
1 

令和３年度富山県 SDGs 推進連絡協議会 議事要旨 

 

日時：令和 4年 3月 25 日（金）10:00～11:15 

場所：富山県民会館 8階バンケットホール 

 

１ 開会 

２ 挨拶（知事政策局長） 

３ 議事 

（1） 富山県の SDGsの推進について 資料１ 

令和３年度の主な取組みについて事務局から説明 

 

（2） 富山県「SDGs宣言」事業について 資料２ 

   富山県 SDGs 宣言の応募状況等について事務局から説明 

 

（3）富山県第２期 SDGs 未来都市計画について 資料３ 

   富山県 SDGs 未来都市計画については、2030 年までの計画であるが、自治体 SDGs の 

推進に資する取組みを現在（2019～2021 年度）の記載から 2022～2024 年度における 

取組内容として時点修正を行った旨、事務局から説明 

 

（4）各団体の現状報告及び意見交換 資料４ 

委員から各団体での SDGs 推進に関する取組み状況について説明 

 

【県中小企業団体中央会】 

・中小企業、特に小規模企業については、SDGs への理解はこれからのところが多いので 

はないかと思っている。このことから、まず本会の機関誌に SDGs の概要、取り組みのメ 

リット、県の SDGs 宣言の概要、応募方法等を紹介した。 

・具体的な取り組み支援として、同業種であれば取り組むべき目標や課題等に共通の部分 

が多いことから、業種別の 5 組合を対象に SDGs の具体的な取り組み方法等について研 

修会を開催した。 

・富山県 SDGs宣言については、若手職員に対して、本会の役割、あるいは今後目指す方向 

等について理解してもらうという意味合いもあり行ったもの。 

・SDGs 目標の３の「健康と福祉」に関し、本会として、健康企業宣言 STEP1 の認定を申 

請している。 

 

【県農業協同組合中央会】 

・JA の事業は SDGs と親和性が高いということもあり、第 48 回となった富山県 JA 大会に 

おいて、令和４年度から３か年の JA グループ取組み基本方針を SDGs の目標にリンクさ 

せて作成した。 

・SDGs の言葉は知っていてもその中身まではあまり知らないケースもあり、JA の役職員 

を対象に研修会を実施。特に女性組織で地域ごとに研修会を実施している。 

・「未来の実りへ」というポスターを作製して県下 JAに 400部に配布し、SDGs の取組みを 
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明示した。 

・富山県 SDGs 宣言作成の出前ワークショップを農協職員を対象に実施し、宣言を作成。今 

月応募した。 

 

【県内水面漁業協同組合連合会】 

・会員は内水面の 10漁協、組合員数は 4,110人で、職員が 2 人。令和 3年度の予算は 1,300 

万円。事業活動は理事会・総会、漁業資源対策事業として会員へのヤマメの稚魚の斡旋、 

アユの稚魚の斡旋などを実施。情報提供としては、会員への内水面漁業に関する最新の 

情報を提供している。国の補助事業として、カワウや外来魚の捕獲に対する支援を行っ 

ている。 

・当組合員は、なかなか一般県民に対する事業はなく、会の運営や会員との連絡調整が主 

体。SDGsの取り組みとしては、普及啓発として、自分が SDGs のバッジを着け、対面し 

た人に SDGs の必要性や富山県が SDGs 未来都市に選定されていること、それからフォー 

ラムが開催されることなどを PR している。 

 

