローチまではできていない。建物に公共資本化の理念を導入す

ることで、壊さなくてよい建物を壊さなくてよくなることや、最低限の基準なども整備されていくのではないか。 

・ 個人の住宅であっても私有財産ではあるが社会的な資本としての側面を価値ももっている。個人は社会の中の一

つである。住宅が 100～200年使われるようになれば、個人は利用権をもっているけど、所有件はあるが社会資本

化していくのではないか。 

・ 建築基本法は国会議員などにも説明をした。働きかけるステークホルダーとして国会議員も働きかけの対象であ

り、自治体なども取り込んでいくことも重要である。 

・ 良好社会ストックの話題にもなっているため、次年度以降、合同のWGなどを開催してもよいのではないか。 

・ 話題提供頂いたテーマとしては、それぞれの発表が建築分野において重要なテーマである。その上で、個別テー

マとの視点ではなく「総合知としての建築」の在り方が重要になるのではないか。KPI というインデックスが作

れるかというと、まだ、多くの議論を重ねる必要があるだろう。 

・ 「強、用、美」建築学会の倫理綱領・行動規範に記載がある。SDGsと根本のところはつながっているため、建築

学会の倫理綱領・行動規範についても一度目を通しておいてもらうと有益だと思う。 

４－２ WG-Dの重点テーマについて 

 ここでは重点テーマを「優先テーマ」と「他領域にまたがるテーマ」に分類して、WG-Dの中で議論した内容を整理

した。 

＜優先テーマについて＞ 

優先テーマはSDGsを意識せずとも、すでに重要なテーマとして選ばれているのではないかとの意見があった。脱

炭素ＴＦや、日本建築学会と土木学会の連携（「カーボンニュートラル」、「激甚化」）などWG-Dに関連するテーマは

すでに日本建築学会の中においても優先テーマとして位置づけられていると考えられる。 

＜他領域にまたがるテーマについて＞ 

 上記、優先テーマ以外に、他領域にまたがるテーマの重要性が指摘された。以下、参考として、WG-Dの議論の中

ででてきた他領域にまたがる新たなテーマの例について示す。これらのテーマは、他分野・他委員会との合同の勉強

会などにより抽出できたものであり、他のWG・委員会、学会などとの合同勉強会などの議論を経て、テーマを抽出

することができる。暗に新たなテーマを発掘するだけではなく、発掘したテーマを活動に結びつけていく必要がある。 

・ ライフサイクル（資源調達、製造、廃棄）の視点からの材料評価・開発 

・ 建築分野における熱中症・健康被害への対策 

・ 建築の対津波設計、風水害、土砂災害対応 

・ 災害建築物の修復技術と長寿命化 

・ 災害関連死と災害時における住宅維持 

・ 災害廃棄物の処理の実態と環境負荷 

・ 災害対応、事業継続に関する蓄電池の有効性 
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・ 格差による災害時における建物被害 

・ 社会資本としての建物の在り方（災害対応、省エネ・脱炭素対応）など 

４－３ 指標設定に向けたディスカッションの概要 

1)自己変革としての建築学会内での活動 

日本建築学会は組織、不動産事業者、会員活動の 3つの側面に分けることができる。これら 3つの側面から、議論

から出てきたKPIの例を以下に整理する。 

組織・不動産事業者 

- 提言・声明等、CASBEE既存/不動産取得、RE100、EP100の宣言 など 

会員活動 

- 関連テーマの勉強会・講演会の回数・参加人数、調査研究会・委員会の発足、関連テーマの論文数 など 

2)他者への働きかけ（建築学会以外との交流活動） 

 他者への働きかけとして政府・自治体、建築関連産業、発注者など多様なステークホルダーがいる。各ステークホ

ルダーに対するKPIの方向性と項目例を、議論の中で整理したので表 2に示す。 

表2 各ステークホルダーに対するKPIの方向性と項目例 

対象 KPGと KPIの方向性/例 項目例（WG-D） 

政府・自治体 提言・声明等 避難所のスフィア基準達成 

既存不適格建物への規制強化 

脱炭素に資する先導的な住宅・建築物の開発・支援 

複合災害に対応する住宅・建築物のガイドラインの整備 

省エネ基準未達成建物の利用制限規制（欧米導入済） 

不動産取引時における情報公開・公表の義務化 など 

建築関連産業会・発注者 提言・声明等 

アカデミックスタンダード 

教材・支援 

再植林可能な適正価格での国産材購入要請 

脱炭素に資する建設資機材の開発と優先発注 

自社設計/施工案件のZEB/ZEH割合の公表 

省エネ / 耐震性情報の公開 など 

3) その他

・脱炭素と防災というテーマは構造、環境分野など他分野との連携を促すことで多いに社会に貢献ができる。きっか

けを作る仕組みが必要。関連分野の研究会に対応したメーリングシステムの構築などで実現できるのはないか。 

・災害・脱炭素対策には市民と結びつくことが重要、ステークホルダーを幅広くとり政策（政治家など）との結びつ

きがあってもよいのではないか。 

・KPI の設定方法についてオーソライズしてほしい。 

※会議に参加した委員の趣向が強くなってしまう。個別分野の強化ではなくバランスをとった指標が必要。 

・大会梗概のSDGs 対応に関連するアンケートをたたき台にし、KPIの議論を深めることも重要 

５．今後の課題 

 WG-DのKPG・KPIの設定については、更なるディスカッションにより精査する必要がある。来年度以降も引き続

き、関連テーマの話題提供や他のWG等との合同勉強会を含めKPIのディスカッションを検討する予定である。 

以上。 

34



４章    e. 生態系の保全と適正利用WG 活動報告 

主査 上村 真仁， 幹事 国枝 陽一郎 

Masahito Kamimura , Youichiro Kunieda  

１．WGテーマ概説 

e.生態系の保全と適正利用 WGは、地球環境と陸地海洋生態系に十分配慮して個々の地域の生態系と共生し、直接・

関節の環境負荷を最小化した上で、大規模集中から分散ネットワークによる建築・まちづくり・むらづくりに貢献す

ることを目標とするものである。 

本WGでは、SDGsの17のゴールの中の「11.建築と持続可能なまちづくり」、「12.建築と生産消費の責任」、「14.建築

と海洋資源保全」、「15.建築と陸上資源保全」を主要なターゲットとしている。 

特に、ゴール 11 では、地域の自然資源・遺産、文化資源・遺産、未利用建築・敷地を活用した継承・持続性のあ

る街づくりを進めること。 

ゴール 12 では、資源循環、施工運用での環境負荷の低減を進め、持続可能で脱炭素型の建築・まちづくりをリー

ドするとともに、街や村の建築ストックの歴史文化性を活かし、環境性能を改善し、良好な建築ストックとして持続

的に活用する仕組み、コミュニティ活動を促進する点にも力点を置く。 

ゴール 14 では、海洋環境と資源の保全と持続可能な開発に貢献する建築・まちづくりを促進するために、農山漁

村等沿岸地域のコミュニティも参加した統合的な沿岸管理利用システムの開発への貢献を進め、 

ゴール 15 では、陸域での持続可能な自然資源の利用と経営に貢献し、生態系や土壌の保護や回復、生物多様性の

回復に寄与する建築・まちづくりを進める。 

建築・都市・農村の生活と生産を支える基盤としての自然資源の持続可能な管理を通じ、生態系サービスの維持、

向上による豊かな人間生活の実現を目指すものである。本 WG では、建築資材の調達から除却建築物から排出される

建設廃棄物や副産物の処理、処分、再生利用、建築耐用性年数の長期化、エネルギー効率の向上などによる資源・

エネルギー利用の低減や生態系への影響の軽減はもとより、生態系の保全や生物多様性の保全、気候変動への対応

などに取り組む他の専門分野などとの連携・協働を進めることで、建築関連諸分野の専門的な関わりを通した生態

系保全及び適正利用への貢献果たすことを目指す。 

例えば、NbS（Nature-based Solutions；自然に根ざした社会課題の解決策）など、国際的に進められている生態系

保全の分野からのアプローチなど他の専門分野などの動向から積極的に学ぶとともに、グリーンインフラや EcoDRR

（Ecosystem-based Disaster Risk Reducution:生態系を活用した防災・減災）などへの建築分野からの貢献方策につい

て議論を深めるものとする。 

また、生物多様性国家戦略等にも示されている、里山、里海などの人手をかけることで生物生産性と生物多様性

を豊かにする人の暮らしと建築、地域の文化と自然との関わりに着目し、沿岸環境や農山漁村地域などの林地や農

地の維持・管理など国土の持続可能な維持を具体化するための指針を模索したい。 

２．WGメンバー  ◎＝主査  ○＝幹事  ◇SDGs委員会幹事□SDGs委員   a~g重複所属WG 

◎ 上村真仁/筑紫女学園大学/農村計画

〇 国枝陽一郎/東京都立大学/材料施工

◇a 糸長浩司/日本大学/農村計画

□ 小山明/明治大学/材料施工

中島史郎/宇都宮大学/構造

□ 能作文徳/東京都立大学/建築計画

星上幸良/日本大学/海洋建築

３．開催経緯 

e.生態系の保全と適正利用 WGは以下の日程でオンラインにより開催した。 
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第１回 WG 2021年 10月 27日（水） 19:00〜21:00 

第２回 WG 2021年 12月   8日（水） 18:00〜20:00 

第３回 公開 WG 2022年   1月 26日（水） 18:30〜20:00 

 話題提供者 星上 幸良（日本大学） 

「SDGs的視点 〜建設資材調達が沿岸域に及ぼす影響〜」 

第４回 公開 WG 2022年  3月 11日（金） 18:30〜20:30 

話題提供者 古田 尚也（大正大学、IUCN日本リエゾンオフィスコーディネーター） 

「NbS（自然に根ざした社会課題の解決策）とはなにか」 

４．活動成果 

4-1.行動方針の絞り込み 

 建築が生態系に与える影響や生態系保全等分野から建築に求める内容について把握し、方向性をまとめていくこと

となった。 

今年度は、2回の勉強会を開催し、WG-eとして検討を進める分野の頭出しを行なった。次年度以降、さらに多様な

分野からのインプット及びディスカッションを深めて建築分野から取り組むべき生態系の保全と適正利用について検

討を行い、提言を取りまとめて行くことが確認された。 

①建設資材調達について 

・建築材料の環境負荷の実態の把握、建築産業としての責任の明確化と改善策の検討を行う必要性。

・建築材料のトレーサビリティの確立と LCCA（ライフサイクルコストアセスメント）と EIA（環境影響評価）の統合

的な実施。

・沿岸空間計画や農山漁村などの自然空間（二次的自然を含む）の維持・管理に建築分野からまちづくり的に働きか

けていくことが必要性である。

・材料の問題は、文化性の問題として捉えることも重要である。地域の材料を使って建築を作っていく、街を作って

いくということを強く打ち出していくこと（計画系の分野から文化について言及してくこと）。

→今年度は、土砂採取の環境影響について早急な解決策の検討が必要であることが確認された。建設コストだけ

ではなく、ライフサイクルコスト、ライフサイクル環境影響評価など、計画、建設資材調達、建設工事、供

用・維持・管理、除却建築物の処理・処分・再生利用、建築更新などの全てのプロセスについて総合的な評価

の必要性について広く周知・提言していくことが必要である。

＜話題提供 星上委員 「SDGs的視点 〜建設資材調達が沿岸域に及ぼす影響〜」＞ 

（１）海の生態系の保全と適正利用のどこに注力するか 

・建設資材調達が沿岸域に及ぼす影響について、主に海岸浸食、沿岸環境の改変の視点から話題提供をいただい

た。

・2018年の SDGsの日本の達成度を見ると、12つくる責任、使う責任、14海の生態系保全が最低評価

・「環境負荷を最小化し、生態系と共生する意義」は、生物多様性の基本は生物の生息環境を守ること。森から河

川、海への水系を保全することが重要である。海を守るためには森を守る。 

・生物多様性は、自然界でのエネルギー（食料、燃料、酸素など）の循環の１つとも考えられる。海域では、物

質循環（栄養塩類）は、「河川供給」がほぼ全て。光合成によってエネルギーに変換しているが、これらは「地

形改変」によりバランスが崩れる。

・浅海域（有光層）での「地形改変」が、栄養塩類の供給や光合成にも影響を与える。

・カーボンニュートラルのためには、「ブルーカーボン」が重要視されており、生態系保全と併せて実施する必要

がある。陸域よりも海域のカーボン吸収量は多い。

・河口域は、生物種は数ないが生物の個体数は多く、生産密度が 10 倍ほど違う。エネルギー循環の大元になって

いるのが河口域である。河口域の生態系の保全が重要である。

（２）人口と沿岸開発との関わり 

・地球上の人口の約５割が沿岸域に暮らしている（気候が安定、水が豊富、食物調達、物流拠点などから）。

・1600 年頃の江戸幕府成立により水田開発と海運を発達させたことで、長期間安定した。ヨーロッパ型の土木技

術を使う以前の社会。

・明治維新以降、社会基盤整備が進んだことで人口が拡大した。明治期以降の日本社会の人口急増により沿岸域

の環境に大きな負荷がかかった。
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・1960 年代の高潮被害により、海岸法ガ整備され護岸が建設される。1970 年代の三全総により、海岸道路の整備

により沿岸の岩礁帯が消失。戦後 20年ぐらいで多くの海岸が人口化した。

・1990年代までに日本の 9000kmの海岸の 7割程度が人工化している。

（３）海岸での事業（海岸侵食対策）について

・河川改修は江戸時代から行われてきた。無許可で土砂採取、山地からの土砂供給量の減少により、海岸侵食が

進んできた。

・海岸侵食には 7つの要因があり、建設資材の調達による直接影響は、「河川供給土砂量の減少」、「砂利採取」の

2つであり、それ以外についても陸域の開発による影響であるといえる。

・山地、ダム、河道、海岸のすべての地域で流出土砂による環境影響がある。安倍川、天竜川の事例紹介。

・天竜川を通した土砂の流入の減少、海岸侵食等の影響により、シラスの漁獲量が 100分の1になったとの報告が

ある。

・海域での土砂採取は、汀線の後退につながるなど、環境への影響がある。西日本は全体で 80％、沖縄では100％

が海砂を利用している。

・港湾・漁港での航路浚渫による影響。

（４）まとめ

・建設資材としての土砂採取は、環境を改変し、生態系も変化する。

・自然のシステムの限界を越えると人間にも被害が及ぶ（お金ではすまない）。

・建築まちづくりに求められることとしては、初期（建設）コストだけ出なく、計画時に環境影響（バランス）

を評価する必要がある。

② NbS（Nature based Solutions：自然に根ざした解決策）について

・再開発で出来たものがエコでしょ、省エネでしょって言われても、造る過程が何なんだ？それを言うと建築は作っ

てなんぼのものだという話となる。保全という基軸と開発という基軸の大きな違いの中で、どう調整していくのか

が課題である。 

・日本では生産緑地や都市内農地をどうやって有効活用してコミュニティベースでどう関わるかというのが切り口に

なる。 

・企業の行動変容を促すために、生物多様性の保全に関する非財務情報の開示を行うTNFD という仕組みの構築が進

められている。

・建築・土木系が思想転換も含めた真摯な悩みを共有すれば変わっていくと思う。アカデミックが厳しいことも含め

てビジョンを示していくことが必要である。 

→次年度以降に継続する SDGsの WGの中で、学会の横のつながりをつけることが必要である。建設業の経済的な

利益や建築需要の創出の追求だけではない、生活者にとって意味のある建築のあり方を議論していくことが重要で

ある。

＜話題提供 古田尚也 大正大学教授・IUCN日本リエゾンオフィスコーディネーター 

「NbS（Nature based Solutions：自然に根ざした解決策）について」＞ 

（１）国際的な NbSの動き 

・Nature-based Solutions（NbS 自然に根ざした解決策）は、この 10年ぐらいに IUCNで使用するようになった概念。 

・2019年の国連の気候変動アクションサミットでNbSが一つのテーマとなって一気に知名度が高まった。 

・2030年気候変動の 1.5℃目標を達成するための措置の 37%を NbSで取り組むことが、費用効果があるという研究

が出された。 

・気候変動の文脈の中で使われるようになった概念ではあるが、30 by 30により、2030年までに 30%を保護区にす

るという目標達成のために生物多様性の保全の分野でも重要であるとされた。30%を達成するためには農林水

産業を行なっている場所が重要となってくる。 

・2016年にNbSの定義を IUCNが世界自然保護会議で行った。 

→社会課題に順応性高く効果的に対処し、人間の幸福と生物多様性の恩恵をもたらす、自然あるいは改変された

生態系の保護、管理、再生のための行動 

・NbSは社会を守ることが第一議であり、切実な社会の問題や課題の解決が優先され、結果として人間社会の幸福

と生物多様性を守るという考え方である。ここで言われる社会の課題とは、①気候変動、②食糧安全保障、③

水の安全保障、④人間の健康、⑤自然災害、⑥社会と経済の発展、⑦環境劣化と生物多様性喪失の７分野。 

・2030年までに 30%の保全措置を取るために、OECM （その他の効果的なエリアに基づく保全手段）が着目され

ている。 
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・NbSは、大きな概念。自然インフラストラクチャー、グリーンインフラなどを全て含む便利な概念。 

・NbS の厳格な定義やガイドラインが求められるようになってきた。NbS グローバルスタンダードを 2020 年に

IUCN が発表（８つの基準、28 の指標による世界標準）。基本的にはセルフアセスメントのツールとして考えら

れた。ドナーがお金を出したプロジェクトを評価するために使用されるようになってきた。 

・事業者から第三者認証を作って欲しいという声が強くなり、１年間かけて検討してきた。森林では FSC、旅行

の分野はGSTCなど既存の環境分野の認証制度があるが、それらとコラボしながら、NbSのコンポーネントを付

け加えていこうという検討が進められている。 

（２）NbSを進めるためのローカルな取り組み（大正大学の事例紹介） 

・大正大学グリーンキャンパス構想 都市部の緑の少ないキャンパスでの取り組み 

–大正大学は、中山道沿いに位置している。かつては、農村地帯であり種子屋が沢山ある種子屋街道と言われる場

所であった。こうした歴史を踏まえた活動を計画・実施する。 

–雨水浸透の為の雨庭を作る。屋上緑化などを行う。 

–屋上でサツマイモを育てて、そのサツマイモで焼酎を作る（銀座ミツバチのプロジェクト）。それらを拡大し

て、キャンパス内の空いている場所で野菜を 40 種類ほど育てている。土嚢袋を使って野菜を作る。災害時に

は、この土嚢を使うことで、災害への対応と緑化を両立させている。 

–種子屋街道を復活させる取り組みをしている。今でも１軒だけ種子屋がある。江戸東京野菜の種子を継承されて

いるところと連携している。 

（３）建築分野での NbSについて（ディスカッション）

・日本建築学会の農村計画委員会が取り組んできた里山（二次自然）や農地は、OECM に相当するものであり、

生活環境や農業環境、自然環境との共存共栄を進めてきたライフスタイルの独自性には意味があるということ

が、国際的に認識されるようになってきた。 

・自然保護の分野でも土壌生態系が注目されており、農業が重要視されている。リジェネラティブ アグリカル

チャー（環境再生型農業）などを主流化していこうというビジョンとなっている。ただし、NbSの認証の中には

農業は入っていない。 

・ヨーロッパで議論されているNbSは都市が多い。グリーンインフラなどが議論されている。 

・世界標準として決まっているのが抽象的、概念的なもので、それを具体的な国や地域に当てはめていくのは、

国ごとに専門家委員会を設置して考えていく。 

・NbS for Architectureは、素材をどういう風に調達すれば良いのかといことか？→NbSは、自然の力で全てを解決す

るのではなく、人工構造物と自然の力をうまく融合させるということなので、パッシブソーラーのようなもの

ではないか？ 

・自然あるいは改変された生態系の保護、管理、再生のための行動が対象であり、農村も対象となっている。基

本的にはランドスケープレベル、かなり広域に考える。その中には建築も含まれている。農村集落デザインを

発信するべき。 

・世界的に NbS を使った、建築、都市デザイン事例集はあるのでしょうか？→NbS と言っているかどうかは別と

して、グリーン・グレイ・インフラストラクチャーなどの事例集がコンサベーション・インターナショナルか

ら出されている。エコランドスケープデザイン的なもの。 

・日本の場合は、新しい建築需要につなげたいというのがある。ジャカルタの密集しているスラムと言われてい

た市街地がコロナの中で農業を進めて所得増につながっている。昔ながらの発想でいくと高密度市街地は全部

壊して建て直すと考えるとエコではないが、今あるままでなんとかするというとエコが伸びるのではないか？

今あるのを壊して作ったものがエコ仕様であるということだけでは良くない。 

・イギリスのトッドモーデン（インクレディブル エディブル）、ニューヨークのブルックリングランジなど、エ

ディブルランドスケープやコミュニティガーデンやシティファームなど都市の中で、居住地の中ではどうか？

というのがやっと気がついてきた。しかし、日本の都市計画では、そういうものを一切排除してきた。農水省

は都市の中は扱いませんと投げてしまった。日本では生産緑地や都市内農地をどうやって有効活用してコミュ

ニティベースでどう関わるかというのが切り口になる。 

・経済界や民間がお金を投資するにたる価値を見出せるのか、そのスキームが見えない。NbS をどう普及するか

の戦略はあるのか？→企業の行動変容に最も効くのは金融を通じてである。企業は非財務情報の開示について

は、温室効果ガスについては開示されるようになった。生物多様性について TNFD という仕組みを構築する方

向で動いている。生態系や生物多様性についてよくない事業を行なっている企業についてそうしたものが開示

されるようになると、石炭火力発電所がバッシングされるように、社会からの圧力が高まることが予想されて

おり、それに備えるような動きがある。 

（４）まとめ 

・建築・土木系が思想転換も含めた真摯な悩みを共有すれば変わっていくと思う。アカデミックが厳しいことも
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含めてビジョンを示していくことが必要である。 

・NbSを建築の中でどう取り入れていくのかは、U I Aが 4-5年前に SDGsがらみのガイドブックを作った。その中

で、バナキュラーな建築をしっかり評価するようになっている。エコロジカルデザインを含めたものは潮流と

してはあった。本質論を議論すべき。 

・日本語の生活者という言葉は、英語には無いそうで、生活者は日本独特の概念で、ヨーロッパには生活者とい

う概念を作らなかったから問題が大きくなった。生活者のための空間をどうつくるのかという視点から始める

のが良い。 

4-2.次年度以降の検討内容 

→次年度以降は、木材の利用と森林生態系についての議論を深める。

→どのような都市・農村空間が生物多様性と生活者にとって重要であるかの本質的な議論を行う。

５．今後の課題 

今年度は、勉強会での情報提供を受け、WGの中で議論を深めるとともに、下記、①〜③に取り組みたい。 

① テーマ eに関する行動方針の詳細検討

産業界、政策等への提言のための科学的根拠の収集

② テーマ Eに関する達成目標の度合いを示す指標（KPI）作成

③ 公開研究会・勉強会の開催と記録発信、および①～③の報告書作成

参考資料） 

糸長浩司（2021）「日本建築学会 SDGs 宣言の解説試案(ポスト SDGs を見据えて) AIJ-SDGs Declaration Explanatory 

Draft-For post SDGs- 」 

星上幸良（2022）「日本建築学会 SDGs対応推進特別調査委員会「e.生態系の保全と適正利用」WG研修会資料 SDGs

的視点〜建設資材調達が沿岸域に及ぼす影響〜」 

古田尚也編（2021）「NbS 自然に根ざした解決策 生物多様性の新たな地平」 BIOCITY No.86 
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4 章   f. 衣食住の保証と平和で平等な社会づくりWG 活動報告

主査：寺田宏 ，幹事：薬袋奈美子、大塚彩美 

Hiroshi TERADA, Namiko MINAI, Ayami OTSUKA 

１．１．WGテーマ概説 

f. 衣食住の保証と平和で平等な社会づくりWG のテーマは以下のとおりである。

「衣食住の保証と平和で平等な社会づくり」

基本的人権を尊重して弱者を守り、衣食住が保証された持続可能な平等で平和な国際社会の構築に貢献する。

（日本建築学会SDGs宣言より抜粋） 

担当ゴール: 1（貧困をなくそう）、2（飢餓をゼロ）、5（ジェンダー平等を実現しよう）、 

10（人や国の不平等をなくそう）、11（住み続けられまちづくりを）、12（作る責任、使う責任）、 

16（平和と公正をすべての人に）、17（パートナーシップで目標を達成しよう） 

本グループの担当ゴールは個々には建築と直接的な繋がりを想定しにくく、「貧困」、「飢餓」、「性差」、「平等」、「平

和と公正」、「パートナーシップ」は建物、都市に関わるすべての人に共通の基盤である。直接的に関わるゴール 11、

12 を除いた 6つの担当ゴールの議論を中心に進め、SDGsの建築行動計画のためのKPIを模索した。 

日本建築学会SDGs宣言にもあるが、「衣食住が保証された国際社会」の構築を念頭に日本という限定された領域か

ら海外の情報収集、議論を含めた広い視野で実施した。また建築限定の視点から建築に関わる環境や社会を含めた包

括的視点の議論も進めた。特に既存の縦割りの殻、仕事や地域の横繋がりなどを想定するとともにその担い手育成と

いった領域にも展開した。同時に建築は建築単体を時間軸でとらえる視点も重要である。過去の建築の在り方（例え

ば空き家）などは建築の未来を考える視点としても重要になる。 

２．ＷＧメンバー  ◎＝主査  ○＝幹事  ◇SDGs委員会幹事□SDGs委員  a~g重複所属WG 

◎c 寺田宏/㈱東畑建築事務所/男女共同参画 

〇◇g 大塚彩美/東京家政大学/SDGs委員会幹事 

〇□ 薬袋奈美子/日本女子大学/建築社会システム 

□g 石川孝重/日本女子大学/建築教育 

井本佐保里/日本大学/建築計画_住宅計画運営委 

◇a 外岡豊/埼玉大学/地球環境 

□g 平田京子/日本女子大学/建築教育 

３．開催の経緯（ワーキングおよび公開勉強会実施日程） 

〇09月 30日 

取り組み方針を議論、検討した。個別のゴールの特色を考慮し、直接的に議論するのではなく建築全体を見据えた

総論として議論することにした。ゴールとともに 169のターゲットにも着目する必要の指摘もあった。 

〇11月 22日 

本グループの担当ゴールについて重ねて議論（本稿末尾参考資料参照）。人の日常生活に関わる基礎テーマのため

個々のテーマに対しての議論の方法、関係するKPIにかかわるキーワード、行動計画にかかわるキーワードの抽出と

今後の進め方を議論した。 

必ずしも定量的な目標設定の結論に導かず、建築と SDGs のかかわりを 6 つのゴールに重点を置き議論し結果的に

ゴール 11，12に結び付くことを期待した。 

〇12月 20日 

●ゴール 5（ジェンダー平等）に関連して「ジェンダード・イノベーションズ」についての公開勉強会を開催

講師：佐々木成江先生 名古屋大学大学院 理学研究科准教授 
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（現在：内閣府男女共同参画会議、計画・実行・監視専門調査会専門委員） 

●日本の女性活躍の動き 

・日本のジェンダーギャップ指数は 2021年は 153か国中 120位、特に 2006年からの伸び率が低い。 

その中で世界は新たな方向に動いている。これが『ジェンダード・イノベーションズ』 

● ジェンダード・イノベーションズ 

・欧米では『ジェンダード・イノベーションズ』を次の大きな流れとし、すでに成果も上げている。今までは

第一段階は数の段階（女性率向上、多くの女性の参画など）、第二段階は制度や組織改革、そして今は第三

段階としてジェンダード・イノベーションズを位置づける。 

・性差やジェンダーの視点が見過ごし、知らず知らずのうちに男性視点（着眼点）でとらえてきたものを女

性や性差を踏まえた新たな視点でとらえると、研究・開発成果がさらに生まれる。つまりは女性の視点を研

究開発に入れる。（知らず知らずのうちに男性（オス）視点になっていた。） 

・欧米ではこの視点での切口を入れなければ研究費が申請できないなどの取り組みもある。 

・日本においても『第 6 期科学技術・イノベーション基本計画』にてジェンダード・イノベーションズにつ

いて取り上げられている。今後政策にどこまで入るか注目。その成果も産業界ではすでに出ている。 

・開発事例：各種薬品の開発でも男女差を視点にいれることで新たな発見がある。痛くないマンモグラフィ

ーの開発、妊婦のシートベルトなどは女性視点からの商品開発での成果である。 

● 現状の建築、都市計画の分野について 

・公共交通機関のデザインやジェンダー格差のない都市など建築分野でさらに進めるべき視点と考えられる。 

・建築や都市計画の分野では規制が多い。道路で遊んではいけないというものが典型的。多様な行動ができ

ると魅力的な道路空間ができそう。（ウィーンではジェンダーフリー問題の専門のマネジャーがいる。） 

・ジェンダーの専門家が取り組む体制が必要、横断的な人材はまだ育っていない。（教育の課題） 

●ゴール 1（貧困をなくそう）、ゴール 2（飢餓をゼロ）に関して

「海外の貧困な住まいの事例から考える」についての公開勉強会を開催 

講師：薬袋奈美子先生 日本女子大学家政学部 住居学科教授 SDGs 特別委員会幹事 

講師：井本佐保里先生 日本大学理工学部建築学科助教 SDGs 特別委員会委員 

● アフリカ、ケニアのスラム調査の報告 

・アフリカのスラムエリアの解消のために住戸を作っても住民の住まいとして活かされない事例 

・仕事（生活の糧を得る業）と住居は密接にかかわる 

・生活の「支えとなる住居（小屋）」が必要、これからの住まいの原点か。一方でスラム居住環境改善のため

に整備された集合住宅では、生業のための場がつくりにくいなどの要因によって「抑圧する住居」となる 

● アフリカ貧困エリアでの教室建設プロジェクトと外部からの支援の在り方 

・インフォーマル居住地ならではの自助的な教室整備の手法（知恵）が存在する。 

・外部支援によって、現地で確執や課題を生むことも多く、介入のあり方には注意が必要となる。 

・教育の普及は貧困撲滅に重要と考えられているが、ケニアのインフォーマル市街地で十分に行き届いている

とは言えない。そのため、居住者自身によるノンフォーマルスクールの整備運営が行われるが、行政からの

支援は充分ではない。また教育の質にも格差がある。より包括的な仕組みや基準が必要。 

● アジアのスラム改善等を通して考える住宅政策を学ぶ意味（薬袋） 

・インフォーマルセクターに従事する人が多いことによる、フォーマルな形（不法占拠等ではない）での住

居を確保しにくい社会構造が課題。（住宅市場の在り方自体を考える糸口） 

・スラム改善等では、スラム居住者の実情を踏まえた支援を行わないと、適切に使われない住居をつくるこ

とになる。スラムの再生産にも繋がる。 

・居住者が対応可能な住宅改善方策が必要。例えば、コアハウス（水回り空間等）を、居住地づくりのルー

ルを守ることを前提に、割賦販売するような取り組み。不法占拠地区で、オリジネーターと呼ばれる外部専

門家支援のもと、住民がコミュニティ組織を形成して地区の将来計画に合意した場合には、公的機関から

土地権利取得のための融資を得られる方法。 

・トルコの震災で被害を大きくしたのは、居住者と技術者の倫理観の問題も。復興支援策にも、居住者福祉

よりも、財産保証に近い形の支援がかつてあったことが課題だった。 

・ゴール 17 パートナーシップで目標を達成：弱い立場の人同士がつながる仕組みで、人を育てる（人をつ

なぐ、情報をつなぐ） 

・こういった状況から改めて自国の政策の在り方を考えることは重要で、住宅政策等についての教育を検討
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する必要がある。 

〇2月 15日 

グループの活動成果について議論、各ゴールの個別の提言ではなく包括的なキーワードを総論とする。 

「政策提言」によるSDGs にかかわる建築学会の行動、発信、およびこれからの時代における様々な視点をとらえ

た「多様性」の享受が大きなまとめのキーワードとして議論された。 

〇3月 16日 

＜ガーデンハウス名谷第二団地（神戸）のテラスハウス型住宅の維持管理改修、建て替えに関する課題について＞ 

事例紹介と今直面するタウンハウス型住宅の課題について山口委員より紹介を受けて木造テラスハウスの建て直し

また改修についての情報提供を受けた。今後の住まいの在り方、特に権利や実行する際の融資などについて議論した。 

〇以上の他に以下の他グループ勉強会に委員が参加 

●11月 17日Ｇグループ主催合同勉強会 法政大学川久保俊教授による SDGsについて

●01 月 24 日Ｃグループ主催合同勉強会 松本洋平氏（香山建築研究所）による「地場産材を用いた京丹波町役場新

庁舎」ゴール 17（パートナーシップ）について

４．活動成果まとめ 

〇総論 

ゴール 11，12 以外は建築、社会、環境の担い手である人にかかわる基盤課題である。幅広く横に関わり合いを

持つことが議論された。そのために個々のゴールが定める課題だけでなく、他ワーキングの活動も踏まえ情報を収

集しながらそこに潜む総合的課題としてとらえることとした。 

一方で現在も世界の様々な建築、住居の研究者が本学会にも在籍することから海外の事例を踏まえて我々に必

要な視点も議論のベースに置いた。常にすべての項目にかかわる課題として考えるべきである。建築学会のSDGs

の行動計画の起点は定量的な各ゴールのKPIではなく議論の起点となるべきポイントとして検討を深めた。 

その結果、下記の 2つの着眼点を行動計画の着眼点、KPI設定の起点として本ワーキングは提案する。 

本来の KPI は後述のジェンダーフリーの項目でも触れるが学会本体の SDGs 行動と本会会員が様々な活動を実

施するうえでの指標となるものの２つに分かれる。ぜひとも学会自体の SDGs についても学会運営の委員会で議

論を深められることを期待し、本報告では会員各位の活動における指標につながるキーとなるポイントを提起す

る。 

着眼点１）『政策提言』の推進 

様々な貧困（例えば空間の貧困、住み方の貧困、仮設住居（避難住宅）の貧困・不平等、ローンによる貧困）は

存在する。その中で建築が関係するものも少なくない。また広義においては建築は自然環境から人を守る観点があ

り、貧困な環境とは建築設備と関わるとも考えられる。しかし、まずは人の生活基盤にかかわる SDGs のゴール

を総合的に実現する影響力を持ち、広く持続的環境を維持でき、良き建築、都市、環境を実現するには政策（民間

での施策を含む）が中核と考える。同様なことが飢餓や不平等、平和・公正についても考えられる。そのために建

築学会のSDGs の第一に重要な活動として政策提言の推進をあげる。 

しかし、この推進活動には以下の 3点を前提とすべきである。 

第一に提言に対しては建築の専門家として確固たる基礎を固める研究活動が前提である。根拠、エビデンス、あ

るいは持続可能な社会の実現のためのシナリオを持つべきであり、そのための調査・研究・開発活動を前提とする。

その活動の推進も必要である。そのうえで学術的基盤を持った提言（施策）にまとめ上げられると期待する。 

第二に SDGs にかかわる建築の役割は社会、経済を包含するもの、あるいは関与するのは建築学だけでなく不

動産などの直接的な分野のほか文化人類学など幅広い分野・業界とかかわる。現状の建築という縦割り、あるいは

外側の異分野との緊密な協業が真の意義のあるものを生むと考える。 

第三に SDGs はすべての人に対するものであり、現在の作り手中心の視点から建築にかかわる使い手、あるい

はそれにとどまらず取り巻くさまざまな関係者の視点をとらえて検討すべきである。 

さらには時間軸を加え、変化激しいグローバルな動きをとらえる視点も必要なことは言うまでもなくその形成

により持続可能な建築の具体的なゴールである 11、12に通じると考える。 
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着眼点２）『多様性』の受容 

