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今の世界は「持続可能ではない」



「持続可能ではない」とは？

支える地球環境
（気温・気候（水）・土地・海など）

社
会

経
済

不可逆的な変化環境の変化

対応可能な範囲（適応） 崩壊

限界点
（転換点）

人類の経済や社会や文化の発展を育んできた安定的な気候や環境は、
人の活動の影響によって崩され、我々が自然と享受してきたこうした
環境を将来世代は得られなくなりつつある。



本当にそうなのか?



持続可能か否か



国際的な課題になった経緯と背景

「持続可能な開発」



「持続可能な開発」が提唱された背景

1945年: 国連設立（平和構築・人権・経済格差の是正など）
1960年代: 欧米や日本で経済成⾧・工業化・都市化が進行し公害が国境を超えた問題に
1972年: 国連人間環境会議（ストックホルム会議）:国連環境計画（UNEP）の発足

・環境問題は先進国だけの問題で経済発展を阻害させる要因ではとの声も（相反する課題?）
・問題が深刻化し広範囲に広がる。オゾン層破壊に関する国際的な議論などが進む

1982年: UNEPナイロビ会合（この会合で世界規模の課題とされる）

・この会合の場で日本国政府が環境保全と経済発展の考え方について提言を行う委員会の設置
を提案。環境と開発に関する世界委員会（通称ブルントラント委員会）が後に設立される。

1987年: ブルントラント委員会報告書:“持続可能な開発”が定義される。

“将来の世代のニーズを損なうことなく、現在の世代のニーズも満たす開発”

SDGsの基礎を成す考えは「経済発展と環境保全の両立」を追求して生まれた概念



「持続可能な開発」の実現に向けた取組

1987年: ブルントラント委員会報告書:“持続可能な開発”が定義される。
・冷戦の終結:ベルリンの壁崩壊（1989年）、ソ連の崩壊（1991年）
・新たな時代への期待感が高まる

1992年: 「環境と開発に関する国際連合会議」地球サミット（リオ・サミット）

＜3つの条約（リオ3条約）＞
・気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）
・国連生物多様性条約 （CBD）
・国際連合砂漠化対処条約（UNCCD）

＜行動計画（アジェンダ21）＞
21世紀に向け持続可能な開発を実現するために
各国および関係国際機関が実行すべき行動計画。
【構成】

第一部:社会的・経済的側面
第二部:開発資源の保護と管理
第三部:主たるグループの役割強化
第四部:実施手段

国際社会が持続性を脅かす恐れのある地球規模課題への取組を本格的に開始

＜原則の合意（リオ宣言）＞
持続可能な開発の概念を基にした、27原則から成る
宣言（「共通だが差異のある責任」第7原則など）

*オゾン層の保護のためのウィーン条約（1985年）、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書（1987年）



「持続可能な開発」の実現に向けた取組

1992年: 「環境と開発に関する国際連合会議」地球サミット（リオ・サミット）
・リオ宣言、リオ3条約、アジェンダ21

2000年: 「国連ミレニアム・サミット」:ミレニアム宣言採択
2002年: 「持続可能な開発に関する世界首脳会議」リオ＋10
2012年: 「国連持続可能な開発会議」リオ＋20 
2015年: 「国連持続可能な開発サミット」

・アジェンダ2030:持続可能な開発目標（SDGs）の採択



科学的な裏付けは?



疑問と課題

 これまでにも「危機」と言われてきたけれども問題なかったじゃ
ないか。

 地球環境は非常に複雑であり、科学的な理解が足りていないので
はないか。

 科学者によって異なる主張があり、一方の主張に偏るのは危険だ。
 人間の環境への影響は限定的であり、自然現象の方が影響がある
のではないか。

 影響があるとしても、影響は微々たるものではないか。
 そもそも対策を講じることは可能なのか。
 限界点や転換点を知ることは可能なのか。

科学的確実性が欠如していたとしても、重大な危機の可能性がある
以上、対策を講じる必要性は当然ある。



国際社会の対応

この課題に対して国際社会はどの様に対応してきたのか。
（*オゾン層の問題に関する国際的な取組は成功事例と言える←原因やリスクが比較的単純
で分かりやすく、対策を講じることも（時間はかかったものの）可能であった）

＜気候変動＞
1988年: 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）設置
「人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学
的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、1988 年に国連環境計画（UNEP）と
世界気象機関（WMO）により設立された組織」

（JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センターのウェブページより抜粋）

政策決定者のために、気候変動に関わる科学的な分析状況を定期的に評価し提供する組織。
そのため、政治的に中立であり、自ら研究は行っていない。
気候変動に関する世界中の研究成果（査読されてるもの）を集約し、科学界が合意できてい
る点、できていない点、さらに調査が必要な点などを包括的に評価している。

現代科学の英知を集結させ、政治的に中立な結果を提供している組織



気候変動の事例

1988年: 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）設置（UNEPと世界気象機関（WMO））
1990年: IPCC第1次評価報告書「科学的不確実性はあるものの、気候変動が生じる恐れは否定できない」
1995年: IPCC第2次「全球平均気温および海面水位の上昇に関する予測から、人間活動が、人類の歴史上かつてないほど

に地球の気候を変える可能性がある」
1997年: 京都議定書
2001年: IPCC第3次「過去50年間に観測された温暖化のほとんどが人間活動によるものであるという、新たなかつより強

力な証拠が得られた」「(同報告書で)予測された気温上昇率は少なくとも過去1万年の間にも観測されたことがな
いほどの大きさである可能性が高い」

2007年: IPCC第4次「気候システムの温暖化には疑う余地がない」「20世紀半ば以降に観測された世界平均気温の上昇の
ほとんどは，人為起源の温室効果ガスの増加によってもたらされた可能性が非常に高い」

2014年: IPCC第5次「気候システムの温暖化には疑う余地はない」「気温、海水温、海水面水位、雪氷減少などの観測事
実が強化され温暖化していることが再確認された」「人間の影響が20世紀半ば以降に観測された温暖化の支配的
な要因であった可能性が極めて高い」

2015年: パリ協定の採択
2018年: IPCCの1.5℃特別報告書:1.5℃と2.0℃上昇の影響の差が非常に大きくなる可能性を指摘（限界点・転換点?）
2021年: IPCC第6次「人間の活動の影響によって大気、海洋、陸地が温暖化していることは疑う余地がない」

COP26「気温上昇を1.5℃に抑えるための努力を追求」と明記される



IPCC 1.5℃特別報告書（2018年10月）

●既に約1℃温暖化している。
●今ペースだと2040年前後に1.5℃到達

IPCCレポートをIGESが翻訳

1.5℃

気温上昇が1.5℃の場合と2℃
の場合とでは環境へのインパ
クトが大きく異なることが示
された。
気温上昇を1.5℃に抑えるた
めには、全世界の人為的な正
味二酸化炭素（CO2）排出量
を、2030年までに2010年
の水準から約45%減少させ、
2050年頃に「正味ゼロ」を
達成する必要がある

＊日本を含む全ての国で2050年頃に
「正味ゼロ」を達成する必要があり



生物多様性

＜IPBES＞生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム
“IPCCの生物多様性版”と呼ばれている。地球規模評価報告書は3年間かけてまとめられて
おり、15,000以上のレビュー・コメントを通ったもの。

「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書（2019年）」
“この50年間で世界人口は倍増、世界経済は4倍近く成⾧、世界貿易は10倍に増加し、これらが組み
合わさってエネルギーと物資の需要を増大させている” “世界の陸地の75%が著しく改変され、海
洋の 66%は累積的な影響下にあり、湿地の85%以上が消失した” “本評価報告書で評価した動物
と植物の種群のうち平均約25%が絶滅の危機にある。これは推計100万種が既に絶滅の危機に瀕し
ていることを示唆している” “地球上の種の現在の絶滅速度は過去1,000万年平均の少なくとも数
10倍、あるいは数100倍に達していて、適切な対策を講じなければ、今後さらに加速するであろ
う” “食料や農業に利用されている家畜哺乳類動物6,190品種のうち559品種（9%超）が2016年
までに絶滅した。さらに、少なくとも1,000品種が絶滅の危機に瀕している”（政策決定者向け要約
（日本語版）より一部抜粋）

IPBES生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書－政策決定者向け要約（日本語版）
https://www.iges.or.jp/jp/publication_documents/pub/translation/jp/10574/IPBESGlobalAssessmentSPM_j.pdf



「科学的」な理解

Climate Change（気候変動） → Climate Crisis/Breakdown（気候危機・崩壊）
Global Warming（温暖化） → Global Heating（過熱化）