【県銀行協会】 

・協会の取り組みは、金融リテラシーの向上、特殊詐欺の防止、会員銀行への情報の周

知等の活動。 

・金融リテラシーの向上について、小学生を対象として銀行業務に触れる機会を設け、

金融について知る「夏休み銀行探検隊」を企画。（新型コロナの影響で実施できず、

次年度の課題。） 

・特殊詐欺の防止について、具体的には県警本部と各金融機関による情報交換会を年2 

回実施。年金支給日に全面広告で新聞に掲載し、注意喚起をしている。また、県警と

連携しATM での携帯電話使用禁止というキャンペーンを実施。全金融機関にはポスタ

ーを全店に貼っていただくように依頼した。 

・銀行への情報提供として、「だまされんちゃ通信」を送付。全国で毎月約20 億円の

特殊詐欺の被害があり、各銀行でもしっかり対応している。令和3 年度の県内の特殊

詐欺の被害状況は約1 億円。令和2 年度は1 億7000 万円。日々どう対応したらいい

かを考え続けている。 

・各金融機関として、各銀行の富山県SDGs 宣言の取り組みに共通するものとしては、

取引先のSDGs 推進のお手伝い、学校への寄付や出張講義の実施等がある。 

・北陸銀行独自では、北陸電力の「とやま水の郷でんき」を導入し、CO2 の排出量削減

等に取り組む等の事例もあった。 

・今後の課題として、特殊詐欺については依然なくならないということ、ホームページ

に注意喚起文を掲載してもなかなか高齢者の皆さまに行き渡らないということで、町

内の回覧板などで全員に目が届く方法など検討していきたい。回覧板は各自治会運営

のものであり簡単に（部外者が）利用できないネックあり、委員の皆さんのお知恵を

拝借したい。 

 

【公益社団法人日本青年会議所北陸信越地区富山ブロック協議会】 

・日本全国に青年会議所があるが、日本で一番 SDGsを推進する団体として一昨年あたり 
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から主に活動している。富山県内には９つの青年会議所があり、富山ブロック協議会は 

その各会議所から出向したメンバーで構成されている。 

・主に各青年会議所から意見を聞き、毎月又は隔月で事業を行っているが、その事業に関 

して SDGsのゴールとターゲットを設けている。また、それに対して効果検証を行い、常 

に地域に貢献できたかを意識しながら取り組んでいる。 

・会員向けには SDGs についての取り組みを理解して行動できているかについて強化して 

いる。SDGs 推進委員会を設けている青年会議所もある。そのような活動を各地で実施し 

ており、皆さまとも連携しながらできればと思う。 

 

【一般社団法人環境市民プラットフォームとやま（PECとやま）】 

・基本的には多様な方々と SDGs を実現していくことで、パートナーシップの推進を主と 

して色んな側面で進めてきた。課題として見えてきたことは、SDGsに書かれていること 

はどちらかというと国際的な視野で、抽象的に捉えられることが多く、具体的に皆さん 

が何をやったらいいのか分からないという声を聞くので、富山の具体的な課題を明らか 

にする必要があるということ。 

・ゴール５のジェンダー平等であれば女性への暴力をなくすというターゲットも、実際に 

は富山でもパートナーから被害を受ける DV について、3 割の女性が被害を受けている実 

態があり、県で SDGs を推進していく意味でも注力しないといけない部分。そうしたとこ 

ろに目を向けるということなど県の SDGs の課題をあぶり出していくことが必要ではな 

いか。 

・SDGs は「誰一人取り残さない」という意味で、SDGs 推進協議会は、産業経済の側面だけ 

ではなく、社会的包摂がちゃんとできているか、こういう場で評価されていく必要があ 

ると思う。そういう意味でそのテーマを評価する社会福祉系のメンバーがいない。提案 

として社会福祉系の方に入っていただきたい。 

・協議会も報告だけでなく、定期的にあらゆる側面のものができているか評価をしていく 

仕組みが必要だろう。この協議会において、できたこと、できなかったこと含め、社会 

に富山に成果が出ているのかということを各側面から報告し、それに対して何か改善が 

必要かどうかを皆さんと確認できると、まさにパートナーシップで SDGs を進めていく 

富山県が実現していくのではないか。 

 

【県婦人会】 

・SDGs についての講演などから、婦人会の活動で今やっていることが、全て SDGs に結び 

付くものばかりだと分かった。 

・昨年 10月に、男女共同参画社会、家庭教育、環境保全を 3 本柱として富山県 SDGs宣言 

をした。その中の環境保全について、今は特にプラスチックごみの削減に向けて取り組 

みを行っている。 

・令和 2 年 5月から、家庭ごみの計量を、年に 4 回、1週間ずつ 6種類に分類して測って 

いる。15％がプラごみ。重量はないが非常にかさばる。その中で特に多いものとして、 

豆腐のケースなどの食品容器、そしてレジ袋や菓子袋、衣類袋などの袋類、そしてペッ 

トボトル。4 番目はトレー。これらを減らすための具体的に方策「プラスチックごみの 

削減についての活動宣言」を作成し、宣言した。 
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【県消費者協会】 