女性活躍など様々な人材が生き生きと活躍する世界を築くために様々な方策を実施してきた。勉強会では女性進出

や制度などが整備したのちの課題として「ジェンダード・イノベーションズ」を取り上げた（詳細は以下の参考資料

●2．Goal 5（ジェンダー平等を実現しよう）の項参照） 

欧米の現状を踏まえると今後は社会の新たな研究、開発の切口は女性に限らず多様性をどれだけ受け入れられるか

ということにあり、現実に欧米は成果を上げつつある。欧米はすでに「ジェンダード・イノベーションズ」として多

様性を取り入れる段階に移行している。 

建築学会本体の女性活躍や多様性については別の場で議論することとして、会員各位の研究活動にかかわる多様性

を受け入れた新たな活動の起点を提案する。日本の場合は女性活躍の段階で足踏みしているがグローバルな視点でと

らえるとすでに多様性に移行している。 

喫緊の課題はグローバルな視点で見ると日本の遅れをいかにスピードアップできるかである。そのためにはクオー

タ制度の導入も視野に入れ、多様性には様々な視点として前述している建築学の壁を横糸で繋ぎ総括的な視点をもっ

てあたる必要がある。同時に次の担い手に引き継がれなければならず教育を含めた取り組みが期待される。 

以上を総論的着眼点として提案するとともに、いまだ日本建築学会では認識が低いこともある。その一方で SDGs

を前面にとらえるのではなく現状の活動の延長線上で自然に連関していくことも重要である。そのために様々な

SDGs にかかわる発信が学会は必要であり、SDGs にかかわる顕彰を設けることも併せて重要な施策と提案する。 

５．今後の課題 

SDGs はすべての人に対して持続的な環境を維持するための世界共通のゴール、ターゲットであり、建築に対して

もまずは建築、都市の機能を拡大した目で見ることにより関わりを認識することができる。自然環境から人を守り快

適な居住を確保することが建築空間の直接的な役割ととらえるなら、様々な人のライフパートナーとしての役割が建

築にはあることが議論された。 

そのために総括的な目でも見る必要がある。特に日本建築学会としては直接的な影響を感じない貧困や飢餓、ある

いは平和や公正などの項目に対してもグローバルな視点、包括的な視点ではいくつもの課題が存在する。そのために

は多くの現状を情報収集、分析、考察する研究結果を最終的に発信することが建築学会の行動として重要に思われる。 

一方で本ワーキング活動のいくつかの議論でも指摘されているが、学会の既設の委員会がその主たる議論を深め

SDGs 委員会が横刺しとしてほかのゴールとの連携を担うなどの縦と横の関係を改めて構築する必要がある。 

そのうえで今回の活動がゴール 11、12に帰結すると想定できる。そのためには海外事例にもある困っている人が適

正な権利が得られる仕組みを入れこんだ住宅供給制度の確立、コミュニティ形成の上の町を今一度日本に照らすこと

も必要に思われる。（東日本大震災の被災地でも住まいの貧困・飢餓はある）また、ゴール 12への展開としては居住

者がのちに困らない提案をする（超高層住宅、斜面地住宅等をどうするのか）ことなどが発展して考えられる。 

それぞれのゴールに対して様々な切口を議論してきた。それぞれについて各論としてさらに議論を深める一方で着

眼点としてまずは 2つの大きな目標として個別の行動計画が企画され、実行されることが重要に思われる。建築は社

会、経済に総括的にかかわることと考え認識する必要がある。特にグローバルな動きから活動が必要なテーマも存在

する 

「衣・食・住」と「平和で平等な社会づくり」ということがテーマであるが、建築にかかわる我々としてはぜひと

も『住』の重要性を見つめなおし、「住・衣・食」となることを願うばかりである。 

参考資料： 

ワーキング活動開始当初に検討した本 WG の検討対象の各ゴールおよびターゲットに関する分析を以下に記録して

おく。この議論の際に用いた分析マトリックスも末尾に記録する。 

●１．Goal 1（貧困をなくそう）、Goal 2（飢餓をゼロ）

建築が直接的に関与するとは想定しがたいが、いくつかの課題を切口に議論した。

日本における住居の貧困、飢餓としては直接的な住空間の機能にかかわる点においてその欠乏、不足があげられる。

特に近年話題となる住居の確保の難しさの課題などである。また一方で仮設住宅などに見られる仮の住空間などの貧
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困は限られたエリア、期間限定であるが存在する。このようなテーマに対して学会としてどうするかという行動を検

討する必要がある。また、空間の貧困を広義に解釈するとその温湿度などの設備環境などの貧困があげられる。省エ

ネルギーの課題とは表裏一体であるがこの点でもこの貧困・飢餓のテーマと広義では関連付けられる。 

建築空間は社会、経済などが深くかかわり多くの課題が存在することも議論された。不動産開発の課題や住宅ロー

ンの個人課題なども含まれる。 

一方でグローバルに目を移すと貧困、飢餓は現実の問題であり、そのテーマに精力的に取り組む日本の研究者も少

なくない。学会としてはグローバルな課題としては建築と貧困、飢餓は決して関係ないのではなく、その分野にも注

視した活動推進が必要である。 

単なる論文数の問題ではなく、飢餓、貧困に幅広く、枠を超えた日本建築学会としての取り組み姿勢が重要に思わ

れる。 

＜議論のまとめ＞ 

① 住の貧困・飢餓 

空間の貧困、住み方（住まい手）の貧困⇒最低限住空間（住居）⇒基準法の基準への展開？ 

 アフォーダブル住宅、低コスト住宅 

ローンによる貧困⇒G10（不平等）、16（公正）と関連 

② 建築と食（食の不足は飢餓であり、貧困を巻き起こす） 

③ 広義の「衣」（自然や周囲の環境から人を守る）（施設の安全を含めて考える→G16と共通） 

シェルター（耐震性、対候性、防御性、紛争時の避難） 

④多様な視点でとらえる⇒女性の視点 

⑤グローバルな視点⇒海外の貧困（飢餓）より住空間の原点、支援で活かされる建築（非公式な空間）、フェアトレ

ード品で貧困、飢餓をなくすため⇒G10、G16と密接 

⑥ 団体として貧困防止、飢餓防止にかかわる 

⑦ 実態のある住空間⇒住まいの原点（住む人の視点に基づく） 

実態として活かされる住宅（海外事例）、住むと仕事ができる住み方の両立 

⑧ 住宅市場の改善の必要（不動産流通、所有形態、融資制度等）⇒特に賃貸住宅市場が乏しいこと、中古住宅市場、

高経年住宅の改善方法（長屋建て住宅への対応等）。G10 と連関、政策での展開が必要 

●２．Goal 5（ジェンダー平等を実現しよう）

ジェンダー平等というテーマに対して、まずは女性活躍という切口でスタートさせた。（勉強会内容参照） 

欧米はジェンダー平等に関しては数や制度の設置の段階からジェンダーそのものを研究開発、試行のベースに置く

「ジェンダード・イノベーションズ」の段階の報告があった。日本政府も『第 6期科学技術・イノベーション基本計

画（令和 3年 3月 26日閣議決定）』ではジェンダード・イノベーションズ創出として触れている。しかし、現状では

まだまだジェンダーギャップ指数が示すように低いことも現状である。特に女性活躍の課題に対しては緊急政策が必

要ように思われる。日本建築学会も同様と考えるが、建築分野に対しては単なる数値の追求ではなくグローバルな動

きを踏まえてジェンダーフリーの一歩進んだ観点から具体的な行動を考える必要があると思われる。 

＜議論のまとめ＞ 

①フェムテックと建築空間への展開⇒建築のフェムテックは多様性の視点へ、女性だけでなく差のない空間 

②ジェンダーフリーの建築空間、多様性の空間、多様性を受け入れる空間（女性視点の建築計画・都市計画） 

ジェンダーフリー、バリアフリー、ジェンダーレスへ、女性視点ですべてのゴールをとらえる⇒他のGと関連 

③建築界（日本建築学会を含む）の女性の社会進出促進策 

性差の確認（性の中性化）と多様性）、女性率、ジェンダー率、クオータ制度導入 

アンコンシアスバイアス⇒評価指標 

④ジェンダード・イノベーションズ⇒男女共同参画推進委員会との共同ワーキング 

⑤インクルーシブ社会 

●３．Goal 10（人や国の不平等をなくそう）

様々な不平等に議論は及んだ。まず、建物空間における直接的な不平等（享受する機能について平等ではない）と

いうことではユニバーサルデザインが取り上げられる。グローバルにみると人種、宗教、年齢、あるいは性差による

違いを克服してのすべての人が等しく建築空間の平等を享受できる必要がある。 

一方で建築に対する平等は社会、経済的な見地から平等な施策メリットが享受される観点がある。この点は特に日

本の住宅政策、金融政策に対しても考えられることが指摘されている。 

同様にグローバルな視点に立てば多くの不平等が建築空間、建築機能、また都市政策には存在することも指摘され

た。開発途上国への支援の点にもあることは前述の貧困、飢餓の項目でも指摘されている。 
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＜議論のまとめ＞ 

① ユニバーサルデザイン 

キッズ、エイジ、バリアフリー、性差ほかのジェンダー問題 

② 公平な政策への提言 

日本国内への提言 

政策、施策、地方自治体、リーダー向け、住宅の貧困を追求（空間の大きさ、空間の機能充実、金融施策） 

グローバルな視点に立つ（日本から発信） 

海外の貧困層、飢餓に直面する人々にかかわる建築（活かされる空間） 

海外の建築空間での不平等（災害復興、貧困住宅など） 

③ 開発途上国への支援⇒インフラ整備支援、技術支援、生活向上政策 

④ 人や国の不平等をなくす⇒貧困の連鎖を防ぐ支援の方法。貧困から脱することのできる住む場所の提供 

貧困から抜け出す力をつける支援が大事（適切な制度設計と運用）

●４．Goal 16（平和と公正をすべての人に）、

特に公正な点で建築のかかわり方として「倫理」について指摘された。倫理は順法の前提の考えで建築者、技術者

としての倫理については教育との関連が指摘された。 

学会の活動は常に公正でなければならない。これは学会運営上の観点ともかかわる。 

一方でＳＤＧｓ上でフェアトレードに代表される様々なサプライチェンの課題にもこのゴールは関わっている。ま

た、グローバルな視点でこのゴールを見るとまだ議論の不足が見られる。紛争において破壊される建築、市民を守る

シェルターに代表される施設、また軍事施設なども建築物であることを認識すべきであろう。 

おりしも勃発したウクライナ紛争などでの映像を見て改めて建築の役割を整理する必要があると思われる。 

＜議論のまとめ＞ 

① 倫理ある消費者⇒G10 と関連 

消費者教育（建築空間への消費者が持つべき情報提供） 

政策立案者の教育（建築を使うものの視点に立つ、社会全体の視点に立つ） 

教育の課題（人材の視野を広げる（建築に限らない）） 

② 技術者（建築にかかわる技術者、造る側）と居住者（使う側）の倫理 

適切な権利の保護、相互間の理解（相互の満足） 

③ 学会としての政策への検討と提言⇒G10と関連

調査・研究の推進 

調査研究に裏打ちされた行動 

調査研究を促進する施策（ジェンダードイノベーションズなど） 

研究促進のプラットフォーム構築⇒G1、G2、G5、G10 と関連 

立案する立場になる建築系学生に向けての建築・住宅政策教育 

④ フェアトレード、サプライチェーンマネジメントへの取り組み 

建設材料のマップ（リスト）作成、不法労働による建材の回避（産地確認、特定資材の回避） 

フェアトレード産品率 

学会の日常の達成率（日本建築学会の物品購入は健全か？） 

⑤ 契約の見直し⇒G10、17と関連 

⇒請負契約、委託契約の見直し 

⇒学会としての契約の実情調査と改善 

⑥ 建築紛争への取り組み（係争の仕組み、紛争の回避策） 

⑦ 戦争（武力衝突）にかかわる建築構築物ゼロ化＋武器技術へのかかわりゼロ 

⑧ 防犯・防災 

⇒被災リスクの高い場所に、社会的弱者が生活する傾向がある。 

⇒不適切な販売・詐欺等、空き巣等を提言するコミュニティ形成を促すことのできる居住地の形成 

●５．Goal 17（パートナーシップで目標を達成しよう）

パートナーシップについては集中的に建築分野、建築学会の扱うものの横つながりについて議論をした。特に日本

建築学会での様々な活動では社会学や人類学とのつながりは重要であり、必須な場合があるが現実には一体となるパ

ートナーシップを十分に実現できていないという指摘がある。また、建築分野の中でも多くの異分野、異業種の連携
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による活動を推進すべきであるという指摘もあった。 

合同勉強会での木造庁舎の事例においても林業と建築業、地元と各企業、使う視点と作る視点など多くの横つなが

りの事例が報告された。一方でコスト、契約、責任など様々な既存の制度が存在していることも報告され、今後の課

題として開かれて議論がなされるべきことを確認した。 

＜議論のまとめ＞ 

① 建築分野外との連携（パートナーシップ） 

省庁の垣根（建築と農水省）、業界の垣根（林業分野の連携）、地元産材を地元企業と生かすための仕組み 

設計段階から施工技術を組み込んだ木造建築の仕組み、技術開発 

地元の協力、町民生活の中にある建築プログラム、 

② 活動のパートナーシップ（海外とのパートナーシップ（グローバル化、国際連携）） 

研究の連携率、建設行為のパートナー率（設計・施工・維持管理・運営）、関係者での協働（件数、率） 

建築学会としても連携強化 

他分野（社会学、人類学など自然科学分野外）、他業界とのパートナーシップ）⇒多様性の拡がり、G5連関 

③ ICT推進 

パートナーシップ促進のネットワーク、サプライチェーンマネジメント（アフターサービス）を促進 

コミュニケーション促進 

④ 様々な立場での平等・公正な発信（多様な発信）⇒G10、G16と関連 

多様性の社会（すべての人が生きやすい世界）に組み込む 

作り手の視点が多い。SDGs は使い手の議論。使い手の視点で解決する。 

生活者の視点重視 

発信の視点はまず会員次に業界関係者、工事労働者、不動産業関係者、 

住宅購入者、建物発注者さらに海外 

⑤ 開発途上国への資金支援活動⇒支援活動件数、支援施策の実行率、資金支援策の提言 

⑥ 開発途上国の生活インフラへの技術支援活動⇒技術支援数、救済人数、支援政策提言、技術バンク 

⑦ 市民パートナーシップ・ワークショップ 

⑧ 政策提言⇒国際提言件数、他国への助言活動件数、ｺﾝｿｰｼｱﾑ型活動
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4 章   g. 建築とまちづくり教育WG 活動報告

主査 平田京子， 幹事 石川孝重 大塚彩美 

Kyoko Hirata, Takashige Ishikawa, Ayami Otsuka 

１．WGテーマ概説  

g．建築とまちづくり教育 

建築をつくる人、つかう人への教育を行い、子どもから高齢者、市民から専門家への幅広いつながりを意識した上

で海外とも交流して協力関係を築き、皆ともに知識を共有し学ぶことにより、人間活動のための建築、都市、農村、

地域の創造と維持にまい進する。 

担当ゴール：g. 建築とまちづくり教育 4（教育）、11（まちづくり）、12（つくる・つかう責任）、17（ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ） 

特に本 WG では、2 つのトピックを扱い、検討を行った。1 つめがこれからの建築・まちづくり教育に関する俯瞰的

な視野からの意見交換とめざすべき方向に関連する提言、2 つめが建築学会の各会員が行っている教育・研究・技術

開発活動のポテンシャルと、SDGs との関連をさぐるためのアンケート調査の計画である。アンケート調査は本調査

の事前と位置づけ、新年度に継続して行う。 

２．WGメンバー ◎＝主査  ○＝幹事  ◇SDGs委員会幹事□SDGs委員  a~g重複所属WG 

◎f  平田京子/日本女子大学/建築教育 

〇f 石川孝重/日本女子大学/建築教育 

〇◇f大塚彩美/東京家政大学/SDGs委員会幹事 

小篠隆生/北海道大学/建築計画_施設計画運営委 

◇d   川久保俊/法政大学/地球環境 

坂井遼/㈱マヌ都市建築研究所/防火 

下川雄一/金沢工業大学/情報システム 

□d    高口洋人/早稲田大学/地球環境 

□ 元岡展久/お茶の水女子大学/建築教育 

c   山﨑鯛介/東京工業大学/建築・歴史意匠 （敬称略） 

３．開催経緯 

・2021年 10月 13 日（水）Zoom

・2021年 11月 17 日（水）Zoom

・2021年 12月 20 日（月）Zoom

・2022年  2月 4日（金）Zoom

・2022年  3月 7日（月）Zoom

3-1.公開勉強会 1 

演題：建築関係者にとっての持続可能な開発目標

（SDGs） 

講演者：法政大学 川久保俊先生（SDGs 委員会幹事、

テーマG委員） 

概要：持続可能な開発目標（SDGs）の概要、SDGs に

関わる近年の動向、建築関係者にとっての

SDGs、建築学会とSDGsの 4つのトピックから

の発表が行われた。SDGsと建築の関係にフォー 
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図 1 講演会の当日資料（3図とも提供：川久保俊先生） 

カスしての発表で、バックキャスティング型アプローチの重要性が指摘された。また特に建築学会 2021年大会発表原

稿投稿時のSDGsゴール調査結果からの分析が行われ、その傾向などが述べられた。 

3-2. 公開勉強会 2 

演題：サステイナブルキャンパス活動の推進とSDGsの達成 

－サステイナブルキャンパス評価システム（ASSC）の活用－ 

講演者：北海道大学工学研究院 小篠隆生先生（SDGs WG、テーマG委員） 

概要：キャンパスサステナビリティ実現に必要な素地を評価する国際的な仕組みを策定し、国内外の大学で評価実績

が積み上げられている「ASSC」についての仕組みと制度設計、SDGsとの関連性などが概説された。運営部門、

環境部門、教育と研究部門、地域社会部門の 4部門からなり、その下に合計 170個の評価基準が配置されてい

る評価システムである。1996年から北海道大学がすすめてきたサステイナブルキャンパスの取り組みは長年の

ものであり、SDGsを直接ターゲットにしてはいないが、SDGsとASSCの評価指標の近接度分析などの結果か

ら、両者の類似性が指摘される。 
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図 2 講演会の当日資料（2図とも提供：小篠隆生先生） 

４．活動成果（途中経過）のまとめ  

4-1.建築・まちづくり教育の今後に関する提言に関わる議論 

WGにおいて出された意見を整理し、まとめた。 

1）現況とこれからの方向性に関する提言に向けて 

・建築をつくればよいという時代は終わり、「建てない時代の建築教育」というセンセーショナルな言葉を出して建築

教育分野では検討をしてきたこともある。建築教育でも、技術の進歩が著しいので教えることは多様かつ大量にな

っていて教えるにも大変だが、社会学や経済学のことも学ぶ必要がある。いかに建築を社会になじませるようにつ

くっていくかが大切である。 

・建築の学問を修得する年月が短い。また「このことを学べばよい」という詰め込み型の教育ではなくなってきてい

る。コロナを経て、それが分かってきている。海外に目を向けてみれば当たり前だが、建築学を修得するために、海

外大学では 1 年間休学してインターンシップに出てそこで学んでくる、それをふまえて集大成を制作・論文等で仕

上げて卒業せよ、という流れである。学問的にそのような流れを突きつけられて、建築を勉強している。今まさに、

そのようなことが提言として求められている。 

・これからの建築教育を考えて、その後にKPIを設定する流れが必要と思う。まずKPIという言葉をたくさん出して

きたが、まずはこれからの 50 年を考えて、などこれからの建築教育を考えるべき。各大学も転換期に至っている。 

・まちづくりというワードが入っているので、それをどうとらえるのかが問題。東日本大震災があって、東北や関東

の都市計画系の大学では学生がかなり現場に行った。答えは出せないが、とにかく現場と関わりながら、正解でな

く、何ができるかを探していった。そのとき、他の学問が生きてくる。哲学など。それに合わない学生もたくさんい

たが、大学で人を育てるそうした新しいやり方が必要。それを言うことも学会の役割。学会が変わったと見えるよ

うにしたい。 

・高度成長期の建築教育は成果を出して社会に貢献することをめざしてきたが、今は、建築やまちづくりが果たす社

会での役割や価値観についてうまく説明できていない。何が研究の進むべき方向なのかを示すことが重要。 

・これからの建築・まちづくり教育に向けての討論は、「学会として」、「研究者として」、「日本として」、「世界で考え

て」、「多様性に鑑みて」などのいろいろな視座が想定される。 

2）建築学会の果たす役割の変容とそのポジション提示の必要性 

・学協会、建築学会と考えると、学会の目標は何なのだろうか。研究の知見を社会に還元していくための具体的なア
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クションプランとは何なのだろうか。その具体的なアクションを明確にしないといけない。大局的な議論を一度し

た方がよい。明確に見える目標がほしい。 

・「学会とは何か、学会と社会は何なのか？」ということに行き着く。それら大きなテーマを一度、議論することが望

まれる。 

・「学会は何をすべきか、学会とは何か」などの大きな議論を一度してから、KPIを議論していくのはどうか？ 

・学会や社会的課題の「見つめ直し」としての議論も可能。ただし、風上に向かうのか、風下に向かうのか、注意が

必要（風上：ゴールの示す全体像を重視し、マクロ的に議論し、実例の改善などには深く立ち入らない、風下：問題

解決に注力し、実例などもふまえたこれからの姿をミクロ的視点から詳細に検討） 

3) SDGsに関するコミュニケーターや情報発信の必要性、学生のとらえる建築という概念の変容 

・学会では研究、実務のことは多く扱われるが、建築学のコミュニケーターはあまり意識されておらず、理学や科学

のようにコミュニケーターを育成するという明確な視点がない。 

・一番難しいのは社会、市民に向けての教育である。 

・市民に建築について意識をもってもらいたい、学会という名前で書物が出ていったとき、なかなか買ってもらえな

い。読むとやっぱりむずかしい、堅苦しいと言われる。敷居が高いのを乗り越えていけるか？ たとえ学会が情報

を出しても、それは市民にとって身近でない。 

・行政はある程度学会発信の情報を見てくれている。住まい・まちづくり支援建築会議では、液状化の HP をエンド

ユーザー向けに出していたが、結局は行政など、エンドユーザーではない層が見ている。 

・コミュニケーターは教育から育つのか、自分で勝手に出てくるのか？ 建築ユーチューバーがどんどん出ている現

状がある。 

・動画が多くの人から、どんどん出ている。建築の現場、住宅というまちがえられない高額な買い物についての

YouTube動画はすでにたくさんあり、10万ビューなども出ている。わかりやすいものが数多く発出されている。 

・このようなYouTubeやSNSレベルでの情報発信において、アカデミアにいる私たちが果たしうるものがあるのか？ 

・建築学会の発するSNSなどはまだまだ弱い。若い人が気軽に見ることを実現するのはむずかしい。学会がニーズ開

発をして、市民と直接結べるとよい（ニーズ調査が必要） 

・たとえSNSや動画をやったとしても、専門的なことを言っていては、見てもらうのはむずかしいかもしれない。 

・われわれができることとこうしたものの棲み分けが重要、ポジション取りが大切 

・ニーズはもっと狭くなる、AIが入ってくると、もっと人間のできる範囲も限られる 

・学生はSNSや動画などの得意な人が建築学科に入っている。彼ら彼女らのスキルを向上するのは可能である。 

・学会は研究や論文がまずあって、後から情報を開いてきたが、これからは学会が率先して開いていき発信していく

べき。 

・建築を建てるだけでなく、それをこえた領域を教えるべきで、建築の企画のような授業があってもよい 

・「建築を計画する、デザインする、実現する」という枠組みを広げられないか？その枠組みを創造する 

・どこからが建築を考えることの始まりなのか？ という問いが立つ。 

・建築とは、私たちの身近な環境をデザインする、なくてはならないもの。トヨタが今までは車だけやっていたのが、

まちづくりの方まで考えないとやっていけない。建築の境界がどこにあるのか、ゼロベースで考え直さないといけ

ない。建築と土木の境界などを分けている場合ではない。国際的にも提言できるものである必要がある。 

・新しい技術などへの順応について、学生は強い。建築を学ぶと社会のいろいろな領域で求められている幅広さがあ

る。建築が総合的な領域を幅広く学んでいると学生自身が考えており、それを維持することが重要。社会、システ

ムをデザインすることもできる幅広さが建築教育であり、その価値を維持する必要がある。 

・新しい枠組みというのが出てきて、地元のまちづくりにかかわると、歴史的な町並みを保全しようとすると、どの

くらい価値を住民が認知しているか、大事に考えているか、意外とふたを開けると住民が自分たちの住む町の価値

を認識していない。残すかどうかも、新しい家に住むために古いよい住宅を壊してしまう。町並みも壊してしまう

場合がある。その流れをみていると、SDGsについて、ひとりひとりの住民の関心はあるのだろうか？ 

・一つ一つを知って市民も行政も知識を深めないといけないのだが、きちんとどこまで活動できるのかというと、そ

こまではできない。行政も横のつながりがなく、町並みの文化か、廃棄物の話かで縦割りとなっており横のつなが

りがないのでSDGｓの観点でまちづくり教育をしようとしたとき、どれくらい自治体の中でうまく横のつながりが

できるか、自治体と住民とでどれくらいシームレスに情報を共有できるか、自治体、大学、住民でどのくらいうま

くプラットフォームをつくれるのかが問われている。プラットフォームも、活動終了で終わってしまう。SDGｓの

活動インフラや考える枠組みが自然につくれるかが大事である。 
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・デジタルツインという考え方が出ており、情報インフラなどにしても、まちづくりなどの情報をうまくいろいろな

人に行き渡らせるかが重要になってきている。アプリなのか、自治体が整備すべきなのか、ユビキタスにいろんな

方がもう当たり前のようにアクセスするような情報網が必要である。日常的な情報の網のようなものが組み込める

だろうか。それは自治体がやるのか、建築学会がやるのか、SDGsの入り口の用意はどうするのか、まちづくりのた

めのとっかかりというような情報の入り口をどうつくるかが問われている。 

・研究としては市民にフォーカスし、直接市民に届けたい思いがある。 

・もっと学際的にやっていく必要がある 

・建築社会学というものが何度も出ているように、建築は社会とかかわっていかねばならない。 

・社会ニーズとして求められていない中で、市民にラブコールして出していく感じを追求する必要がある 

・SNS がひとつの可能性のある話。なにか軸にして発信すべきでは、学会は発信していくべきでは？ 

・SNS をやってみるというKPIを設けたらどうか？ 

・コミュニケーター育成は、建築社会学ともいえる。だが学科教育の中ではやりにくいし、あまり関心をもたれてい

ない。これから建築界が生き延びる意味で、こうしたことを学会が各大学で使えるよう、講座やセミナーなど教育

マテリアルを提供することが必要では？ 

・教育の基本として、専門家は請け負った期間だけでなく、長い年月をかけて地域に関わられる仕組みが必要 

・生活プロダクトという考え方。建築があって周辺がありますね、という考え方を変えるべき。建築から広げていく

考えが必要、建築と人間だけでなく、生き物、生態系までを含むものに。 

・教育も変わらないといけない。オフィスに集まる意味とは？という点については、在宅勤務を 9 割と言っている企

業もある、それでやっていけるのか。会社という組織で社員がリアルに集合する価値とは何なのか、オフィスの機

能の本質を見つめ直さないといけない。 

・バーチャルな世界は重要。リアルとバーチャルで相当に進んでいる。バーチャルに旅をするようなことが可能にな

ってきた。バーチャルな世界をある程度取り入れなければ、建築もやっていけなくなる。建築をつくらなくてでき

ることもあるかもしれない。ただしバーチャルな世界というのも、親しみがないと遠い世界。メタバースという世

界も線を引いてしまっている人もいる。バーチャルとリアルをどううまくつなげるかが課題。 

・言霊が大切。SDGｓにしてもいろいろ大事な言葉がある。情報を発信することも大事だが、デジタルな力を使わず

とも、地域にちりばめていくことが必要。まちに言霊の力をちりばめていけることがSDGｓにとっても重要である。 

・建築はとじた世界であることが、これらのあまり知られていない世界をつくってしまった。社会は、自分たちに語

りかけてくれて、初めて存在感が得られる。ただ情報を伝える際には、わかりやすさといかに正確・精度を高める

かは、むずかしい 

・情報伝達や教育としてみた場合、ハードルを下げるのか（市民教育）、精度を高めて正確にわかりやすく伝える（学

生、リカレント教育）のはきちっと学びたい人を明確にしてやっていくという両方がある。 

4-2. 建築学会 全会員対象 SDGsに関するKPI策定に向けた会員の行動状況把握 事前調査 

建築学会会員は、必ずしもものをつくっているわけではないため、KPI 指標として明確なものが出しづらく、CO2

削減量などの指標を直接、算出できるわけではない。そのため目標達成度合いを評価するための指標の設定は簡単で

はない。しかし学会では盛んに研究・開発・教育等の活動が行われており、学生が育ち、研究成果は社会に影響を与

えている。それらを指標に活かすことはできないだろうか。 

そこで学会会員の現在行っている、SDGsに関する教育活動、市民・社会への対話・情報発信に関する活動の社会的

影響度の現状を、一度調査して、KPIや目標設定に活かすことを検討するための基礎資料とする。 

 建築学会の対象とする領域で SDGs の達成をめざすには、2/14 に行われたカーボンニュートラルでの建設業界から

の意見として、学会での評価ツールの開発、発注者、設計者、建設会社、居住者等の「脱炭素関連の共通認識と共有

条件」の醸成への学術的寄与と発信 などがあげられていた。学術的寄与度合いと情報発信力を計測するこの事前調

査は、こうした社会的期待にも応えられる。SDGsのゴールとの関連も調査する。 

 各会員の意見・提言を記述する自由記述を含む、会員個人の「つぶやきと思い」を拾い上げ、共に解決を模索する

ようなアンケートを想定している。 
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図 3 会員対象 事前アンケート調査イメージ（3月時点） 

５．今後の課題 

・SDGsをふまえた建築・まちづくり教育のこれからの姿についての議論の論点を整理し、提言の形に構築すること 

・学会での教育力におけるSDGsポテンシャルについてのアンケート調査の実施計画、設問と分析のイメージ構築 

・建築・まちづくりという領域に閉じないこと。ボーダーレスで柔軟な発想を、工学や理学、社会学、哲学などの広

い他領域から得るよう教育を開き、情報発信や新しい技術に親しめる学生育成について議論すること、また市民教

育を含む教育を扱うことを想定した議論が必要と考えている。 

SDGs-G KPI策定のための事前アンケート調査計画 Ver.2

目標
・研究力／開発力（実践力）
・教育力
・対話力
・情報発信力 などに関連して、①（対象者個人が）どんな研究・開発・実務をしているか

②①の行動は、社会／市民／専門家へどれだけインパクト
を与えているか

目的
・再生可能エネルギーへの転換を加速させる
・CO2排出量削減
・カーボンニュートラルへの理解を多くの人
に（対話、啓発）

・カーボンニュートラルに関する行動を起こ
す

・SDGsゴール11関連 ……など

行動
・研究している
・教育機関で教育している
・技術開発・物件などに参画している
・（市民などに）意識啓発している
・市民などを対象にコミュニケーター
活動をしている

・情報発信している

×

事前調査項目のイメージ

×

対象（だれに
むかっての活
動か？）
・専門家
・行政
・市民
・社会

調査対象：建築学会会員 学生を含む全世代 方法：Webアンケート
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５章 建築学会 SDGs対応の今後 

Future of SDGs Action of the Architectural Institute of Japan 

外岡  豊 

Yutaka Tonooka 

埼玉大学名誉教授、工学博士（連絡先  ytonooka@nifty.com） 

Emeritus Professor of Saitama University, Dr. Eng. 