Biodiversity Loss（生物多様性の損失） → Earth‘s Sixth Mass Extinction（第6次大量絶滅期）

支える地球環境
（気温・気候（水）・土地・海など）

社
会

経
済

急激・不可逆的な変化環境の変化

対応可能な範囲（適応） 崩壊の可能性

限界点・転換点に近い



人口増加と都市化

1960年代:欧米や日本で経済成⾧・工業化・都市化が進行し公害が国境を超えた問題に

世界人口は現在の78億人から2050年に97億人となる見込み（1987年は50憶人）
（国連経済社会局人口部:世界人口推計2019年版データブックレット）

(Photo of Mexico City: PABLO LOPEZ LUZ / BARCROFT MEDIA / Landov)

100憶人:一人ひとりに世界の土地を
均等に与えるとしたら、一人当たりの
面積は野球場より少し大きい程度の土
地にしかならない（約1.5ha）そのう
ち現在29％は氷河や不毛な土地、
26％は森林、34％は作物栽培や畜産
利用されている。

世界の都市化率は約54％。2050年に
約70％になる予想＝「都市の世紀」

＝持続可能ではないし、今後更に
状況が悪くなる?



進むべき方向性



2009年 人類が生存できる安全な活動領域
とその限界点を定義する概念（プ
ラネタリー・バウンダリー）が提
唱される（ストックホルム・レジ
リエンス・センターのヨハン・ロ
ックストローム博士など）

2013年 プラネタリー・バウンダリーに社
会的な床（基盤）を加えた考え
（ドーナッツ経済）が提唱される
（ケイト・ラワース）

2015年 アジェンダ2030の採択:持続可
能な開発目標（SDGs）の中にド
ーナッツ経済の考え方が取り入れ
られている。

これからの「発展」の考え方

2013年 The Doughnut of Social and Planetary Boundaries (Kate Raworth)

環境的な天井（上限）を超過せず、社会的な
床（基盤）が不足しない社会を目指す



 戦後の経済発展や都市化により環境問題が国際的な課題となり、国連環境計画
（UNEP）が発足されてから40年以上もの間、開発と環境保全の両立に向けた議論が
進み、2015年にそれがSDGsという形で、世界共通の指標として定められた。

 その間、世界の人口は倍増し、都市に住む人口も約37％から54％にまで増加。技術
の進歩や環境意識の向上により、資源の有効活用や保全活動が進んでいる側面はあ
るものの、拡大する経済により環境負荷は減るどころかむしろ年々増加。

 多くの科学者が恐れていた通り、またはそれ以上のスピードで環境が変化してきて
いることも調査や実測値などから分かってきており環境の不可逆的変化の転換点に
近づいている。

 人類の経済や社会・文化の発展を育んできた安定的な気候や環境は崩れ、資源が失
われつつあり、我々が自然と享受してきたこうした環境を将来世代は得られなくな
りつつある。

これからの「発展」の考え方

地球規模課題の危機的な状況にあり、経済・社会の在り方に対して根本的
な変革が必要とされている。



SDGs（持続可能な開発目標）

将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満足させるような開発を実現
させるための指標。
プラネタリー・バウンダリー内で人類が発展を続けるためには、全ての指標を満た
さなければならない。気候変動は重要な課題ではあるが、考えるべき課題は当然そ
れだけではない。

例）
ジェンダー平等⑤を達成さ
せ、経済を成⾧⑧も実現さ
せ、気候変動に対す対策⑬
を講じていても、貧困①問
題や教育④を蔑ろにする社
会であれば、持続可能な社
会とは言えない。逆も然り。



日本の自治体にとっての意味

 日本は急速な人口縮小、高齢化、財政縮小が進む中で生活の水準をどのようにして維持
・改善できるか問われている（社会的な基盤の維持・改善）。

 日本は資源の対外依存度が高く、漁獲量は減少傾向が続き、農業全体の生産額も減少傾
向。地震や津波による災害リスクの他、気候由来の災害リスクも高い。

【日本の自給率】
 食料自給率:37％（2018年）（カロリーベース）
 木材自給率:36.1%（2018年）
 エネルギー自給率:9.6％（2017年）

 日本は世界第3位の経済国であり、経済のグローバル化、都市化、生産の効率向上などに
よる恩恵を受けてきたが、それだけ世界の環境に負荷を与えてきた側にいることを自治
体も認識しなくてはならない。

 地球の比較的安定している環境は限界点に近づいていることを認識し、SDGsを単なる
2030年までの目標と捉えるのではなく、今ある課題・これからの課題を包括的に考察す
るツールと認識し、持続可能な発展に向けた具体的な取組に活用することが望まれる。



