
分野
（カテゴリ）

関連する
ＳＤＧｓのゴール

○農業・水産業・畜産業の体験
　・生産物を知る（野菜・魚・鶏豚牛等の種類、栄養、味、旬、
　　育て方、良品の選び方、調理法など)
　・生産者との交流
　・親子の学びと触れ合い

○八百屋・魚屋・肉屋・スーパー等に行く
　・商品を観察する（種類・量・形・価格・包装資材）
　・調理法を教えてもらう
　・買い物体験
　・店員との交流
　・地産地消の推進
　・旬の食材を知る

○調理の伝授
　・調理用具や台所用具の種類と使い方、後片付け等を
　　教える
　　（包丁、まな板、鍋、食器、ガス、電気器具、
　　電磁調理器、冷蔵庫、電子レンジ、掃除用具や洗剤等）
　・衛生について教える
　・料理に使う食材の扱い方（保存方法など）を教える
　・料理の手順（仕方）を教える
　・家庭の味、地域の味、行事の味、
    季節の味を教える（伝承する）
　・日本古来の調味料
   （味噌・醤油等）について知る

○家族で食事をとる
　・食べることについて考える、教える
　　食事の時間、主食・副食・おやつ等について、栄養と
　　健康について、世界の食糧、食事等事情にも目を向けて
　　考えてみる
　・「いただきます」「ごちそうさま」の意味を教える
　・食事の前の手洗い、よく噛んで食べることや、
    食事のあとの歯磨きの仕方、理由を教える
　・外食のときの作法（マナー）を教える
　　和食、洋食、中華料理のちがい
　・「食べ残し」について考える
　・マイ箸やマイカップなどが
    使える食事の機会には利用する

アイディア集
ＳＤＧｓ達成のためにそれぞれの分野でできること

具体的行動（アクション）

食育家庭
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分野
（カテゴリ）

関連する
ＳＤＧｓのゴール

具体的行動（アクション）

○正しい生活習慣をおくる
　・身体の仕組みとその機能を教える
　・病気になったとき、ケガをしたときの対処法を教える
　・不安定になる身体と心をサポートする
　・健康を維持するための適切な食事、運動、
　　入浴、歯磨き、睡眠等を教える
　・適切な生活リズムで1日を過ごす
　　（早寝・早起き・夜更かしをしない等）
　・コロナ感染症について学ぶ、感染対策に取り組む

○精神（心）を育む、育てる
　・スポーツや音楽、絵、読書など趣味を持つ
　・礼儀作法・挨拶を教える
　　人と対したとき、場面による挨拶の仕方、言葉遣い、
　　接し方など
　・いじめ・差別・平等不平等（ジェンダー等）について
　　家族で話し合う
　・実際にそのような行為を受けたときの対処法を考える、
　　教える、守る

安全

○自分の身を守るための行動を教える
　・交通ルールについて確認する
　・不審者に遭遇したときの対応を教える
　・災害時の対応を確認する
　　避難経路や避難所の確認、連絡方法を確認

からだ

家庭
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分野
（カテゴリ）

関連する
ＳＤＧｓのゴール

具体的行動（アクション）

○ゴミを少なくする
　・ゴミの種類、正しいゴミの出し方を教える
　・リサイクル・リユース・リデュースについて考える
　・ものを大切に扱う
　・ポイ捨てをしない
　・マイバッグ、マイ箸、マイボトルを持ち歩く
　・簡易包装を心がける
　・ゴミを扱う仕事をしている人がいることを教える
　・ゴミ収集、焼却、リサイクル業者等
　・施設の見学
  ・ペーパーレスの推進

○水資源を大切にする
　・水道水はどこからきているかを知る、教える
　・猪苗代湖、三春ダム（自然を守る、大切にする）
　　安積疏水の歴史を調べる、ゆかりの地を訪ねる
　・節水について考える
　　節水はなぜ必要なのか、節水の方法を教える
　・水道の仕事をしている人がいることを教える
　　水道局に行ってみる

○緑を育てる、守る
　・植物が空気をきれいにしていることを学ぶ、教える
　・山や公園に出かける
　・植物を育てる
　・林業、造園業、農業（花木）の仕事をしている人が
　　いることを教える
　・植樹会などに参加する

○エネルギー資源を大切に使う（省エネ）
　・枯渇性エネルギー（石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料）について
　　学ぶ、教える
　・原子力エネルギーについて学ぶ、教える
　・クリーンエネルギー（水素等）について学ぶ、教える
　・再生可能エネルギー（太陽光・風力・地熱・中小水力・
　　バイオマス）について学ぶ、教える
　・エネルギーの節約について考える、教える

環境家庭

3



分野
（カテゴリ）

関連する
ＳＤＧｓのゴール

具体的行動（アクション）

食育

○加工・製造会社の訪問
　・生産品について教えてもらう
　　材料、加工（製造）工程、完成品、価格、包装資材等
　・生産の目的、社会貢献を知る
　・生産に携わる人々との交流

