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1. はじめに
2000 年 9 月、国連は、世界の貧困や飢餓の撲滅、ジェンダー平等、環境の持続可能性の確保などのため、
2015 年までに達成すべき目標として、ミレニアム開発目標（MDGs: Millennium Development Goals）を採択
し、一定の成果をあげてきた。その後、2015 年 9 月に、国連は、
「誰一人取り残さない－No one will be left
behind」を理念として、MDGs の後継となる持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable development goals）を
採択し、2030 年を目標に様々な活動を開始している。この SDGs には、17 の⽬標と 169 のターゲットが設
定されている。SDGs には、発展途上国のみならず、先進国が取り組むべき課題も含み、また、持続可能な世
界に向けた生物多様性の保全やエネルギーの確保、温暖化の防止など地球環境保全の視点が新たに加えられ
た。 日本でも内閣が「持続可能な開発目標(SDGs)実施指針」を国家戦略としてとりまとめるなど、様々な
組織が 2030 年の目標達成に向けて動き始めている。しかしながら、SDGs は、地球環境全体を視野に入れた
ものであると同時に、個人や一地域が努力しただけでは達成し得ないものが多く含まれており、日本の環境
に当てはまらない項目の存在や、地域としての数値目標が出しにくいなどの課題がある。このため、地域で
活動する環境保全団体や地方自治体が、目標を身近に感じて自らの活動や政策決定等に結びつけて実行に移
すために、地域版 SDGs を作成することが薦められている。しかし、実際には、具体的な数値目標や役割分担
などを設定するような動きはまだ少ないのが現実である。一方、これまで国内では、政府が適切に政策を企
画・実行していくため、また、企業や個人が的確な意思決定を行っていくために、社会・経済などの状態を
正確に把握することが求められており（経済産業省,2015）、国勢調査や農林業センサスなど、様々な統計調
査が行われてきている。統計調査によって収集された情報は、統計集として取りまとめられ社会に積極的に
還元することにより、経済の健全な発展や国民生活の向上に寄与する役割がある（川崎,2010）
。しかしなが
ら、これらの統計情報は、多くが WEB 等で情報が公開されているものの、省庁間の連携や、市町村や個人レ
ベルでの活用といった利用面を考えた情報公開となっていない。このようなことから、本研究では、北海道
道央圏を対象として、SDGs 目標 15 の陸域生態系の保全とそのターゲットに注目し、国、自治体が公開して
いる統計データを整理するとともに、GIS を活用して地域情報を解析し、住民や市町村に、わかりやすく情報
を提供するため、情報公開システムの構築及び地域の状況に即したローカルアジェンダを作成し、地域版の
SDGs を普及啓発することを目的とする。
2. 方法
SDGs のローカルアジェンダを作成、普及啓発するため、以下の方法で研究を実施した。
（1）

対象地域
対象地域は、酪農学園大学が所在する北海道道央圏及び江別市とした（図 1）。

図 1．研究対象地域
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（2）対象分野
データベースの構築及び情報公開システムの構築に当たっては、SDGs に関連する様々な分野の情報を収集
整備し、また、ローカルアジェンダの構築に当たっては、SDGs の目標 15「陸上生態系の保護、回復および持
続可能な利用の推進、ならびに生物多様性損失の阻止等」及びその下位の 12 ターゲットを対象とした。
（3）研究手法
本研究は、まず、第一に、国際機関、国、各種データサイト等から公開されているデータを WEB や関係機
関への依頼により収集し、北海道に関するデータを Microsoft 社の Excel を用い整理し、ESRI 社製の
ArcGIS10.5 を使用して視覚的に表示できる GIS データへ加工した。第二に、グローバルなデータと地域デー
タを比較し、北海道道央圏に適した指標の検討を行い、さらに、SDGs を地域で実現するため、目標 15 に関す
る地域版ローカルアジェンダを作成した。第三に、収集した情報を、WEB サイトからビジュアルな情報として
公開するために、Esri 社製の ArcGIS Online 及び Story Map を用い情報公開システムを構築するとともに、
北海道において、SDGs の普及啓発活動を行っている RCE 北海道道央圏協議会と連携し、広く普及啓発事業を
行った。
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3. 結果
（１） 統計情報の収集整理
⽇本では国が⾏う基幹統計調査だけでも 50 種類以上の調査が実施されている。主な統計調査を表１に⽰
す。これら統計調査の多くは、WEB 等から個別に公開されているが、地域の概況を統計情報から俯瞰するた
めには、これらの情報を地域別に整理し、統合的なデータベースを構築する必要がある。このため、表 1 に
⽰した調査から、ローカルアジェンダの作成のために、市町村別に公表されている 15 種類 78 項⽬の北海道
に関する統計データを整理し、データベースを作成した（表 2）
。