自治体の位置付けと、求められる行動



自治体の位置付け

1992年: 「環境と開発に関する国際連合会議」地球サミット（リオ・サミット）
＜行動計画（アジェンダ21）＞

21世紀に向け持続可能な開発を実現するために各国および関係国際機関が実行すべき行動計画。
【構成】

第一部:社会的・経済的側面
第二部:開発資源の保護と管理
第三部:主たるグループの役割強化
第四部:実施手段

持続可能な開発の実現には、地域レベルの活動が重要であるとの認識のもと、自治体は社
会経済を構成する主要な主体（主たるグループ）として取り上げられており、その役割と
行動計画が明記されている。また、自治体は“ローカル”アジェンダ21の策定が推奨される

＜主要な主体＞（後に各主体は“Constituency”として国連の議論に正式に参加することになる）

「自治体」の他、「女性」、「子供とユース」、「先住民」、「非政府組織（NGO）」、「労働者と
労働組合」、「ビジネスと産業界」、「科学および技術コミュニティー」、「農民」が主要な主体と
して明記されており、それぞれの行動計画が書かれている。



アジェンダ21で社会を構成する主要な主体の役割や関わりが重要であるとされたのを受けて、国連の持
続可能な開発に係る各条約事務局は各主体を「Constituency」として認識し、条約の締約国による会議
にオブザーバーとして参加を推進。
イクレイは自治体のConstituencyであるLGMAを取りまとめており、自治体の声を国連に届ける役割を担
っている。

<９つの“Constituencies”>（承認順）
1. Business and industry NGOs (BINGO) 
2. Environmental NGOs (ENGO)
3. Local government and municipal authorities (LGMA) 
4. Indigenous peoples organizations (IPO) 
5. Research and independent NGOs (RINGO) 
6. Trade union NGOs (TUNGO) 
7. Women and Gender (WGC)
8. Youth NGOs (YOUNGO)
9. Farmers and agricultural NGOs (Farmers) 

自治体の位置付け：“Constituency”

LGMAの代表としてフィンランドのトゥルク
市⾧が自治体の取組を紹介（COP25）



気候変動COP26-自治体の取組

 各国の自治体から多くの首⾧級や市議
会議員を含む400人以上がCOPに参加。

 イクレイはLGMAとしてスコットラン
ド政府の支援のもとパビリオンを開設
。世界各国の自治体や自治体関係者と
連携し、60以上のイベントを開催。

脱炭素化に向けて取組む日中韓と
豪・大洋州の自治体によるセッショ
ンを開催（富山市・横浜市）

日本や他国のパビリオンで先進的な自治体によ
る取組を紹介（⾧野県・京都市・北九州市・豊
田市・真庭市・浪江町）



気候変動COP26-自治体の取組

 イクレイはUNFCCC公認の自治体団体（LGMA）としてスコッ
トランド政府の支援のもとパビリオンを開設し、世界各国の
自治体や自治体関係者と連携し、60以上のイベントを開催。

 COP26の様々な場面で自治体の取組みや役割、また国との連
携強化の必要性を発信。

国連事務総⾧や英国首相に対して、パリ協定の実現には国と自治体の協力が必要不可欠であ
る点を強調。優良事例として日本の取組みに関しても言及。

国連事務総⾧
英国首相

イクレイ代表

プレス・カンファレンスで自治体に関連する取組を
発信（自治体代表、UNHabitat 、環境省）ロイタ
ーなど国際記事で日本の取組みが言及される）



気候変動COP26-グラスゴー気候合意

Glasgow Climate Pact

前文

I. 科学と喫緊性（Science and urgency）

II.適応（Adaptation）

III.適応ファイナンス（Adaptation finance）

IV.緩和（Mitigation）

V.緩和と適応に必要なファイナンス、技術
移転、キャパビル（Finance, technology 
transfer and capacity-building for 
mitigation and adaptation）

VI.損失と被害（Loss and damage）

VII.実施・実装（Implementation）

VIII.協力（Collaboration）

＜前文＞

“気候変動と生物多様性損失による危機は互いに関連して
いる”

＜科学＞

“人為的な活動により気温は既に1.1℃上昇しており、あら
ゆる地域で影響が出ており、最大限の懸念を表明”

＜緩和＞

“気温上昇を1.5℃に抑えるための努力を追求・・・目指す
には2010年基準で2030年までに45％削減、2050年まで
にゼロカーボンを達成する必要がある“ ”石炭火力の段階
的削減へ努力する”

＜協力＞

“（自治体や企業等の非政府主体の行動を強化する）マラ
ケシュ・パートナーシップの改善を歓迎” “9つの
Constituenciesを含むオブザーバ組織の役割が重要”