・協会では、数年前からエシカル消費の普及啓発に取り組んでいる。SDGs の目標達成に貢 

献する具体的な消費行動がエシカル消費であると捉え、県民や事業者の理解を深めて実 

践を促す取り組みをここ数年やっている。エシカル消費は、人や社会、環境、地域に配 

慮した消費をするという、エコな部分の他にも、人権的、倫理的なものが入った概念で 

あり、非常に大切だと思う。 

・今年度は消費者大会で「グリーン・リカバリーと持続可能な消費」というテーマでオン 

ラインの記念講演を開催。また、各種イベントで「エシカル消費モデルルーム」といっ 

たものを展開した。 

・18 歳成年年齢引き下げに関し、若者への消費者教育と併せてエシカル消費について理解 

を深めようと、大学生による高校生への出前講座を実施。桜井高校、高岡西高校、南砺 

福野高校に行った。大学生が話すことで高校生はよく聴いてくれた。 

・消費生活研究グループの活動の一環で、六渡寺海岸清掃、フードドライブを実施。10 月 

に富山県 SDGs宣言を行った。県から企業参加型エシカル消費 PR事業の委託を受けてア 

ルビス全店でエシカル消費の普及を展開。アンケート結果から事業効果はあった。 

・来年度も企業参加型エシカル消費 PR支援等事業について県の委託を受け、いろいろな 

事業者を巻き込んでやりたい。また、フードドライブ・マッチング推進事業についても 

若者を巻き込んで、アイデアを募っていきたい。 

・南砺市の依頼を受けて、市民向けのパンフについて、学生の協力のもと、作成した。 

 

【県生活協同組合連合会】 

・連合会では富山県 SDGs 宣言として３つの取り組みを掲げている。1 点目は、エシカル 

消費について学習会を開催し、自らエシカル商品を購入する富山県民を増やすという取 

り組み。具体的な取り組みとして、県の多様な主体の連携強化事業で生協と各団体とが 

連携し、エシカル消費の体験型の講座を 3講座実施。1講座目はパーム油からエシカル 

消費を考える講座で、2 講座目は富山の竹林環境からエシカルを考える、三つ目はサル 

ベージパーティーからエシカルを考える講座で、特に富大生を中心として若い世代に身 

近なところからエシカルを考えてもらうという講座を実施。 

・2 点目は、組合員へ食品ロス削減支援と、まだ食べられる食品をフードバンクや地域の 

団体へ寄付する取り組み。学習会も開催し、ひとり親家族の貧困、フードパントリーを 

学んだ。10月に連合会で、フードドライブ月間として、各会員生協でフードバンクに取 

り組み、今年度は 96kg の商品が寄せられ、フードバンクとやまと連携し、県内の福祉事 

業所等に商品を届けている。 

・3 点目は、地域と一体となり海洋ごみの削減と若者や子どもたちを対象に環境学習を実 

施する取り組み。環境学習会として、六渡寺海岸の保全活動について庄西コミュニティ 

センター長を招いて学習。6 月 20日に、八重津浜と六渡寺海岸の海岸清掃を実施。27 回 

目の開催で、毎年 JA、森連、漁連等と生協が合同でやっている取り組み。今年度は 373 

名の参加、約 300kg のごみを回収した。 

・今年度初めて NPEC と連携し、マイクロプラスチック調査を両海岸で行った。6,247 個の 

マイクロプラスチックが発見された。六渡寺が八重津浜の約 7 倍（六渡寺が 5,446 個、 
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八重津が 801 個）マイクロプラスチックが多く、富山県でも一番ごみが多いことから、 

今後、より多くの方に活動を体験をしていただき、生活様式の中でごみ問題について考 

えていただけるような取り組みを継続してやりたい。 

 