表 1．国が実施する主な統計調査
行政機関名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

総務省

財務省
国税庁
文部科学省

厚生労働省

農林水産省

経済産業省

国土交通省

統計調査名
国勢調査
住宅・土地統計調査
労働力調査
小売物価統計調査
家計調査
個人企業経済調査
科学技術研究調査
地方公務員給与実態調査
就業構造基本調査
全国消費実態調査
社会生活基本調査
経済センサス
法人企業統計調査
民間給与実態統計調査
学校基本調査
学校保健統計調査
学校教員統計調査
社会教育調査
人口動態調査
毎月勤労統計調査
薬事工業生産動態統計調査
医療施設調査
患者調査
賃金構造基本統計調査
国民生活基礎調査
農林業センサス
牛乳乳製品統計調査
作物統計調査
海面漁業生産統計調査
漁業センサス
木材統計調査
農業経営統計調査
工業統計調査
経済産業省生産動態統計調査
商業統計調査
ガス事業生産動態統計調査
石油製品需給動態統計調査
商業動態統計調査
特定サービス産業実態調査
経済産業省特定業種石油等消費統計調査
経済産業省企業活動基本調査
港湾調査
造船造機統計調査
建築着工統計調査
鉄道車両等生産動態統計調査
建設工事統計調査
船員労働統計調査
自動車輸送統計調査
内航船舶輸送統計調査
法人土地・建物基本調査

3

採択課題番号：IDEAS201719
表 2．ローカルアジェンダの作成のための北海道統計情報

これらの情報は、ArcGIS を用い、表示検索が可能な GIS 情報として整理した。その表示例として、人口及び
人口密度（図 1）と、北海道の市町村で作付面積が一番広い作物の地図の表示例を示す。この地図から、各市
町村の特徴を読み取ることができる。

図 1．北海道の市町村別人口分布（左）と人口密度（右）

図 2．道内市町村で作付面積が一番広い作物
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次に、グローバルな情報については、目標 15 に注目して、国連環境計画の世界自然保護モニタリングセンタ
ー（UNEP-WCMC）が開発した、世界の生物多様性情報を統合したデータベース「生物多様性統合アセスメント
ツール」
（IBAT）や国際連合食料農業機関（FAO）や環境省が公表している情報を活用した。これらの情報は
GIS データとして整理されているため、スケールの差異はあるものの、前述した情報と重ね合わせ比較する
ことが可能となっている。図 3、4 にその表示例を示す。

図 3．世界における森林率の推移（環境省，自然環境局，2010）

図 4．世界の生物多様性ホットスポット
（2） グローバル情報と地域情報の比較検討によるローカルアジェンダの作成
本研究で対象とした SDGs は、目標 15「「陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、ならびに
生物多様性損失の阻止等」及びその下位の 12 ターゲットである（表 3．
）。
表 3．SDGs ⽬標 15 のターゲット
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表 3 に示したターゲット 12 個のうち、道央圏において取り組む目標を選択するため、12 のターゲットを
① 取り組みが可能なターゲットとして 5 ターゲット
② すでに達成に近いターゲットとして 2 ターゲット
③ 取り組みが難しいターゲットとして 5 ターゲット
に分類した。例えば、道央圏での森林率については市町村ごとに差が見られるものの道央圏全体では 72 パ
ーセントであった（図 5）
。ターゲット 2 及び 3 は森林率の増加及び砂漠化への対処が目標であるが、道央
圏においては、この結果から森林については、すでに達成に近いものであり、また沙漠化については、道央
圏においては問題となっていないと考え、すでに達成に近いターゲットと考えた。また、発展途上国向けの
ターゲットや国レベルでの取り組みが必要と判断したターゲットは、取り組みが難しいターゲットとした。
このようなことから、取り組みが可能なターゲット 5 個を研究対象とした（表 4）
。
表 4.