学校生活

〇学校生活の中でのめあてや規律、学内行事等にもＳＤＧｓの考え方を
　組み込む
　・毎日のＳＤＧｓ目標の設定
　・ＳＤＧｓ日記をつける
　・ＳＤＧｓ推進リーダー、
    ＳＤＧｓ係の設置
　・学級会・生徒会でＳＤＧｓ
    に取り組む
　・部活内でＳＤＧｓに取り組む

アクティブラー
ニング

〇様々な知識や統計データを関連付けて、社会問題を論じられる
　ように、新しい教育手法を確立する。さらに、社会経験の豊
　富な人材の活用や　産業界、行政機関との交流を活発化する。
　・文系理系双方の知見を基に社会問題を考える
　・課題解決手段を多角的に考察できるよう、グループワークで訓練する
〇他団体との連携
　・「ＳＤＧｓ学」の科目を開設し、地域団体や企業と連携しながら社会
　　の問題点を考え、実践的に学びを進める
　・郡山版ＳＤＧｓ学の教材の作成する

授業

〇ＳＤＧｓの理念を踏まえた教育課程を編成し、授業を実践する
　・小、中学校の社会科や特別活動等において、ＳＤＧｓの意義や
　　ＳＤＧｓと身近な生活との関連について学習する
　・「環境」「健康」「人権」「国際理解」などに関する学習を、
　　ＳＤＧｓの目標と関連付けた教科横断的な視点で実践する
　・ＳＤＧｓ出前講座など、外部人材等の活用を図った授業を実践する
　・ＳＤＧｓノートの作成、実用
　・ＳＤＧｓマグネットの活用
　・自由研究でＳＤＧｓに関する研究をする
○高等教育におけるＳＤＧｓに直接関連する講義科目の充実化を図る
　・統計学や機械学習（AI)を中心としたデータサイエンスを実学として
　　学習できる教育体制の確立
　・公表された実際の地域データ、国内外の統計データを活用した統計分
　　析等に関わる教育の充実化
　・過去の疫病感染時の行政対策や
  　経済対策、福祉政策等で成功して
  　いる過去の事例や世界の国々の
 　 政策等を議論し、行政に効率的に
  　フィードバックできる仕組みを
  　明確化できる実学教育の充実

学校
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分野
（カテゴリ）

関連する
ＳＤＧｓのゴール

具体的行動（アクション）

地域貢献

○社会人のリカレント教育の推進と、生涯を通じた学び直しの拠点
　づくり（リカレント教育…社会人の学びなおし）
　・市内立地大学や地元の中小企業を
    中心とした産業界および
    行政機関との連携
　・高齢者の学びの場の提供

ＩＣＴの活用

○情報リテラシーを学ぶ
〇ＩＣＴを活用した交流
　・学校間交流の実施
　・家庭へむけた学校開放の実施
　・学校内でのＳＤＧｓの活動成果を企業や行政に提供し、活動
　　を発展させる
〇情報発信
　・学習活動の情報発信
   （学校でのＳＤＧｓの取り組みを
     オンライン上で公開する）と
    産業界・行政 機関の支援体制の確立

環境・平和・人
権

○環境について学ぶ
　・ペーパーレスの推進
　・大気汚染について考える
　・再生可能エネルギー発電施設を見学する
　・ごみ処理施設を見学する
　・生態系を学ぶ
○水資源を大切にする
　・猪苗代湖、三春ダム（自然を守る、大切にする）
　　安積疏水の歴史を調べる、ゆかりの地を訪ねる
　・節水について考える
　・水道局を見学する
○人権について学ぶ
　・人種差別、コロナ感染症等による差別をなくす
　・いじめ、差別、平等不平等（ジェンダー等）について話し合う
○平和について考える
　・戦争体験を聞く

登校支援
不登校の子ども
達をなくしたい

○いじめ相談窓口
○学びの遅れをサポートする学習プログラム導入と支援
〇オンライン支援の活用

学校
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分野
（カテゴリ）

関連する
ＳＤＧｓのゴール

具体的行動（アクション）

社会貢献活動
【環境活動】

○環境汚染の防止、環境保全の推進
　・枯渇性エネルギーの利用を抑える
　　※仕事の効率化、長時間労働の改善
　・再生可能エネルギーの導入
　・ペーパーレス（コピー用紙・飲料カップ等）の推進
　・簡易包装の推進
　・ゴミ拾い
○生物の保護（動物、植物）
　・動物保護・里山活動・植樹活動
　・職場に緑を増やし、
    空気清浄化、温暖化防止に寄与する
○電気使用削減
　・執務者がいない時間や場所は消灯する
　・クールビズ、ウォームビズ推進
○廃棄ガス軽減
　・マイカー通勤を月１回公共交通機関の利用にする