【富山市】 

・富山市 SDGs未来都市計画の第 2 次計画、2021～2025 年の取り組みのテーマとして５つ 

・１．「都市のかたち」の特徴的事業はグリーンスローモビリティの実証実験。岩瀬地区、 

富山駅北地区などで実証実験を進めていく。２．「市民生活」は、「とほ活」。歩いて暮ら 

せるまちづくりを進めて健康増進にもつなげていく。３．「エネルギー」について、令和 

3年 3月にゼロカーボンシティ、そしてエネルギービジョンを策定、ゼロカーボン実現 

に向けた取り組みを進めていく。４．「産業」はセンサーネットワークを活用した新たな 

産業の創出などに取り組んでいく。５．「都市・地域」は、SDGs に関心を持つサポーター 

の育成、あるいはコミュニケーターの育成。SDGs サポーターは 271法人、個人では約 

1000 名、それから SDGs 推進コミュニケーターにつきましては約 120 名を養成した。 

・毎年開催の「SDGs 推進ウィーク」では、市内の団体の活動発表、フォーラムの開催など 

SDGs の広がりを進めている。近年は特に学生、高校生、大学生などへの浸透が広く行き 

渡り、活動もかなり活発になってきた。 

・富山駅前の CiC ビルの中に「未来共創」、共に未来を創っていこうということで、若い経 

営者の方々、それから学生、行政、企業、団体を含めて、新しい富山の未来を描いてい 

こうという形で「Sketch Lab」というものを開催している。 

 

【南砺市】 

・南砺市では、住む人みんなが違いを認め合って助け合って、自然と共生の中で笑顔で幸 

せに暮らし続けることを目標とし、市民のコミュニティが、自分たちで考えて自分たち 

の住みよいまちをつくり、支え、持続可能なまちづくりに取り組んでいる。 

・南砺市では自立分散、相互連携、循環・共生、つまり、小規模多機能自治と地域包括ケ 

ア、エコビレッジ構想から、世界に誇る一流の田舎を目指している。 

・元は NGS、「南砺グローバルハピネス」という、市民幸福度を作ろうとスタートし、その 

次はエコビレッジ構想、その次に SDGs とステージを上げてきた。「一流の田舎の実現」 

については、今後、「ウェルビーイング」についても考えなければならないのではないか 

とも考えて始めている。 

・南砺市にある団体の取り組みとして、農協がもみ殻の堆肥化に取り組み、森林組合が本 

市の再エネ企業への木材の供給、PEC とやまが市内の SDGs の学びにご協力いただいてい 

る。南砺市ではステークホルダーの皆さんと一緒に市民の学びや活動を支えていきたい。 

・南砺市の特徴として、市民と行政の間にある中間支援組織というものが二つある。なん 

と未来支援センターは非資金的支援、公益財団法人南砺幸せ未来基金は資金的支援を市 

民の皆さんに行う団体。この２つがしっかりと市民の活動を支える。 

・なんと未来創造塾を開催し、地域課題をビジネスにつなげる取り組み支援を行った。 

・南砺幸せ未来基金がジソウラボとガラパゴスへ活動への助成を行い、まちづくりに若者 

が参加できるようにしている。地域の若手の中で機運が盛り上がり、地域エネルギー会 

社の設立に至った。うまくかみ合って、循環が始まっているという事例である。 
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・なんと SDGsパートナー制度を昨年創設し、2月末時点で 76 団体が登録。今後の課題と 

して、地域と団体、あるいは団体同士、会社同士を結び、それぞれの課題解決にお互い 

の力を使ってやっていきたい。県のパートナーの皆さん、富山市のパートナーの皆さん 

の力もお借りしながらできればと希望している。 

・人材育成の特徴的な取り組みとして、「高校生が創るプロジェクト」、市内の高校生に 

1,000万円を預け、若者が地域のことを考えて、面白い地域になるための事業を実施。 

これも大変有意義な取り組み、投資だと思っている。 

・大学との連携では、PECとやまに協力いただき、南砺市が、SDGsを身近に感じてもらえ 

るものがないかを大学生に考えてもらい、ボードゲームを作った。もう一つは宝探し（ト 

レジャーハンター）をイメージしたリーフレットを子どもたち向けに作成。出前講座と 

して、今ほどのボードゲームなどを使い、令和 3 年度に 60以上の学校や団体の方、2,000 

人以上に受講していただいた。 

 