１． はじめに 

2022年度から 2年間の実質継続活動が特別調査として認められた（末尾表）。とりあえず 2023年度末までの活動は

できることになったが、SDGsは 2030年までの実践期間が想定されているので 2030年度まで継続した上で、2031年度

に全期間を総括したまとめをすることが求められている。その時点で少なくとも私は退任しており、この学会内活動

をどう維持して行くのか、どなたかが活動を継続維持してくれることを願うばかりである。こちらの一方的な希望と

しては会務関係委員会の下に倫理委員会と並列の委員会を設置してほしいと考えている。通常の研究委員会でもなく、

年限を切った特別調査でもない継続性がある委員会にしていただかないと実践期間の活動を全うできない。そうした

全体状況認識を踏まえて当面の活動について述べる。なお、あくまでも現時点での個人的な意見であり、かつ多数の

方々との討論を経て考えが変わる可能性もあり、委員会とWGと全体として最大の成果が出せるよう柔軟に活動して

ゆきたい。 

２．特別調査委員会 2年間の活動 

・SDGs17 目標と 169 項目と本会の社会的役割について再点検しつつ、SDGs 宣言で掲げた 7 つの行動指針の具体 

化を図る。 

・7つの活動テーマ毎でのKPIを作成し、会員行動を鼓舞し進捗管理を行う。 

・既往の、また進行中の研究、設計・建設作品、実践活動等具体的事例とその SDGs 貢献についてまとめ、共有し、 

公開する。 

・建築関係の学協会にも呼びかけ、連携して対応行動を推進する。 

・国内国際的に対応行動状況を公開情報発信する（英語版を含め発信）。 

・なお、これらの作業にできるだけ多くの会員が当事者として関わり、参加を通じた意識と行動の共有を促すよう 

にする。 

３．2022年度の当面の活動 

1) 情報共有強化 

７つの指針毎にそれぞれの WＧを新設したので、委員会傘下で分散討議がされているが、SDGs が多岐にわたる課

題全体を通した統合的な解決を目指してほしいものでもあるので、できるだけ情報共有を強化してゆきたい。 

2) 委員補充 

まず取り組むべきことは WG委員の補充である。6月 6日の公開勉強会の頃には公募の応募者がある程度来ている

可能性もある。SDGsの課題範囲と建築学会の専門分野の関係は大会発表に際して記入してもらった 17目標番号を見

れば全体傾向をつかむことはできる。そこで 17 目標中各 WG が分担する目標を選別抽出すれば専門として扱う研究

分野を特定できる。目標 11,12 は共通なので、実際には他の WG で扱っていない目標に絞って抽出すればよい。そこ

で各ＷＧの委員が得意としている専門分野と比べて、重要だがWG委員で対処てきない課題分野が見つかればそこに

集中して適切な委員を補充すべきということになる。リモート会議で旅費は不要な場合がほとんどと思うので人数が

多少増えても問題はない。 

私自身の構想としては学会の論文投稿に分類記号を付す専門分野一覧表も参考に補充すべき分野を検討すればよい

かと考えているが、実際に作業をしてみないと最善策が何かはわからない。それぞれに工夫、試行していただき良い

方法を見出せればよい。 

3) 合同WG公開勉強会の企画開催 

7 目標に共通する課題を列挙すればたくさんありそうである。個人的には住宅に関して根本的な再考が必要と考え

ている。また気候変動は緩和策と適応策と同時推進して、かつ相互矛盾がないようにしなければならない。例えば東

日本大震災後の復興事業で旧態依然のハード対策が中央官庁主導で実施されて大量のコンクリートを使った大きな構

築物が建造されたのは、気候変動対策としてセメント消費削減が全く考慮されていないという落ち度であった。それ
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に対する批判も反省も聞かれないのではSDGsにもパリ協定にも後ろ向きなままである。 

他にもたくさん重要課題があると思うので早めに各WGから課題整理、重要度評価等をして検討対象を選定し、重

要な課題がもれなく検討されるようにしたい。 

なお、多数の都合がそろう日程調整は困難であるのでパワーポイントの提供、議事録の提供、ユーチューブ動画等

を使ってできるだけ多数の委員、あるいは部外者も含めて成果を共有し意見交換を進めたい。 

4) ホームページ拡充整備 

早急に内容を充実させて情報発信強化したい バナー拡充については依頼中である。 

5) 本学会内各委員会等との連携

7 テーマと関連する研究と発表は当然乍ら各分野の本委員会運営委員会傘下の小委員会、WG、特別研究、特別調

査委員会で行われているはずで、既往の研究結果の活用は常に留意し、見逃さないようにするべきなのは研究者とし

ての基本である。そうは言っても互いに多忙であったり、とくに最近はつまらない理由で情報が遮断されていたりも

するので、ホームページや共通URＬ、メールマガジン等を使って催し物情報を相互流通させたい。  

6) 他学会、関連団体等との連携

現在確認できているのは建築家協会 AIJ、建築士会連合会とその地方支部等の取り組みである。現時点で積極的に

連携交流情報交換を進める予定の団体はない。 

7) 海外への発信 

当初企画にはあったが現実的には手が廻らず作業が追い付かない アンケート調査結果の英語論文化が企画され進

められている。 

8) 2年間の作業日程表

設置申請書に書いた作業項目の具体化について日程表を考えるべきであるが、未着手 

2022年度開始 

社会ニーズに対応した「特別調査委員会」設置提案書

２０２１年１０月２６日(微修正版) 

調査研究テーマ 

委員会の名称 

テーマ 

日本建築学会SDGs宣言における行動の推進  

類 型（下記から選択してください。複数可）  すべて該当 

1）サステナブル社会の構築に寄与するもの 

2）社会の情報化等に対応しニューフロンティア開拓に寄与するもの 

3）建築・都市再生に寄与するもの 

4）安全・安心・健康環境の提供に寄与するもの  

5）新時代に対応できる人材の育成と育成環境の整備に寄与するもの 

6）人口減少・少子高齢化社会に寄与するもの 

委員会名称 

建築SDGs宣言推進委員会 
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社会ニーズの所在と

調査研究の目的 

SDGs は国連の「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェン

ダ」が掲げた宣言および目標であり、人間、地球及び繁栄のための行動計画とし

て、17の目標(ゴール)と 169の項目（ターゲット）が示され、2015年 9月に採択さ

れた。 

 本会では2017年頃から対応の必要性を認知し2018年度大会(東北)でPDを開催、

2019 年度に SDGs 対応タスクフォースを設置、各分野から委員が集まり、対応に関

するアンケートを実施した。2020 年 1 月 20 日に学会大ホールでシンポジウムを開

催、2020 年度から当特別調査委員会として 2 年度の活動が継続されたが、感染症の

余波もあり同年 9 月に予定されていた大会での研究集会が中止となり、広く会員の

実践への展開は遅れていたが、この特別調査委員会で 17 目標を独自の７目標に再編

した行動指針(案)を作成し理事会の承認を受け、2021 年 3 月１日に公開シンポジウ

ムを開催、指針案について広く討議し、同３月９日付で、日本建築学会『SDGs 宣

言』を公表した。さらに大会発表の梗概において SDGsの 17ゴールのチェックの自

己申告を実施し、会員の研究、設計実践でのSDGsのＫＰＩ評価活動も開始した。 

 2021年度に入り、行動指針を具体化するための検討を行う７つのWGを組織し、

指針をより具体的な行動として肉付けする活動を開始した。国連 SDGｓの日程とし

ては 2021 年からの 10 年間は実践期間とされており、本会としても会員一同の実践

具体化と、ＫＰＩを用いた進捗管理が求められている。このような目的を遂行する

ために、会長はじめ（現田辺会長は以前から本委員会委員）役員の方々とも協力

し、学術団体会員としてのSDGs対応と団体として、SDGs宣言を受けた具体的なア

クションを進める必要がある。これまでの 3 年間の準備期間での成果を生かし、社

会ニーズ委員会傘下においてより具体的な建築学会の SDGｓアクションを推進、プ

ロモートする特別調査委員会として 2022年度から 2年間の活動を申請するものであ

る。 

戦略的調査研究項目 

SDGs17目標と 169項目と本会の社会的役割について再点検しつつ、SDGs宣言で 

掲げた7つの行動指針の具体化を図る。 

7つの活動テーマ毎でのKPIを作成し、会員行動を鼓舞し進捗管理を行う。 

既往の、また進行中の研究、設計・建設作品、実践活動等具体的事例とそのSDGs 

貢献についてまとめ、共有し、公開する。 

建築関係の学協会にも呼びかけ、連携して対応行動を推進する。 

国内国際的に対応行動状況を公開情報発信する（英語版を含め発信）。 

なお、これらの作業にできるだけ多くの会員が当事者として関わり、参加を通じた

意識と行動の共有を促すようにする。 

提 案 者 伊香賀俊治 （副会長） 

設 置 期 間 2022年4月~2024年3月 2年間 
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委員会構成（案） 

所属は申請当時 

伊香賀俊治（慶応義塾大学） 委員長・副会長 

糸長浩司 （日本大学）   幹事 

大塚彩美 （東京家政大学） 幹事 

川久保俊 （法政大学） 幹事 

外岡豊  （埼玉大学） 幹事 

秋元孝之 （芝浦工業大学） 

石川孝重 （日本女子大学）  

磯部孝行 （武蔵野大学） 

江口 亨   （横浜国立大学） 

筬島 亮 （㈱山下設計） 

兼松 学   （東京理科大学） 

上村真仁  （筑紫女学園大学） 

国枝陽一郎（東京都立大学） 

窪田亜矢 （東京大学） 

倉田成人 （筑波技術大学） 

小山明男 （明治大学） 

後藤晴彦  （早稲田大学） 

佐藤貢  （エコステージ協会） 

齋藤広子 （横浜市立大学） 

清家 剛 （東京大学） 

高井啓明 （竹中工務店） 

高口洋人 （早稲田大学） 

高屋 宏   （市浦都市ハウジング） 

田辺新一 （早稲田大学） 

寺田 宏  （東畑建築事務所） 

土肥 博   （NTTｱｰﾊﾞﾝｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ総合研究所） 

能作文徳 （東京都立大学） 

野口貴文 （東京大学） 

久田嘉章 （工学院大学） 

平田京子  （日本女子大学） 

牧 紀男  （京都大学） 

松川寿也 （長岡技術科学大学） 

松田雄二  （東京大学） 

薬袋奈美子（日本女子大学） 

元岡展久  （お茶の水女子大学） 

山口広嗣 （竹中工務店） 

予想される成果・効

果、達成の可能性 

成果物として 

①報告書(検討経緯の共有化)、 

②学会ホームページにSDGsサイト新設、事例紹介を含むSDGs情報の発信と共有、

③本会SDGs行動指針具体化案の提示本会のSDGs対応取り組みを推進し会員活動 

を活発化し社会の課題解決に貢献 

④研究・開発戦略を策定する組織の機能強化 

⑤建築学の統合化を推進する学会活動の推進 

⑥学会活動の自己点検を通じた活性化と効率化 

⑦新しい社会ニーズを先取りした人材教育への貢献と活躍場の創出 

⑧他学会、他団体、諸外国との交流促進とそれを通じたまちづくり、地域づくり等

への社会的貢献 
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⑨団体組織としてSDGs目標に適合した運営の促進 

成果の発信先と発信

方法 

・大会梗概での会員のSDGｓチェックのKPIの継続的評価とその結果の公開による 

会員の研究深化と拡張 

・随時、WG 単位あるいは合同による公開研究会の開催（オンラインも含めて年 10

回以上） 

・総合的研究集会（大会時の協議会を含む）開催 2022年度、2023年度、 

・公開シンポジウム開催 2022年 12月、2023年7月、2024年２月 

・学会ホームページにおける情報公開と発信 

・支部と協力した活動 

・関連他学術、業界等諸団体、研究機関、会員企業等との連携活動を通じた社会貢

献 

予算の概要 

項  目 初年度 第2年度 計 

 通  信  費 30000 30000 60000 

Web整備費 350000 200000 
55000

0 

報告書印刷費 150000 
15000

0 

委員会旅費 600000 600000 
12000

00 

 雑 費 20000 20000 40000 

計 1000000   1000000 
20000

00 

その他（特記事項） 
会合がリモート開催される場合は旅費は削減可能 
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６章 論考①   SDGsの基礎理解  

外岡 豊 

Yutaka TONOOKA 

埼玉大学名誉教授 （ytonooka@gmail.com） 

１．はじめに 

建築学会版SDGsの取り組みについて検討するに際して、まずは国連SDGsの概要を理解しておく必要がある。最低

限の事項を簡潔にまとめた。 

２．国連 2030アジェンダ 

SDGsと言うと 17目標を並べた各色の四角い箱が並んだ図が定番（図 1）で、あれもこれも達成しましょうと言う話

になるが、その全体は国連・持続可能な開発のための 2030 アジェンダ、Transforming our world: the 2030 Agenda for 

Sustainable Developmentであって、その全体目標等、大事なことは前文に書いてある。SDGsの決まり文句、『誰一人取

り残さない』はその前文に書いてある。 

『世界を持続的かつ強靱（レジリエント）な社会にするために、緊急に必要な大胆な変革を行う。その実行に際して、

No one left behind、誰一人取り残さないことを誓う。』*a 

 ここで重要なことは、大胆な変革をこの 15年間で実施するという実践への意欲である。しかし内容は残念ながらよ

くまとまってはいない。その具体的内容について多数国の代表が相談したが、時間も限られており、まとまらず 17目

標と 169項目になった。 

＊ａ：持続可能な開発のための 2030アジェンダ,国連持続可能な開発サミット 2015.9.25-27で採択 

 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development Preamble(前文) 

This Agenda is a plan of action for people, planet and prosperity. It also seeks to strengthen universal peace in larger freedom. (中

略)We are determined to take the bold and transformative steps which are urgently needed to shift the world onto a 

sustainable and resilient path. As we embark on this collective journey, we pledge that no one will be left behind. 

英語版,：https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/000101401.pdf 

日本語版：https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/000101402.pdf （これを本報告書 付録②に転載） 

３．SDGsは国連 MDGsの後継 

2015年から 2030年の国連目標SDGsは 2000年から 2014年のMDGs、Millennium Development Goalsの延長拡大活

動として始められた。MDGsは国連職員出身で初めて事務総長になったコフィ―・アナン（1997～2006年就任、2018

年没、ガーナ出身）が途上国、中でも遅れている後発途上国の社会向上に腐心し、飢餓、貧困から脱却させたいとの

思いから策定されたものであった。2015年までに極貧困人口の割合を低下させる等の目標を達成し、MDGsは一応の

成功を収めた。さらに発展させた次の行動目標を定めることになり、そこで国連はMDGs終了後の 2015年から 2030

年までの目標としてSDGsを制定したものである。  

MDGsのさらに前身として遡ると 1979女子差別撤廃条約採択、1966国際人権規約採択、1947世界人権宣言採択等

がある。また持続可能性については 1987国連世界開発（ブルントラント）委員会報告書『Our Common Future』で定

義された『将来世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、現在世代のニーズを満たすこと』が持続可能性である

とされたことが出発点になっている。国連での持続可能開発委員会は日本の発議で始められたものであった（大来佐

武郎おおきたさぶろう、外交官、外務大臣、茅陽一かやよういち、東大電気工学科教授、総長）が主に提案書を起草

した）。この持続可能開発検討提案がSDGsにもつながっているので隠れた日本の貢献は大きい。環境問題への世界的

な対応は 172か国が参加した 1992年のリオ環境開発会議、その前の 1972年ストックホルム会議(水俣病が世界に伝え

られた)以来の系譜がある。Paris協定に集約される気候変動問題もあり、SDGsは国連の活動が世界の企業と、さらに

世界市民との連携を意図した活動に拡張してきた象徴的な動きである。MDGsまでは国単位で各国担当者や国連関係

活動家に限られた旧来の国連の範囲内の活動であったが、SDGｓが決定的に異なるのはその広がりで、聞いたことが

ある人、中身は色々であれど何か関与している人の数は世界的にも日本国内でも数えきれない人数に達し、さらに拡

大、我々のこの活動もその一部である。コフィ―・アナンもここまで広まるとは予想していなかっただろう。インタ
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ーネット普及の効果は大きい。 

４．コフィー・アナン国連事務総長の貢献 

国連職員出身で初めて事務総長になったコフィ―・アナンは 2018年に亡くなったが、MDGs、SDGsを推進しただ

けでなく民間企業人の集まりであったダボス会議にも出席、国連の活動を世界企業にもつなげ企業活動や投資の倫理

規範等の整備、普及にも尽力した。SDGｓの世界的な広がりの裏には、そのもともとの原動力となったコフィ―・ア

ナンの尽力がある。私の個人的な思いとして SDGsに前向きに取り組んで行こうとする気持ちの背景には、亡くなっ

たコフィ―・アナンの遺志を大切に世界中の市民が受け継いで行くべきだと、その思いが心の支えになっている。  

５．SDGs17目標 169項目 

SDGsは 17目標 169項目（本報告書 付録②を参照）もあるが、その前身のMDGsでは 8目標 21項目だった。実質

MDGsの 2期目、後継 15年の目標が国単位から企業組織にも拡大した SDGsになる時にMDGsに追加するかたちで

検討され、十分整理しきれないまま策定されて 17目標と 169項目という膨大な構成になった。 

SDGs についてよく言われることは、これらの目標はあらためて言われなくても当然のことであり、国連が貧困、

飢餓を撲滅しようとずっと前から活動してきたとか、日本国内に限っても似たようなことが憲法の生存権として書い

てあるとか、実は古くて新しい課題が 17目標として書き並べてあるのがSDGsであると言われる。とくに貧困の撲滅

は国連の悲願であり、前文冒頭でも最重要な目標として強調している。1から 17の順番に軽重はないが最初の 6目標

（５Pの people部分）は先行するMDGsから引き継いだ主要部分である。誰一人取り残さないという目標はUniversal 

Designとも共通し、教育で言う inclusiveと言う概念にもつながる。これも古くて新しい、しかも簡単でない目標であ

る。  

図１ SDGs17目標 Goals  https://www.unic.or.jp/files/sdg_poster_ja_2021.jpg 
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下層から順に 17目標の順番は図の左から  

地球環境： 14.海洋環境, 15.陸上環境, ６．水と河川, 13．気候変動, 

社会： 1.貧困, 11居住, 16,平和, 7.エネルギー, ３.医療 ４.教育, ５.ジェンダー,２.飢餓 

経済： ８.労働と経済, ９.産業と技術, 10.格差是正 12.生産消費 

その上に： 17.連携 

 なお、ついでに言っておくと同様の構造理解を安藤昌益が農本主義社会構想で示していた*b。良好な自然環境に支

えられ良く耕された農地が生活の基盤としてあり、正人つまり自律的で自制できる人が構成する正世、正しい世の中

があり、海産物が取れる海岸部と田畑がある平地部と木材が取れる山間部と互いに足りないものを交易することで住

みやすい社会ができると説いた。さらに武士の社会支配を解体し特権階級なく全員が農業労働に参加し平等に分担し

て働くことで貧富の差も男女の格差も無くすべきだと SDGs を先取りした主張を江戸時代中期に著書（自然真営

道,1753）にまとめていた。  

＊ｂ：東條栄喜, 安藤昌益の「自然正世」論, 農山漁村文化協会, 1996 

８．希望と限界 

 最近は小学校でも SDGsについて学ぶらしく、市立中学の入試問題でも多数出題される課題になっている。一方で

『SDGs ウオッシュ』という言葉も広まっており、手前勝手な解釈でやったつもり、できたつもりになっているが浅

薄なもので本来の目標からほど遠いものである場合が多いとされる。各企業がきれいごとを並べて、前向きに取り組

んで何か良い事に貢献していますと言いながら、実は裏で非倫理的な事をしていたり 17 目標に逆行することが改善

されないままであった不祥事が露見したりすることが多々指摘されている。SDGs は実に様々な様態があり、身近な

課題を見つけて実現しやすいKPIを目指して目標達成し、達成感を味わうことで人を引っ張って行こうとするものか

ら、組織と社会の関係を地球市民の立場から考え直して何のために働いているのか目標を再確認するようなKPIにこ

だわらない深いSDGsまで、ウオッシュとは言われない活動にも幅がある。 

 ことに日本では企業への市民監視が弱く、行政も毅然とした態度を取らないため、環境によいこと、社会に貢献す

ること、格差是正、女性の参画等、理念を問わず、風潮に押されて受け身で行っていたり、見かけ倒しに終わってい

る事例も多いように見受けられる。また社会全体が問題解決意欲が乏しく SDGsの掛け声と逆に年々事態が悪化して

いる事項も多い。例えば SDGsの日本政府の行動指針 8重要項目では貧困は取り上げられておらず、これを見ると貧

困の問題はないだろうと考えるだろうが、世界各国と比較すると先進国として恥ずかしいような実態があったりする。 

貧困は後発途上国や難民の問題だろう等と思い込んでいると、身近にある問題を見逃して事態の悪化を放置する結果

になったりする。建築学会が専門とする分野でも、このような見逃しがないよいう統計値の確認や実状の点検が望ま

れる。総じてSDGsへの真摯な取り組みが日本社会の問題点に目を向ける機会になる。  

 世界的には難民が大問題で、『誰一人取り残さない』との掛け声はよいが、UNHCRによれは 2020年時点で 8240万

人もの難民がいる。世界人口 80 億人として計算上百人に 1 人が難民である。ウクライナ侵攻でこの数か月だけでも

難民が追加発生しており、国外退避した人はウクライナとロシアの合計で 1千万人いる。日本では難民発生地域から

遠く、いったい 8 千万人もの人がどこでどんな生活をしているのかよくわからない。SDGs では途上国の生活向上の

ため経済開発、経済成長とそれによる国家間の格差是正を目指しており、経済成長の促進が目標８で強調されている。 

しかし、それが気候変動の原因にもなっており、大気汚染健康被害で世界で 7百万人が過剰死している現実を悪化さ

せる要因にもなっている。SDGs にはこのような相互に両立しがたい目標もある。地球環境全体の危機と経済成長と

の関係をどう扱うのか、そこはあいまいなまま残されている。人新世という地球環境全体の危機認識も既に 2015年以

前,SDGs目標検討中にも重要視されていたが、それを明示的に扱った記述はない。こうした点が、SDGsがぼやけた目

標になっている一因であろうと受け止めている。 

 気候危機の影響もあり防災は重要な課題であるが 17目標に防災はない。11まちづくりの中に 169項目の 11.5.2と

して防災が書かれているが、昨今の状況からすれば扱いが小さすぎないか。平和と公正という目標はあるが軍縮や核

兵器防止への言及はない。 

 また文化の継承、地域的な独自性や伝統的な生活の尊重等も 17目標では大きくは扱われていない。これについては

17目標の検討過程では重要視する意見もあったと聞いているが、建築関係者からすればもっと重要視してほしい項目

である。そこで私は建築学会独自の目標として目標 18. 『地域固有の風土に適応した生活慣習、文化と伝統を尊重』

を追加することを提案している。似たような主張が京都美術工芸大学(元京都大学)高田光雄からもなされていた。  
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９．理念的対応と現実的対応 

SDGs への取り組みは、ことに最近は企業、自治体、学校等で多種多様な取り組みがなされている 企業担当者向

けのセミナー、職員研修等、SDGs関連のサービス事業や、カードを使ったゲーム的な催しで理解を深める活動や、小

中学生等に考えてもらう参加型の活動等も行われている。 企業の取り組みとして高邁な理念をさておき取り組みや

すい個別目標を選んで達成しやすいKPI定量目標指標を設定し、KPI達成に注力するような取り組みも多い。  

 冒頭に書いたようなアジェンダ 2030 の本来の目的においては持続可能社会構築に向けての大胆な変革が求められ

ているのであり、会社の営利活動が世界の人々や地球環境にどのような影響を与えているのか、それを本格的に改善

するには何をしなければならないのか、卑近なＫＰＩ達成では到達できない高い目標に向けて取り組もうとしている

のか、そこを本格追及するには会社の社会的な意義を問うとか理念的な取り組みが求められるだろう。察するにSDGs

への取り組みは高い理念に裏付けられた対応から深くは問わない現実的な対応、ウオッシュまがいの表面的な対応迄

かなりの幅があるだろう。  

 できれば高い理念でじっくり全体を再考して、社会との関係、環境への影響を客観的に評価し、言わば自己点検作

業を行い、その過程で気づき、理解、が進んだり、組織の全体目的を理念として明示することを通じて組織成員間で

の理解共有、概念の明示化による相互理解の促進等々、活きた効果をもたらし、それがまさに持続可能性やレジリエ

ンスにつながればよいと期待する。 

 その意味で個人的にはＫＩＰには期待しない。それ以上に卑近な対応に足を引っ張る可能性を恐れている。定量指

標をつくると、それがきっかけで思考停止が起き、生きた対象を指標という固定化し死んだ姿で見るようになってし

まうことが懸念される 

10．建築学会 SDGsの特徴 

本学会でのSDGs対応を構想した時点では、学会のSDGsは経営者と社員と顧客と投資家からなる普通の企業組織

とは異なったものになるだろうとぼんやり考えていた。通常の企業は社長が全責任を持つ組織であり、SDGsの対応

実践も会社単位か社内組織単位で実施するものである。しかし本会のような学術団体の場合は緩やかな組織で自由度

が高い会員が主体である。タスクフォース設置時点では専門分野を代表する組織として小委員会を単位として扱いア

ンケート調査を行った。 

特別調査委員会設置後は会員全体からすれば極めて低い抽出率の人数で討議している。大会発表に際してSDGs目

標番号を記入してもらうことにしたので、研究分野分布は把握できるが、会員各自の SDGs活動には直結しない単な

る情報取集である。7指針別のWGでの討議からSDGsの広範な課題全体を扱いきることは不可能に近い。こうした

限界を承知の上で、限られた人数と時間の制約の中で 2年間でどこまでできるのか未知である。しかし乍ら考えてみ

ると、これはかなり画期的な試みである可能性がある。 

MDGsの時点では国家単位だったが、コフィー・アナンが拡大した対象は世界規模の大企業であった。会社単位で

のSDGs取り組みに関しては既にコンパス*cという指南書ができている。日本の企業数からすればSDGs取り組みが

進んでいる企業は現在まだ数は少ない。小中学校で教えている SDGsでは、知識の普及だけでなく、課題への考察を

促したり、身近な課題を調べてみようと言った問いかけも行われているようであるが、「地球市民としてあなたは

SDGsにどう取り組みますか？」という個人単位SDGｓはたぶんまだない。  

私の勝手な想像であるが2030年後のnext SDGsでは世界市民単位のSDGs行動を促すことが始められるだろうと予

想する。この建築学会会員の SDGsという試みは、その先行試行につながる可能性が有ると、最近気が付いた。万人

単位の会員がいる本学会で、居住を支える建築と都市と防災にもつながっている専門分野を担当する組織として市民

単位に近い会員単位の SDGs 活動を推進することは、これに本格的に取り組んで具体的に 17 目標に貢献できるよう

になれば、かなり画期的な成果になる可能性もあると期待する。 

*c：SDGコンパス 

企業がSDGsにどう対応するか具体的に提示した行動指針。UNGC国連グローバル・コンパクト、GRI、WBCSD

（持続可能な開発のための世界経済人会議）が作成した。次の 5段階の行動手順を示している。 

1．SDGsを理解する 

2．優先課題を決定する 

3．目標を設定する 

4．経営へ統合する 

5．報告とコミュニケーションを行う 
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６章 論考②   建築学会 SDGs7指針検討の経緯（２章補足） 

外岡 豊 

Yutaka TONOOKA 

埼玉大学名誉教授 （ytonooka@gmail.com） 

１．はじめに 

建築学会の SDGs対応宣言では 17目標を７つに統合して行動指針とした SDGsの 17目標は数が多すぎてまとめ

にくいことから、それぞれの立場から目標に重み付けをして重点項目を考えた上で統合した目標を作って取り組もう

という接近法も行われて来た。例えば日本政府は 2017年度から SDGsアクションプランを作成、PPAP*aを掲げて５

Pと８重点事項を掲げて取り組み方針を提示した。現在も改訂された SDGsアクションプラン 2022が示されている。

最近政府はPPAPを強調しなくなったが、Public Private Action for Partnership、官と民が連携して取り組もうという政府

のSDGｓへの取り組みの行動指針を示すものである。 

＊ａ：日本政府が 2017年に打ち出したSDGs行動指針、Public Private Action for PartnershipはPPAPと略称され、こ

れを広めようと同じPPAPの歌で有名だった歌手ピコ太郎を登用、2017年 7月、国連本部でも独特の服で歌と踊り

を披露させた。この時いっしょに披露したのは当時外務大臣だった岸田首相であった。ピコ太郎の歌は Pen, 

Pineapple, Apple, Penという歌詞で偶然頭文字が同じだったので外務賞が悪乗りして SDGｓ普及宣伝に登用したが、

これが功を奏してSDGsが日本国内で広く知られるきっかけになった。 

SDGs についてよく言われることは、これらの目標はあらためて言われなくても当然のことであり、国連が貧困を

撲滅しようとずっと前から活動してきたとか、日本国内に限っても例えば憲法の生存権と似たようなことが書いてあ

るとか、実は古くて新しい課題が 17目標として書き並べてあるのがSDGsであると言われる。  

表１ 日本政府のSDGsアクションプラン ５Pと８重点事項 

People 人間：感染症対策と未来の基盤づくり 

1 あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の実現 

2 健康・長寿の達成 

Prosperity 繁栄：成長と分配の好循環 

3 成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション 

Planet 地球：地球の未来への貢献 

4 持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備 

5 省・再生可能エネルギー、防災・気候変動対策、循環型社会 

6 生物多様性、森林、海洋等の環境の保全 

Peace 平和：普遍的価値の遵守 

7 平和と安全・安心社会の実現 

Partnership パートナーシップ：絆の力を呼び起こす 

8 SDGs 実施推進の体制と手段 

外務省：SDGs とは？ 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/SDGs_Action_Plan_2022.pdf 
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17目標のうち目標 11.『住み続けられる人間居住（まちづくり）』はまさに建築学会の担当分野であるが、建築学会

の研究範囲は地域、都市、建物、生活等かなり広範な分野にわたっており、それらの様々な課題と直接つながった研

究をしている以上、17目標のどこの部分においても何らかの関連事項が出て来る。さらに一見関係なそうな事項でも、

よくよく考えればつながりを見出すことができる。  

各小委員会に聞いたアンケート調査結果でも軽重に差はあるものの 17 目標のすべてにつながった研究課題が列挙

されていた。17目標の相互関係において重なり合っていたり、似通っていたりする目標があり、それらを参考に 17目

標から 7目標程度への集約化を考えた 表３から４はその初期的な素案である。 

これに対して、学会が既に公表している関連する計画、提言等との整合性を取る目的から既往の公表文書について

確認した。一番、関係が深いものは倫理綱領と行動規範であった。当然でもあるが似たような目標が倫理綱領と行動

指針に既に書かれている。外岡は倫理委員会委員でもあり、傘下の倫理実践検討小委員会において行動規範の解説文

書草案を並行して検討中である。倫理綱領と行動指針に既に SDGｓとそのまま重なる事項の記述もあり、そこで、で

きるだけ用語表記を統一すべく意識した草案を作成した。この草案を基にさらに改訂を重ね、既に公表済だった学会

中長期計画も参照し内容的に矛盾しないよう留意し再改定案を作成した。この中長期計画は 2016 年に作成されたも

ので 5年を経た 2021年に中間評価報告書が出されている＊ｂ。日程としては 2026年に次の中長期計画が策定される

ことになるはずだが、その際はこの SDGs 対応指針による実績経過を踏まえ、それを取り込んだ計画になるだろう。 

折から世界的に蔓延中であった新型コロナウイルス禍もあり、感染症をこの指針でどう扱うかについて検討もされ

た。2030年までの 10年間を実践行動期間とするSDGsにおいて 2020年代後半になれば通常の生活に戻っている可能

性も大きいので策定時の特殊事情を取り込まないでおくべきか悩ましいところであるが、健康に関する事項を含む指

針Ｂにおいて、冒頭に「感染症対策」を表記することになった。2020年 11 月末には、この 7指針についてほぼ最終

案に近いものができていた。 

その後、2020年 12月 14日の第 3回SDGs委員会で討議し、理事会や会長からの意見も踏まえ前文と行動宣言文に

ついてさらに推敲して最終確定案（2021.3.08）になった。 

＊ｂ：建築の未来への貢献―これから 10 年のビジョンと中⻑期計画― 間評価報告書,2021. 1.20,⼀般社団法⼈ ⽇本

建築学会ビジョン２０２５中間評価タスクフォース,file:///C:/Users/Tonooka/Documents/0000SDGsTF/中期計画中間報告 

表２ 17目標から 7指針統合案２ Y.Tonooka  2020.1.20 

日本     
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表３ SDGs17目標から 7指標への統合案  2020.1.20 K.Itonaga 

表４ 建築学会 統合指針 ７目標 糸長案  2020.1.20 
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aij-2025-160524-final.indd 

建築の未来への貢献 

これから 10年のビジョンと中長期計画 

Proposition on Architectural Institute of Japan 

2016年 4月 1日 一般社団法人 日本建築学会 

1前文 

日本建築学会では、2006年 4月に、「建築学と本会の発展のための中長期計画─目標の共有とアイデンティテ

ィ強化─」と題する中長期計画を策定し、その後の 10年にわたって、この計画とそこに示されたアクションプ

ランが、本会運営の一貫性を保つための拠り所となってきた。2006 年に公表された中長期計画では、2015 年度

末までのアクションプランが定められていた。その 10 年間に社会は大きく変化し、高度に専門分化する中で

「建築としての声を一つに」という建築として総合的に考える大切さが実感されてきた。その状況を踏まえ、

中長期計画の見直しを行うこととした。本会が実現すべき目的に関しては、定款第 4 条（目的）に「この会は、

会員相互の協力によって、建築に関する学術・技術・芸術の進歩発達をはかり、もって社会に貢献することを

目的とする。」と明記されている。本ビジョンと中長期計画は、本会がその目的に向かって今後 10 年間歩みを

進めるための視座と具体的な行動を与えるものである。 

2 .   5つのビジョン 

本会定款に記載の目的と長期的展望にもとづき、以下の 5 つのビジョンを掲げた。2006 年の中長期計画の継

承すべき点は継承し、すでに使命を果たせた項目に関しては整理統廃合を行い、5つのビジョンに対して活動方

針を定めた。 

建築の未来への貢献 

学術基盤の維持と発展 

国際化対応 

会員ニーズへの対応と充実 

学会の持続的発展 

中長期計画 

I 建築の未来への貢献 

社会基盤としての都市・建築の整備・拡充に向けた活動強化 1 ─ 4 

新しい価値の創造 5 ─ 9 

多様性のある社会の実現 10 ─ 11 

支援建築会議による社会貢献 12 

II 学術基盤の維持と発展 

研究・開発の戦略策定と体制整備 13 ─ 16 

『論文集』の改革 17 ─ 19 

III 国際化対応 

国際交流環境の整備 20 ─ 21 

国際的な学術情報発信の強化 22 

教育認定支援 23 

IV 会員ニーズへの対応と充実 

他分野との交流 24 

大学院生、若手会員ニーズへの対応 25 

インターネットを利用した情報提供のさらなる拡充 26 

V 学会の持続的発展 

幅広い分野における会員の増強 27 

支部・支所との連携強化 28 

図書出版、講習会などの戦略的実施 29 

経営計画の充実と経営マインドの醸成 30 
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3  30の行動項目 

5 つのビジョンに対して活動方針を示し、これを含めて中長期計画とした。また、5 つのビジョンに対して、

その活動方針を踏まえながら 30の行動項目を設定した。行動項目をどのように実現させていくかを含めてアク

ションプランとしている。 

1 建築をストックする社会への移行 

2 地球環境問題への対応 

3 大災害対応型の防災・減災技術の整備 

4 少子高齢化社会の地域創生 

5 BIMによる建築システムの統合 

6 BCPレベルとレジリエンス評価法の策定 

7 建築の健康性能向上とスマート化の促進 

8 海洋の極限環境に対応しうる技術開発の推進 

9 次世代につなげる歴史的建造物保存活用の提案 

10 多様な人材が活躍できる場の創出 

11 特色ある建築教育への貢献 

12 時代に即した支援建築会議のあり方の検討 

13 研究・開発戦略を策定する組織の機能強化 

14 建築学の総合化を推進する委員会の新設 

15 委員会の適切な統廃合 

16 委員会の自己点検・評価 

17 国際的な専門誌の育成 

18 論文集の IF取得 

19 建築作品のアーカイブ化 

20 国際交流の総合的かつ戦略的な再構築 

21 建築教育の国際化支援 

22 英文技術情報の整備 

23 国際的な教育認定支援 

24 他分野・他学会との交流の促進 

25 大学院生と若手会員のさらなる参加の促進 

26 Webサイトの充実 

27 会員の維持・増強と表彰制度の充実 

28 特色ある支部活動と本部との連携 

29 出版物の戦略的刊行と講習会の効率的運営 

30 中長期経営計画の策定と経営マインドの醸成 

I 建築の未来への貢献 

社会基盤としての都市・建築の整備・拡充に向けた活動強化 

1 建築をストックする社会への移行 

2 地球環境問題への対応 

3 大災害対応型の防災・減災技術の整備 

4 少子高齢化社会の地域創生 

新しい価値の創造 

5 BIMによる建築システムの統合 
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6 BCPレベルとレジリエンス評価法の策定 

7 建築の健康性能向上とスマート化の促進 

8 海洋の極限環境に対応しうる技術開発の推進 

9 次世代につなげる歴史的建造物保存活用の提案 

多様性のある社会の実現 

10 多様な人材が活躍できる場の創出 

11 特色ある建築教育への貢献 

支援建築会議による社会貢献 

12 時代に即した支援建築会議のあり方の検討 

II 学術基盤の維持と発展 

研究・開発の戦略策定と体制整備 

13 研究・開発戦略を策定する組織の機能強化 

14 建築学の総合化を推進する委員会の新設 

15 委員会の適切な統廃合 

16 委員会の自己点検・評価 

『論文集』の改革 

17 国際的な専門誌の育成 

18 論文集の IF取得 

19 建築作品のアーカイブ化 

III 国際化対応 

国際交流環境の整備 

20 国際交流の総合的かつ戦略的な再構築 

21 建築教育の国際化支援 

国際的な学術情報発信の強化 

22 英文技術情報の整備 

教育認定支援 

23 国際的な教育認定支援 

IV 会員ニーズへの対応と充実 

他分野との交流 

24 他分野・他学会との交流の促進 

大学院生、若手会員ニーズへの対応 

25 大学院生と若手会員のさらなる参加の促進 

インターネットを利用した情報提供のさらなる拡充 

26 Webサイトの充実 

V 学会の持続的発展 

幅広い分野における会員の増強 

27 会員の維持・増強と表彰制度の充実 

支部・支所との連携強化 

28 特色ある支部活動と本部との連携 

図書出版、講習会などの戦略的実施 

29 出版物の戦略的刊行と講習会の効率的運営 

経営計画の充実と経営マインドの醸成 

30 中長期経営計画の策定と経営マインドの醸成 
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６章 論考③  建築学会 SDGs 対応の経緯に寄せて 

佐藤 貢 

Mitsugu Sato 

エコステージ協会、全国事務局長（es01@ecostage.org） 

１．はじめに 

SDGs対応推進特別調査委員会の幹事であられる外岡先生から、SDGs対応推進特別調査委員会（当時はタスクフォ

ース）の委員（企業全般SDGs活動担当）を仰せつかり、若輩者ですが 2019年 10月 4日建築会館 202 会議室から参

加させていただきました。まったく白紙からのスタートでしたが、2 年半で壮大な SDGs の取りまとめが行われ、数

多ある学会でもSDGsの先駆者となられたのは白眉のことといえます。 

２. 公開委員会 2021年 3月 1日「建築はどう持続可能な発展に貢献するのか？」

SDGs 対応推進特別調査委員会の基本案を 2021 年 3 月 1 日にリモート開催の公開委員会「建築はどう持続可能な

発展に貢献するのか？」を披露する場に参加させていただき、国内企業の SDGs活動の概況をご説明させていただき

ました。建築の取り扱う幅は広く、当然ほとんどの SDGsと関連性がある分野ですが、当時、企業は SDGsとの紐づ

けで満足しているところが多くありましたので、的を絞ったSDGsの構築の必要性とKGI（重要目標達成指標）や、

KPI（重要業績評価指標）を説明させていただきました。【関連図 1】 

今後も建築学会のSDGsは進化し続けていくと思いますが基本的にどこを中心に考えるのかが重要かと思います。 

３．産業界に共通する SDGs目標、固有の SDGs目標 

 SDGs目標は、目標への取り組みについて共通点が組織をまたいであると思っています。「目標 5ジェンダー平等を

実現しよう」、「目標 8 働きがいも 経済成長も」、「目標 4 質の高い教育をみんなに」などは必ずと言っていいほど組

織のSDGs目標に掲げられます。 

一方、製造業などは、それに加え、「目標９産業と技術革新の基盤を作ろう」、「目標 12つくる責任 つかう責任」な

どを重視します。エネルギー系では、「目標 7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに」、「目標 13 気候変動に具体

的な対策を」、また、建設系では、「目標 11住み続けられるまちづくりを」、食品、農業、漁業系では、「目標 1貧困を

なくそう」、「目標 2飢餓をゼロに」、「目標 3すべての人に健康と福祉を」、「目標 14海の豊かさを守ろう」、「目標 15

陸の豊かさも守ろう」といった業界特有のSDGs目標を重視しています。【関連図 2】 
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4．世界の 3つのトレンドと AIJの SDGs目標の相関性 

 2015年にスタートした国連の SDGs目標は今年 2022年を迎え、2030年までの道半ばに現在は来ています。そして

その間にすでに世界では予想していなかったような新しい課題が見え始めています。次の世界の課題ともいえる 2050

カーボンニュートラル、デジタル化の進展、分散社会の到来をはじめとする数々の課題が現在の SDGsと関係し始め

ています。SDGsに関係する者は、この次の波を意識してSDGsを進める必要があると思います。 

SDGs 対応推進特別調査委員会のAからGの 7つのWGもこのトレンドに深く関わりがあります。【関連図 3】 

この図から、建築学会 SDGs は SDGsの 3分野の「社会」面に軸足を置いて、「経済」面と「生物圏」に関係するも

のであることが理解されるものと思います。 

 今後、産業界の それぞれの SDGs と建築学会 SDGs 宣言とアクションを関連付けて考えたとき、社会の活動単位

としての産業界とどのようにパートナーシップを構成していくのかがますます重要になっていくと思います。 

 本 SDGs 対応推進特別調査委員会が、これらの業界との橋渡しをし、SDGs 目標の実現を推進していただくことを

切に希望するところです。 

以上 
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６章 論考④   人新世・原発災害下における建築 SDGs の本質的な課題に向き合う 
Face the essential challenges of architectural SDGs under the Anthropocene and nuclear disasters 

糸長浩司 

Itonaga Koji  

日本大学、特任教授、工学博士（連絡先，bzp03643@nifty.com） 

Nihon Univ., Specially Appointed Professor, Dr. Eng.  