SDGs 目標 15 におけるターゲットの分類

図 5．北海道道央圏における市町村別森林率
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次に、取り組み可能なターゲットについて、ローカルアジェンダを作成するため、GIS を活用してグローバ
ルな基準とローカルな自然環境の現状について比較を行った。ここでは、4．山地生態系の保全、持続的な便
益の強化についての解析例を示す。図 6 に、国際 NGO Conservation International(CI)が指定している生物
多様性保全上重要な地域である KBA（key biodiversity area)地域（赤）に、国内法により保護されている国
立公園、国定公園、道立公園、鳥獣保護区、自然環境保全地域（青）を重ねた地図を示す。
KBA は世界的にみて絶滅の危機に瀕した種が生息する地域は重要という「危機性」と、ある種の存続が特定
の場所に依存している場合、その場所は重要という「非代替性」という考え方が選定の基準になっている。
道央圏において、国内法により指定されている国立公園等の保護区について、その面積の割合を解析した結
果、道央圏の保護区は 12.4 パーセントであった。また、KBA に指定されている地区は 32.36%であった。
この面積の違いは、2 倍以上であった。この二つの情報を重ね合わせた結果、日高山脈周辺や、浦臼町、奈
井江町、美唄市、岩見沢市、月形町、砂川市、新篠津村が含まれる石狩川流域湖沼群などの地域では、国内
法によって保護されていない KBA 地域が存在することが明らかとなった。

図6

道央圏における国内法による自然保護区と KBA（key biodiversity area)

この他、自治体レベルで保全活動が行われている里山地域や、絶滅危惧種、外来種情報等から、北海道道央
圏の陸域の自然環境、生物多様性の状況を明らかにし、道央圏のローカルアジェンダとして、以下のように
ローカルターゲットを設定した。
表