【県商工会議所連合会】 

・８つの商工会議所について、例えばフードドライブをやっている会議所など、様々な企 

業とパートナーシップを組みながら事業活動をしていこうと盛り上がっている。 

・各会員企業に対しては、セミナーを開催している。 

・企業経営については、実は持続可能性をいかにして高めていくかが会社経営の一番大き 

なポイント。SDGsは基本的にとても近い関係にある。社会や自然と共生して持続可能性 

が高まる、企業が発展できることと当然一緒のものと考えるべきであろうと思う。そう 

した知識やきっかけづくりを、会議所がそれぞれの会員企業にできるようにしたい。 

 

【富山経済同友会】 

・昨年の 4月に創立 60 周年を迎えて、記念式典で SDGs 宣言を行い、それ以降、SDGs を意 

識した活動をしている。 

・当会には６つの委員会があり、持続可能な企業経営については企業経営委員会、持続可 

能な人づくりは人財活躍委員会と教育問題委員会、持続可能な地域づくりは地域創生委 

員会、文化スポーツ委員会、パートナーシップとして産学官連携を企画総務委員会が担 

当している。 

・企業経営委員会で事業承継、M＆A、脱炭素経営に関する講演会、女性活躍の講演会、MaaS 

の講演会を開催するなど今後の委員の活動の参考にしている。 

・特に人財活躍委員会は、多様な人材の活躍と地域の経済成長には起業が必要という観点 

から、起業に関するプレゼンテーション大会を開催（予選は 3月 19 日、決勝は 3 月 21 

日）。今年は 2回目で、とやま未来共創チームと富山ニュービジネス協議会との共催で実 

施。プレゼン参加者 30 名を募集し、昨年 10 月から 6 カ月間、起業に関する知識を身に 

付けながら自らのアイデアを練り、プレゼンテーション大会を開催。予選は 16 組が参 

加、決勝は 8組で戦い、富山からニュービジネスが生まれたらいいと考えている。 

 

【県経営者協会】 

・県内企業の各会に SDGs 宣言の周知・啓発の一環とて、ホームページ等の掲載やリーフレ 

ットを配布。現在、当協会の会員として、富山県 SDGs 宣言の登録数約 60 社。 
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・協会に６つの委員会があり、企業と人にフォーカスし、あらゆる業種・階層に応じた人 

材育成の研修セミナーの企画実施により、持続可能な開発という考えの下、ものづくり、 

ことづくりを推進している。セミナーの開催回数は年間で 51 回、講演会・勉強会は年間 

で 30 回、うち SDGs や環境に関するものとして「省エネと診断経営から学ぶ活動のヒン 

ト」、あるいは「農福連携と SDGs」、「温室効果ガス削減の取り組み」、「カーボンニュー 

トラルの実現に向けた取り組み」、「富山県の脱プラスチックの取り組み」、「グリーン戦 

争に向けた経団連の基本的な考え方」、その他ウェルビーイング、イクメン・イクボスの 

勧めといった多岐にわたるテーマで、団体として活動している。 

・また、でんき宇奈月や富山エコタウンなど県内施設の見学会において、実際に体感する 

機会も設けている。来年度も引き続き、リアル開催とオンラインを併用して県内会員企 

業へ講座セミナー、勉強会などを通じて、SDGs の参画を進めていく予定。 

 