１，人新世の時代における革新を求めて 

 SDGs への建築学会として応答の必要性を感じ、2019 年度に外岡豊氏とともに本会にSDGｓタスクフォースを立ち

上げSDGｓ特別調査委員会につなげ、2021 年 3 月に「日本建築学会SDGｓ宣言」を発信することができた。2015 年

の国連発信から５年後で遅い対応ではあるが、ここに至るまでの常置調査研究委員会を始め特別調査委員会のメンバ

ーの協力と理解に感謝したい。ポストSDGｓも見据えた、建築系アカデミックとして多様性と包括性、先見性を持ち、

社会・経済・環境の革新につながるアクションを分野横断的進めることを期待したい。 

気候非常事態宣言、原子力緊急事態宣言、新型コロナ非常事態宣言の３非常宣言下にある。人新世と言われるよう

に、産業革命以後、特に 20 世紀後半からの資本主義経済社会の理念、手法がこの深刻な事態の主要因であることは明

確である。建築学を含め近代科学・技術は人類への富と同様に大きな負債、未来への座礁資産を生み、地球に対する

収奪と破壊、同時に新自由主義経済の拡大による極端な不公正・不平等社会をもたらした。その理念とシステムから

の離脱し経済・社会・環境（空間）における革新が求められる。 

革新への気づきとして SDGs を評価し活用することは意味がある。普遍主義、科学・技術主義の限界を意識し、オ

ルタナティブなものを取り込み、より多元性のある理念と手法の構築が必至である。SDGs アクションを通して、建

築に関係する研究・教育・実装と科学・技術・芸術を見直し、人類・地球の難局を乗り越え、よりオルタナティブで

多元的価値を尊重した革新的な取り組みは必至である。 

革新の対象には、資本主義経済システム、自然を人間の要求を満たす客観的対象としてのみ捉える近代科学技術的

価値観と手法も含まれる。SDGs の 17 ゴールと 169 のターゲットにはこの本質的な革新を問う視点は弱い。それを補

完し、個々の地域や国で、固有の文化・歴史・環境の特性を生かし SDGs を再解釈し、より持続的な環境・社会・経

済の再構築のための取り組みが必要である。1992 年の地球サミット以後の SD ローカルアクションを継承した SDGs

ではあるが、日本でのローカルアクションは未達成なままであった。その反省も踏まえ、ローカルレベルでのアクシ

ョンをより強めていくべきである。 

２．破局時（非常時）対応学への深化 

2011 年の原発激甚災害から 10 年経過したが、原子力緊急非常事態は解除されず、破壊された原発施設の長い廃炉

過程での安全性の確保は厳しい。破壊された原発施設の長期的廃炉過程を適切にコントロールすることを目的とした

「事故原発廃炉法」（仮）は制定されないのの、廃炉措置が行われるという異常な状況が続く。耐震性も含めた対策を

本会から発信することが求められる。 

一方、膨大な長期的放射能汚染地域は放射能汚染地域としての法制度的指定がされないまま避難解除され、帰還者

は日常の生活回復を余儀なくされるという矛盾がある。非常時が長期化することに対する法制度的枠組みや、それに

対する建築・都市・農村計画の理念と手法、法制度の欠如がある。被災地では膨大な予算による除染と復興事業が土

木、建築の仕事として進められてきた。被災者は帰還もままならず旧避難区域での居住率は 3 割程度の中で、ハード

中心の社会資本整備、産業復興は被災住民に寄り添ったものではない。 

建築界は除染と復興事業で活況を呈し、ショックドクトリン産業と揶揄されもする。さらに、除染土壌を農地改良

基盤材とする再利用事業や、汚染森林伐採で搬出した放射能汚染樹皮を活用したバイオマス発電事業が、国策の復興

事業として建設業界と東電を担い手として進められている。復興事業による二次核災害の危険性があり「復興核災害」

と言わざるをえず、原発災害に対する復興事業の見直しを急がねばならない。そもそも、不安定な事故原発施設での

応急対応と同時・同場所において大規模な復興事業が展開されるという異常事態が国策で進められ、そのハード事業

の担い手として建設関連業がある。この問題は建築学会としてはSDGs の視点からも真摯に捉えることは必至である。 

豪雨・洪水、地震・津波、長期的放射能汚染の非常時の常態化が想定される 21 世紀の科学・技術学、建築学はどう

あるべきかが問われている。3.11 後、筆者は「破局時計画論」の概念を提示した。図 1 に提示するように破局時から

のＶ字回復を無理やり図るという力づくのレジリエンスではなく、破局時をしっかりと見据え、命と生活、コミュニ

ティの維持と再生を被害者ともに考え行動するための計画論である。場の見せかけのＶ字復興ではなく、人々の生活

再建に対応した長期的復興である。徹底除染が不可能な長期放射能汚染地域でのV 字回復戦略は、放射能汚染リスク

の長期化を招き、かつ被災者の思いとかけ離れた戦略となる。3.11 直後から「二地域居住論」も提示した。リスクの
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高い場所への早期帰還再定住ではなく、リスクの少ない場

所への移住により命を守り生活回復を図り、長期的に帰還

し再定住をする。その期間は被災地の管理を兼ねた二地域

間での居住と、二重住民票制度の確立も提案した。 

原発事故だけでなく、多様な自然災害による破局時は今

後益々増加する。長期化する破局時でも人々が生き残り、

少しでも豊かな生活のできる「非常時の生空間」をつくり

だす「破局時対応学」、「破局時建築学」への学の革新が求

められる。長期化する非常時では、暮らしと生業の安定、

安らぎも獲得したい。3.11 直後に仮設村を提案した。単な

る仮設住宅団地ではなく、コモンズの森、共同農地、共同

工場、集会所、居酒屋、共同市場のある「仮設エコビレッ

ジ、仮設エコタウン」である。非常時こそ、より魅力的で生き生きとした生空間が確保されることが必要である。 

３．大規模都市再開発を脱炭素・SDGsから考える 

日本では都市再開発（防災の視点も含められるが）が不動産業、建設業で盛んである。完成した建物の省エネ・創

エネはあるとしても、建設時での CO2排出量（スコープ 1～３）は無視できるものではない。しかし、建設、都市再開

発に伴う CO2総排出量の数字は提示されず、将来にわたる運用での脱炭素効果があるという、イノベーションを売り

にしたストーリーである。赤坂プリンスホテル新館は 29年で解体された。その他の高層ビルも短命で脱炭素のリノベ

と称して解体され超高層ビルが CO2を排出して建設される。 

大規模都市再開発では延床面積が何十万 m2と巨大な高層建築が建つ。例えば今問題の「神宮外苑地区市街地再開発

事業」では、56.5万 m2の床面積の開発である。単純に m2当りで１トンの CO2排出とすると 56.5万トンの CO2の排出と

なる。東京での現在進行中の再開発は東京都が提示する市街地再開発事業を概算すると 43か所、1140万 m2となり、

今後 1140万トンの CO2排出となる。再開発過程での既存の建物解体等を含めるとその倍以上が排出される可能性もあ

ろう。逆行している。脱炭素は、脱建設という厳しい見方も必要であるという難しい局面に至っている。急ぐのは 2030

年までに CO2の 46%削減であるとすれば。今、CO2を排出する建設、再開発行為に必然性はない。今ある建物、都市を

CO2の排出の少ない形でより良く修繕していくことが肝心である。 

 IPCCの第 6次 WＲ２報告（2022年 2月 28日）では、適応策の重要性が指摘され、climate resilient development

（気候レジリエント開発）が強調されている。長年の開発により相当量の CO2排出をしてしまった日本を含めた先進

国は、更なる都市再開発で CO2を排出するのではなく、気候弱者の後進国での気象レジリエント開発へ、ハードソフ

トからの適切な投資、支援こそ望まれている。SDGs の 17 ゴールの国際的パートナーシップである。気候非常事態や

東南海地震を想定して強靭な国土づくりと称した巨大な防災建設土木事業を進めることは、更なる先進国優位の CO2
排出であり結果的には気候弱者国のリスクが高まる。先進国はまずは既存の建築・都市の構造をハードソフト面でど

う防災化するかのシステムデザインとその事業が必至である。CO2を排出するのではない CO2を吸収するようなグリー

ンインフラや Eco-DRRによる先進国型の気候レジリエント開発が必要である。 

待ったなしの 2030年に向けては特に日本等の先進国では不動産・建設開発は抑制し、気候弱者の後進国への気候ク

リアランス開発（整備）に注力して、適切な CO2排出分配・コントロールを図る必要がある。先進国での不動産建築

開発による CO2の排出を抑え、産業構造の転換及び適切な気候弱者への経済支援が必要となる。図 2 が示すように、

既に相当量の co2を排出してきた日本等の先進国は

SDGs③か④で対処し、気候レジリエント開発をせざ

るを得ない気候弱者国は SDGs①か②の対応となる。

この点は、SDGsのゴール８の経済振興における差と

して理解する必要がある。このことを理解せず、経

済成長と co2削減の同時進行を図ることがリノベー

ションでできるということ事態は、一種の技術神話

ではないだろうか。 

SDGsでのゴール 8・ゴール 13・ゴール 17の組み合わせ、建築・都市再開発経済の脱炭素・SDGsの対応が必要であ

る。この点は、先の建築学会 SDGs方針では明確にしていなかった点であり、より多くの論議を尽くすべきである。 

４．経済成長神話から脱し、安定した社会のための多元的価値を尊重する建築学を問う 

地球危機の主要因であるグローバル経済成長と不可分に巨大建築、巨大都市、巨大インフラがある。膨大なエネル

ギーに依拠し、環境破壊を招く巨大建築・都市は適正に縮退しなければならない。経済成長戦略と気候非常事態対応

図 2

経済 

成長 
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への同時進行は、地球環境破壊へのアクセルとブレーキを同時に踏むという矛盾を抱え、早晩破綻するだろう。気候

非常事態と生物多様性・生態系サービスの危機に対して、国際的にカーボンニュートラルに取り組むことは必要であ

る。しかし一方で、カーボンニュートラルを金科玉条として全てをコントロールする危険性を認識する必要がある。 

地球環境のビックデータを解析し CO2指標を軸として、極端な気候工学による地球温度コントロールや、クリーン

エネルギーと称した原発、メガソーラー、メガウィンドファームが推進され、新たな地球環境の人為的な巨大な改変

行動が急費ピッチで進むことを危惧する。脱炭素住宅として、高気密断熱＋ソーラー屋根住宅=ソーラー付き魔法瓶

型住宅は人間居住に適した良質な住宅であろうか。個々の風土と地形、緑地と水と微気候を生かし、適正な断熱と通

風を確保した快適な居住環境づくりの促進こそが、建築学の脱炭素処方箋である。さらに建築学は「生空間」の創造

学であり、建築単体だけで「生空間」を創造できず、土、水、風、樹木との総合的な関係デザインとして建築及び建

築群・都市を再創造すべきである。Eco-DRR やグリーンインフラの手法も取り入れ、自然と共に生きてきた農村空間

の知恵をも再考し取り組むみことも必要である。 

単一指標と数字をベースにした近代科学・技術が、今日的な複合的な危機を生み出してきたのではないか。危機の

度に科学技術イノベーションで乗り越え、GDP 成長を促す仕組みがより巨大化していることに気づくべきである。自

然をコントロールするという西洋的科学技術万能論から今こそ脱し、その思想・科学技術・制度に対する大胆な革新

が今求められている。西洋的価値とは異なる多元的価値による生活様式が非西洋にあったが、250 年の間、相当数が

破壊、変節させられた。地球環境の危機的状況に対して世界全体での共通意志の元に行動することと併せて、個々の

地域の文化と個性、社会特性、環境特性を尊重し、個々の地域での土着的意識による自律・自立的なアクションを促

進すべきである。  

４．おわりに 

脱成長やコモンズは、1990 年代から筆者の継続的な研究テーマでもあり、東日本大震災以前からもその重要性を脱

成長論者のラトーシュの再ローカリゼーションにも言及し※1、それに関連する研究と実践をしてきた。パーマカルチ

ャー（農をベースとした持続可能なライフスタイルやエココミュニティづくり）の理念から発展した「トランジショ

ンタウン」運動も今日紹介されるようになった。公共圏を地域市民や地方自治体が取り戻すミニシパリズム（地方自

治主義）運動もスペイン等で盛んである。グローバリゼーションによる経済振興ではなく地域環境に根ざした地域社

会経済の再構築や、GDP 偏重型の経済成長神話から脱した脱成長経済社会の構築シナリオが提示され、贈与経済への

転換による地域コミュニティ再構築も試みされている。 

建築分野の SDGs の活動は、このローカルレベルを意識し、

地球環境との持続的な調和を、地域空間・環境、地域社会と深

く関わる中で行われなければならない。SDGｓゴール 12 の建

築をつくる責任は、地域の自然資本（土地や森）を持続的保全

活用し、建築のつかう地域の人々が、快適で安全な環境の中に

暮らせる環境を創造する責任である。その過程での co2 排出を

極力制限することを目指すものである。 

図３は横軸が気候危機の加速度、縦軸がグローバル経済重視

かローカル経済重視かの軸であり、SDGs をどこの象限に位置

付けるかを示している。SDGs-A ではなく、SDGs-Cを目指す理

念が肝心である。経済社会の主導権をグローバル資本から地域コミュニティが取り戻す。脱経済成長による再ローカ

リゼーション、社会連帯経済、ワーカーズコープや労働者協同組合の理念と手法等を取り入れ、地域に根ざした建築・

まちづくり・むらづくりに寄与する建築学の総合化が求められる。本会には建築・都市・農村、建築歴史文化とデザ

イン等多様な分野があり、それらの融合と相乗効果による SDGs 行動を市民や住民との連携で進め、より革新的に展

開することを期待したい。 

本原稿は建築雑誌での拙稿を一部改変したものである。 

※１ 糸長浩司、不安定時代の脱功利・脱成長の農村計画，地域づくり、農村計画学会誌Vol.30,No.1、2011 年 6 月 

参考文献 

1.篠原雅武，『人新世の哲学』，人文書院，2018 

2.糸長浩司，気候非常事態という人類の病への処方箋，『BIOCITY 82 号 特集 気候非常事態宣言！』，2020 

3.糸長浩司，飯館などリスクの高い復興を問う～復興核災害の危険性～，『法と民主主義 no553』，日本民主法律家協会，

2020 

4.IPCC 第 6 次報告WR2、2022 

図ａ　気候危機と経済社会の認識度とSDGsの位置

気候危機加速

グローバル経済社会加速

ローカル経済社会発展

SDGs　B SDGs　A

SDGs　DSDGs　C

図３ 
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６章 論考⑤   建築学会 SDGs 対応の経緯 

外岡 豊 

Yutaka TONOOKA 

埼玉大学名誉教授 （ytonooka@gmail.com） 

１．はじめに 

ここでSDGs対応推進特別調査委員会設立以前の活動について書いておく目的は二つある。2020年度秋から始まっ

た特別調査委員会から参加した委員と、さらに遅れて 2021 年度途中から WG 委員として参加した委員に過去の経緯

を知ってもらう必要があったが、その説明の機会がほとんど無かったので、この機会にここに書いて共有してもらう

ようにすることが第一の目的である。第二にこの SDGs 対応活動が通常の特別調査とは異なり、2030年までの実践期

間の活動について考える場であって、2 年間の活動で終了しておしまいという訳にも行かず、その先の継続を想定し

ていることから、記録を残しておく必要があるということである。先は未確定ながら目標としては 2030年までの実践

活動を何らかのかたちで継続し、さらに 2031 年度には一連の活動を総括して、どのような実践ができたのかを記録に

残すことも必要だろうと考えると、その時点までしっかり記録を残し、それを誰かが引き継いで、ここに記録する当

初の設立の経緯から 2003 年度末まで全活動記録を残して置くように後継者に御願いしておきたい。そこで備忘録的

に経緯を書いておく。 

２．創始期からタスクフォース設立まで 

2017.6.13 蟹江憲史講演会 国際文化会館 SDGs が変える世界地球規模課題新アプローチ 

SDGs について初めて詳しい話を聞いた  

各色絵文字で示した 17目標をパワポ画面で見ても中の文字は読み取れずわかりにくいものであった 

同日会場で書籍購入 蟹江 憲史編著, 持続可能な開発目標とは何か―2030 年へ向けた変革のアジェンダ,ミネルヴァ

書房, 2017年 03月 

2017.8.01 建築,都市分野SDGs 対応準備WG ＷＧ設置申請書作成  

2017.8.03 地球環境委員会第 1 回 WG 設置見送り SDGs は全体の課題で地球環境委員会の掌握分野を超えているの

で、地球環境委員会が担当することに疑問  

当時、伊香賀委員長、川久保幹事 両名とも超多忙であり、この分野の研究者は川久保以外皆無に近く十分な数の委

員を集められる見通しが立たなかったことも見送りの一因 

2017.11.24 地球環境委員会第 2 回 状況は変わらないが次年度大会において地球環境委員会主催の研究集会企画を提

案、企画書なしであったが、受け入れられた 

2018.9.04 建築学会大会(東北)1 日目午前、SDGｓPD開催 

2018 年度日本建築学会大会（東北）東北大学川内北キャンパスB102,地球環境部門PD、持続可能な開発目標(SDGs)の

達成に向けた建築・都市分野の責務と課題  

 主催委員会の委員長(当時)である伊香賀俊治氏から主旨説明、各分野から専門分野と SDGs の関係について概説い

ただき、討論の基礎とした SDGsを巡る最新事情については国連大学の竹本和彦氏（元環境省）から、国交省の建設

関連産業 SDGs 導入委員会委員長の村上周三氏から建築全般について、気候変動対策関連は低炭素社会推進会議議長

(当時)の吉野博（東北大学、元学会長）から、不動産分野については三井住友信託銀行の伊藤雅人氏から、建築生産と

SDGs として材料関係について清家剛氏から、自治体の SDGs について川久保俊氏から話題提供があった 倫理委員

会を代表して外岡からも発表した 本学会で初めての SDGs 関連催しであったが、概して好評であったと受け止めて

いる  

大会期間中、当時学会長・古谷誠章（早稲田大学）に私的に SDGs対応を要請、前向きな回答を得た 

2018.11.22 地球環境委員会気候変動小委員会公開勉強会,『SDGs 入門』：江口健介氏（一般社団法人環境パートナーシ

ップ会議パートナーシッププロデュース部リーダー）,18:00～20:00,日本建築学会会議室（地球環境本委員会終了後・

同室にて開催）,参加者数名  

2018 年末から 2019年初頃 学会副会長・加藤信介(東京大学)にタスクフォース設立について相談、各専門分野本委員
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会から委員を出してもらうよう委員会構成を企画  学術委員会傘下の各常置委員会からは会員数や専門分野小委員

会数等から各専門分野からまんべんなく意見聴取できるよう委員数を割り当てた タスクフォースは学会長の意向に

従い組織され活動期間は 1年間限りとされている 外岡の初動が遅く古谷会長期間中での実質活動開始はできなかっ

たが、結果としてタスクフォースとして丸々1年間の活動を行うことができた  

2019 年春 学会長が古谷誠章から竹脇出(構造系)に交代、副会長他、役員の交代があり、タスクフォースも新体制に

組織替えになった(2019.6.24) 後藤晴彦副会長(早稲田大学）が学内業務多忙のため顧問という立場で関与いただくこ

ととし、新主査に継続理事である山口広嗣氏が就任、設立当時の経緯を知る加藤信介元副会長に幹事として残留いた

だいた  

またSDGｓの専門家として一社・エコステージ協会理事で環境経営コンサルタントの佐藤貢氏に専門委員として参

加いただいた エコステージ協会は ISO14000 に似た国内独自の環境経営システム推進団体で、最近は SDGs 経営に

ついても事業を行っている 

佐藤氏は企業向け SDGs に詳しいが千葉大で建築・都市分野学生向けの講義を非常勤講師として担任した経験があ

り、とくに本学会専門分野とSDGｓをつなぐに適任な人である 外岡も理事を務めている関係から協力を依頼した  

建設産業、住宅産業、不動産業のSDGs取り組みについて、国交省主導で推進され、一財・日本建築センターからSDGs

導入ガイドラインが 2019 年 2 月に出版された 幹事の川久保俊は執筆者の一人であったが、建設産業向けの部分の

執筆者の一人であった高井啓明氏にも専門委員として参加いただいた 不動産業部分の執筆者の一人であった伊藤雅

人氏(三井住友信託銀行)には 2018年秋の大会PDで講演いただいている 
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SDGs 対応タスクフォース(以下 SDGｓTF)では幹事以外は各本委員会から選出され言わば借り出された委員であっ

たから当初は各委員が何をしたらよいのか理解いただきにくい場面もあったが、幹事の意向としては、各専門分野と

SDGsの 17項目とどのような関係がある（と考えている）か、今後,SDGs のどの目標に貢献したいと考えるか等、会

員の SDGs 対応認識の実情を知ることであった そこで、まず会員全員の替わりに各小委員会にアンケート調査を行

い、18 目標に関する質問票を用意し、 

その配布と回答回収、意見聴取等についての協力を幹事から各委員に御願いした 分野によりそれぞれの目標と関係

の深い浅い落差があり、関心が低い分野からは積極的な協力を得にくい面もあった アンケート調査原案は 4月中に

起案できていたが細部の調整、配布方法の確認等に時間を要し、6月末に各委員会にアンケート調査票を配布した 回

答締切を 7 月末とし、  7月 10 日（水）に開催された学術推進会議でSDGs タスクフォースアンケートについて糸長 

2019.5.07版  

SDGs対応タスクフォースの設立にあたって 

幹事 外岡 豊 

ＳＤＧｓ、国連持続可能開発目標、正確にはAgenda2030,Sustainable Development Goalsは最近亡くなった元国連

総長コフィ―アナン Kofi Atta Annan が企画推進してきた一連の国連活動の長期目標で、2001 年に策定された

MDGs, Millennium Development Goals が 2015 年目標であったため、その後を受けて 2015 年に策定された世界的

な人類共通の達成目標で17目標の下に169項目があり環境から福祉まで広範な項目において世界的により良い社

会をめざす活動を促すものである。 

また当学会は気候変動対策についてCOP３京都会議以前から先進的に取り組んで来たが、これも 2015年に成立

したParis協定により世界的に気候変動問題に取り組む新しい機運が生まれ、努力目標 2100年に気温上昇 1.5℃以

内という目標達成に向けて低炭素から脱炭素が叫ばれ、先進国における 2050年の温室効果ガスの排出量をほとん

どゼロにする削減シナリオが描かれている。同時に責任投資原則 PRI により促進されている ESG 投資、Global 

Reporting Initiative (GRI)Standard、非財務情報開示、TCFD気候変動関連財務情報開示タスクフォースにより企業の

関連情報開示公開が求められる等、世界的な動きが加速している。企業活動においてはCSR 企業の社会的責任対

応からMichael Porter が提唱したCSV、Creating Shared Value、企業利益だけでなく社会的な価値をあわせて追及す

る企業活動が求められる時代になっている。SDGs はこうした一連の企業利益追求一辺倒から環境、福祉等の社会

的な価値等を追求し、持続可能社会につながる大きな変化の潮流を総括的に反映するものであり、世界各企業は具

体的な取り組みが求められている。日本でも岸田外務大臣(当時)が 2017 国連ハイレベル政治フォーラム（HLPF）

でその基本対応方針をPublic Private Action Partnership(PPAP)として示し、同じ頭文字の歌PPAPを歌っている歌手

ピコ太郎を国連総会に連れ出して市民の認知度向上に成功した経緯もあって、以来我が国でも急に関心が高まり、

昨年来多数の学会で SDGs シンポが催されているが建築学会でも 2018 年度大会(東北大学)において地球環境委員

会主催の SDGs.PD を開催した。また 22 建築学会が主導して設立した低炭素社会推進会議(現在 22 団体で構成)で

もSDGs シンポジウムを開催した。 

また UIA は 2018 年 12 月に An Architecture guide to the UN 17 Sustainable Development を作成し建築分野が

SDGs17目標にどう貢献できるか事例を付けて概説するガイドブックを公開した。日本語訳も公開されている。 

折しも国土交通省は 2019年 2月に住宅産業、一般建築産業、不動産業の企業関係者に向けて『建築産業にとっ

てのSDGs－導入のためのガイドライン－』を発表(市販本販売)し、2月 20日に建築会館でシンポジウムが開催さ

れた。 

このような情勢の中、当学会は居住や活動の場となる空間のデザインと構築を支える重要な活動を担うもので

あり、多数の建設、都市分野の研究者、専門家、実務者を擁し社会的にも責任ある学会組織として SDGs対応方針

を打ち立て、これを会員内外に示し、積極的な取り組みを推進するべきものと考える。ことに SDGsの 17目標 169

項目は多岐に渡るものであり、工学的な技術だけでなく震災防火等の災害対応から生活文化、デザイン、芸術、歴

史、哲学に至る幅広い学問分野を包括するたぐい稀な学会である建築学会こそ他の学会に先駆けて SDGs 対応方

針を打ち立てるべき責務があると考える。そこで学会としての対応方針を討議すべくタスクフォースを設置する

ことになったが、SDGsの性格上、団体組織のあり方全般にも関係することから、学術委員会だけでなく当学会全

体で対応すべきものとし総務系委員会からも代表委員の参画を得て全分野の意見を集約する方針で臨むこととし

た。 
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（当時地球環境委員長兼務）から説明および回答依頼を行った アンケート調査回答は川久保研究室で集計し、8 月

26 日時点で第一次集計を行った その後、回答催促に応じた数委員会から回答があり、10 月 4 日の委員会開催時点

までに 244 委員会から回答を得た  

アンケート実施概要と主な結果について（とりまとめ川久保） 

2019 年 8月 26日以降回収分も含めて、244 委員会（本委員会、運営委員会、小委員会）から回答を得た 具体的なタ

ーゲットまで回答いただいた委員会もあった 全般的に非常に前向きな結果に感謝 

表１ 設立時のSDGs対応タスクフォース名簿 2019年度 各委員会から代表就任で構成 
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同じ頃、UIAでSDGs 建築ガイドラインが出され日本語版も net公開されていた 岩村和夫氏が中心に建築家協会 JIA

の国内版 SDGｓ対応も検討され出していた これについては 2020 年 1 月 20 日(月)の SDGs シンポで岩村氏から紹介

いただいた JIA の国内 SDGs 対応関係者とは個人的な接触もあったが組織間の情報交換、連携協力について相談す

るに至らないまま新型コロナ禍に突入してしまい進展がないまま今日に至っている  

日本建築学会 SDGs 対応タスクフォース（TF）委員会 第 1 回会合 開催議事録 

■ 開催日時 日時：2019 年 5 月 8 日（水） 18：00～20：00

場所：建築会館 会議室 

表２ 新体制SDGs 対応タスクフォース名簿 2019年度 学会役員交代後委員構成 

1 後藤春彦（早稲田大学、副会長）

1 山口広嗣（竹中工務店、理事）
1 筬島　亮（㈱山下設計取締役常務執行役員）

加藤信介(元副会長/元主査、東京大学）
糸長浩司(日本大学）
外岡豊(埼玉大学）
大塚彩美(早稲田大学）
川久保俊（法政大学）

高井啓明（竹中工務店）

佐藤貢（エコステージ協会）

常置委員会代表委員

Code 委員会名称 委員枠

野口貴文（東京大学）
小山明男（明治大学）

真田靖士（大阪大学）
藤田香織（東京大学）

3 C000 建築歴史・意匠本委員会 1 山﨑鯛介（東京工業大学）
4 D000 防火本委員会 1 尾崎文宣（名古屋大学）
5 E000 建築社会システム本委員会 1 吉田　敏（産業技術大学院大学）

田辺新一（早稲田大学）
大風　翼（東京工業大学）

7 G000 建築法制本委員会 1 杉山義孝（日本建築設備・昇降機センター）
8 H000 建築教育本委員会 1 元岡展久（お茶の水女子大学）
9 I000 都市計画本委員会 1 松川寿也（長岡技術科学大学）
10 J000 建築計画本委員会 1 清家　剛（東京大学）
11 K000 農村計画本委員会 1 糸長浩司(TF幹事）
12 L000 海洋建築本委員会 1 大塚文和（日本大学）
13 M000 情報システム技術本委員会 1 倉田成人（筑波技術大学）
14 P000 災害本委員会 1 池田浩敬（常葉大学）
15 Q000 地球環境本委員会 1 川久保俊(TF幹事）
16 R000 学術推進委員会 0

17 S000 委託調査関係委員会 0

18 T000 特別研究委員会 0

19 U000 学術レビュー委員会 0

20 V000 普及啓発事業委員会 0

21 W000 企画・表彰・情報・図書・編集・刊行 0

22 X000 総務委員会 0

23 X600 倫理委員会 1 外岡豊(前掲）
24 X610 男女共同参画推進委員会 1 寺田　宏（清水建設）
25 X912 住まい・まちづくり支援建築会議運営委員会 1 石川孝重（前掲）
26 X816 戸建住宅分科会 0

27 Y000 社会ニーズ対応推進委員会 1 筬島　亮（前掲）
小計（関係委員会） 22 （実１８名）重複４名

合計（理事・幹事・関係委員会） 32 （実２８名）

（事務局：森山一之）

2 BA00 構造本委員会 2

6 FA00 環境工学本委員会 2

副会長

幹事 5

専門委員 2

1 A000 材料施工本委員会 2

SDGs対応タスクフォース 委員名

顧問

主査
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■ 参加者（部門順・敬称略・出席者太字） 主 査 加藤信介、幹事 糸長浩司、外岡 豊、川久保俊、大塚彩美、 委 

員 山口広嗣、野口貴文、小山明男、真田靖士、藤田香織、山﨑鯛介、尾崎文宣、 吉田 敏、田辺新一、大風 翼、杉

山義孝、元岡展久、松川寿也、清家 剛、 大塚文和、倉田成人、池田浩敬（skype）、石川孝重、寺田 宏、筬島 亮、 

酒井（事務局） 

■ 議題 １．TF 委員の紹介（各自自己紹介） ２．TF 委員会の目的、主旨説明（主査・幹事） ３．2019 年度活動

スケジュール案説明 （幹事） ４．アンケート内容と進め方の討論 ５．その他 

■ 関連資料：オンラインストレージに格納 

■ 主な議事録（順不同、敬称略） 1．自己紹介 （省略） 2．TF 委員会の目的・主旨説明 ●なぜ建築学会が SDGs

に対応するのか。（外岡） →コフィ―アナン国連元事務総長の熱意により世界的にどの組織も対応が求められ てい

る。学会としても対応すべき。 → 特に当学会は衣食住の基礎に関係し守備範囲が広く、 実務とのつながりが強いた

め。 → TF 委員会申請書および主旨説明書により説明。 ●一年間で何をしたいのか。（加藤） → 宣言文および SDGs

対応方針（案）を作りたい。そして追々外部に公表していく。 → そのために学会としての活動の全体把握を図り（ア

ンケート調査実施）、そこから 対応方針の素案を提示していく。 ● 関連資料の説明 → SDGs についての概要説明

（川久保）※追加資料をオンラインストレージに保存 → 建築学会のガイドラインのイメージとして UIA の SDGs

指針を紹介（糸長） デンマークが中心となり作成 特徴は ①「建築環境で○○（SDGs の 17 項目）」という枕こと

ばによって関連 づけている点 ② 世界の事例を紹介している点 ⇒極端な言い方をすれば、すべての項目と建築は関

連づけられる。 → SDGs 周辺事項事典の紹介（外岡） 主旨に書いた周辺関連事項の説明、必要があれば参照してほ

しい。 ３．2019 年度活動スケジュール案の説明（外岡） 第 1 回（本日）今後の活動についての意識共有およびア

ンケートについての議論 第 2 回（7～8 月を予定）アンケート結果のまとめ報告 → 対応方針素案の提示 第 3 回

（10～11 月）「建築学会対応方針（案）」の検討 学会 SDGs シンポジウム企画、2020 年度 大会研究集会企画 ※2020

年 1 月 20 日（月）午後に開催決定、建築ホールを予約した。 第 4 回（１～2 月）「建築学会対応方針（案）」の作

成、SDGs TF 報告書（案） ※理事会へこれらの案を提出するために第 4 回の開催時期は逆算して開催する必要あり 

第 5 回（3 月） 2020 年度活動企画（10 月頃に社会ニーズ委員会、筬島副会長が委員長、 で次年度からの特別調査

活動を選定してもらうことが前提） ４．アンケートについての討論 ●アンケート案の説明（外岡） - アンケート対

象者は各小委員会→ 各委員会の TF 委員から回し、とりまとめて TF へ 提出してもらいたい - アンケートには 

169 ターゲットがリストしてある。活動に関係のないものはブラン クで提出してもよいが、全項目に目を通してもら

いたい。また、すべての各小委員会 に回答してほしい（多くの人に知ってもらうという目的もあるため） ●Q&A お

よび討論 【アンケート対象者と配布・とりまとめ方法について】 - Q：小委員会に回した方がいいのか（大風） A:

幹事としてはそれを希望する（外岡） - 集計方法は小委員会の点数化（◎=３、〇=２、△=１で集計）等も考慮（外

岡） → アンケートマニュアルが必要である（石川） → マクロを組んで集計できるので各委員会のシートをそのま

ま返してもらって も OK（川久保） - 各委員会の主査にどう伝えるかが問題である（杉浦） → アンケートのカバ

ーレター（2 頁）にアンケートの主旨をつける必要がある（石 川） - 環境工学と構造は小委員会が 20 以上ある。

運営委員から各小委員会へ指示してもら った方がよいのでは（大風） -自由記述回答については本員会でとりまとめ

をお願いした方がよい（小山） -各本委員会で委員会構成が異なるので、小委員会ベースでやらないと難しい（酒井） 

-問 1 の過去の活動については①小委員会主査 ②本委員会委員長が回答、問 2 および 問 3（これから何をやるか）

は意識であり、上記の①②に加えて③TF 委員の回答で どうか（糸長） -小委員会だとたまたま現時点の活動しか捉

えられない（石川、小山、川久保） → やはり運営委員を経由した方がよいのではないか（小山） → 過去のある断

面の活動から出発してよい（外岡） → その後のことは次段階で調査する（糸長） 【アンケートの締め切りについて】 

- 締め切りはいつか（川久保） - 主旨書（2 枚）の作成が先決（石川）→ 素案を 1 週間で作成する（外岡） 【アン

ケートとその後について】 - SDGs についてアンケートで初めて目にする人がほとんど、そのあとの教育が大切。 来

年度大会プラス、2 回ぐらいシンポジウムや勉強会が必要（石川） - UIA の海外の例は ターゲットや指標などは一

切関係なく策定されているし、企業の 人にとってもなんらかのモチベーションがあるはず（糸長） 【アンケート枠

組み】 - TF 委員長から発出、問い合わせ窓口は TF 委員とする ※形式上 加藤主査名で、酒井氏から出してもらう 

- 〆切の想定は、7 月中旬いっぱい（本委員会の会合で TF 委員が説明する。メールも しくは in person で） - 5 月 

20 日ごろ 委員長へ配布し、6 月 1 日配布 （返信先：酒井氏） ５．その他事項 ●スケジュールについて 5 回目の

来年度の企画？（単年度活動のはず）（酒井） →A：社会ニーズの特別調査委員会として公募に出す（外岡） →その

ためには TF 委員会第 2 回目の時期には申請書が必要（酒井） →9 月の建築大会期間中に非公式行事として TF 委

員会を開きたい （別途非公式行事申請書を提出、幹事が準備する） ●シンポジウムの開催日程：2020 年 1 月 20 日

（月）午後に決定 建築会館大ホールを予約済、実施計画書、建築雑誌会告原稿は開催 4 か月前に要提出 ●第 2 回 

TF 会合日程調整は メールにて実施 以上 （文責：大塚彩美） 
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9 月 3 日(火)から 6 日(金)まで金沢工大で建築学会大会が開催されたが、会期中 4 日(水)昼休みに参加できる委員だけ

が集まって非公式会合を開催し、そこでもアンケート結果の暫定的な報告がなされた 

大会中非公式会合  2019 年 9 月 4 日（水） 13：00～14：00 

場所：金沢工業大学（建築（北陸）大会会場）7 棟 428 教室 

日本建築学会 SDGs 対応タスクフォース（TF）委員会  

非公式会合 議事録  

開催日時  

日時：2019 年 9 月 4 日（水） 13：00～14：00  

場所：金沢工業大学（建築（北陸）大会会場）7 棟 428 教室 

 参加者（部門順・敬称略・出席者太字）  

主 査：山口広嗣 幹 事：加藤信介、糸長浩司、外岡 豊、川久保俊、大塚彩美  

委 員：池田浩敬、石川孝重、大風 翼、大塚文和、尾崎文宣、筬島 亮、倉田成人、 

小山明男、真田靖士、杉山義孝、清家 剛、田辺新一、寺田 宏、野口貴文、 

藤田香織、松川寿也（代理者 樋口先生）、元岡展久、山﨑鯛介、吉田 敏 

オブザーバー 高井啓明（※第 2 回 TF 委員会で正式に委員に加わる予定） 

日本建築学会 SDGs 対応タスクフォース（TF）委員会 

第 2回会合 開催議事録 

開催日時 

日時：2019年 10月 4日（金） 17：00～19：00 

場所：建築会館 202会議室 

出席者 

主 査：糸長浩司、外岡 豊、川久保俊、大塚彩美 

委 員：大風 翼、大塚文和、尾崎文宣、倉田成人、 

松川寿也、元岡展久、山﨑鯛介（代理 小岩正樹）、吉田 敏 

追加認定予定委員：佐藤 貢、 

事務局：伏見朋枝 

 議題 

１．開始挨拶、TF 委員の紹介 

２．アンケート結果途中報告 

３．2 次アンケートの方法と内容について 

４．TF委員会の最終報告のイメージについて 

５．TF委員会の次年度への発展解消について（特別調査委員会への申請等） 

６．来年度のシンポジウムについて 

７．その他 

関連資料：オンラインストレージに格納 

主な議事録（順不同、敬称略） 

1．自己紹介 （各委員、省略） 

前回非公式会合および今第 2回会合に参加の高井氏（山口主査からの紹介）、佐藤氏（エコステージ協会においてSDGs

について関わりが深いため、会員外だが知見の提供をお願いしたい）について、以降 TF 委員として参加してもらい

たい（外岡） 

→異論なし ※理事会に委員としての追加を申請中 
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2．アンケート結果途中報告 

  アンケート実施概要と主な結果について（川久保） 

→ 2019 年 8月 26 日以降回収分も含めて、244 委員会（本委員会、運営委員会、小委員会）から回答を得た。具体的

なターゲットまで回答いただいた委員会もあった。全般的に非常に前向きな結果に感謝。 

→問１：現在の委員会の関わり、問２：学会としての今後の関わり、問３：委員会としての今後の関わりについて、

オンラインストレージ資料を見ながら説明。 

全般的にゴール 9、11 が多い。逆に少ないものはG1,2,5,10,14,16等。 

G16 はコンプライアンスに関わるターゲットもあるし、G12 はもう少し該当数が多くてもよい印象だが、今後の認知

度アップに期待。学会としての期待について全般的に 1~2 割の底上げ（取り組むことに対する認識）が見られる。 

→自由記述では、興味深いキーワード －例えば、低所得者住宅、木造仮設住宅、公営住宅のあり方、燃料貧困等－が

挙げられている。（資料後半、ゴール毎に抜粋） 

  その他集計結果（点数化分析（非公式会合資料）、エクセル集計資料、今後のSDGs関連活動意向についてのまとめ

（途中段階、ワード資料））について説明（糸長） 

→歴史意匠からの回答がなかった。アンケート依頼がきていなかったようであればこちらのエラー。回答がなかった

という場合は、小委員会も含めて追加回答を受け付ける。至急確認し、回答をして欲しい。→ 確認する（小岩） 

３．2 次アンケートの方法と内容について 

  2 次アンケートは 10月中に、本委員長宛てに実施する。1次アンケートの結果を見て 

17 ゴール毎に自分たちの委員会としてすべきこと、学会としてすべきことの 2 項目について自由記述してもらう。

（本日の議事次第にある「5点評価」は採用しない。）非公式会合の議論を受けて、運営委員、小委員会に回すかどう

かは本委員長に一任することにしたもの。（糸長、外岡） 

→Q：前回（1次アンケート）との違いは何か。1次アンケの回答をブラッシュアップするという考えでよいのか。（吉

田、大風） 

A：前回のものは学会としてなのか、委員会としてなのかが明確でなかった。今回は各委員会の考えが見えてきた中

で、改めて考えてもらう（願わくはこれらの自由記述が最終的に学会組織としての活動方針ひな型になる）というス

タンス。 

→Q：「各委員会の考えはこうでした」という結果は配布されるのか。（大風） 

   A：今日の結果報告書をもう少し見やすい状態でつけた上でアンケートの設問があるというイメージ。プラス、

生データを見られるようにしたい。 

→Q：環境工学では 1 次アンケで 169 項目に対応させてかなり詳しく回答したが、そういう回答ではなく方向性

を示す形に書き換えるという考え方なのか（大風） 

   A：定性的な回答を詳しく回答してもらっている場合は、同じことを書くというのもあり。ただ、せっかくな

ので他の委員会の回答を見て、意外なコラボ（どこの〇〇委員会とうちでコラボができそうだ等々）の提案に発展す

ると嬉しい。ただし各小委員会の生データを出します、と説明していなかったため、各本委員会に出してよいものか

という懸念もある（糸長、外岡）→コラボの提案となると生データがないと分からないが、生データはあっても見な

いだろう（大風） 

→Q：方向性として、回答を増やしたいのか、まとめていきたいのか（元岡） 

A：まとめていきたい。活動の足りないところなどの追加のアイデアは増やしたいが、活動はまとめる（定性化の）方

向に持って行きたい。（糸長、外岡） 

→議事３の最終イメージとも関係するが、2 次アンケートの回答は、アウフヘーベンした言葉、全体の理念になるよ

うな言葉で書いてもらえるとありがたい。（糸長） 

→SDGs は世界的な目標で、日本としては非常に重要な課題が見えにくいところがある。自分たちが本当にや

らなくてはならない課題を明確にし、そちらありきで、SDGsにすると〇番だ、という順番で考える必要がある。SDGs

が最初にありきではないのが大事では（佐藤） 

→非公式会合では筬島氏から学会の中期計画（10年計画）に言及があったが、それ 

にSDGs を紐づけるイメージか。（外岡） 

→過去の取り組みをSDGsに関連づける（後付けマッピング）をした後に、次はどうするか？というやり方。「次」の

部分は恐らく来年度以降の活動になる（川久保） 

→今はマッピングでいいが、SDGs の取り組みが進めば〇年までに〇〇について〇％達成したというような評価が必

要とされるようになるかもしれないことも考慮しておく必要がある（佐藤） 

４．最終報告イメージについて 
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   最終報告イメージとして、委員会議事次第３の①～④の資料について説明（糸長） 

このうち、②および③が建築学会としての案になっていくと思われるが、皆さんのイメージは？ 

→環境工学としては大所帯で、2次アンケートを実施するところまでで精いっぱいで 

ある。TFで作った方針案を環境工学に持ち帰って検討はできる。しかしTF 委員が各委員から吸い上げて、ボトムア

ップで方針案づくりをやるのは無理。2 次アンケートも何を回答するのかを明確にしてもらわないと 1 次集計を少々

ブラッシュアップする程度のものになってしまう。（大風） 

→TF 設置の主旨からいうと、できるだけ幅広い人達から意見を聞いて、学会の活動方 

針を決めたい、というのがある。1次アンケートでそれをやった。次に 2次アンケートをと考えているが、2次アンケ

ートで委員会ごとに Vison のようなものが出てきて欲しいが、出てこないとなれば TF の幹事と委員が協力してエイ

ヤ―と対応方針原案作るしかない。それが我々のタスクと考える（糸長） 

→今年度のTF 委員の活動の最後のアウトプットはそういったVision でよいのか（→Yes）しかし、2 次の回答か

ら Vison のようにまとまるという部分がイメージできない。とにかく 2 次回答を出したら、それを幹事がまとめてく

れるということか？（→Yes）それに対して再度委員会に返して意見をもらうのか？（元岡）→再度委員会に返して意

見をもらうのは時間的に厳しい。恐らくそこはTF委員の仕事になる（糸長） 

→今回のタスクは各学術委員会から TF 委員を出して活動している。建築学会としても初めての試みではないか

（地球環境憲章もそのようなやり方ではなかったはず）。ただしTF 委員は 1年間限り。各委員会から上がってきたも

のを切磋琢磨してまとめるやり方、あるいは各 TF 委員、あるいは幹事でひな型を作ってそれを回して意見をもらう

かのやり方しかない。前者だとまとめきらず単なる羅列状態になりがちだろう（糸長）→だとすると、よくわからな

い他の委員会の領域に口出しできないと思ってスルーしてしまう可能性が高いのでは（元岡）→そういう委員会があ

っても仕方がないが、本当は 1 次アンケの結果をみてうちでもこんなことができるかもという気づきを得て欲しいと

いうのが 2 次アンケ実施の主旨でもある（糸長） 

   資料（日本建築士会連合会全国大会環境部会セミナーで提示した建築士会としての SDGs 対応に関する糸長試案）

のような方針案（素々案）を作るのか、作らないのか。（糸長） 

→そこが分からない。そこを聞かれているということでよいか。（元岡）→ 環境工学としては難しいとのことだが、

幹事としては作りたい。（糸長）→問題は誰が作るか（元岡）→TF 委員会としてはTF委員が連帯責任を負ってみんな

で作りたい。が、それがやはり無理ということであれば来年度の特別調査委員会等々を含めてそこで仕上げる等も考

えるか（糸長）→個人的には 2次アンケをしてもVisionとしてまとめる方向にいくイメージがわかない。回答が増え

るイメージなので、誰かがエイヤとまとめる必要がある（元岡）→ 本委員会の委員長がその役割を負うか（外岡）→

教育なら教育（ゴール４）を担うというのはできるかもしれないが、関連が薄いところはゴール毎に書いていくとす

るとそれをどうまとめるのか（元岡） 

  各ゴールの方針案作成の方法についての 3 案 

→①17 のゴールに対して、各委員会で分担が可能なのかどうか。例えば教育ならゴール 4について責任もって教育が

書く、というやり方。②幹事が作った案をゴールに関係なく TF 委員としてたたく。場合によっては本委員長の意見

を仰ぐところもあるかもしれないが、基本的に TF 委員は「起草委員」として各分野の代表者として腹をくくる。そ

れが可能か。あるいは③幹事が作ったたたき台を各委員会に持って帰ってもらい、たたく。という方法が考えられる

（糸長）アンケートを取っているので幹事が作るたたき台もある程度意見は吸い上げたものになるはず（外岡） 

→2030 年という目標年度を考えると、今ですら遅いぐらいという危機感は理解するし、「建築学会は」という主語で

建築士会のような方針案を出すというのも賛成である。ただ 1月のシンポジウムまでに素案をまとめてシンポジウム

で素案をたたくというのが理想ではないか。2 次アンケートについては、生データをもらっても見るのも困難だし、

回答として何を求めているのかをしっかり規定してもらわないと厳しいかと思う。（倉田） 

→G1 について「建築学会は○○」という短文について○○を埋めてくださいという聞き方が一番簡単だが、それは可

能か。（糸長） →2 次集計と方針案が混合してしまっている。2 次アンケートをやるなら 1 次アンケート集計を返し

て、それを丁寧にみる必要があるのでは。それとも 2次アンケートをやらずに指針を決めろと言われているのかそこ

も分からない。環境工学の規模感では無理という感覚である（大風） 

→極論でいうと、合意形成の仕方の問題であって、これまで建築学会としては大規模な合意形成の仕組みはとってい

ない。「個人や委員会が提言できる」となっていて、それを最後に理事会で承認するだけだった。SDGs はできるだけ

広い意見を拾う方針でアンケートをやりも出来るだけ多くの意見を取り入れた合意形成を考えていた。今後の方針案

づくりにも、大変だが、その努力をする必要はあるではないか（糸長） 

→1 月のシンポジウムは指針を発表するというよりは、吸い上げるための会議のような位置づけであるべきなのでは

ないかと思う。アンケートのまとめとシンプルな素案とでは飛躍はあるが、とりあえず簡単にまとめる必要がある。
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（外岡） 

→誰がつくるのか。環境工学であればTF 委員の私が作るのか（大風）→TF委員個人ではなくTF委員として作る（糸

長） 

→客観的に見て、1 次集計を基に、幹事団で建築士会に近い形にまとめてもらい、それをシンポジウムで提示するの

がよいのではないか。第 2次アンケートで方針案を書いてもらうというのではみな混乱すると思う。今の 1次集計で

方針の素案はまとめてしまってもよいのではないか。第 1 回の議事をみてもそういう風になっている（吉田）→ 賛

成。この 1 次アンケートの回答をまとめて方針の素案とし、過不足についての意見を募る（川久保）。収束させるに

は、素案のたたき台を見せてからの方がよい。（大風） 

⇒ 時間的なことを考慮しても、素々案は幹事が作る。TF 委員もメール審議なりでの協力をお願いする。先に予定し

た 2次アンケートは時間的な制約から見送るということで決着。 

５．その他（議事次第５～７） 

TF委員会の次年度への発展解消について（特別委員会への申請等） 

 TF 委員会は単年度の活動となっているため、来年度以降は社会ニーズ委員会（特別調査委員会）として申請をする

予定だが、それでよいか（外岡） 

→異論なし。申請書提出の〆切が 10月 30日と時間が限られているので、学会副会長でもある筬島委員に相談しなが

ら申請書を作成、必要に応じてメール審議をお願いする。 

来年度のシンポジウムについて 

建築雑誌に告知を載せるため、10 月末までに企画書が必要。無料では難しいとのことなので、参加者各人 1000 円の

入場料とする予定（冊子の配布あり）。各委員会から 1名登壇してもらいたいと考えていたが、今日の議論を踏まえて

シンポジウムでは素案を提示し、議論する場とするか。→第 3回TF 委員会会合の協議事項とする。 

11月 18日（月）の勉強会について 

資料をもとに説明のみ。 

その他Q&A

Q：幹事団からの提案は素々案といわず素案でもよいのでは？（吉田）→ A：TF 委員として最終的に出す方針案も

理事会で検討してもらうための「素案」でしかない。よって素案の最終バージョンに向けその都度の案を TF 委員や

シンポジウムの場でたたいていくことになる。「1次素案」「2次素案」と考えてもらえればよい。（糸長） 

Q：方針案を理事会へ提出するスケジュール感は？（倉田）→ A：3月末までの活動期間後となると 5月の理事会か

（大風）。ただし、特別調査委員会として次年度に繋がるのであれば、少しずれこんでも大丈夫かもしれない。学会長

の所信表明にはSDGs のことが含まれていたので、やはり 5月か。（糸長） 

Q：歴史意匠からの 1 次アンケートの追加提出についてのスケジュール感を確認したい。また、5 年、10 年後には達

成度について評価されるようになるかもという議論があったが、そう言った場合に今回のアンケートが基準になると

いうことはあるか。（小岩）→A：回答期間は 2 週間程度のうちにお願いしたい。SDGs はそもそも歴史、文化、遺産

系の項目が弱いので、そのあたりに知恵をいただきたいという思いもある（糸長）今回のアンケート回答が将来の評

価基準になることはない。プラス思考で、あくまでも現状の取り組みや取り組むべきと考える事項についての回答と、

また、歴史などに追加した方がよい項目なども積極的に提案して欲しい。（外岡） 

今後の会合予定 

2019 年 11月 18日（月）18:30～ 公開勉強会 

2019 年 12月 19日（木）16時～ 第 3回TF 委員会会合 

以上（文責：大塚彩美） 

日本建築学会 SDGs 対応タスクフォース（TF）委員会 第 3 回会合 開催議事録 

■ 開催日時 日時：2019 年 12 月 19 日（木） 16：00～18：00 場所：建築会館 304 会議室 

■ 参加者（部門順・敬称略・出席者太字） 主 査：山口広嗣 幹 事：加藤信介、糸長浩司、外岡 豊、川久保俊、大

塚彩美 委 員：池田浩敬、石川孝重、大風 翼、大塚文和、尾崎文宣、筬島 亮、倉田成人、 小山明男、真田靖士、杉

山義孝、清家 剛、田辺新一、寺田 宏、野口貴文、 藤田香織、松川寿也、元岡展久、山﨑鯛介（代理 三田村）、吉田 

敏、 佐藤 貢、高井啓明 事務局：伏見朋枝 

■ 議題 １．アンケート報告 ２．事務連絡 ３．1 月 20 日のワークショップについて ４．SDGs 対応方針案につい

て ５．今後のスケジュール 

■ 関連資料：オンラインストレージに格納 
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■ 主な議事録（順不同、敬称略） １．アンケート結果報告 歴史意匠を含めて 257 件の報告。 （前回の中間より 13

件増） 学会としての活動のうち、現在の活動は圧倒的に G11 が多い。続いて G9, G3, G4, G7, G13, G15 といった順

になっている。将来の取り組むべき活動についても G11, G9 が 多いのは変わらない一方で G13 が現在の活動より

も伸びている。次いで G7, G12 の 順。委員会としても大きくはかわらないが、学会全体としてよりは将来の取り組

みにつ いての伸びが若干減少してくる。（詳しくはオンラインストレージ保管の資料参照） ２．事務確認 ・来年度

から 2 年間の特別委員会の設置は一応通る見込み（年明け理事会に対して説 明に行く予定）※資料はタスク設置申

請時の提案書 ・学会としても至急取り組むべき課題と考えている。他団体の方が取り組みが早いので、 とにかく 2 

年間で建築学会らしい成果を出したい。（筬島） ・2020 年度の大会で SDGs タスクフォースで PD を実施する（承

認済） 日程は 9 月 10 日（3 日目）の午後 203 教室 （267 名入れる大教室） ３．1 月 20 日のワークショップに

ついて ・学会長とかけあって無料にて実施。式次第（資料別紙）を説明。タスクフォース関係者 からの発表後、討

論１では委員会ごとに話をしてもらい、討論２では糸長素案に追加し ていくワークショップを実施することを想定。

資料はコピー印刷（前週の木曜日までに 出し、印刷する。）各委員会も 5 分程度で１～4 枚程度の PPT ものを出し

てほしい。 （外岡、糸長） ・シンポジウムで発表することは各委員会に伝わっているのか？（筬島） －日程は第 1 

回の時に決めたので各 TF 委員がどのように伝えているかにもよるが、 ある程度は伝わっていると考えている。た

だし全員に話してもらうのは難しいか ら手を挙げてもらうか、あるいはこちらから参加を要請するかという話をし

てい る。外岡先生が用意している最中。（糸長） －具体的には構造、環境工学、建築計画（運営委員会があるところ）

プラス、SDGs に大事な社会システム、災害、男女参画はどうかと考えている（外岡） －社会システムとしては、本

委員会の方で協力しなければならないという認識がな かったため本委員会に挙げていないし自分も連絡係のような

もの。今からは難し い。本当にやるなら本委員会に話を伝えてもらわなくては。本委の人たちは誰も自 覚ないと思

う（吉田）。 －幹事としては構造、環境工学は回答数（所帯）も大きいし、回答数も多く、行ける のではと考える。

あとは計画か？（糸長） 他にも材料施工はあまり回答数は出て いないが、セメントは気候変動への影響が大きく重

要なので出てもらいたい。気候 変動に影響大きい。このような話を各 TF 委員会から持ち帰ってもらい、本員会に 

挙げてもらわないといけない。運営委員会があるところは確実にお願いする。正式 要請は後藤氏から出したい。（外

岡） → トップからの取り組みを示すために会長 名で出してもらうことで決着。 －11 の内、4 つは運営委員がある

ところ。残り 7 つ、希望を聞く方法もある（幹事） ➞これから年末年始なのに希望を聞いて準備するのは無理。こ

ちらの主旨に沿っ たところにお願いするしかないと思う。（筬島） ➞アンケート結果で多いもの（G11, G9）からい

くべき。ジェンダーフリーは言い やすいが、男女共同参画は SDGs 上はメインは宗教と性別であり、日本として は 

SDGs 上のジェンダーはあまり大きくない。（寺田） ➞学術委員の専門家の中に閉じ込めたくない。学会の組織論と

しての SDGs とい う側面もある。SDGs の幅の広がりを認識してもらいたい。ただし山口氏だか ら聴く必要はある

が。（糸長） ➞最終的な対応指針を作る際に、アンケ結果を大事にする必要があるのでは。多い 順に５つぐらい？共

通で関心を持っているものをとり上げる。（筬島） ➞17 ゴール全てに指針を出す、という考え方で臨んでいる。学会

としてすべてカ バーしている、で次にどことどこを強めていく、という方向がいいのではと思っ ている。今やって

いるところだけをさらにやっていく、ではなく、の意。（糸長） 上位のところは当然カバーするが、それ以外のとこ

ろも大事にしていく。（外岡） ➞少ないのを拾い集めていったときに、ジェンダーフリーだけなのか、貧困等は共 通

で大きい問題なのでは？そういうものに関係しそうなところを選ぶ、という 方法が必要なのでは。（寺田） ・参加者

全般については、今回は会場が広いので参加者が集まらないとかっこがつかな い。TF 委員からその分野の委員に必

ず数名でてもらうよう声をかけて欲しい。そのた めに無料にしてある。現在、本委＋運営委員から一人づつ出てもら

うとちょうど 50 名、 特別委員・研究で 10 ぐらい で 60 名と考えると、小委が約 300 あり、その 1/3 から来 て

もらうという考え方。このあたりを TF 委員から同分野の委員会に必ず出て欲しいと お願いして欲しい。（外岡） ➞

シンポジウムの目的は？明確にして欲しい（吉田） シンポではなくワークショップとして実施することでみんな（会

員全員とはいかな いまでも多く会員）の意見を吸い上げる。入口の組織として委員会活動に着目してい る。本委員

会というのはこの分野の専門家として、というのもあるが、ある意味この分 野の代表（個人）の意見でいいから意見

言って欲しい。（外岡） ➞それをアンケートでやったと認識しているが（吉田） それをさらに具体的にやる。アンケ

ートで意見として出ていることを具体的な文書 としていく作業。（外岡） 第 2 弾であることは間違いない。第 1 弾

は会員全員は聞けないので委員会ベースで 聞いた。さらにアンケートの濃淡等を踏まえて指針（案）を TF が出し、

それを煮詰め るために、所帯の大きい委員会等を集めてみんなで考える、というワークショップであ る。タスクに

しているので我々の使命は学会の SDGs 対応指針を作ること。それをや るための TF。これをオープンフォーラム

でやろうとしているのは初めてのこと。それ は SDGs だから。アンケだけでも全委員に向けてやったのはすごいこ

と。そこを生か して今後の建築学会の対応に繋げていきたい（糸長） ➞主旨はわかるが、これが第 2 弾だとしたら

もっと準備が必要ではないか。ひと月前 になってから本委員会に出てくれ、と言われても混乱するだけで、この日に
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空いている 日に行ける人が行けばいいのね、という風になってしまう。TF 委員としても出席が義 務に近いもので

あるという認識はなかった。アンケート結果を踏まえてシンポジウム をやるんだなぁという認識であった。（吉田） 

常識的に考えて、これだけ大きな会合で 1 か月以内に登壇者が決まっていないとい うのはなかなかない。依頼され

る側は 5 分の発表は厳しい。ただ、大きな視野がない とできないのが SDGs なので、できれば各トップにできれば

出て欲しい、トップの方 が出られなければ代理を指名して欲しい、と頼むというやり方でどうか（川久保） → 最初

からその意味。その専門分野を代表する人として出る、ただし発言は本人の 責任で個人の意見で構わない。委員会を

代表するもでなくてよい。アンケートはも う出ている、つまり本委員長は言うことが全くないわけではない。パワポ

資料がな くても構わないが、アンケート結果をまとめて述べていただく。（外岡） ➞整理すると、依頼する分野とし

てまずは運営委員会がある①材料・施工、②構造、③ 環境工学、④建築計画の 4 つ。それぞれの登壇者はどなたで

も結構だが、分野として の課題、対応の方向性の提示について発表してもらうことでよろしいか。（→異論なし） 残

りに関しては、1 つは討論の中で討論することにする。あるいはどうしても男女共同 参画等が必要であれば、同じよ

うに依頼する。どうするか。（→依頼する） 依頼する先として、社会ニーズはすでに厳しいということだ。教育は結

構アンケート結 果出ているし、学会として教育の専門家を増やさなければならないという側面もある。 よって⑤災

害、⑥教育、⑦男女の７つに依頼することでよいか。（→異論なし）もし断 られたら再調整する。 ➞その他 ワーク

ショップに向けた事務的対応として、講演者から資料を送ってもらい 印刷できる状態にする必要がある。（→資料担

当 大塚）資料は印刷代等も考えて短め で、一人 A４にスライド 4 枚印刷×2 枚としてスライド 8 枚分ぐらいか？

追々は、例 えばワークショップ等をやった後の報告・情報発信として TF のウェブサイトも必要 だろう。（外岡） 

４．SDGs 対応方針案について 建築士会連合会 （会） 建築士（士） を参考に 建築学会としての対応案をまとめて 

いる最中である。（資料はボックスにあり → はじめに には前書き、続いて G1 から順 に内容を紹介）対応実績と

して書かれているものは基本的にアンケート結果から拾っ ている。アンケートはすごいソースになっている。プラ

ス、まだやっていないところは きちんとやっていきましょうということになっている。 G11 や G9 は数が多いので

まとめるのが大変ではある。G３や G4 は数は多くないが かなり突っ込んだ内容がある、それを学会のみなさんに認

識して欲しい。これだけ幅広 い分野で研究をしてきているので、極論から言えばすべての G に関係していると言え 

るはず。体力等々との相談になるが 1 月までにこういうまとめはつくりたい。それを 基に早めに対応案として作り

ませんか、そして普及のための講習会なりシンポジウム なりをひらきませんかと持って行きたい。アンケートはすご

いソースになっている。そ れを本来はみんなで議論したい。TF としても分担してみんなにみてもらいたい。（糸 長） 

➞これが方針案で十分なのではないか。これができたところで今後会員にシンポジ ウムで聞いてもらうことをする

のが適当ではないか。（吉田） 幹事会でも論議を十分にしているわけではないが、私はまちづくり等をやっている こ

ともありすべて完成したものを示してしまうのではなく、途中段階で議論して軌道 修正しながらやっていくことが

大事。そのプロセスで当事者意識が出てくる。すべてト ップダウンでやってしまうのは SDGs ではなくなってしま

う（糸長） アンケでこれだけ出てきたもの。そのプロセスにみんなが参加したのでは？（吉田） しかしアンケート

では議論していない。これが重要だとか、あるいはこれはちょっと 厳しいよね等々確かめながらやりたい。幹事で議

論したわけではないが、20 日のワー クショップでは方針案に関して 17G ごとにテーブルをつくり、そこでワール

ドカフェ 方式で討議したいというのが本音。もしかしたら今回は全体会フリートーキングにな るかもしれないが、

理想的に言えばそのファシリテーターは TF 委員にしていただき、 先ほど紹介したような指針案をアンケートをベ

ースにしながら、各 G の対応方針案を まとめるのが本来の TF 委員会の役割かと思っている。が、今いうと闇夜に

きりつけに なってしまうので、まずは幹事でできることはやるが…というスタンスである。（糸長） アンケートに回

答はしてもらったが、どこかで 17 項目を広く見てもらいもっと広い 気づきの機会が必要。来年度からの 2 年間で

やることかとも思っている（外岡） アンケートを幹事会で整理することはできる。方針案ではなく、「再整理」とす

れば、 参加型的な捉え方になっていくのでは。「アンケートに基づく対応の方向性」としてお けば話やすいのではな

いか（筬島） ➞「アンケートに基づく対応の方向性」という整理の仕方としておく（糸長） 男女共同参画の話とは

異なるが、個人的な意見として、ワールドカフェ方式は面白い と思うが、〇〇委員会だから G〇ね、と言われてし

まうと自分たちがやっている殻、そ の枠を出られない。男女共同参画といったら男女共同参画しか考えない、という

ことに なりかねない。もっと横目でやることを期待されているとしたらもう一ひねり必要な のでは。その意味では

今回のワークショップはもう少し基礎的なものに落とした方が 分かりやすいのではないか。男女共同参画としては

委員会だし山口氏とも話はしてお くし、できるだけワークショップが成功するように尽力はする。（寺田） ➞幸い 

TF 委員は 1 年間だが、幸いあと 2 年特別委員会としての活動期間はある。 ただ、あまり遅くなってもみっともな

い、ある程度の方向性は見付けておきたい。（糸 長） ➞千利休の茶の湯の原則、茶室に入ったらみな対等である。WS

の意味合いは AIJ 会 員として自由に意見を述べる、という立場でやる。〇〇委員会を代表して、ではない。 専門分

野でやるというのも SDGs の項目にどう取り組むか（外岡） ➞ 筬島氏からあったように頭のタイトルを「建築学会
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アンケートに基づく SDGs 対応 の課題と方向について」変えたらどうか。方針案としてしまうと、決まってしまっ

てい るのか、となりがち。とりあえずアンケートをベースにするとこんなことをやってきた 実績があることは見え

る、それをどう煮詰めるか、という方が参加しやすい。（糸長） ➞ 趣旨説明でそのように説明をするようにする（糸

長） ➞アンケ結果は委員会の中での議論になっているが、分野横断的に各ゴールに対して 意見を吸い上げる場。全

ゴールに対して、というと食いつかない G も出てくるかもし れないが、それは来年度に持ち越す、でもいいのでは。

（筬島） ➞今回のワークショップでできないものは次年度の特別調査員会で引き継ぐ。（糸長） また、今回の参加型

討論なので、それぞれの参加者が途中でも後でも、どういう思いを 持ったか、というアンケートをやりたい。それだ

けでも緩やかなワールドカフェ的な成 果になる。（自分の関心を持ったこと（G）3 つぐらい札入れしてもらう →そ

の札をま た分析できる。成果として言いたい人だけが言いたいことを言った、だけの成果にはし たくない。）→紙を

休憩時間に配るのか？（外岡）→ 状況みながら対応する（糸長）。 ●その他のコメント：タスクフォースの浸透度が

低い ・ 都市計画も連絡役という認識。本委員会の中でアンケ結果もしらない。自らは本 委員会の委員になっていな

い（松川） ・大会の非公式会合のときに「行ってくれと言われてきた」という声があった。タスク フォース自体が

浸透していない感がある。（筬島） ・自分のテーマをやるために学会/委員会に来ている。その中でアンケートが来た

から やった、程度の認識しかない。（吉田） ➞ 本委員長に宛てる要請文および資料を作るので、アンケートの結果

を本委員会に回 してほしい。アンケート結果を報告する意味も含める。参加者数のノルマを課すのはな かなか厳し

いので、出席者できるだけ参加してもらう（糸長） →要請されるときに、小委員会がどう答えているのか本委員会が

知っているかも不 確か。小委員会の回答はある程度一緒に出す必要はあるかも。 → アンケート結果をオープンにす

ることは公表していなかったので倫理的なもの になる。（川久保） アンケート実施時に学会内部で共有されることが

あるかもしれないとは書いてあった。 （外岡） →分野ごとに出すことで対応したい。ただし 2 段階になるかもしれ

ない。（糸長） ５．今後のスケジュール ● 次回 1 月 20 日 ワークショップ本番 ● その後について：2 月 21 日

（金）5 時半～7 時半 内容は TF 委員会のしめ、とりまとめ、および 次年度に向けての体制づくり （来年度の委員

を決める等もいつ頃になりそうか、早めにお願いしたい（3 か月前だと本委 員会が開ける）（吉田））→3 か月前は難

しいのでその都度対応したい（糸長） 以上（文責 大塚彩美） 

↓公開勉強会は日程的には第 3回委員会の前に開催されたが、集会系の催し 2 件について後に掲載 

日本建築学会 SDGs 対応 TF 主催公開勉強会 11 月 18 日(月)  

建築学会 SDGs 推進に向けて  

開会挨拶：山口広嗣 竹中工務店 

主旨説明：外岡 豊 埼玉大学名誉教授 

講演１： SDGs 最新の話題 佐藤 貢 エコステージ協会理事 

講演２： 建設産業の SDGs 取組 高井啓明 竹中工務店 

講演３： 自治体の SDGs 取組 川久保俊 法政大学 

講演４： アンケート調査中間報告と対応指針素案 糸長浩司 日本大学 

討論 

11 月 18 日(月) 夜 18:30-20:30 

建築会館 3 階 大会議室 

建築学会会員外数名参加 

日本建築学会SDGs 対応TF主催 公開ワークショップ 2020年 1月 20 日 

ワークショップ「日本建築学会とＳＤＧｓ」  建築会館大ホール 

主催 企画運営委員会・SDGs対応タスクフォース が 開催された 

２０２０年 1月２０日(月) 13:00 ~ 17:00 

建築会館 大ホール  定員１００名  

参加費 無料 

資料代 無料  

日本建築学会SDGs 対応TF主催 公開ワークショップ 

ワークショップ「日本建築学会とＳＤＧｓ」   
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主催 企画運営委員会・SDGs対応タスクフォース 