温暖化を1.5℃に抑えるために残された温室
効果ガスの量（カーボン・バジェット）

20502030

-15

-45

2010

-80

 1.5℃に抑えるためには、2010年を基準にして、
2030年までに-45％、2050年にはゼロを達成させ
る必要がある。

 2050年ゼロカーボンの共通目標を持っていても、
2030年目標によって、カーボンの総排出量が大き
く変わる（先進国はより急速な削減が求められて
いる背景）



ここまでの「まとめ」

 気候変動は大きなリスクであり、気温上昇を1.5℃上昇の抑えるために早急
かつ大胆な対応が必要とされている。

 国際社会が課題解決に向けて協力する中で、対策が遅れることは避けなけれ
ばならない（世界各地で発生している気候由来の災害に対する責任論につな
がる。また、海面上昇により国土消失の危機に瀕している国や地域がある点
も忘れてはいけない）。

 他方で、持続可能な社会の実現に向けた課題は気候変動だけではなく、包括
的な対応を検討し実行していく事が必要（気候変動が大きな課題だからと言
って、原発を推進して良いとなるのか）。

 専門家も対応に関する「正解」を知っているわけではない。
 課題解決に向けた選択肢はまだ残されている。ただし残された時間は僅か。

将来世代に対して、最大限努力したと胸を張ることができるのか、問われて
いる。



事例



ボストン（米国）
1. 総合計画を策定するプロセスで、市が将来どうあるべきか、住民や利害関

係者の意見を集約し、5つの大目標、その達成に向けた14の成果目標、進
捗を測る評価指標を設定するなど、対話を通じた将来のあるべきビジョン
の策定と、それに向けた具体的な目標を策定。目標に対する進捗状況を分
かりやすくウェブサイトに公開。

2. 気候変動分野の計画策定には、民間企業が計画の策定に直接関わることが
できる体制を構築するとともに、調査・研究が必要な分野に関しては、域
内の大学や研究機関と協働し、科学的根拠に基づく政策を策定するなど、
さらにインクルーシブな仕組みを構築。

3. 市の計画を、社会経済の主要な主体と共に作り上げていくというプロセス
がその後の政策の実効性・効率性・スピードに寄与するとの考えが一貫し
ており、それに伴う様々な取組が注目されている。

4. 建物分野はボストン市の総排出量の75％程度を占める主要排出源



ボストン（米国）
2013年:Building Energy Reporting and Disclosure Ordinance（BERDO）中・大規模ビルは年間のエネルギ

ーと水の使用量の報告し、その内容を公開することを定めた条例
2016年:脱炭素化を宣言
2017年:総合計画で脱炭素の位置づけを整理。本格的な検討を開始
2019年:Green Ribbon Commission（民間企業）、ボストン大学が中心となり、分野や課題別にワーキンググ

ループを構成し、パブコメや公聴会を通じて脱炭素化に向けた現状分析・シナリオ・政策オプションな
どを取りまとめ概要報告書を発表。続いて、テクニカル概要で分析手法を明確にするとともに、排出が
多い建築物・運輸交通・廃棄物の3分野の現状分析と削減に関する考え方を整理した報告書を順次発表。

2021年:BERDOを改定し、建物の種別ごとに床面積あたりのCO2排出の上限を制定

概要報告書 社会的公正
報告書

テクニカル
概要

オフセット

廃棄物
（汚水）建築物 運輸交通

エネルギー

総合計画で脱炭素に
関する考えを整理

脱炭素を目指すこと
を基にした現状分析 技術や方法論に関する検討に係る報告書

社会面で必要な配
慮に関する分析



情報公開

市の目標に対する進捗状況や科学的
な知見の共有、データの公開には地
図やグラフなどを活用しており、ユ
ーザー目線での工夫が多くみられる

指標に対する進捗状況をグラフで表示

例えばユーザーが災害リスクマップに社会経済データを重
ねて表示できるようになっている（図は、高温化予想図
（赤）に高齢者が多く暮らす地域（緑）を重ねたもの



ストックホルム（スウェーデン）

人口約98万人
＜温室効果ガス排出量:3.7t-CO2/人（2010年）→ 1.9t-CO2/人（2019年）＞

欧州の首都の中でも、最も急速に人口が増えている都市のひとつ（都市圏での増
加は年間約1.7～1.9％）。都市の40％は緑地で、早くからエネルギー効率の観点
から地域熱配給事業に取組み、バイオ燃料の活用を進めるなど欧州を代表する環
境先進都市。
2010:“歩きやすさ”をテーマにした都市計画策定
2015:「Stockholm’s Vision 2040」を策定。2040年に向けて成⾧、発展、持続性、