就職支援

○学生の職場体験
　・就職のミスマッチを
　　減らし離職を減らす

職場環境の整備

職場内の社会教育の推進
○企業、管理職、従業員研修等の実施
　・リスク管理
   （経営、事故・災害、セキュリティ、コンプライアンス等）
　・ハラスメント防止対策
　・メンタルヘルスケア
　・コミュニケーションの活性化
　・テレワークの推進
○女性活躍の推進
○休暇取得の推進
（育孫休暇、地域貢献休暇、
  リフレッシュ休暇、
  セカンドライフ休暇等）
○働く人の負担を減らし離職を減らす
　・ロボットや機械の導入

社会貢献活動
【その他の活

動】

○文化支援
　・イベントの開催
　・文化財の保護
○人権保護
　・女性地位向上
　・障がい者の雇用促進
　・人種差別をなくす
　・貧困問題への支援
　・ハラスメント
   （セクハラ・パワハラ・マタハラ）
    の教育と防止
○健康づくり
　・スポーツ大会等の開催
　・施設整備の支援
　・コロナ感染対策に取り組む
○ものづくりの支援
　・企業訪問の受け入れ
　・商品開発等への資金援助
○地域への支援
　・他団体とのネットワークづくりと連携活動
　・災害時のひと、もの、資金、情報提供等の支援
　・高齢者や引きこもりの方々の雇用促進
　・高齢者世帯へ対する見守り活動
　・休耕地を活用した農業体験等の実施
　・社員食堂やお弁当に地産地消を取り入れる

職場
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分野
（カテゴリ）

関連する
ＳＤＧｓのゴール

具体的行動（アクション）

社会貢献活動
【芸術・文化】

○イベントの開催
○あたらしい文化の創出
○文化財の保護
○ネットワークづくり
○芸術を楽しむ環境づくり
○地域文化・行事の継承

社会貢献活動
【スポーツ】

○イベントの開催
○健康づくりの啓蒙
○ネットワークづくり
○スポーツ観戦で気分転換

社会貢献活動
【環境】

○環境汚染防止の啓発、環境保全の推進
　・ゴミ拾い、美化活動、環境教育・啓発活動等のイベントの開催
　・脱原発をめざす
　・放射能汚染から守る活動
　・ペーパーレスの推進
　・エネルギーの地産地消推進
　・木質バイオマスなどの持続可能
　　なエネルギーの推進
○生物の保護（動物、植物）
　・動物保護、犬猫しつけ教室等の開催
　・里山活動（森林ボランティア）
　・植樹活動
　・家庭菜園の講習

社会貢献活動
【健康】

○講習会、イベントの開催
　（からだ・食（地産地消）・運動等)
○ネットワークづくり
○コロナ感染予防支援
○基幹病院と連携した健康講座の開催
　・出前講座実施
　・情報交換の場の提供
　・健康相談の実施
　・運動の場の提供
○健康寿命の延長
　・健康増進ポイント制度導入

社会貢献活動
【人権・平和】

○人種差別、コロナ感染等による差別
　をなくす
○性暴力・ＤＶなどの暴力防止の
　講座・セミナー・相談会等の開催
○募金活動

社会貢献活動
【コミュニティ

の推進】

○町内会活動の推進
○ご近所のあいさつ・助け合い活動
○都市部と中山間地域の交流
○学校との連携活動
○地域の実情に応じた公民館活動の推進

社会貢献活動
【安心安全なま
ちづくり】

○子どもや高齢者の見守り
　・交通事故防止のための見守り、
　　不審者から子どもを守る
○空き家等の見回り
　・増加する空き家等の防犯対策

地域
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分野
（カテゴリ）

関連する
ＳＤＧｓのゴール

具体的行動（アクション）

社会貢献活動
【児童・学生】

○学習支援
○不登校、引きこもりなどの孤立支援
○子ども食堂
○野外活動
○貧困支援

社会貢献活動
【勤労者】

○生活・住居支援
○技術等習得支援
○ハラスメント
　（セクハラ・パワハラ・マタハラ）の相談、
　心のケア支援

社会貢献活動
【高齢者】

○傾聴ボランティア
○詐欺被害、防止のための相談会等の開催
○配食サービス
○ひとり暮らしの見守り活動
（孤独死・自殺をなくす）
○世代間交流活動
○認知症予防と早期発見
○四季を感じる企画
○お出かけ支援ボランティア

社会貢献活動
【障がい者】

○生活・住居支援
○技術等習得支援
○交流活動
○小規模作業所・共同作業所の開設と運営

社会貢献活動
【災害】

○募金・寄付活動
○災害ボランティア
○模擬災害企画と避難訓練
　・一人暮らしの高齢者の
　　避難支援やお泊り避難訓練

社会貢献活動
【ＩＴ・情報】

○ＩＣＴ・プログラミング講習
○地域の情報発信

地域
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