主旨：   

SDGs への取組は世界的なうねりとなっており学術団体も積極的な対応が求められている。ＳＤＧｓ対応タスクフォ

ースを設置し本学会としての取り組みを始めたところである。そこで SDGs17 目標 169 項目への取組方針について広

く討論する場としたい。 

当 TF の活動として各委員会にアンケート調査を実施し、各分野からの取り組み方針について回答いただきました。

この結果を踏まえて、本会全体としての取り組み方針を討論すべく、workshop を開催し、この TF の使命である本会

の取り組み方針(案)を取りまとめる上での意見集約の機会とする。 

この集会を皮切りに本会での討論を継続し、年度末までに対応指針案をまとめ、2020 年度の理事会に諮って本会とし

ての対応指針を正式に打ち出せるよう討論を進めたい。またさらにその先の対応の進展について 2020 年度大会にお

いても研究集会を企画している。その準備を含めて 2020～2021 年度の活動として認められた社会ニーズ対応推進委

員会傘下『SDGs 対応推進特別調査委員会』に TF の活動は引き継がれ 2022 年 3 月まで継続活動を行うことになって

いる。   

２０２０年 1月２０日(月) 13:00 ~ 17:00 

建築会館 大ホール  定員１００名  

参加費 無料 

資料代 無料  

問い合わせ先 sdgs@aij.or.jp 日本建築学会SDGs 対応タスクフォース 

参加登録不要ですが、参加者数をあらかじめ把握したいため、参加希望の方は上記問い合わせ先にできるだけ事前mail

ください。当日参加も歓迎します。本会会員外の方も参加できます。 

本会全体の意見を偏りなく集約するため、学術委員会傘下各本委員会、各運営委員会及びその他の委員会から代表者

1名以上の参加を期待します。 

プログラム  ： 13:00 ~ 17:00 

司会： 糸長浩司 日本大学（特任教授） 幹事 （地球環境委員会委員長、農村計画委員会） 

外岡 豊 埼玉大学（名誉教授） 幹事  

（元地球環境委員会委員長、倫理委員会委員、エコステージ協会理事 ） 

記録： 大塚彩美 早稲田大学(社会科学部) 幹事 （SDGs 他、環境問題等の社会的受容対応研究） 

開会挨拶 山口広嗣 竹中工務店 主査 学会理事  

主旨説明 外岡 豊 前出  

基調講演 SDGsの取り組み方と最新の話題 佐藤 貢 エコステージ協会理事 

学会委員会アンケート結果報告 川久保俊 法政大学 幹事 (地球環境委員会幹事) 

建設業界のSDGs取組 高井啓明 竹中工務店  

自治体のSDGs 取組 川久保俊 前出 14:10-14:25 15分 

UIAと建築家協会の取り組み 岩村和夫 都市大東京名誉教授  

学会対応指針素案 糸長浩司 前出  

休憩  15:00-15:15 

討論１ 各分野研究、教育、実務とSDGs17目標 

討論２ 学会SDGs 対応指針案検討  

まとめ 後藤春彦 早稲田大学 顧問 学会副会長 
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17:00 終了 

2月 21 日(金)に予定されたSDGs タスクフォース(学会会議室開催)は新型コロナウイルスのため中止 

日時：２０２０年２月２１日（金） １７：３０～１９：３０ 

場所：建築会館・本会会議室 

議題： １．WS（１月 20日）の報告 

２．１年間の成果について 

  アンケート、対応方針案、報告書等 

３．決算について 

４．SDGs 特別委員会（2020年度～2021年度）の活動について 

５．その他 

2019 年度のSDGs・タスクフォースは、この中止後活動なくして終了した 2020年度からの特別調査委員会も 9月頃

まで実質、活動できなかった 

2020年度開始 

社会ニーズに対応した「特別調査委員会」設置提案書

２０１９年１０月３０日 

調査研究テーマ 

委員会の名称 

テーマ 

日本建築学会SDGs対応推進 

類 型（下記から選択してください。複数可）  すべて該当 

1）サステナブル社会の構築に寄与するもの 

2）社会の情報化等に対応しニューフロンティア開拓に寄与するもの 

3）建築・都市再生に寄与するもの 

4）安全・安心・健康環境の提供に寄与するもの  

5）新時代に対応できる人材の育成と育成環境の整備に寄与するもの 

6）人口減少・少子高齢化社会に寄与するもの 

委員会名称 

SDGs対応推進特別調査委員会 
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社会ニーズの所在と

調査研究の目的 

SDGsは国連の「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030アジェン

ダ」が掲げた宣言および目標であり、人間、地球及び繁栄のための行動計画として、

17 の目標(ゴール)と 169 の項目（ターゲット）が示され、2015 年 9 月に採択され

た。SDGs は 2000 年から 2015 年の国連ミレニアム開発目標（MDGs）の後継であ

り、次の 15 年として 2030 年までの世界的な行動目標である。スエーデンの高校生

グレタ・トンベリが始めた金曜日ストは気候変動問題への真摯な取り組みを訴えるも

のであり、急激に世界中の共感を獲得し出している。気候変動問題は世界的な『気候

危機』として受け止めるべき段階に来ており、とりわけ富裕な先進国の経済活動が排

出増大を招いて、途上国の貧困層が被害を受ける不公平な状態を正すべきという『気

候正義』という考えも指示を集めている。 

本学会は 1990 年代前半から地球規模環境問題に取り組み COP3 京都会議におけ

る学会長声明(1997)、地球環境・建築憲章(2000)、１７団体で共同提言した『建築関

連分野の地球温暖化対策ビジョン 2050』(2009)、提言『地球温暖化対策アクション

プラン 2050』(2015)を出してきた。2015 年 12 月のパリ協定では 21 世紀末に気温

上昇を 1.5℃以内に収めようという努力目標が定められ、それを受けて世界的に脱化

石燃料に向けた動きが加速し世界の先進企業はこぞって排出ゼロや再生エネ 100%

を目標に掲げるようになってきた。 

このような情勢下2016年に作成された本学会の１０年ビジョン中長期計画ではス

トック社会への移行、地球環境問題への対応、防災・減災、少子高齢化社会の地域創

生に向けた活動強化が掲げられている。衣食住の日常生活を支える生活空間と社会基

盤の構築に深く関わる本学会において、こうした上記の諸課題に実践的に取り組み目

に見える具体的な成果につながる貢献ができるよう真摯に取り組んでゆくことが求

められている。本会が学術団体組織としてどのような実践ができるのか、早急に検討

し活動指針を打ち立てる必要がある。そこで 2019年度に SDGs対応タスクフォース

を設置し各委員会にアンケート調査を実施し本学会のあり方について検討を開始し

たところである。しかし、この課題は年度内の短期間の検討で答えを出せるものでは

あり得ない、学会の活動全般を幅広く再検討するには更なる取り組みが不可欠であ

る。その検討作業はまさに社会ニーズ委員会が担うべきものであり、これを SDGsの

１７目標、１６９項目に照らして再検討し、その行動指針を明確化し、わかりやすく

会員に示し、本会が一丸となって取組めるよう検討を行う。ここに特別調査委員会を

立ち上げることを申請する。 

戦略的調査研究項目 

・SDGs17 目標と 169 項目と本会の社会的役割について整理し、関連委員会分野を

あわせて示す。

・SDGs対応タスクフォースで提示した対応方針案をより深めた上で、理事会の承認

を得て本会の公式な指針として公開し、さらに、建築関係の学協会にも呼びかけ、

協同での対応方針を策定することを目指す。 

・既往の研究、作品、実践、活動等具体的事例とその SDGs貢献についてまとめ、共

有し、公開する。 

なお、これらの作業にできるだけ多くの会員が当事者として関わり、参加を通じた意
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識と行動の共有を促すようにする。 

提 案 者 山口広嗣 （SDGｓ対応タスクフォース主査） 

設 置 期 間 2020 年 4 月~2022 年 3 月 2 年間 

委員会構成（案） 

後藤春彦（早稲田大学、副会長） 

山口広嗣（竹中工務店、理事、男女共同参画推進委員会） 

筬島 亮（㈱山下設計、副会長） 

女性理事1名 例えば 杉浦久子・昭和女子大、図書理事& 

糸長浩司（日本大学、地球環境委員会委員長、農村計画委員会） 

外岡豊（埼玉大学、倫理委員会委員、低炭素社会推進会議幹事） 

川久保俊（法政大学、地球環境委員会幹事、自治体SDGs活動担当） 

高井啓明（竹中工務店、低炭素社会推進会議幹事、建設業界SDGs活動担当） 

岩村和夫（東京都市大、建築家協会SDGs活動担当） 

佐藤貢(エコステージ協会、申請時点会員外、企業全般SDGs活動担当) 

大塚彩美（早稲田大学）& 

森山一之（事務局、学術委員会以外の委員会担当） 

以下各学術委員会から推薦  ＃：委員2名まで受け付け 

環境工学委員会＃ 

材料施行委員会＃ 

構造委員会＃ 

建築歴史・意匠委員会 

防火委員会 

建築社会システム委員会 

建築法制委員会 

建築教育委員会 

都市計画委員会(委員長・小浦久子・神戸芸術工科大学は女性)& 

建築計画委員会 

農村計画委員会 

情報システム技術委員会 

災害委員会 

&：女性委員を一定程度確保したい 

予想される成果・効

果、達成の可能性 

成果物として①報告書(検討経緯の共有化)、②学会ホームページに SDGs サイト新

設運営、事例紹介を含むSDGs情報の発信と共有、③本会 SDGs指針(案)の策定 

本会のSDGs対応取り組みを推進し会員活動を活発化し社会の課題解決に貢献 

研究・開発戦略を策定する組織の機能強化 

建築学の統合化を推進する学会活動の推進 

学会活動の自己点検を通じた活性化と効率化 

新しい社会ニーズを先取りした人材教育への貢献と活躍場の創出 

他学会、他団体、諸外国との交流促進とそれを通じたまちづくり、地域づくり等への

社会的貢献 

団体組織として SDGs目標に適合した運営の促進 
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成果の発信先と発信

方法 

大会における研究集会開催 2020年度、2021年度、 

公開シンポジウム開催 2020年12月、2021年 5月、2022年3月 

学会ホームページにおける情報公開と発信 

支部と協力した活動 

関連他学術、業界等諸団体、研究機関、会員企業等との連携活動を通じた社会貢献 

予算の概要 

項  目 初年度 第 2 年度 計 

 通  信  費 30000 30000 60000 

Web整備費 350000 200000 550000 

報告書印刷費 150000 150000 

委員会旅費 600000 600000 1200000 

 雑 費 20000 20000 40000 

計 1000000 1000000 2000000 

その他（特記事項） 

３．2020年度から 2021年度の特別調査委員会 

日本建築学会 SDGs 対応推進特別調査委員会の新設が承認され 2 年間の活動としてタスクフォースでの活動が実質継

続されることになった しかし新型コロナウイルス禍で学会活動が自粛され委員会を開催できなくなった  

第 33 回環境工学連合講演会 

2020 年 5月 19日（火）日本学術会議講堂 

日本学術会議土木工学・建築学委員会ならびに関連学協会共催 

において建築学会から外岡が発表予定であったが新型コロナ感染症のため開催は中止され、1 年延期になった 2021

年 5月 25日(火)にリモート開催され、建築学会から外岡が発表した 予稿集原稿は 1年経過したので書き換えた 空

気調和衛生工学会から川久保が発表した 配布資料は別途、本報告書にも掲載 

2020 年度の学会大会はリモート開催になり予定された研究集会は中止になった ほぼ同じ内容のシンポジウムを

2021 年 3月 1日午後、リモート開催した 

2020 年秋頃から会議をリモート開催することで委員会活動が再開され 9 月 16 日に SDGs 委員会幹事会を開催、活動

再開について相談した さらに 9月 25日に第 3回幹事会を開いた  

2020 年 10月 1日（木）18:00-20:00  建築学会 SDGs特別調査委員 第 1回 オンライン会議 

伊香賀副会長を委員長に迎えSDGs タスクフォースの後継活動を再開した 

以上、本学会SDGs 対応活動の始動期、SDGsタスクフォースまで、特別調査委員会開始までの経緯をまとめた 
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付録① SDGs対応タスクフォースアンケートの分析 

Analysis of AIJ-SDG Task Force Questionnaire Survey Data 

川久保俊 

Shun Kawakubo 

法政大学，教授，博士（工学）（連絡先，kawakubo@hosei.ac.jp） 

Hosei University, Professor, Dr. Eng. 

要約 SDGs達成に向けた対応方針を検討、策定するために、2019年度にAIJ-SDGs対応タスクフォース（TF）が設置

された。このタスクフォースの活動の一環として、建築学会の各委員会（本委員会、運営委員会、小委員会など）に

対してアンケート調査を行い、SDGs達成に向けた活動の有無や取り組み意向に関して回答を依頼した。374委員会に

調査票を配布して最終的に 257委員会から回答を得た。その結果、SDGsのゴール 1からゴール 17まで幅広い活動が

展開されていることが明らかとなった。 

持続可能な開発目標（SDGs），アンケート調査  

Sustainable Development Goals（SDGs）, Questionnaire Survey 

１．はじめに 

 建築学会大会には毎年 5,000 本を超える梗概が投稿され、その時代に必要とされる研究成果や次の世界を切り拓く

新たな知見が報告されている。このような成果や新たな知見は、人類と地球の繁栄を目指すために国連で採択された

「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」とこの中に所収されている「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成にも

大きく貢献し得る。建築分野における個々の研究や取り組みが SDGsの達成に向けて及ぼすインパクトや貢献度合い

を定量的に評価することは現時点では困難であると言わざるを得ない。しかし、建築分野における研究や取り組みが

SDGsのどのゴールの達成を目指して取り組まれているか分析することはこの第一歩になるはずである。 

２．タスクフォース設置の背景と調査の概要 

 2015年 9月に国連で持続可能な開発のための 2030アジェンダが採択され、2030年までに達成すべきゴールとして

SDGsが掲げられた。2016年 12月には政府が SDGs実施指針を決定、公開し、現在この SDGsの達成に向けて政府、

自治体、民間企業、NPO/NGO、市民などの様々なステークホルダーが様々な取り組みを展開している。このような

背景の中、建築学会でもSDGs達成に向けた対応方針を検討、策定するために 2019年度にSDGs対応タスクフォース

（TF）が設置された。 

学会の中の多くの委員会で SDGs の達成に資する活動が既に行われている可能性が高いことから TF 活動の第一歩

として、各委員会が SDGsのどのゴールに関連する取り組みを実践しているか調査することが企画された。さらに、

各委員会が SDGsに関してどのような意識、取組意向を持っているか、今後どのような取り組みを行う予定かを把握

するため、アンケート調査を実施する運びとなった。 

表 1. アンケート調査の概要 

調査名 日本建築学会SDGs対応タスクフォースアンケート 

実施主体 日本建築学会SDGs対応タスクフォース（主査：加藤信介東京大学名誉教授） 

調査目的 SDGs達成に資する各委員会の活動内容、意識・意向等の把握 

調査期間 2019年 6月 27日～8月 26日 

調査対象 日本建築学会の委員会（本委員会、運営委員会、小委員会、その他） 

配布数 374委員会 

回答数 257（本委員会：11、運営委員会：35、小委員会：182、その他：29） 

回収率 69% 

調査方法 

TF の主査名義で事務局から各分野の TF 委員、本委員会委員長、運営委員会委員長宛てにアンケート

調査票をメールにて送付して回答を依頼。各運営委員会委員長から（運営委員会が存在しない委員会

については本委員会委員長から）傘下の小委員会にメールを転送。回答データは学会事務局で集約。 

調査内容 1）委員会情報、2）SDGs取組状況、3）今後取り組むべきこと 他 
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３．調査結果 

 日本建築学会に設置されている 374委員会に回答を依頼した結果、合計 257の委員会（内訳：本委員会：11、運営

委員会：35、小委員会：182、その他：29）から回答が得られた。回収率は 69%であった。以下、便宜的に建築学会

の組織図に名前が登場する委員会を「本委員会等」と記し、その傘下に設置される運営委員会、小委員会、WG等を

「運営委員会・小委員会等」と記し、両者を区別する。 

３．１ 各委員会における活動と関連するゴール 

 各委員会における活動に関して、関連すると思われる SDGsのゴールについて尋ねた結果を示す。図 1に回答いた

だいた全委員会（257委員会）の結果を、図 2に本委員会等の結果を、図 3に運営委員会・小委員会等の結果を示す。 

集計の結果、最も関係が深いと回答の多いゴールは、ゴール 11「都市」であった。次いで、ゴール 9「イノベーシ

ョン」、ゴール 12「生産・消費」等が続いた。また、全てのゴールに対して何らかの活動が展開されており、学会の

活動の多様性が示されている。なお、本委員会等の活動に絞ると、ゴール 4「教育」への取り組みが多くなっている。 
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◎（関係が深い） 〇（関係がある） △（少し関係がある）

図 1. 委員会活動に関連するゴール（全委員会） 
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図 2. 委員会活動に関連するゴール（本委員会等） 
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図 3. 委員会活動に関連するゴール（運営委員会・小委員会等） 

３．２ 今後学会として取り組むべきゴール 

 今後学会として取り組むべき SDGsのゴールを尋ねた結果を示す。図 4に全委員会の結果を、図 5に本委員会等の

結果を、図 6に運営委員会・小委員会等の結果を示す。 

集計の結果は、前節と類似している傾向ではあったが、建築学会の主たる取り組み領域であるゴール 11「都市」は

もちろんのこと、特にゴール 13「気候変動」やゴール 3「健康」などに対する取り組みを求める声が大きかった。 

0

50

100

150

200

250
◎（大いに取り組むべき） 〇（取り組むべき） △（関わる可能性がある）

図 4. 学会として取り組むべきゴール（全委員会） 
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図 5. 学会として取り組むべきゴール（本委員会等） 
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図 6. 学会として取り組むべきゴール（運営委員会・小委員会等） 

３．３ 今後委員会として取り組むべきゴール 

今後委員会として取り組むべき SDGsのゴールを尋ねた結果を示す。図 7に全委員会の結果を、図 8に本委員会等

の結果を、図 9に運営委員会・小委員会等の結果を示す。 

集計の結果は、前々節と類似している傾向であったが、ゴール 1「貧困」、2「飢餓」、5「ジェンダー」、17「パート

ナーシップ」等の回答は前々節よりも多くなっており、これらの分野に対する新たな取り組み意思がみられる。 
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図 7. 委員会として取り組むべきゴール（全委員会） 
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図 8. 委員会として取り組むべきゴール（本委員会等） 
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図 9. 委員会として取り組むべきゴール（運営委員会・小委員会等） 
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３．まとめと今後の展望 

 2015 年の国連サミットにおける「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の採択と SDGs 公開を受けて、その

達成に向けて全世界の関係者／関係組織が取り組みを加速させている。建築学会もこの世界の潮流に対応するため、

日本建築学会SDGs対応タスクフォース（TF）（主査：加藤信介東京大学名誉教授）を立ち上げた。 

学会の中の多くの委員会で既に SDGs の達成に資する活動を行っていることも多いと考えられることから TF 活動

の第一歩として、各委員会が SDGsのどのゴールに関連する取り組みを実践しているか調査することが企画された。

アンケート調査を実施した結果、最終的に合計 257の委員会（内訳：本委員会：11、運営委員会：35、小委員会：182、

その他：29）から回答を得た。回収率は 69%であった。 

アンケート調査では、以下の二点について回答を求めた。 

①各委員会における活動と関連するゴール 

②今後学会／委員会として取り組むべきゴール 

①各委員会における活動と関連するゴールの集計結果 

集計の結果、最も関係が深いと回答の多いゴールは、ゴール 11「都市」であった。次いで、ゴール 9「イノベーシ

ョン」、ゴール 12「生産・消費」等が続いた。また、全てのゴールに対して何らかの活動が展開されており、学会の

活動の多様性が示された。 

②今後学会／委員会として取り組むべきゴールの集計結果 

建築学会の主たる取り組み領域の一つであるゴール 11「都市」はもちろん、今後取り組みを強化すべきゴールとし

て、ゴール 13「気候変動」やゴール 3「健康」等が挙げられた。また過去の取り組みと今後取り組むべきゴールの回

答を比較した結果、ゴール 1「貧困」、2「飢餓」、5「ジェンダー」、17「パートナーシップ」等の分野に対する新たな

取り組み意思がみられた。 

 なお、アンケート調査では自由記述欄を設けて SDGs達成に向けて実際に講じている行動や今後実践に移そうとし

ている内容について回答を求めた。その結果、前向きに取り組みを進めていきたいという旨の回答が多い一方、SDGs

時代において必要とされる関係組織との「パートナーシップの深化」や複数の課題への「統合的対応」などを意識し

た回答は少なかった。多様な会員から構成される建築学会としては、関係者間の交流等を増やし、国内外の様々な課

題の解決に資するイノベーションの創出につなげていくことが求められているのではないか。 
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付録②   我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/000101402.pdf から（赤字、修正履歴含めてそのまま）転載。 

指標の訳は外務省 Japan SDGs Action Platform https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/statistics/index.html を参照。 
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1 

地球 

我々は、地球が現在及び将来の世代の需要を支えることができるように、持続可能な消費

及び生産、天然資源の持続可能な管理並びに気候変動に関する緊急の行動をとることを含

めて、地球を破壊から守ることを決意する。 

繁栄 

我々は、すべての人間が豊かで満たされた生活を享受することができること、また、経済

的、社会的及び技術的な進歩が自然との調和のうちに生じることを確保することを決意す

る。 

平和 

我々は、恐怖及び暴力から自由であり、平和的、公正かつ包摂的な社会を育んでいくこと

を決意する。平和なくしては持続可能な開発はあり得ず、持続可能な開発なくして平和もあ

り得ない。 

パートナーシップ 

我々は、強化された地球規模の連帯の精神に基づき、最も貧しく最も脆弱な人々の必要に

特別の焦点をあて、全ての国、全てのステークホルダー及び全ての人の参加を得て、再活性

化された「持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップ」を通じてこのアジェン

ダを実施するに必要とされる手段を動員することを決意する。 

持続可能な開発目標の相互関連性及び統合された性質は、この新たなアジェンダ（以後

「新アジェンダ」と呼称）の目的が実現されることを確保する上で極めて重要である。もし

我々がこのアジェンダのすべての範囲にわたり自らの野心を実現することができれば、す

べての人々の生活は大いに改善され、我々の世界はより良いものへと変革されるであろう。 

宣言（注：各パラ冒頭のカッコ書きは仮訳用に便宜上付したもの）

導入部 

１．我々、国家元首、政府の長その他の代表は、国連が 70周年を迎えるにあたり、2015年

9 月 25日から 27日までニューヨークの国連本部で会合し、今日、新たな地球規模の持続可

能な開発目標を決定した。 

２．（総論）我々の国民に代わり、我々は、包括的、遠大かつ人間中心な一連の普遍的かつ

変革的な目標とターゲットにつき、歴史的な決定を行った。我々は、このアジェンダを 2030

年までに完全に実施するために休みなく取り組むことにコミットする。我々は、極端な貧困

を含む、あらゆる形態と様相の貧困を撲滅することが最も大きな地球規模の課題であり、持
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2 

続可能な開発のための不可欠な必要条件であると認識する。我々は、持続可能な開発を、経

済、社会及び環境というその三つの側面において、バランスがとれ統合された形で達成する

ことにコミットしている。我々はまた、ミレニアム開発目標の達成を基にして、その未完の

課題に取り組むことを追求する。 

３．（取り組むべき課題）我々は、2030年までに以下のことを行うことを決意する。あらゆ

る貧困と飢餓に終止符を打つこと。国内的・国際的な不平等と戦うこと。平和で、公正かつ

包摂的な社会をうち立てること。人権を保護しジェンダー平等と女性・女児のエンパワーメ

ントを進めること。地球と天然資源の永続的な保護を確保すること。そしてまた、我々は、

持続可能で、包摂的で持続的な経済成長、共有された繁栄及び働きがいのある人間らしい仕

事のための条件を、各国の発展段階の違い及び能力の違いを考慮に入れた上で、作り出すこ

とを決意する。 

４．（誰一人取り残さない）この偉大な共同の旅に乗り出すにあたり、我々は誰も取り残さ

れないことを誓う。人々の尊厳は基本的なものであるとの認識の下に、目標とターゲットが

すべての国、すべての人々及び社会のすべての部分で満たされることを望む。そして我々は、

最も遅れているところに第一に手を伸ばすべく努力する。 

５．（新アジェンダの特徴）このアジェンダは前例のない範囲と重要性を持つものである。

このアジェンダは、各国の現実、能力及び発展段階の違いを考慮に入れ、かつ各国の政策及

び優先度を尊重しつつ、すべての国に受け入れられ、すべての国に適用されるものである。

これらは、先進国、開発途上国も同様に含む世界全体の普遍的な目標とターゲットである。

これらは、統合され不可分のものであり、持続可能な開発の三側面をバランスするものであ

る。 

６．（これまでの経緯）最も貧しく最も脆弱なところからの声に特別な注意を払いながら市

民社会及びその他のステークホルダーとの間で行われた 2 年以上にわたる公開のコンサル

テーション及び関与の結果、この目標とターゲットができた。このコンサルテーションは、

持続可能な開発に関する公開作業部会及び国連による重要な作業を含むものであり、事務

総長は 2014年 12月に統合報告書を提出している。 

我々のビジョン 

７．（目指すべき世界像）これらの目標とターゲットにおいて、我々は最高に野心的かつ変

革的なビジョンを設定している。我々は、すべての人生が栄える、貧困、飢餓、病気及び欠

乏から自由な世界を思い描く。我々は、恐怖と暴力から自由な世界を思い描く。すべての人

が読み書きできる世界。すべてのレベルにおいて質の高い教育、保健医療及び社会保護に公

平かつ普遍的にアクセスできる世界。身体的、精神的、社会的福祉が保障される世界。安全
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な飲料水と衛生に関する人権を再確認し、衛生状態が改善している世界。十分で、安全で、

購入可能、また、栄養のある食料がある世界。住居が安全、強靱（レジリエント）かつ持続

可能である世界。そして安価な、信頼でき、持続可能なエネルギーに誰もがアクセスできる

世界。 

８．（目指すべき世界像）我々は、人権、人の尊厳、法の支配、正義、平等及び差別のない

ことに対して普遍的な尊重がなされる世界を思い描く。人種、民族及び文化的多様性に対し

て尊重がなされる世界。人間の潜在力を完全に実現し、繁栄を共有することに資することが

できる平等な機会が与えられる世界。子供たちに投資し、すべての子供が暴力及び搾取から

解放される世界。すべての女性と女児が完全なジェンダー平等を享受し、そのエンパワーメ

ントを阻む法的、社会的、経済的な障害が取り除かれる世界。そして、最も脆弱な人々のニ

ーズが満たされる、公正で、衡平で、寛容で、開かれており、社会的に包摂的な世界。 

９．（目指すべき世界像）我々は、すべての国が持続的で、包摂的で、持続可能な経済成長

と 働きがいのある人間らしい仕事を享受できる世界を思い描く。消費と生産パターン、そ

して空気、土地、河川、湖、帯水層、海洋といったすべての天然資源の利用が持続可能であ

る世界。民主主義、グッド・ガバナンス、法の支配、そしてまたそれらを可能にする国内・

国際環境が、持続的で包摂的な経済成長、社会開発、環境保護及び貧困・飢餓撲滅を含めた、

持続可能な開発にとってきわめて重要である世界。技術開発とその応用が気候変動に配慮

しており、生物多様性を尊重し、強靱（レジリエント）なものである世界。人類が自然と調

和し、野生動植物その他の種が保護される世界。 

我々の共有する原則と約束 

１０．（主要原則）新アジェンダは、国際法の尊重を含め、国連憲章の目的と原則によって

導かれる。世界人権宣言、国際人権諸条約、ミレニアム宣言及び 2005年サミット成果文書

にも基礎を置く。また、「発展の権利に関する宣言」などその他の合意も参照される。 

１１．（関連する主要国連会議）我々は、持続可能な開発のための確固たる基礎を築き、こ

の新アジェンダを形作るのを助けたすべての主要な国連会議及びサミットの成果を再確認

する。これらは、「環境と開発に関するリオ宣言」、「持続可能な開発に関する世界首脳会議」、

「世界社会開発サミット」、「国際人口・開発会議（ICPD）行動計画」、「北京行動綱領」（第

４回世界女性会議）、「国連持続可能な開発会議（リオ＋20）」を含む。我々はまた、「第 4回

後発開発途上国（LDCs）会議」、「第 3回小島嶼開発途上国（SIDS）会議」、「第 2回内陸開発

途上国（LLDCs）会議」及び「第 3回国連防災世界会議」を含め、これらの会議のフォロー

アップを再確認する。

１２．（共通だが差異のある責任）我々は、「環境と開発に関するリオ宣言」のすべての原則、
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とりわけ、その第 7原則にあるように共通だが差異ある責任の原則を再確認する。 

１３．（統合されたアプローチの重要性）これらの主要な会議及びサミットの課題並びにコ

ミットメントは、相互に関連しており、統合された解決が必要である。これらに効果的に対

処するために、新たなアプローチが必要である。持続可能な開発が意味するところでは、す

べての形態及び側面の貧困撲滅、国内的・国際的不平等との戦い、地球の維持、持続的・包

摂的・持続可能な経済成長を作り出すこと、並びに社会的包摂性を生み出すことは、お互い

に関連し合っており、相互に依存している。 

今日の世界 

１４．（直面する課題）我々は、持続可能な開発に対する大きな課題に直面している。依然

として数十億人の人々が貧困のうちに生活し、尊厳のある生活を送れずにいる。国内的、国

際的な不平等は増加している。機会、富及び権力の不均衡は甚だしい。ジェンダー平等は依

然として鍵となる課題である。失業、とりわけ若年層の失業は主たる懸念である。地球規模

の健康の脅威、より頻繁かつ甚大な自然災害、悪化する紛争、暴力的過激主義、テロリズム

と関連する人道危機及び人々の強制的な移動は、過去数十年の開発の進展の多くを後戻り

させる恐れがある。天然資源の減少並びに、砂漠化、干ばつ、土壌悪化、淡水の欠乏及び生

物多様性の喪失を含む環境の悪化による影響は、人類が直面する課題を増加し、悪化させる。

我々の時代において、気候変動は最大の課題の一つであり、すべての国の持続可能な開発を

達成するための能力に悪影響を及ぼす。世界的な気温の上昇、海面上昇、海洋の酸性化及び

その他の気候変動の結果は、多くの後発開発途上国、小島嶼開発途上国を含む沿岸地帯及び

低地帯の国々に深刻な影響を与えている。多くの国の存続と地球の生物維持システムが存

続の危機に瀕している。 

１５．（チャンス）しかしながら、大きな機会の時でもある。多くの開発の課題に対応する

ために重要な進展があった。過去の世代において、数百万人の人が極度の貧困から脱した。

教育へのアクセスは少年少女いずれに対しても大きく増加した。ICTと地球規模の接続性は

人間の進歩を加速化させ、デジタルデバイドを埋め、知識社会を発展させる大きな潜在力が

あり、医学やエネルギーのように多様な幅広い分野において科学技術イノベーションが持

つ潜在力もまた同様である。 

１６．（MDGsで残された課題への対応）およそ 15年前、ミレニアム開発目標（MDGｓ）が合

意された。これらは、開発のための重要な枠組みを与え、多くの分野で重要な進展が見られ

た。しかしながら、進展にはばらつきがあり、それはアフリカ、後発開発途上国、内陸開発

途上国、小島嶼開発途上国で特にそうである。いくつかの目標、特に母子保健及び性と生殖

に関する健康の目標は依然として達成に向けての軌道に乗っていない。我々は、このような

外れた目標を含めて、すべての MDGｓの完全な達成に向けて、とりわけ後発開発途上国など
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重視すべき国に対して焦点をあてて拡大した支援を、適切な支援プログラムに沿って供与

することを再度約束する。新アジェンダはミレニアム開発目標を基礎として、ミレニアム開

発目標が達成できなかったもの、とりわけ最も脆弱な部分に取り組むことにより、これを完

遂することを目指す。 

１７．（MDGsを超える課題への対応）我々が今日発表する枠組みは、そのスコープにおいて

ミレニアム開発目標を遙かに越えるものである。貧困撲滅、保健、教育及び食料安全保障と

栄養といった継続的な開発分野の優先項目に加えて、この枠組みは、幅広い経済・社会・環

境の目的を提示している。また、より平和かつ包摂的な社会も約束している。さらに重要な

ことは、実施手段も提示している。我々が決定した統合的なアプローチを反映して、新たな

目標とターゲットには、深い相互関連性とクロスカッティングな要素がある。 

新アジェンダ 

１８．（総論）本日、我々が発表する 17の持続可能な開発目標と 169の関連づけられたター

ゲットは、統合され不可分のものである。このような広範でユニバーサルな政策目標につい

て、世界の指導者が共通の行動と努力を表明したことは未だかつてなかった。持続可能な開

発に向けた道を進むにあたって、すべての国や地域に進展をもたらすウィン・ウィンの協力

と地球規模の開発のために我々が一つとなって身を費やすことを決めた。すべての国はそ

の固有の財産、自然資源及び経済活動に対して恒久の主権を有しており、またその権利を自

由に行使することを確認する。我々は現在及び将来の世代の益のためのこのアジェンダを

実施する。そのために、我々は国際法に対するコミットメントを確認するとともに、新たな

開発目標は、国際法の下での権利と義務に整合する形で実施することを確認する。 

１９．（人権）我々は、世界人権宣言及びその他の人権に関する国際文書並びに国際法の重

要性を確認する。我々は、すべての国が国連憲章に則り、人種、肌の色、性別、言語、宗教、

政治若しくは信条、国籍若しくは社会的出自、貧富、出生、障害等の違いに関係なく、すべ

ての人の人権と基本的な自由の尊重、保護及び促進責任を有することを強調する。 

２０．(ジェンダー)ジェンダー平等の実現と女性・女児のエンパワーメントは、すべての目

標とターゲットにおける進展において死活的に重要な貢献をするものである。人類の潜在

力の開花と持続可能な開発の達成は、人類の半数に上る（女性）の権利と機会が否定されて

いる間は達成することができない。女性と女児は、質の高い教育、経済的資源への公平なア

クセス、また、あらゆるレベルでの政治参加、雇用、リーダーシップ、意思決定において男

性と同等の機会を享受するべきである。我々は、ジェンダー・ギャップを縮めるための投資

を顕著に増加するために努力するとともに国、地域及びグローバルの各レベルにおいてジ

ェンダー平等と女性のエンパワーメントを推進する組織への支援を強化する。女性と女児

に対するあらゆる形態の差別と暴力は男性及び男子の参加も得てこれを廃絶していく。新
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たなアジェンダの実施において、ジェンダーの視点をシステマティックに主流化していく