住みよさ、の4つの分野の戦略を打ち出す。
2016:2040年までに脱化石燃料を目指した戦略「Strategy for a fossil-fuel free 

Stockholm by 2040」を発表。2030年までに市や市の事業の脱化石燃料化宣言。
2017:Greener Stockholmの採択
2018:都市計画を改定。2040年ビジョンや脱化石燃料に向けた検討を取り入れている。



ストックホルム（スウェーデン）
＜再開発地域の総合都市開発を通じた取組み＞
 2009年にストックホルム・ロイヤル・シーポート地域を「持続可能な地域」に指定（土地は市が

保有）。2011年から建設が進み（入居は2012年から）、開発と共に基準（例:2012年に新規建
築物におけるエネルギー使用量を55 kWh/m2/year に定め、2016年には緑地面積指標、エネル
ギー指標、モビリティー指標などを導入）を整備する方法をとっている。

 利害関係者参加型で進められており、開発業者を対象とした勉強会やB2Bの機会などを設け、取
組みを通じた産業振興を同時に目指している。

 投資額:約22憶ユーロ、面積:236ha、CO2排出目標:2020年までに1.5 t/人/year 以下



ベクショー（スウェーデン）

人口約7万人
＜温室効果ガス排出量:1.9 t-CO2/人（2016年）＞
森林に囲まれた小規模都市。森林資源を活用しGHG排出を大幅に削減しつつも、同資源
を活用した経済政策で経済成⾧を実現させている。2030年までに化石燃料ゼロを目指す

＜エネルギー政策＞
 2030年までに化石燃料ゼロ
 居住者一人あたりのエネルギー使用量を、2008年から2020年の間に20％削減
 太陽光、風力、水力による市の電力生産量を、2020年に4500MWh以上にする

＜住宅・建築物政策＞

 市の建物における平方メートル（m2）あたりのエネルギー使用量を、2010年から2020年の間
に20％削減する

 2020年までに、市や関連公社による新規建設物の50％は木材を中心とした建築物にする
 2020年までに、スモーランド地方は林業でヨーロッパを先導する地域になることを目指す



ベクショー（スウェーデン）

出典：M. Johansson, T. Schauerte, Nine story residential timber construction and the 
wood building strategy of Växjö municipality, Internationales Holzbau-Forum IHF, 
2015 

（雨水を避ける施工方法:ベクショー市提供）



ドノスティア・サンセバスチャン（スペイン）

人口約18万人

コンパクトで平地が限られており、中心街はアパート中心で人口密度が高く、中心街以外は
坂道が多い。近郊に工業地区が点在しており、市外からのアクセスの確保が重要。また、大
学の校舎が多く研究機関も多い。

＜取組概要＞
90年代から市中心街の大規模な改良事業を進め、旧市街の車両乗り入れを制限し、その他の
道路に関しても順次車両を規制し歩行者と自転車専用道路の整備を進めた。また、大規模な
地下駐車場を市内に数か所整備し渋滞を緩和するとともに、公共バス交通の整備の他、自転
車も乗り入れられるエレベーターやエスカレーターを導入することで車椅子・自転車や高齢
者にとって移動が困難な地域のアクセス向上を図っている。
2016年には持続可能な都市モビリティーを含めたスマート計画（2016－2020）を発表。
モビリティーの他、エネルギー、統合技術（応用ICT）、オープン（情報公開）でスマート
な政府（効率の良い）、スマートな暮らし方などを基軸に複合的な活動を展開。



ドノスティア・サンセバスチャン（スペイン）

教会の下に整備された駐車場（384台分
の駐車場を地下に整備
(Google Mapより)

中心市街地の商店は自転車で
物資の搬入を行っている



ドノスティア・サンセバスチャン（スペイン）

垂直交通システム

市内に公共のエスカレーターやエレベーターを設置（特定地域の孤立
を防ぎ、高齢者や障害を持つ市民にも優しい）



ドノスティア・サンセバスチャン（スペイン）

＜インフラの整備＞
・自転車専用道路
・歩行者専用道路
・駐車場

 アクセス＝生活の質向上
 分かり易く表示
 小さく成功事例を作り拡大

公共バスの乗り継ぎを安価に
（バスを30分以内に乗り継ぐ
と追加運賃はかからない）