6．SDGs 目標 15 の取り組み可能なターゲットと北海道道央圏のローカルアジェンダ

番号
1

SDGs のターゲット

道央圏のローカルアジェンダ

陸域生態系サービスの保全、回復、持続可能
な利用

道央圏における重要里地、里山の５か所の保全

2

山地生態系の保全、持続的な便益の強化

KBA に指定されているギャップの保全

3

絶滅危惧種の保護および絶滅防止対策

道央圏版レッドリストの作成

4

侵略的外来種の移入防止、駆除の対策を導入

北海道の指定外来種 12 種の移入防止

5

生物多様性の価値を、計画策定及び会計に組
み込む

7

カーボンオフセット制度を活用した PES の導入
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ターゲット 1 は、道央圏の里地里山 5 か所の保全とし、重要里地里山に指定された美唄市、岩見沢市、
浦臼町、新十津川町、奈井江町、砂川市が含まれる宮島沼の保全及び黒松内町、栗山町、平取町、白老町の
里地里山の保全を目標とした。ターゲット 2 は、KBA と国内保護区の重ね合わせによって確認された、生物
多様性保全上重要であるが国内法で保護区となっていないギャップ地域に注目し、ギャップが特に大きい地
域であった日高山脈えりも国定公園周辺の保全と、浦臼町、奈井江町、美唄市、岩見沢市、月形町、砂川市、
新篠津村に含まれる石狩川流域周辺の湖沼群の保全を目標とした。
ターゲット 3 では、道央圏版レッドリストの作成をローカルアジェンダとし、道央圏版のレッドリストを
作成するとともに、市町村別に順次レッドリストを作成することを目標とする。ターゲット 4 の外来種対策
については、北海道が指定している指定外来種の移入防止をローカルアジェンダとする。また、道央圏の生
態系への悪影響が懸念される外来種の選定を行うことも検討する。ターゲット 5 は、北海道が進めている森
林保全制度として、北海道カーボン・オフセット活用型森林作り制度（北海道水産林務部、2010）を活用し
た PES（生態系サービスへの支払い（Payment for Ecosystem Services））を進めていくこととした。
（3） WEB による情報の公開
収集したデータは、GIS データに加工し、これらを地図情報としてビジュアルに表示できる情報公開シス
テムを構築した。対象地域は、酪農学園大学が立地する江別市とした。図 7 及び図 8 に作成したシステムに
よる表示例を示す。ソフトは、ESRI 社製の ArcGIS online を使用した。
図 7 左は、国勢調査データから、世帯数を町丁目単位で表示させたもの、右は、江別市の特徴的な農産物で
ある小麦の作付け地域と江別産小麦を使用したレストランの位置を表示したものである。
前述したとおり、現在、国内には様々な統計情報が存在し、一部は、GIS データとして公開されている。し
かし、これらのデータは、各省庁が所管する情報（例えば動植物分布は環境省）に特化しており、それぞれ
の情報の横のつながりが希薄である。一方、市町村などの自治体において、街づくり計画等を策定する際に
は、横断的かつ市民に分かりやすい形での情報提供が求められていることから、統合型のデータベースの構
築や、WEBGIS による情報公開には、そのニーズが高い。また、異分野の空間地理を組み合わせる表現ととも
に、地域の変遷が把握できる時系列情報も、地域の状況を知るうえで重要である。このため、ESRI 社製の Story
Map を用いて、1947 年、1976 年、2016 年の空中写真、衛星画像を同期してその変化を比較できるシステムを
構築した。これらのシステムの構築により、収集した様々な統計データや画像情報の重ね合わせや、変化の
抽出が容易に行えるようになった。

図 7．ArcGIS online を用いた情報公開システムの表示例

図 8. Story Map を用いた江別市の空中写真の時系列比較の例
（左：1947 年、中：1976 年、右：2016 年の酪農学園大学）
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4.今後に向けて
本研究においては、情報の収集→情報の GIS への統合→身近な目標（ローカルアジェンダ）の設定→わか
りやすい情報公開という一連のプロセスを経ることによって、これまで分散していた統計情報を有効に利活
用する方策を提示することが可能となった。
統計情報の利活用の課題に関しては、2009 年（平成 21 年）に実施された「統計調査の協力に関する特別世
論調査」で、
「統計調査に回答する際に困ったり、協力したくないと思うことは何ですか？」という質問に対
して、
「調査結果がどのように利用されているかわからないとき」という回答が 42％を占め、最も多い回答で
あった（内閣府大臣官房政府広報室,2009）
。これは、統計調査を行う部局において、統計情報の使われ方に
ついて、調査時に十分普及啓発を行っていないこと、反対に、公開された結果が、どのような調査に基づい
て得られたものかについても、市民に十分伝達されていないという事が考えられる。
また、
「統計調査には回答義務や罰則があることを知っていましたか？」という質問には、
「知らなかった」
という回答が 77.9％を占めており、近年の個人情報の流出への危機感の高まりと相まって、統計調査に非協
力的な市民が増えてくるものと予想される。
一方、電通が全国 10～70 代の男女計 1,400 名を対象に行った、SDGs に関する「認知・理解」
「興味・関心」
「SDGs 認知者のプロフィール」
「情報接触経路」についての「SDGs に関する生活者調査」によると、SDGs の
認知率は全体で 14.8％であった（マイナビニュース、2018）。
傾向としては、男性の認知が高く、特に男性 20 代では 3 割を超えていた（32.0％）一方、女性 20 代は 1
割にも満たず（9.0％）
、男女差が明らかになった。
一方、SDGs の世界 20 カ国・地域における平均認知率は 51.6％と高く、とりわけ ASEAN においては、ベト
ナムでは 80.7％、フィリピンでは 70.3％と非常に高い。また、最も低いフランスでも 24.7％であったこと
から、日本の 14.8％という認知率の低さは際立っていると言える。
このようなことから、SDGs をより身近なものとするため、統計調査に対して理解を深めるための普及啓発
を行うとともに、地域レベルでのローカルアジェンダの構築を通じて、SDGs そのものの認知の向上に努めて
いく必要がある。そのためには、今後、産学官民が横の連携を図りながら、一体となった取り組みが必要で
ある。
表 7．SGDs の認知率（電通「SDGs に関する生活者調査」（2018）
）
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