ことは不可欠である。 

２１．（差別化）新たな目標とターゲットは 2016年 1月から効力を持ち、向こう 15年間に

おける我々の決定をガイドする。我々は、各国の各々の現実、能力、開発段階、政策、優先

課題を考慮に入れながら、国、地域、グローバル・レベルで新目標を実施する。我々は、関

連する国際規範やコミットメントと整合性を維持しつつ、持続的で包摂的かつ持続可能な

経済開発を目指していくための各国の政策余地を尊重する。また、我々は持続可能な開発に

おける、地域の側面、地域経済統合及び連結性の重要性をも認識する。地域レベルでの枠組

みは、国レベルで持続可能な開発政策の具体的な実施を後押しすることにつながる。 

２２．(特別な課題を持つ国々)各々の国は、持続可能な開発を実現していく上で特有の課題

に直面している。最も脆弱な国々、特にアフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国、

小島嶼開発途上国は、紛争下や紛争後国と同様に特別な配慮を必要としている。同様に、多

くの中所得国にも深刻な課題を抱えている。 

２３．（脆弱な人々）脆弱な人々はエンパワーメントがなされなければならない。新アジェ

ンダに反映されている脆弱な人々とは、子供、若者、障害者（その内 80％以上が貧困下に

ある）、HIV/エイズと共に生きる人々、高齢者、先住民、難民、国内避難民、移民を含む。

また、我々は複合的な人道危機の影響を受けた地域に住む人々及びテロの影響を受けた

人々が直面する困難や苦難を取り除き、脆弱な人々の特別なニーズに対する支援を強化す

べく、国際法に照らしながら、更なる有効な措置及び行動をとる。 

２４．（食料安全保障）我々は、2030年までに極度の貧困を撲滅することを含む、すべての

形態の貧困の終結にコミットする。すべての人々は社会保護制度を通じてすべての人が基

礎的な生活水準を享受するべきである。また我々は、優先事項として飢餓を撲滅し、食料安

全保障を実現するとともに、あらゆる形態の栄養不良を解消することを決意する。この観点

から、我々は世界食料安全保障委員会の重要な役割と包摂的な性格を再確認するとともに

「栄養に関するローマ宣言」及び「行動枠組」を歓迎する。我々は開発途上国、特に後発開

発途上国における小自作農や女性の農民、遊牧民、漁業民への支援を通じて農村開発及び持

続可能な農業・漁業発展のために資源を注ぎ込む。 

２５．(教育)我々は就学前から初等、中等、高等、技術、職業訓練等のすべてのレベルにお

ける包摂的で公正な質の高い教育を提供することにコミットする。性、年齢、人種、民族、

に関係なくすべての人々が、また障害者、移民、先住民、子供、青年、脆弱な状況下にある

人々が社会への十全な参加の機会を確保するために必要とされる技能や知識を獲得するめ

の生涯学習の機会を有するべきである。安全な学校及び結束力のある地域社会や家族等を
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通じ、国が人口ボーナスを享受できるようにすることにより、我々は、子供や若者に彼らの

権利と能力を完全に実現するための育成環境を提供するよう努める。 

２６．（保健 UHC）身体的及び精神的な健康と福祉の増進並びにすべての人々の寿命の延長

のために、我々はユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）と質の高い保健医療へのアク

セスを達成しなければならない。誰一人として取り残されてはならない。我々は、2030 年

までにこのような防ぐことのできる死をなくすことによって、新生児、子供、妊産婦の死亡

を削減するために今日までに実現した進歩を加速することを約束する。家族計画、情報、教

育を含む、性と生殖に関するサービスへの普遍的なアクセスを確保することに全力で取り

組む。我々は、開発途上国においてはびこる薬剤耐性や対応されていない病気に関する問題

への取組を含め、マラリア、HIV/エイズ、結核、肝炎、エボラ出血熱及びその他の感染病や

伝染病に対して示された進歩の速度を等しく加速する。我々は、持続可能な開発に対する大

きな挑戦の一つとなっている行動・発達・神経学的障害を含む非感染性疾患の予防や治療に

取り組む。 

２７．（経済基盤）我々は、すべての国のために強固な経済基盤を構築するよう努める。包

摂的で持続可能な経済成長の継続は、繁栄のために不可欠である。これは、富の共有や不平

等な収入への対処を通じて可能となる。我々は、すべての人々のための働きがいのある人間

らしい仕事をはじめとして若者の雇用促進、女性の経済的エンパワーメントの促進を通じ

ダイナミックかつ持続可能な革新、人間中心の経済構築を目指す。我々は、強制労働や人身

取引及びすべての形態の児童労働を根絶する。すべての国々は、生産性と職務を達成するた

めに必要とされる知識や技能、社会に参入できる能力を備えた、健全で優れた教育を受けた

労働人口を有する立場にある。我々は、後発開発途上国のあらゆるセクターにおける生産性

向上のために構造改革を含む取組を行う。我々は、生産能力・生産性・生産雇用の増大、金

融包摂、持続可能な農業・畜産・漁業開発、持続可能な工業開発、手頃で信頼できる持続可

能な近代的エネルギー供給へのユニバーサルなアクセス、持続可能な輸送システム、質の高

い強靱（レジリエント）なインフラにおいて、生産能力、生産性、生産雇用を増大させる政

策を採用する。 

２８．（持続可能な消費・生産）我々は、社会における生産や消費、サービスのあり方につ

いて根本的な変革をすることにコミットする。政府、国際機関、企業、その他の非政府主体

や個人は、開発途上国における持続可能な消費と生産を促進するための科学、技術、革新能

力を獲得するための財政的、技術的支援等を通じてより持続可能な消費・生産パターンへの

移行に貢献しなければならない。我々は、「持続可能な消費と生産に関する 10 年計画枠組

み」の実施を促進する。開発途上国の発展と能力を踏まえつつ、先進国がリードの下で、す

べての国々が実行をする。 
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２９．(移民)我々は、包括的成長と持続可能な開発に対する移民の積極的な貢献を認識して

いる。また、他国への移住は、送出、通過、目的地となる各々の国の発展に大きく関連して

いる多面的な実態の現実であり、首尾一貫した包括的な対応を必要とするということを認

識する。我々は、移民に対し、その地位、難民及び避難民を問わず、人権の尊重や人道的な

扱いを含む安全で秩序だった正規の移住のための協力を国際的に行う。このような協力は、

特に開発途上国において難民を受け入れているコミュニティの強靱性（レジリエンス）を強

化することにも注力すべきである。我々は、移民が市民権のある国へ帰国するための移民の

権利を強調し、国家は帰国する自国民が正当に受け入れられることを保証しなければなら

ないということを想起する。 

３０．（一方的経済措置の禁止）各国は、特に開発途上国において経済及び社会の発展を阻

害し、国際法と国連憲章に合致しないような一方的経済・財政・貿易措置の公布及び適用を

行うことを慎むよう強く求められている。 

３１．(気候変動)我々は、気候変動枠組条約が、気候変動に対する地球規模の対応を交渉す

るための主要な国際的、政府間フォーラムであるということを認める。我々は、気候変動や

環境破壊によって引き起こされた脅威に対し断固として取り組む決意である。地球規模の

気候変動の特徴を踏まえ、世界の温室効果ガス排出削減を加速し、気候変動による負の影響

に対する適応を促進するための可能な限り広い国際協力が求められる。我々は、2020 年ま

での世界の年間温室効果ガス排出に関する締約国の緩和約束の総体的効果と、世界の平均

気温の上昇を産業革命以前と比べて 2 又は 1.5℃以内に抑える可能性が高い総体的な排出

の道筋との間に大きな隔たりがあることについて深刻な懸念をもって留意する。 

３２．(気候変動)12 月のパリにおける第 21回締約国会合を見据え、我々は、野心的で世界

共通の気候合意にむけて取り組むというすべての国のコミットメントを強調する。我々は、

気候変動枠組条約の下で全ての締約国に適用される議定書、他の法的文書又は法的効力を

有する合意成果は、均衡のとれた態様、とりわけ、緩和、適応、資金、技術開発・移転、能

力構築、行動と支援に関する透明性等を扱うものとすることを再度確認する。 

３３．（天然資源、海洋、生物多様性等）我々は、社会的・経済的発展の鍵は、地球の天然

資源の持続可能な管理にあると認識している。よって我々は、大洋、海、湖の他、森林や山、

陸地を保存し、持続的に使用すること及び生物多様性、生態系、野生動物を保護することを

決意する。また、我々は、持続可能な観光事業、水不足・水質汚染への取組を促進し、砂漠

化、砂塵嵐、浸食作用、干ばつ対策を強化し、強靱性（レジリエンス）の構築と災害のリス

ク削減にむけた取組を強化する。この観点から我々は、2016 年にメキシコで開催される生

物多様性条約第 13回締約国会議に期待を寄せている。 
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３４．(都市発展、化学物質等)我々は、持続可能な都市開発とその管理は、我々の国民の生

活の質を確保する上で欠くことができないことであるということを認識する。我々は、地域

社会のつながりと安全の確保の他、イノベーションと雇用を促進するための都市や人間の

居住地の更新、計画を実施するために地方政府やコミュニティと協働する。我々は、化学物

質の環境上適正な管理と安全な使用、廃棄物の削減と再生利用、水とエネルギーのより有効

な活用等を通じ、都市活動や人の健康と環境に有害な化学物質の負のインパクトを減らす。

こうして、我々は、地球気候システムに対する都市の影響を最小化するよう努力する。また、

我々は、国家・農村・都市の開発計画を策定する際に、人口動態と将来推計を踏まえて検討

を行う。我々は、エクアドルの首都キトで開催が予定されている「人間居住と持続可能な都

市開発に関する国連会議」に期待している。 

３５．(平和と安全)持続可能な開発は、平和と安全なくしては実現できない。同時に、平和

と安全は、持続可能な開発なくしては危機に瀕するだろう。新アジェンダは、司法への平等

なアクセスを提供し、（発展の権利を含む）人権の尊重、効果的な法の支配及び全てのレベ

ルでのグッド・ガバナンス並びに透明、効果的かつ責任ある制度に基礎をおいた平和で、公

正かつ、包摂的な社会を構築する必要性を認める。新アジェンダにおいては、不平等さ、腐

敗、貧弱な統治、不正な資金や武器の取引といった暴力、不安及び不正義を引き起こす要因

に焦点が当てられている。我々は、平和構築及び国家建設において女性が役割を担うことを

確保することも含めて紛争の解決又は予防、及び紛争後の国々の支援のための努力を倍加

しなければならない。我々は、経済的・社会的発展及び環境の面でも悪影響を及ぼし続けて

いる植民地下及び外国占領下にある人民の自決の権利の完全な実現への障害を除去するた

めに、国際法に合致する更なる効果的な手段と行動を求める。 

３６．(文化)我々は、文化間の理解、寛容、相互尊重、グローバル・シチズンシップとして

の倫理、共同の責任を促進することを約束する。我々は、世界の自然と文化の多様性を認め、

すべての文化・文明は持続可能な開発に貢献するばかりでなく、重要な成功への鍵であると

認識する。 

３７．（スポーツ）スポーツもまた、持続可能な開発における重要な鍵となるものである。

我々は、スポーツが寛容性と尊厳を促進することによる、開発及び平和への寄与、また、健

康、教育、社会包摂的目標への貢献と同様、女性や若者、個人やコミュニティのエンパワー

メントに寄与することを認識する。

３８．(領土保全及び政治的独立)我々は、国連憲章に従って、国の領土保全及び政治的独立

が尊重される必要があることを再確認する。 

実施手段 
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３９．新アジェンダの規模と野心は、その実施を確保するために活性化された「グローバル・

パートナーシップ」を必要とする。我々は、全面的にこれにコミットする。このパートナー

シップは、世界的連帯、特に、貧しい人々や脆弱な状況下にある人々に対する連帯の精神の

下で機能する。それは、政府や民間セクター、市民社会、国連機関、その他の主体及び動員

可能なあらゆる資源を動員して全ての目標とターゲットの実施のために地球規模レベルで

の集中的な取組を促進する。 

４０．(実施手段、アディスアベバ行動目標との関係)目標 17とそれぞれの SDG下における

実施手段は、我々のアジェンダを実現する鍵であり、その他の目標とターゲットの重要さに

匹敵する。SDGs を含むアジェンダは、持続可能な開発のための活性化されたグローバル・

パートナーシップの枠組みの下で実現され、 2015年 7月 13～16日、アディスアベバで開

催された第 3 回開発資金国際会議成果文書に記載されている具体的な政策と行動によって

支えられる。我々は、持続可能な開発のための 2030アジェンダの不可欠な部分であるアデ

ィスアベバ行動目標が国連総会においてエンドースされたことを歓迎する。我々は、アディ

スアベバ行動目標の十分な実施は、持続可能な開発の目標とターゲットの実現に不可欠で

あることを認める。 

４１．（国家、民間セクターの役割）我々は、それぞれの国が自国の経済・社会発展のため

の第一義的な責任を有するということを認識する。新アジェンダは、その目標とターゲット

の実施に必要とされる手段も含んでいる。これらの実施手段は財政的なリソースの動員を

はじめとして、相互に同意された譲許的優遇的な条件で開発途上国に対し行われる環境に

優しい技術の移転、能力構築を含むものであることを認める。国内及び国際社会による公的

資金は、不可欠なサービスと公共財の供給及び他の資金源を呼び込む上できわめて重要な

役割を果たす。我々は、小規模企業から多国籍企業、協同組合、市民社会組織や慈善団体等

多岐にわたる民間部門が新アジェンダの実施における役割を有することを認知する。 

４２．（各種行動計画、アフリカ関連イニシアティブ、紛争）我々は、「イスタンブール宣言

及び行動計画」、「サモア・パスウェー（SAMOA pathway）」、「ウィーン行動計画」等の関連あ

る戦略及びプログラムの実施を支持する。また、新アジェンダにおいて不可欠であるアフリ

カ連合の「2063 アジェンダ」と「アフリカ開発のための新パートナーシップ(NEPAD)」のプロ

グラムを支持することの重要性を再確認する。我々は、紛争下や紛争後の国々が永続的な平和

と持続可能な開発を達成するための大きな課題を有していることを認識する。 

４３．（ODAの役割、コミットメントの再確認）我々は、国際的な公的資金が、国内、とりわ

け限られた国内資源しかない最貧国や脆弱な国において、公的資源を国内的に動員するた

めの取組を補完する上で重要な役割を果たすということを強調する。ODA を含む国際的な公

的資金の重要な活用は、公的及び民間の他の資源からの追加的な資源を動員する触媒とな
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るものである。ODA供与国は、開発途上国に対する ODAを GNI比 0.7%に、後発開発途上国に

対する ODA を GNI 比 0.15～0.2%にするという目標を達成するとの多くの先進国によるコミ

ットメントを含め、それぞれのコミットメントを改めて確認する。 

４４．（国際金融機関の役割）我々は、国際金融機関が、特に開発途上国に対し、それぞれ

のマンデート及び各々の国の政策スペースに従って支援を行う重要性を認める。我々は、国

際的な経済上の決定や国際的な経済面のガバナンスや規範に関する意思決定において、ア

フリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国、小島嶼開発途上国、中所得国も含む開発途

上国の声と参入を普及し強化することにコミットする。 

４５．（国会議員、政府、公的機関の役割）我々は、新アジェンダのために必要とされる予

算の可決と我々のコミットメントの効果的な実施に関する説明責任を確実なものとするた

めに、国会議員が果たす不可欠な役割についても認識している。また、政府と公共団体は、

地方政府、地域組織、国際機関、学究組織、慈善団体、ボランティア団体、その他の団体と

密接に実施に取り組む。 

４６．（経社理、国連開発システム）我々は、SDGsと持続可能な開発の達成を支援するため

に、十分に資源に恵まれ、適切に、首尾一貫した、有効で効果的な国連システムが有する重

要な役割を強調する。国レベルでのより強化されたオーナーシップ及びリーダーシップの

重要性を強調する一方で、我々は、本アジェンダの文脈における経済社会理事会での「国連

開発システムの長期的ポジショニングに関する対話」を支持する。 

フォローアップとレビュー

４７．次の 15年に向けた目標とターゲットを実行する進歩に関し、各国政府が、国、地域、

世界レベルでのフォローアップとレビューの第一義的な責任を有する。国民への説明責任

を果たすため、我々は、本アジェンダ及びアディスアベバ行動目標に記されているとおり

様々なレベルにおける体系的なフォローアップとレビューを行う。また、国連総会及び経済

社会理事会の下で開催される「ハイレベル政治フォーラム」が、世界レベルのフォローアッ

プとレビューを監督する主要な役割を持つ。 

４８．（本件アジェンダを達成するための）指標は、こうした（フォローアップ）活動を支

援するために整備される。誰一人も取り残さないよう進捗を測定するためには、高品質で、

アクセス可能、時宜を得た細分化されたデータが必要である。このようなデータは、政策決

定の鍵となる。現存する報告メカニズムからのデータと情報は、可能な限り活用されるべき

である。アフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国、小島嶼開発途上国、中所得国を

はじめとする開発途上国における、統計能力の強化のための努力を強化することに我々は

合意する。我々は進捗を測定するために、GDP指標を補完する、より包括的な手法を開発す
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ることにコミットする。 

我々の世界を変える行動の呼びかけ 

４９．（国連とそれを支える価値観）70年前、以前の世代の指導者たちが集まり、国際連合

を作った。彼らは、戦争の灰と分裂から、国連とそれを支える価値、すなわち平和、対話と

国際協力を作り上げた。これらの価値の最高の具体化が国連憲章である。 

５０．（新アジェンダの歴史的意義）今日我々もまた、偉大な歴史的重要性を持つ決定をす

る。我々は、すべての人々のためによりよい未来を作る決意である。人間らしい尊厳を持ち

報われる生活を送り、潜在力を発揮するための機会が否定されている数百万という人々を

含む全ての人々を対象とした決意である。我々は、貧困を終わらせることに成功する最初の

世代になり得る。同様に、地球を救う機会を持つ最後の世代にもなるかも知れない。我々が

この目的に成功するのであれば 2030年の世界はよりよい場所になるであろう。 

５１．（新アジェンダの歴史的意義）今日我々が宣言するものは、向こう 15年間の地球規模

の行動のアジェンダであるが、これは 21世紀における人間と地球の憲章である。子供たち、

若人たちは、変化のための重要な主体であり、彼らはこの目標に、行動のための無限の能力

を、また、よりよい世界の創設にむける土台を見いだすであろう。 

５２．（人々を中心に据えたアジェンダ）「われら人民は」というのは国連憲章の冒頭の言葉

である。今日 2030年への道を歩き出すのはこの「われら人民」である。我々の旅路は、政

府、国会、国連システム、国際機関、地方政府、先住民、市民社会、ビジネス・民間セクタ

ー、科学者・学会、そしてすべての人々を取り込んでいくものである。数百万の人々がすで

にこのアジェンダに関与し、我が物としている。これは、人々の、人々による、人々のため

のアジェンダであり、そのことこそが、このアジェンダを成功に導くと信じる。 

５３．（結語）人類と地球の未来は我々の手の中にある。そしてまた、それは未来の世代

にたいまつを受け渡す今日の若い世代の手の中にもある。持続可能な開発への道を我々は

記した。その道のりが成功し、その収穫が後戻りしないことを確かなものにすることは、

我々すべてのためになるのである。 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）とターゲット

５４．（ＳＤＧｓ公開作業部会報告書）包摂的な政府間交渉プロセスを経て、且つ持続可能
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な開発に関する公開作業部会の提案、その中には同提案の背景を説明するシャポー1を含む、

を踏まえ、下記の事項が、我々が合意した目標とターゲットである。 

５５．(各国の状況を踏まえた差別化)持続可能な開発目標（SDGs）とターゲットは、各国の

置かれたそれぞれの現状、能力、発展段階、政策や優先課題を踏まえつつ、一体のもので分

割できないものである。また、地球規模且つすべての国に対応が求められる性質のものであ

る。ターゲットは、地球規模レベルでの目標を踏まえつつ、各国の置かれた状況を念頭に、

各国政府が定めるものとなる。また、各々の政府は、これら高い目標を掲げるグローバルな

ターゲットを具体的な国家計画プロセスや政策、戦略に反映していくことが想定されてい

る。持続可能な開発が経済、社会、環境分野の進行中のプロセスとリンクしていることをよ

く踏まえておくことが重要である。 

５６．（特別な課題を持つ国々）これらの目標とターゲットを決定するに当たって、我々は

各国が持続可能な開発を達成するために特有の課題に直面していることを認識し、最も脆

弱な国々、特にアフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国、小島嶼開発途上国が直面

している特別な課題とともに、中所得国が直面している特有の課題を強調する。また、紛争

下にある国々も特別な配慮を必要としている。 

５７．（データ収集のための能力構築）我々は、いくつかのターゲットについては、基準デ

ータが入手困難であるということを認識し、まだ確立されていない国及び地球規模レベル

の基準データを整備するための加盟国レベルでの能力構築及びデータ収集強化の支援を強

く求める。我々は、以下のターゲットの内、特に明確な数値目標が掲げられていないものに

ついて、その進捗をより的確に把握するために適切な対応をとることにコミットする。 

５８．(他のプロセスとの関係)我々のアジェンダの実施の妨げとなり得る課題に関する他

のフォーラムでの各国の取組を歓迎する、また一方で、それらのプロセスの独自性も尊重す

る。我々は、本アジェンダ及びその実施が、他のプロセスやそこでの決定に対しこれに貢献

することはあっても侵害することのないようにする。 

５９．(各国の差別化)我々は、持続可能な開発の達成に向け、それぞれの国が置かれた状況

及び優先事項に基づき各々に違ったアプローチ、ビジョン、モデルや利用可能な手段が変わ

ってくることを認識する。そして、我々は、地球という惑星及びその生態系が我々の故郷で

あり、「母なる地球」が多くの国及び地域において共通した表現であるということを再確認

する。 

1 A68/970 ‘Report of the Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals’を

参照(同じく A 68/970 Add. 1 も参照ありたい) 
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※公益財団法人 地球環境戦略研究機関(IGES)作成による仮訳をベースに編集

持続可能な開発目標 

目標 1.   あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる  

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 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、福祉を促進する 

目標 4 . 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 

目標 5.   ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを行う 

目標 6.   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 

目標 7.   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 

目標 8 . 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 

目標 9.   強靱（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

目標 10.  各国内及び各国間の不平等を是正する 

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.  持続可能な生産消費形態を確保する 

目標 13.  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* 

目標 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 

目標 15. 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 

目標 16.  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 

目標 17.  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 

*国連気候変動枠組条約（UNFCCC）が、気候変動への世界的対応について交渉を行う基本的

な国際的、政府間対話の場であると認識している。 

目標 1. あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる【国地総：全般】 

1.1   2030年までに、現在 1日 1.25ドル未満で生活する人々と定義されている極度の貧困

をあらゆる場所で終わらせる。 
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1.2  2030年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、すべての年齢の男性、

女性、子どもの割合を半減させる。 

1.3  各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、2030 年ま

でに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 

1.4  2030年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、すべての男性及び女性が、基礎的サービ

スへのアクセス、土地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、

天然資源、適切な新技術、マイクロファイナンスを含む金融サービスに加え、経済的

資源についても平等な権利を持つことができるように確保する。 

1.5  2030 年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性（レジリエンス）を構築し、

気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的ショックや災害に

対する暴露や脆弱性を軽減する。 

1.a  あらゆる次元での貧困を終わらせるための計画や政策を実施するべく、後発開発途上

国をはじめとする開発途上国に対して適切かつ予測可能な手段を講じるため、開発協

力の強化などを通じて、さまざまな供給源からの相当量の資源の動員を確保する。 

1.b  貧困撲滅のための行動への投資拡大を支援するため、国、地域及び国際レベルで、貧

困層やジェンダーに配慮した開発戦略に基づいた適正な政策的枠組みを構築する。 

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【経安、国地総：全般】 

2.1  2030年までに、飢餓を撲滅し、すべての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場

にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。 

2.2  5 歳未満の子どもの発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを

2025 年までに達成するなど、2030 年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し、若年

女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。 

2.3  2030年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場及び

高付加価値化や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、

女性、先住民、家族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業

生産性及び所得を倍増させる。 

2.4  2030年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極

端な気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的

に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭

（レジリエント）な農業を実践する。

2.5  2020年までに、国、地域及び国際レベルで適正に管理及び多様化された種子・植物バ

ンクなども通じて、種子、栽培植物、飼育・家畜化された動物及びこれらの近縁野生

種の遺伝的多様性を維持し、国際的合意に基づき、遺伝資源及びこれに関連する伝統

的な知識へのアクセス及びその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を促進す
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る。 

】 

2.a  開発途上国、特に後発開発途上国における農業生産能力向上のために、国際協力の強

化などを通じて、農村インフラ、農業研究・普及サービス、技術開発及び植物・家畜

のジーン・バンクへの投資の拡大を図る。 

2.b  ドーハ開発ラウンドの決議に従い、すべての形態の農産物輸出補助金及び同等の効果

を持つすべての輸出措置の並行的撤廃などを通じて、世界の農産物市場における貿易

制限や歪みを是正及び防止する。 

2.c  食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料市場及びデリバティブ市場の適正

な機能を確保するための措置を講じ、食料備蓄などの市場情報への適時のアクセスを

容易にする。 

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、福祉を促進する 

3.1  2030年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生 10万人当たり 70人未満に削減する。 

3.2  すべての国が新生児死亡率を少なくとも出生 1,000 件中 12 件以下まで減らし、5 歳

以下死亡率を少なくとも出生 1,000 件中 25件以下まで減らすことを目指し、2030 年

までに、新生児及び 5 歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。 

3.3  2030年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根

絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。 

3.4  2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて 3分の 1減少

させ、精神保健及び福祉を促進する。 

3.5  薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する。 

3.6  2020年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。 

3.7  2030年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画へ

の組み入れを含む、性と生殖に関する保健サービスをすべての人々が利用できるよう

にする。 

3.8  すべての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのア

クセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを

含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を達成する。 

3.9  2030年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾

病の件数を大幅に減少させる。 

3.a  すべての国々において、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を適宜強

化する。 

3.b  主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染性疾患のワクチン及び医薬品の研

究開発を支援する。また、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS 協定）

及び公衆の健康に関するドーハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへのアク
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セスを提供する。同宣言は公衆衛生保護及び、特にすべての人々への医薬品のアクセ

ス提供にかかわる「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS協定）」の柔軟

性に関する規定を最大限に行使する開発途上国の権利を確約したものである。 

3.c  開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において保健財政及び保健人

材の採用、能力開発・訓練及び定着を大幅に拡大させる。 

3.d  すべての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、危険因

子緩和及び危険因子管理のための能力を強化する。 

目標 4 . 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 

4.1  2030年までに、すべての女児及び男児が、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無

償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 

4.2  2030年までに、すべての女児及び男児が、質の高い乳幼児の発達支援、ケア及び就学

前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。 

4.3  2030年までに、すべての女性及び男性が、手頃な価格で質の高い技術教育、職業教育

及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 

4.4  2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事 及

び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 

4.5  2030年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立

場にある子どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスで

きるようにする。 

4.6  2030年までに、すべての若者及び大多数（男女ともに）の成人が、読み書き能力及び

基本的計算能力を身に付けられるようにする。 

4.7  2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、

男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様

性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可

能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 

4.a  子ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての人々に安

全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 

4.b  2020年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、ならびにア

フリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術（ICT）、技術・工学・科学プログ

ラムなど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界

で大幅に増加させる。 

4.c  2030年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員

養成のための国際協力などを通じて、資格を持つ教員の数を大幅に増加させる。 
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目標 5 . ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを行う 

5.1  あらゆる場所におけるすべての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃す

る。 

5.2  人身売買や性的、その他の種類の搾取など、すべての女性及び女児に対する、公共・

私的空間におけるあらゆる形態の暴力を排除する。 

5.3  未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及び女性器切除など、あらゆる有害な慣行を撤

廃する。 

5.4  公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、ならびに各国の状況に応じた世

帯・家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価

する。 

5.5  政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な女

性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。 

5.6  国際人口・開発会議（ICPD）の行動計画及び北京行動綱領、ならびにこれらの検証会

議の成果文書に従い、性と生殖に関する健康及び権利への普遍的アクセスを確保する。 

5.a  女性に対し、経済的資源に対する同等の権利、ならびに各国法に従い、オーナーシッ

プ及び土地その他の財産、金融サービス、相続財産、天然資源に対するアクセスを与

えるための改革に着手する。 

5.b  女性のエンパワーメント促進のため、ICT をはじめとする実現技術の活用を強化する。 

5.c  ジェンダー平等の促進、ならびにすべての女性及び女子のあらゆるレベルでのエンパ

ワーメントのための適正な政策及び拘束力のある法規を導入・強化する。

目標 6. 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 

6.1  2030年までに、すべての人々の、安全で安価な飲料水の普遍的かつ平等なアクセスを

達成する。 

6.2  2030年までに、すべての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアクセスを

達成し、野外での排泄をなくす。女性及び女子、ならびに脆弱な立場にある人々のニ

ーズに特に注意を向ける。 

6.3  2030年までに、汚染の減少、投棄廃絶と有害な化学物質や物質の放出の最小化、未処

理の排水の割合半減及び再生利用と安全な再利用の世界的規模での大幅な増加させ

ることにより、水質を改善する。 

6.4  2030年までに、全セクターにおいて水の利用効率を大幅に改善し、淡水の持続可能な

採取及び供給を確保し水不足に対処するとともに、水不足に悩む人々の数を大幅に減

少させる。 

6.5  2030年までに、国境を越えた適切な協力を含む、あらゆるレベルでの統合水資源管理

を実施する。 

123



19 

6.6  2020年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼などの水に関連する生態系の

保護・回復を行う。 

6.a  2030年までに、集水、海水淡水化、水の効率的利用、排水処理、リサイクル・再利用

技術など、開発途上国における水と衛生分野での活動や計画を対象とした国際協力と

能力構築支援を拡大する。 

6.b  水と衛生に関わる分野の管理向上への地域コミュニティの参加を支援・強化する。

目標 7. 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 

7.1  2030 年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍的アクセス

を確保する。 

7.2  2030 年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大

幅に拡大させる。 

7.3  2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。 

7.a  2030年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率及び先進的かつ環境負荷の低い

化石燃料技術などのクリーンエネルギーの研究及び技術へのアクセスを促進するた

めの国際協力を強化し、エネルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術への投資

を促進する。 

7.b  2030年までに、各々の支援プログラムに沿って開発途上国、特に後発開発途上国及び

小島嶼開発途上国、内陸開発途上国のすべての人々に現代的で持続可能なエネルギー

サービスを供給できるよう、インフラ拡大と技術向上を行う。

目標 8. 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 

8.1  各国の状況に応じて、一人当たり経済成長率を持続させる。特に後発開発途上国は少

なくとも年率 7%の成長率を保つ。 

8.2  高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技

術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する。 

8.3  生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型

の政策を促進するとともに、金融サービスへのアクセス改善などを通じて中小零細企

業の設立や成長を奨励する。 

8.4  2030年までに、世界の消費と生産における資源効率を漸進的に改善させ、先進国主導

の下、持続可能な消費と生産に関する 10 カ年計画枠組みに従い、経済成長と環境悪

化の分断を図る。 

8.5  2030年までに、若者や障害者を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用
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及び働きがいのある人間らしい仕事、ならび同一労働同一賃金同一価値の労働につい

ての同一賃金を達成する。 

8.6  2020年までに、就労、就学及び職業訓練のいずれも行っていない若者の割合を大幅に

減らす。 

8.7  強制労働を根絶し、現代の奴隷制、人身売買を終らせるための緊急かつ効果的な措置

の実施、最悪な形態の児童労働の禁止及び撲滅を確保する。2025年までに児童兵士の

募集と使用を含むあらゆる形態の児童労働を撲滅する。 

8.8  移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、すべての

労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。 

8.9  2030年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業を

促進するための政策を立案し実施する。 

8.10 国内の金融機関の能力を強化し、すべての人々の銀行取引、保険及び金融サービスへ

のアクセスを促進・拡大する。 

8.a  後発開発途上国への貿易関連技術支援のための拡大統合フレームワーク（EIF）など

を通じた支援を含む、開発途上国、特に後発開発途上国に対する貿易のための援助を

拡大する。 

8.b  2020 年までに、若年雇用のための世界的戦略及び国際労働機関（ILO）の仕事に関す

る世界協定の実施を展開・運用化する。 

目標  9. 強靱（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

9.1  すべての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援

するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱（レ

ジリエント）なインフラを開発する。 

9.2  包摂的かつ持続可能な産業化を促進し、2030 年までに各国の状況に応じて雇用及び

GDP に占める産業セクターの割合を大幅に増加させる。後発開発途上国については同

割合を倍増させる。 

9.3  特に開発途上国における小規模の製造業その他の企業の、安価な資金貸付などの金融

サービスやバリューチェーン及び市場への統合へのアクセスを拡大する。

9.4  2030年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プ

ロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。

すべての国々は各国の能力に応じた取組を行う。 

9.5  2030 年までにイノベーションを促進させることや 100 万人当たりの研究開発従事者

数を大幅に増加させ、また官民研究開発の支出を拡大させるなど、開発途上国をはじ

めとするすべての国々の産業セクターにおける科学研究を促進し、技術能力を向上さ

せる。 
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9.a  アフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国及び小島嶼開発途上国への金融・テ

クノロジー・技術の支援強化を通じて、開発途上国における持続可能かつ強靱（レジ

リエント）なインフラ開発を促進する。

9.b  産業の多様化や商品への付加価値創造などに資する政策環境の確保などを通じて、開

発途上国の国内における技術開発、研究及びイノベーションを支援する。 

9.c  後発開発途上国において情報通信技術へのアクセスを大幅に向上させ、2020 年まで

に普遍的かつ安価なインターネット・アクセスを提供できるよう図る。 

目標 10. 各国内及び各国間の不平等を是正する 

10.1  2030 年までに、各国の所得下位 40%の所得成長率について、国内平均を上回る数値

を漸進的に達成し、持続させる。 

10.2  2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位

その他の状況に関わりなく、すべての人々のエンパワーメント及び社会的、経済的

及び政治的な包含を促進する。 

10.3  差別的な法律、政策及び慣行の撤廃、ならびに適切な関連法規、政策、行動の促進

などを通じて、機会均等を確保し、成果の不平等を是正する。 

10.4  税制、賃金、社会保障政策をはじめとする政策を導入し、平等の拡大を漸進的に達

成する。 

10.5  世界金融市場と金融機関に対する規制とモニタリングを改善し、こうした規制の実

施を強化する。 

10.6  地球規模の国際経済・金融制度の意思決定における開発途上国の参加や発言力を拡

大させることにより、より効果的で信用力があり、説明責任のある正当な制度を実

現する。 

10.7  計画に基づき良く管理された移住政策の実施などを通じて、秩序のとれた、安全で

規則的かつ責任ある移住や流動性を促進する。 

10.a  世界貿易機関（WTO）協定に従い、開発途上国、特に後発開発途上国に対する特別か

つ異なる待遇の原則を実施する。 

10.b  各国の国家計画やプログラムに従って、後発開発途上国、アフリカ諸国、小島嶼開

発途上国及び内陸開発途上国を始めとする、ニーズが最も大きい国々への、政府開

発援助（ODA）及び海外直接投資を含む資金の流入を促進する。 

10.c  2030 年までに、移住労働者による送金コストを 3%未満に引き下げ、コストが 5%を

越える送金経路を撤廃する。 

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 
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11.1  2030年までに、すべての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへ

のアクセスを確保し、スラムを改善する。 

11.2  2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ども、障害者及び高齢者のニーズ

に特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、すべて

の人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセ

スを提供する。

11.3  2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、すべての国々の参加型、包

摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。 

11.4  世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。 

11.5  2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関

連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直

接的経済損失を大幅に減らす。 

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。 

11.7  2030年までに、女性、子ども、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ

利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 

11.a  各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、

都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。 

11.b  2020年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ（レ

ジリエンス）を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の

件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組 2015-2030 に沿って、あらゆるレベルでの総

合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。 

11.c  財政的及び技術的な支援などを通じて、後発開発途上国における現地の資材を用い

た、持続可能かつ強靱（レジリエント）な建造物の整備を支援する。 

目標 12. 持続可能な生産消費形態を確保する 

12.1  開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する 10年計

画枠組み（10YFP）を実施し、先進国主導の下、すべての国々が対策を講じる。【農 

12.2  2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 

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料の損失を減少させる。 

12.4  2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環

境上適正な化学物資やすべての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響

を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 

12.5  2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発

生を大幅に削減する。 
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12.6  特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可