【とやま観光推進機構】 

・観光業は大変幅広い産業で、地域産業にも大きく貢献している。一方、旅行者は非日常 

の体験を求めているということで、日常生活に比べると SDGs への関心は希薄になると 

いう傾向が調査からも出ている。このことから、旅行客、観光地双方が理解しやすいこ 

とに取り組むことがまずは大事ではないかと思う。 

・キーワードとしては、「教育旅行」と「産業観光」。教育旅行は、富山市は、コンパクト 

シティや廃棄物の削減をテーマに教育旅行の取り組みを既にされ、旅行会社を通じて全 

国的にもプロモートしており、先進的な取り組みをやっていらっしゃる。 

・ものづくり産業が盛んな本県において、産業観光という現場を見に行く機会を今でも提 

供している。ストーリーを含めた現場での体験を得られる貴重なものとなっている。そ 

の体験が将来の富山のファン、または企業のファンにつながるということで、持続可能 

な会社・地域に非常につながるものと思っている。 

 

【県森林組合連合会】 

・森林組合は、SDGs の各項目、幾つもの項目に該当する。昨年 10 月に理事会等の中で、 

各組合長の了解を得て、県内４つの森林組合と連合会で SDGs 宣言をした。連合会をは 

じめ各組合が地域計画を作っており、その中に幾つかの項目があるが、SDGsについて 

は、一番大きな項目として各組合にしっかりと書き込んでいる。 

・令和 2 年、3 年と、農林水産業のみらい基金から助成を受け、広葉樹の放置された状態 

の枝をエネルギー資源として活用できないかと実証したところ、現在の伐採で年間約 

2,900戸の年間の電気を発電する量があるという結果が出た。みらい基金のホームペー 

ジにも掲載され、また報告書も作成し、今後同ホームページに掲載予定。 

 

【県 PTA 連合会】 

・PTAは保護者、教員の団体で、単位 PTAを含め、役員は男性、女性、また家庭人、医療 

関係者、経営者などと幅広くなっている。 

・これまでも資源回収やクリーン作戦、あるいはより良い教育環境の整備など、全ては子 

どもたちのために、家庭教育、環境教育、働き方改革に取り組んできた。 

・ある役員会の話で、役員がお子さんに「SDGs って知ってる？」と聞いたところ、「当た 
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り前」と答えたエピソードもある。学校あるいは PTA 活動等に積極的に SDGsが根付い 

てきているのではないか。 

・今後もいろいろな方々と連携しながら、実践あるいは啓発活動に取り組んでいきたい。 

 

【県市長会】 

・県内各市では、富山市、南砺市を含めて各自治体で市民向けの普及啓発をやっている。 

例えば高岡市や砺波市などでは当初予算の発表時点で、それぞれの各施策に、SDGsの 

17のゴールのどれに該当するのかを一緒に掲載して発表したり、あるいはその他の多く 

の自治体では、総合計画の中で各施策が SDGsのどのゴールに該当するのかを表示して、 

より分かりやすくするように発表している。 

 

【県町村会】 

・自治体は総合計画などで、各施策が SDGs の 17 のゴールのどれに該当するかということ 

を意識しながら、事業を実施している。 

・例えば朝日町は、SDGs に関連し、未来の価値につながるような事業を担当する課を新 

設するとのことで、それぞれの事業で SDGs にどういうふうに関わっているのか、どん 

な目標達成が必要か、目標を作り進めている状況。 

 

【会長】 

・皆さまの立場ごとに着実に取り組みを進めていただいているということ、特に中小事業 

者、子ども、若者、高齢者といったところにも取り組んでいただけていることが非常に 

よく分かった。県でもサポートできることがあると思う。 

・県の SDGs 宣言も、宣言された方を含めて発表いただいていると思うが、県としては宣 

言の先に「見える化」して連携を促していきたいと思っている。そうした連携について 

も意識して進めていただければと思う。 

 

（5）富山県 SDGs推進連絡協議会の次期委員就任依頼について 

 第２期の計画期間（2022～2024 年度）に合わせて 3 年間の委員就任をお願いしたい。 

また、委員の意見にもあったように、社会福祉分野の団体については、今回の委員就任

依頼と併せて検討していきたい。 

 

（その他意見） 

【環境市民プラットフォームとやま】 

・本日及び今までの議事を是非見えるように（HP 等に掲載）してほしい。そうすること 

で、県民が広く知り関わることができる機会にもなり、県民総参加で進める SDGs にも 

近づけられると思う。 

 

4.閉会 

（以上） 