能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 

12.7  国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 

12.8  2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和した

ライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。

12.a  開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的

能力の強化を支援する。 

12.b  雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可

能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 

12.c  開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する

形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在す

る場合はその環境への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応

じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する、化石燃料に対す

る非効率な補助金を合理化する。 

目標 13. 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*【国地気候：全般】 

13.1  すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性（レジリエンス）

及び適応力を強化する。 

13.2  気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。 

13.3  気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び

制度機能を改善する。 

13.a  重要な緩和行動の実施とその実施における透明性確保に関する開発途上国のニーズ

に対応するため、2020年までにあらゆる供給源から年間 1,000億ドルを共同で動員

するという、UNFCCCの先進締約国によるコミットメントを実施し、可能な限り速や

かに資本を投入して緑の気候基金を本格始動させる。 

13.b  後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において、女性や青年、地方及び社会的に疎

外されたコミュニティに焦点を当てることを含め、気候変動関連の効果的な計画策

定と管理のための能力を向上するメカニズムを推進する 

*国連気候変動枠組条約（UNFCCC）が、気候変動への世界的対応について交渉を行う基本的

な国際的、政府間対話の場であると認識している。 

目標 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 

14.1  2025年までに、海洋堆積物や富栄養化を含む、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。 

14.2  2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱
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性（レジリエンス）の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な

海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。 

14.3  あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化

し、対処する。 

14.4   水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定め

られる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的

に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制（IUU）漁業及び破壊的な漁業慣行を終

了し、科学的な管理計画を実施する。 

14.5  2020 年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、

少なくとも沿岸域及び海域の 10パーセントを保全する。 

14.6   開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、

世界貿易機関（WTO）漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、

2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無

報告・無規制（IUU）漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を

抑制する2。 

14.7  2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発

途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させ

る。 

14.a  海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国

の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネ

スコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、

研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。 

14.b  小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。

14.c 「我々の求める未来」のパラ 158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保

全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約

（UNCLOS）に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保

全及び持続可能な利用を強化する。 

目標 15. 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【国地 

15.1  2020年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をは

じめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持

続可能な利用を確保する。 

15.2  2020年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を

阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させ

2 現在進行中の世界貿易機関（WTO）交渉および WTOドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考

慮。 
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る。 

15.3  2030年までに、砂漠化に対処し、砂漠化、干ばつ及び洪水の影響を受けた土地など

の劣化した土地と土壌を回復し、土地劣化に荷担しない世界の達成に尽力する。 

15.4  2030 年までに持続可能な開発に不可欠な便益をもたらす山地生態系の能力を強化

するため、生物多様性を含む山地生態系の保全を確実に行う。 

15.5  自然生息地の劣化を抑制し、生物多様性の損失を阻止し、2020年までに絶滅危惧種

を保護し、また絶滅防止するための緊急かつ意味のある対策を講じる。 

15.6  国際合意に基づき、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を推進す

るとともに、遺伝資源への適切なアクセスを推進する。 

15.7  保護の対象となっている動植物種の密猟及び違法取引を撲滅するための緊急対策を

講じるとともに、違法な野生生物製品の需要と供給の両面に対処する。 

15.8  2020年までに、外来種の侵入を防止するとともに、これらの種による陸域・海洋生

態系への影響を大幅に減少させるための対策を導入し、さらに優占種の駆除または

根絶を行う。 

15.9  2020年までに、生態系と生物多様性の価値を、国や地方の計画策定、開発プロセス

及び貧困削減のための戦略及び会計に組み込む。 

15.a  生物多様性と生態系の保全と持続的な利用のために、あらゆる資金源からの資金の

動員及び大幅な増額を行う。 

15.b  保全や再植林を含む持続可能な森林経営を推進するため、あらゆるレベルのあらゆ

る供給源から、持続可能な森林経営のための資金の調達と開発途上国への十分なイ

ンセンティブ付与のための相当量の資源を動員する。

15.c  持続的な生計機会を追求するために地域コミュニティの能力向上を図る等、保護種

の密猟及び違法な取引に対処するための努力に対する世界的な支援を強化する。 

目標 16. 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 

16.1  あらゆる場所において、すべての形態の暴力及び暴力に関連する死亡率を大幅に減

少させる。 

16.2  子どもに対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問を撲滅する。 

16.3  国家及び国際的なレベルでの法の支配を促進し、すべての人々に司法への平等なア

クセスを提供する。

16.4  2030年までに、違法な資金及び武器の取引を大幅に減少させ、奪われた財産の回復

及び返還を強化し、あらゆる形態の組織犯罪を根絶する。 

16.5  あらゆる形態の汚職や贈賄を大幅に減少させる。 

16.6  あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機関を発展させ
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る。 

16.7  あらゆるレベルにおいて、対応的、包摂的、参加型及び代表的な意思決定を確保す

る。 

16.8  グローバル・ガバナンス機関への開発途上国の参加を拡大・強化する。 

16.9  2030年までに、すべての人々に出生登録を含む法的な身分証明を提供する。 

16.10 国内法規及び国際協定に従い、情報への公共アクセスを確保し、基本的自由を保障

する。 

16.a  特に開発途上国において、暴力の防止とテロリズム・犯罪の撲滅に関するあらゆる

レベルでの能力構築のため、国際協力などを通じて関連国家機関を強化する。

16.b  持続可能な開発のための非差別的な法規及び政策を推進し、実施する。

目標 17. 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 

資金 

17.1  課税及び徴税能力の向上のため、開発途上国への国際的な支援なども通じて、国内

資源の動員を強化する。 

17.2  先進国は、 開発途上国に対する ODAを GNI比 0.7%に、 後発開発途上国に対する ODA

を GNI 比 0.15～0.20%にするという目標を達成するとの多くの国によるコミットメ

ントを含む ODA に係るコミットメントを完全に実施する。ODA 供与国が、少なくと

も GNI 比 0.20%の ODA を後発開発途上国に供与するという目標の設定を検討するこ

とを奨励する。 

17.3  複数の財源から、開発途上国のための追加的資金源を動員する。 

17.4  必要に応じた負債による資金調達、債務救済及び債務再編の促進を目的とした協調

的な政策により、開発途上国の長期的な債務の持続可能性の実現を支援し、重債務

貧困国（HIPC）の対外債務への対応により債務リスクを軽減する。 

17.5  後発開発途上国のための投資促進枠組みを導入及び実施する。 

技術【軍科協、国地環境、国地総：全般】 

17.6  科学技術イノベーション（STI）及びこれらへのアクセスに関する南北協力、南南協

力及び地域的・国際的な三角協力を向上させる。また、国連レベルをはじめとする

既存のメカニズム間の調整改善や、全世界的な技術促進メカニズムなどを通じて、

相互に合意した条件において知識共有を進める。 

17.7  開発途上国に対し、譲許的・特恵的条件などの相互に合意した有利な条件の下で、

環境に配慮した技術の開発、移転、普及及び拡散を促進する。 

17.8  2017年までに、後発開発途上国のための技術バンク及び科学技術イノベーション能

力構築メカニズムを完全運用させ、情報通信技術（ICT）をはじめとする実現技術の
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利用を強化する。 

能力構築【国協企、国協総】 

17.9  すべての持続可能な開発目標を実施するための国家計画を支援するべく、南北協力、

南南協力及び三角協力などを通じて、開発途上国における効果的かつ的をしぼった

能力構築の実施に対する国際的な支援を強化する。 

貿易【経国貿】 

17.10 ドーハ・ラウンド（DDA）交渉の結果を含めた WTOの下での普遍的でルールに基づい

た、差別的でない、公平な多角的貿易体制を促進する。 

17.11 開発途上国による輸出を大幅に増加させ、特に 2020 年までに世界の輸出に占める

後発開発途上国のシェアを倍増させる。 

17.12 後発開発途上国からの輸入に対する特恵的な原産地規則が透明で簡略的かつ市場ア

クセスの円滑化に寄与するものとなるようにすることを含む世界貿易機関（WTO）の

決定に矛盾しない形で、すべての後発開発途上国に対し、永続的な無税・無枠の市

場アクセスを適時実施する。 

体制面【国地総】 

政策・制度的整合性 

17.13 政策協調や政策の首尾一貫性などを通じて、世界的なマクロ経済の安定を促進する。 

17.14 持続可能な開発のための政策の一貫性を強化する。 

17.15 貧困撲滅と持続可能な開発のための政策の確立・実施にあたっては、各国の政策空

間及びリーダーシップを尊重する。 

マルチステークホルダー・パートナーシップ 

17.16 すべての国々、特に開発途上国での持続可能な開発目標の達成を支援すべく、知識、

専門的知見、技術及び資金源を動員、共有するマルチステークホルダー・パートナ

ーシップによって補完しつつ、持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシ

ップを強化する。 

17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、

市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

データ、モニタリング、説明責任 

17.18 2020年までに、後発開発途上国及び小島嶼開発途上国を含む開発途上国に対する能

力構築支援を強化し、所得、性別、年齢、人種、民族、居住資格、障害、地理的位置

及びその他各国事情に関連する特性別の質が高く、タイムリーかつ信頼性のある非

集計型データの入手可能性を向上させる。 
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17.19 2030年までに、持続可能な開発の進捗状況を測る GDP以外の尺度を開発する既存の

取組を更に前進させ、開発途上国における統計に関する能力構築を支援する。 

実施手段とグローバル・パートナーシップ

６０．(グローバル・パートナーシップ)我々は、この新アジェンダの完全な実施のための強

いコミットメントを再確認する。我々は、活性化され強化されたグローバル・パートナーシ

ップ及び同程度に野心的な実施手段無しには、この野心的な目標とターゲットは達成でき

ないということを認識する。活性化されたグローバル・パートナーシップは、政府、市民社

会、民間セクター、国連機関、その他の主体を集結させるとともに、あらゆる利用可能な資

源を動員し、すべての目標とターゲットの実施を支援するための全世界の強い関与を促進

する。 

６１．(実施手段)アジェンダの目標とターゲットは、我々の集合的な野心を実現するために

必要な実施手段も取り上げている。それぞれの SDGのターゲット及び目標 17で取り上げら

れている実施手段は、上述したように我々のアジェンダを実現するための鍵であり、その他

の目標とターゲット同様に重要である。（これらの実施手段関連目標・ターゲットは）その

他の目標の実施努力と、これらの進捗をモニターする枠組みの双方において同等のプライ

オリティーをもって扱う。

６２．(アディスアベバ行動目標との関係)SDGs を含むこのアジェンダは、持続可能な開発

のための活性化されたグローバル・パートナーシップの枠組みにおいて実現されるもので

あり、持続可能な開発のための 2030アジェンダと不可欠な部分を成すアディスアベバ行動

目標の具体的な政策と行動によってサポートされるものである。アディスアベバ行動目標

は、2030 アジェンダのターゲットの実施手段を具体的な文脈に置くとともに、それを補足

する助けとなるものである。これらは、国内のリソース、国内外の民間資金、国際開発協力、

開発の牽引力としての国際貿易、負債及び債務持続性、体制的な課題、科学技術イノベーシ

ョン、能力構築、データ、モニタリング及びフォローアップのすべてに関連してくるもので

ある。 

６３．（各国と国際社会の役割）統合的な国家財政の枠組みによって支えられた国家の持続

可能な開発戦略は、我々の取組の要となる。我々は、各国が自国の経済・社会開発に対して

第一義的な責任があること、国家政策と開発戦略の役割は過小評価できないことを改めて

表明したい。我々は、関連の国際的なルール及びコミットメントと合致する限りにおいて、

各国がそれぞれの貧困撲滅や持続可能な開発のための政策を実施するための政策スペース

やリーダーシップを尊重する。同時に、一国の開発努力はそれを可能とする国際的な経済環

境によって支援されなければならず、そうした環境とは、首尾一貫した、互恵的な国際貿易、
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通貨・金融システム及びより発達した地球規模の経済ガバナンスである。また、能力構築だ

けでなく、地球規模での適切な知識と技術の利用可能性を高め、促進するプロセスの構築が

重要である。我々は、あらゆるレベルにおけるすべての主体によって、持続可能な開発のた

めの政策一貫性及び環境整備の追求及び持続可能な開発のためのグローバル・パートナー

シップを再活性化することにコミットする。

６４．（各種行動計画、アフリカ関連イニシアティブ、紛争）我々は、「イスタンブール宣言

及び行動計画」、「サモア・パスウェー（SAMOA pathway）」、「ウィーン行動計画」等の関連あ

る戦略及びプログラムの実施を支持する。また、新アジェンダにおいて不可欠であるアフリ

カ連合の「2063アジェンダ」と「アフリカ開発のための新パートナーシップ(NEPAD)」のプ

ログラムを支持することの重要性を再確認する。我々は、紛争下や紛争後の国々が永続的な

平和と持続可能な開発を達成するための大きな課題を有していることを認識する。 

６５．(中所得国の課題)我々は、中所得国も持続可能な開発を達成するために困難な課題に

直面していることを認識する。今日までに達成された努力の成果を持続させるためには、

様々な経験の共有、よりよい調整、国連開発システム、国際金融機関、地域機関及びその他

のステークホルダーによる支援を通じてこれらの課題への取組を強化するべきである。 

６６．(国内資金の動員、各国のオーナーシップ)我々は、すべての国にとって、ナショナル・

オーナーシップの原則の下で強調されている公共政策及び国内リソースの動員と有効な活

用は、SDGs の達成を含む持続可能な開発に向けた我々の取組の中心に置かれるものである

ということを強調する。我々は、国内リソースは、あらゆるレベルでの整備された環境の下、

経済成長によって生み出されるということを認識する。 

６７．(民間企業活動)民間企業の活動・投資・イノベーションは、生産性及び包摂的な経済

成長と雇用創出を生み出していく上での重要な鍵である。我々は、小企業から協同組合、多

国籍企業までを包含する民間セクターの多様性を認める。我々は、こうした民間セクターに

対し、持続可能な開発における課題解決のための創造性とイノベーションを発揮すること

を求める。「ビジネスと人権に関する指導原則と国際労働機関の労働基準」、「児童の権利条

約」及び主要な多国間環境関連協定等の締約国において、これらの取り決めに従い労働者の

権利や環境、保健基準を遵守しつつ、ダイナミックかつ十分に機能する民間セクターの活動

を促進する。 

６８．国際貿易は、包摂的な経済成長や貧困削減のための牽引車であり、持続可能な開発の

促進に貢献する。我々は、世界貿易機関(WTO)の下、普遍的でルールに基づいた、開かれて、

透明性があり予測可能性がある公平・無差別で包摂的な多角的貿易体制の促進及び意義の

ある貿易の自由化に向けた努力を続ける。我々は、すべての世界貿易機関（WTO）加盟国に
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対し、ドーハ・ラウンド交渉を迅速に終結するための努力を以前にも増して取り組むことを

求める。我々は、開発途上国、とりわけアフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国、

小島嶼開発途上国、中所得国に対し、地域経済の統合と相互接続性の促進を含む貿易関連の

能力構築を促進するための支援の重要性を強調する。 

６９．(債務)我々は、開発途上国が長期的な債務持続性を有することができるように、債権

金融、債務救済、債務リストラ及びその他の債務管理等を適切に組み合わせて取り組む必要

性を認識する。多くの国々は債務危機に対して脆弱であり、特に後発開発途上国、小島嶼開

発途上国の他、幾つかの先進国も危機の渦中にいる。我々は改めて、債務国と債権国が、持

続不可能な債務を防ぎ、この解決に取り組まなければならないということを確認する。持続

可能な債務のレベルを維持するのは、借入国の責任である。しかしながら、我々は、貸し手

にも、一国の債務持続性を損なわない形で貸し出すという責任があるということを認識す

る。我々は、債務救済を受け、持続可能な債務を達成した国々の債務持続性の管理を支援す

る。 

７０．(技術促進メカニズム)我々は、持続可能な開発目標を支持するために、アディスアベ

バ行動目標で合意された技術促進メカニズム（TFM）を立ち上げる。TFM は、加盟国や市民

社会、民間セクター、科学団体、国連やその他のマルチ・ステークホルダー間の協力に基づ

いている。また、その構成は、SDGs のための科学技術イノベーションに関する国連機関間

タスクチーム（以下、国連機関間タスクチーム）、オンライン・プラットフォーム、SDGsの

ための科学技術イノベーションに関するマルチ・ステークホルダー・フォーラム（以下、マ

ルチ・ステークホルダー・フォーラム）から成っている。

・ 国連機関間タスクチームは、能力構築取組分野におけるシナジーと効率性を高め、科学

技術イノベーションにおける国連システム間の協力、一貫性、調整力を高めることが期

待されている。タスクチームは、現存資源を活用しながら、マルチ・ステークホルダー・

フォーラムやオンライン・プラットフォームのモダリティーに関するプロポーザルの

作成からこれらの運用・実施の準備のために、市民社会、民間セクター、科学者の各分

野から構成される 10人の代表者と協力してこれを行う。10人の代表者は、2年の任期

で、国連事務総長によって任命される。タスクチームは、国連のすべての機関、基金、

プログラムの他、経済社会理事会の下に設けられている機能委員会のいずれも参加で

きるが、最初のメンバーは TFM に関する非公式作業部会に関わってきた機関、すなわ

ち、国連経済社会局（UNDESA）、国連環境計画（UNEP）、国連工業開発機関（UNIDO）、国

連教育科学文化機関（UNESCO）、国連貿易開発会議（UNCTAD）、国際電気通信連合（ITU）、

世界知的所有権機関（WIPO）、世界銀行から構成される。 

・ オンライン・プラットフォームは、国連内外にある既存の科学技術イノベーション関連
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メカニズム、プログラムのマッピング及びこれら情報・サービスへのゲートウェイの構

築を行う。同プラットフォームは、科学、技術及びイノベーションに関する各種情報、

成功例や教訓等へのアクセスを促進する他、公開されている科学情報の普及に貢献する。

同プラットフォームの開発にあたっては、既存の科学技術イノベーション・プラットフ

ォームへのアクセスや情報等を提供し、重複を避け相乗効果を強化するために、国連の

内外で蓄積されてきた教訓も踏まえつつ、独立した技術的な調査を行い開発するものと

する。 

・ マルチ・ステークホルダー・フォーラムは、年１回、２日間の会期で様々なステークホ

ルダーを招集し、持続可能な開発の実施を巡る科学技術イノベーション協力に関するテ

ーマ別の議論を行う。このフォーラムでは、科学技術イノベーション協力及び能力構築

に関するものを含め、技術ニーズとギャップを埋めるための様々なマッチメーキング、

協力、能力構築等の機会が提供される。フォーラムは経済社会理事会議長によって招集

され、経済社会理事会による年次「ハイレベル政治フォーラム」会合の前に開催される

か、テーマ等の関連性があれば他のフォーラム、会議等に関連づけて開催することがで

きる。このフォーラムは2つの国連加盟国からなる共同議長の下で開催される。そして、

その成果はポスト２０１５年開発アジェンダ実施のフォローアップ・レビューの観点か

ら経済社会理事会「ハイレベル政治フォーラム」へのインプットがなされる。 

・ 「ハイレベル政治フォーラム」の会議では、マルチ・ステークホルダー・フォーラムの

成果がインプットされる。また、その翌年のフォーラムのテーマについては、上記国連

機関間タスクチームの専門的インプットを得て決定される。

７１．(普遍性、不可分性、関連性) 我々は、実施手段を含む本アジェンダ及び持続可能な

開発目標とターゲットは、普遍的で、不可分、相互に関連していることを再度強調する。 

【国地総】 
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フォローアップとレビュー

７２．(フォローアップ・レビュー)我々は、次の 15年に向けた本アジェンダの実施に関す

る組織的なフォローアップ・レビューへの関与にコミットする。力強く、自発的、効果的、

参加型、透明かつ統合的なフォローアップ・レビューの枠組みは、実施への貢献に不可欠で

ある。また、こうしたフォローアップ・レビューは、各国が誰一人も取り残さない進展を図

るために、本アジェンダの実施を最大化し、その進捗をしっかりと把握することを支援する。 

７３．(各レベルでの必要性) 国内、地域的、全世界の各レベルでの活動にあたっては、こ

の枠組みが国民への説明責任を促進し、本アジェンダを達成するための効果的な国際協力

を支援し、成功例の交換や相互学習を促進する。また、共通の課題や新たに対応が必要とさ

れる課題への対処のための支援を動員する。本アジェンダはユニバーサルであるが故に、す

べての国家間の相互信頼と理解は重要である。 

７４．(基本原則)すべてのレベルにおけるフォローアップとレビュー（FUR）のプロセスは、

次の原則によって導かれる。 

a. これらのプロセスは、自主的で、国主導であり、多様な国の現実、能力、開発レベルを

考慮し、政策スペースと優先事項を尊重する。国家のオーナーシップは、持続可能な開

発を達成するための鍵である。よって、グローバル・レビューが各国の公的データ・ソ

ースを基に行われることを踏まえると、国家レベルのプロセスによる成果は、地域及び

全世界レベルでのレビューのための土台となるものである。

b. これらは、ユニバーサルで、統合され、相互に関連しており、且つ 3つの側面を有する

持続可能な開発の性質を尊重した方法で、すべての国において、実施手段を含むユニバ

ーサルな目標とターゲットを実施し、その進捗を計る。

c. これらは、各国がしっかりとした情報に基づく政策を選択できるよう、長期的な方向性、

達成度合い、課題、ギャップ、死活的に重要な成功の要素を見出し、各国への支援を行

う。また、必要な実施手段とパートナーシップを動員し、解決策や成功例を導き出すと

ともに、国際開発システムの連携と有効性を高める。

d. これらは、すべての人々にとって開かれて、包摂的で、参加型の、透明性を持ち、すべ

てのステークホルダーによる報告をサポートする。

e. これらは、人間中心で、ジェンダーに配慮し、人権を尊重し、特に、貧困で脆弱な最も

取り残された人々に焦点を当てたものとする。

f. これらは、既存のプラットフォーム及びプロセスを活用し重複を避けて行われる。また、

各国の状況、能力、必要性、優先事項に対応したものとする。新たな問題や新しい方法

論の開発を考慮して改良を加えるとともに、各国の行政府における報告の負担を最小限

にする。
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g. これらは、各国の主導で行われる評価やデータに基づく正確で根拠のあるものである。

各国が行う評価やデータは、高品質で、アクセス可能、時宜を得た、細分化されたデー

タに基づくものであり、具体的には、収入、性別、年齢、人種、民族的属性、移住者の

法律上の地位、障害、地理的属性及びその他各々の国内での状況に関連のある特徴等を

踏まえたデータである。 

h. これらは、特に、アフリカ諸国、後発開発途上国、小島嶼開発途上国、内陸開発途上国、

中所得国等の開発途上国における国家資料システム及び評価事業の強化を含む能力開

発の拡大を必要とする。

i. これらは、国連システムと多国間機関による積極的な支援によって支えられる。

７５．(指標)目標とターゲットは、グローバルな指標によってフォローアップされる。これ

らは、国レベルや全世界レベルでのベースライン・データの欠如を埋める取組とともに、各

国や地域レベルで策定される指標によって補完されるものである。国連統計委員会の下に

設けられた「SDG 指標に関する機関間専門家グループ（IAEG）」が策定するグローバル指標

の枠組みは、2016 年 3 月に国連統計委員会で合意され、既存のマンデートに基づき国連経

済社会理事会及び総会で採択される。この枠組みは、実施手段を含むすべての目標とターゲ

ットに対応したもので、SDGs に込められた政治的なバランス、野心のレベルを適切に反映

したシンプルでありながらも妥協のないものである。 

７６．(能力開発)我々は、開発途上国、とりわけアフリカ諸国、後発開発途上国、小島嶼開

発途上国、内陸開発途上国に対し、高品質で、時宜を得た、細分化されたデータへのアクセ

スを確実にするため、統計局及びデータ・システムのエンパワーメントのための支援を行う。

我々は、地球観測や地理空間情報等を含む幅広いデータの活用を追求するために、各国のオ

ーナーシップを前提としつつ、支援と進捗管理における透明性と説明責任を明確にした形

での官民連携の拡大を促進する。 

７７．(各レベルでのレビュー)我々は、地方、国、地域、全世界レベルでの定期的且つ包摂

的なレビューの実施に取り組むことにコミットする。我々は、既存のフォローアップ・レビ

ューの機関及びメカニズムを最大限活用する。国レベルの報告は、地域及び全世界レベルで

の進捗と課題を特定することを可能とする。地域レベルの対話と全世界レベルでのレビュ

ーと併せ、様々なレベルにおけるフォローアップのための勧告を提供する。 

国内レベル 

７８．(各国の対応)我々は、すべての国連加盟国が本アジェンダ全体の実施に関する実務的

で野心的な対応に早急に着手するよう促す。これらは、既存の国家開発、持続可能な開発戦

略等をふまえて、SDGsの移行を支援するものとする。 
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７９．(国内での実施)また我々は、加盟国が、国及び地域レベルにおいて、各々の国のイニ

シアティブで行われる定期的で包摂的な進捗に関するレビューを行うことを促す。かかる

レビューは、各国の現状や政策、優先課題を踏まえつつ、先住民、市民社会、民間セクター

及び他のステークホルダーからの貢献を得つつ行われるべきである。また、国会やその他の

機関もこうしたプロセスを支援する。 

地域レベル 

８０．(役割)地域レベルでのフォローアップ・レビューは、自発的なレビューを含む相互の

学び、共通のターゲットに関する成功例と議論を共有する有益な機会となり得る。この観点

からは、地域委員会及び地域組織の協力を歓迎する。包摂的な地域プロセスは、「持続可能

な開発のためのハイレベル政治フォーラム」を含む、全世界レベルでのフォローアップとレ

ビューに貢献するものである。 

８１．(適切な地域フォーラムの特定)既存の地域レベルでのフォローアップ・レビュー・メ

カニズムを踏まえたものとするために、我々はすべての加盟国に対し最も適切な地域フォ

ーラムを特定することを求める。国連地域委員会は、この観点から加盟国への支援を継続す

ることが期待されている。 

全世界レベル 

８２．（ハイレベル政治フォーラム）「ハイレベル政治フォーラム（HLPF）」は、そのマンデ

ートの定めるところに従い、総会、経済社会理事会、その他関連機関及びフォーラムとの一

貫性を確保しつつ、全世界レベルでのフォローアップ・レビュー・プロセス・ネットワーク

の監督において中心的な役割を果たす。同フォーラムは、成功、課題、教訓を含む経験の共

有を促進し、フォローアップのための政治的リーダーシップ、指導、助言を提供し、持続可

能な開発政策に関するシステム全体としての一貫性と調整を促進する。また、本アジェンダ

自体がその意義を失わず野心的なものであり続けるようにし、その進捗や、先進国及び開発

途上国が直面している課題に焦点をあてなければならない。さらに、後発開発途上国、小島

嶼開発途上国、内陸開発途上国に関するものを含む、関連する全ての国連の会合フォローア

ップ・レビュー活動との効果的なリンケージが構築される。 

８３．(事務総長報告書)「ハイレベル政治フォーラム」におけるフォローアップ・レビュー

においては、国連システムの協力の下、グローバルな指標枠組み及び各国の統計・情報シス

テムによって作成されたデータに基づき、事務総長が毎年作成する「年次 SDG 進捗報告

(annual SDG Progress Report)」が提出される。またこの他に、「グローバル持続可能開発

報告(Global Sustainable Development Report)も活用されることになっており、この報告

は、各国の政策立案者が科学的な裏付けをもって貧困撲滅及び持続可能な開発を促進して

いけるようにするために科学と政策間の橋渡しを強化することを目指している。我々は、経
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済社会理事会議長に対し、「グローバル持続可能開発報告」について、そのスコープ、方法

論、作成の頻度及び「年次 SDG 進捗報告」との関係あり方についての協議プロセスを招集

し、そのプロセスの結果を、2016 年の「ハイレベル政治フォーラム」会期での閣僚宣言に

反映する。 

８４．(ステークホルダーの関与) 経済社会理事会主催による「ハイレベル政治フォーラム」

では、国連総会決議 67/290を踏まえて定期的なレビューを実施する。同フォーラムでのレ

ビューは、先進国、開発途上国の他、関連する国連機関、市民社会・民間セクターなどのス

テークホルダーに対し報告を促しているが、あくまで自発的な性格のものである。レビュー

は、閣僚やその他のハイレベル参加者が関与した国家主導のプロセスである。レビューは、

メジャー・グループ及び関連したステークホルダーの参加を通して、パートナーシップのた

めのプラットフォームを提供する。 

８５．(テーマ別レビュー)さらに、「ハイレベル政治フォーラム」では持続可能な開発目標

の進捗に関するテーマ別レビューも開催する。こうしたテーマ別レビューは、各目標間の相

互関連性を踏まえつつ、経済社会理事会の各種機能委員会及びその他政府間機関、フォーラ

ム等によるサポートを受ける。こうしたテーマ別レビューはすべてのステークホルダーを

関与しつつ、「ハイレベル政治フォーラム」の実施サイクルに統合されていく。 

８６．(アディスアベバ行動目標との関係)アディスアベバ行動目標にて言及されていると

おり、我々は、開発資金（会議）の成果に対するフォローアップ・レビューと本アジェンダ

のフォローアップ・レビューの枠組みに統合されている SDGsの全ての実施手段を歓迎する。

開発資金に関する年次経済社会理事会フォーラムにおいて政府間合意の下で得られた結論

及び提言については、 「ハイレベル政治フォーラム」における本アジェンダ実施に関する

全体のフォローアップ・レビューに役立てられる。 

８７．(総会主催 HLPF)総会主催の下で 4 年に 1 回行われる「ハイレベル政治フォーラム」

は、本アジェンダの実施、進捗及び課題の特定、さらなる実施促進のための動員を行う上で

ハイレベルでの政治的ガイダンスを与えるものである。国連総会の下で開催される次回ハ

イレベル政治フォーラムは 2019 年に開催され、以降、「四ケ年包括政策レビュー（QCPR）」

プロセスとの一貫性を最大化するために開催時期を調整することにする。【国地総】 

８８．（国連開発システム）また、我々は、国連開発システムによる新たなアジェンダの実

施に対して首尾一貫した集約された支援を確実にするために、システム全体で整合性のと

れた戦略計画、実施、報告体制の重要性を強調する。関連する統治組織は、実施支援のレビ

ュー及び進捗と支障を報告しなければならない。（こうした各々の国連開発システムの）監

督機関は、そうした支援の内容についてレビューを行いその進捗と障害について報告を行
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わなければならない。我々は経済社会理事会における「国連開発システムの長期的ポジショ

ニングに関する対話」を歓迎し、適切な対応が取られることを期待する。

８９．（メジャー・グループ）「ハイレベル政治フォーラム」は、国連総会決議 67/290に沿

って、メジャー・グループ及び関連したステークホルダーによるフォローアップ・レビュー

のプロセスへの参加を支持する。我々は、これらの関係者に対し、アジェンダの実施に対す

る彼らの貢献について報告することを呼びかける。 

９０．（HLPFに向けた事務総長報告書）2016年に開催される「ハイレベル政治フォーラム」

の準備に向けて、我々は事務局長に対し第 70回国連総会での検討に付すための報告書の作

成を求める。具体的には、全世界レベルでの首尾一貫した、効率的で、包摂的なフォローア

ップ・レビューに向けた重要なマイルストーンを示す内容の報告書を求める。この報告書は、

経済社会理事会の下で開催される「ハイレベル政治フォーラム」における各国によるレビュ

ーのための組織アレンジに関する提言を含むものとする。また、同報告は組織の責任を明確

にし、各年テーマ、テーマ別レビューの結果、「ハイレベル政治フォーラム」に関する定期

的レビューについてガイダンスを示すものとする。 

９１．(結語)2030 年までに、より良い世界へと変えるため、本アジェンダを十分活用し、

達成するための揺るぎないコミットメントを、我々は改めて確認する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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能 作 文 徳 （東京都立大学） 

野 口 貴 文 （東京大学） 

久 田 嘉 章 （工学院大学） 

牧 紀 男 （京都大学） 

松 川 寿 也 （長岡技術科学大学） 

元 岡 展 久 （お茶の水女子大学） 

山 口 広 嗣 （竹中工務店） 
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ａ．科学技術での貢献 清家剛 東京大学 建築計画 b

  （9，11，12） 土肥 博 NTTｱｰﾊﾞﾝｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ総合研究所 構造

磯部孝行 武蔵野大学 地球環境 d

糸長浩司 日本大学 農村計画 e

倉田成人 筑波技術大学 情報システム c

外岡豊 埼玉大学 地球環境 f

山本早里 筑波大学 環境工学

ｂ．健全な環境づくり 秋元孝之 芝浦工業大学　　 環境工学 c

  （3，6，11, 12） 松田雄二 東京大学 建築計画

伊香賀俊治 慶應義塾大学 地球環境 d

清家剛 東京大学 建築計画 a

都築和代 関西大学 男女共同参画 d

山本佳嗣 東京工芸大学 環境工学

ｃ．良好な社会ストックの維持活用 窪田亜矢 東京大学 生産技術研究所 地球環境

  （8，9，10, 11, 12） 江口亨 横浜国立大学 建築計画

兼松学 東京理科大学 材料施工

高屋宏 市浦ハウジング＆プランニング 建築社会システム

神吉紀世子 京都大学 農村計画

倉田成人 筑波技術大学 情報システム a

齊藤広子 横浜市立大学 建築社会システム

高井啓明 竹中工務店設計本部 地球環境 d

寺田宏 ㈱東畑建築事務所 男女共同参画 f

野口貴文 東京大学 材料施工 d

室田昌子 東京都市大学 都市計画

山口広嗣 竹中工務店 建築計画

山﨑鯛介 東京工業大学 建築・歴史意匠 g

d．気候危機・地震等災害対応と脱炭素社会 磯部孝行 武蔵野大学 地球環境 a

  （7，11，12, 13, 14, 15） 高口洋人 早稲田大学 地球環境 g

久田嘉章 工学院大学 構造

牧紀男 京都大学 構造

松川寿也 長岡技術科学大学 都市計画

秋元孝之 芝浦工業大学　　 環境工学 b

伊香賀俊治 慶應義塾大学 地球環境 b

惠藤浩朗 日本大学 海洋建築

大岡龍三 東京大学 環境工学

加藤孝明 東京大学 都市計画

川久保俊 法政大学 地球環境 g

佐藤貢 エコステージ協会 SDGs委員

高井啓明 竹中工務店設計本部 地球環境 c

田村雅紀 工学院大学 材料施工

都築和代 関西大学 男女共同参画 b

成瀬友宏 建築研究所 防火

野口貴文 東京大学 材料施工 c

山口謙太郎 九州大学 構造

e．生態系の保全と適正利用 上村真仁 筑紫女学園大学 農村計画

  （11，12, 14, 15） 国枝陽一郎 東京都立大学 材料施工

糸長浩司 日本大学 農村計画 a

小山明男 明治大学 材料施工

中島史郎 宇都宮大学 構造

能作文徳 東京都立大学 建築計画

星上幸良 日本大学 海洋建築

ｆ．衣食住の保障と平和で平等な社会づくり 寺田宏 ㈱東畑建築事務所 男女共同参画 c

  （1,  2,  5,  10,  11, 12, 16 , 17） 大塚彩美 東京家政大学 SDGs委員会幹事 g

薬袋奈美子 日本女子大学 建築社会システム

石川孝重 日本女子大学 建築教育 g

井本佐保里 日本大学 建築計画

外岡豊 埼玉大学 地球環境 a

平田京子 日本女子大学 建築教育 g

〇 建築法制

ｇ．建築とまちづくり教育 平田京子 日本女子大学 建築教育 f

  （4, 11, 12, 17） 石川孝重 日本女子大学 建築教育 f

大塚彩美 東京家政大学 SDGs委員会幹事 f

小篠隆生 北海道大学 建築計画

川久保俊 法政大学 地球環境 d

坂井遼 ㈱マヌ都市建築研究所 防火

下川雄一 金沢工業大学 情報システム

高口洋人 早稲田大学 地球環境 d

元岡展久 お茶の水女子大学 建築教育

山﨑鯛介 東京工業大学 建築・歴史意匠 c
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