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２ SDGs実践活動

▲大学生によるレクチャー

▲SDGs活動としての位置づけ

▲ゴミ拾いの様子

▲多くの子どもが参加した

▲収集し仕分けされたゴミ

▲携帯電話や財布など

２－１　岡山市SDGs「西川クリーン探検ＤＡＹ」

　８月23日（日）、岡山市西川をせき止め清掃活動「西川クリーン探検DAY」が開催された。７時30分、
下石井公園出石コミュニティハウスに集合、岡山大学から、地域総合研究センター前田芳男副センター
長、岩淵泰准教授が参加した。
　西川清掃は、もともと農業用水である西川のメンテナンスを目的に行われていた「川干（かわひ）」
作業であったが、下流部の農家が減少して作業を担えなくなったことなどから、岡山市庭園都市推進課
においてイベント化して存続させたものである。同課は、この機を活用して市民の環境学習やまちづく
りへの関心喚起の場として活用することとした。平成30年度より、周辺の小学生や保護者にも参加を呼
びかけ、子どもたちも多く参加している。令和２年度は、岡山大学の教養科目「桃太郎・桃子チャレン
ジ」の授業の一環として学生も清掃活動に参加し、併せて小学生に対してSDGsのミニレクチャーを実
施した。
　今回のクリーン活動には、岡山中央小学校、大安寺中高校生、岡山大学生、ライオンズクラブ、地域
NPOや岡山市などの関係者、約70人が参加した。例年になくゴミが少なかったとの印象。西川が市民
の理解と協力で綺麗になった成果である一方で、新型コロナ災禍の影響で人出が無いことも要因である
可能性が指摘された。ともあれ、継続的なクリーン活動が実を結び、西川からゴミが減り、綺麗に蘇っ
たことで、水生生物も住みやすい環境になったと評価している。

２－２　倉敷市水島でのSDGs環境学習への取り組み

▶２-２-１　「水島滞在型環境学習コンソーシアム」
　全国で地方創生の取組みが進むなか、高梁川流域では、昭和29年に大原總一郎氏らによって設立され
た高梁川流域連盟の理念を礎として、時あたかも、倉敷市が高梁川流域中枢拠点都市となり、流域圏の
七市三町に暮らす隣人たちが手を携えて、地域の明るい未来を創るために産官学民が連携して多様な活

２ SDGs実践活動



9

SDGs実践活動  ２

動を展開している。
　また、市民活動の視座からは、平成15年から流域の環境教育を中心に活動を続けるGREEN DAY活
動を契機として、平成27年度に（一社）高梁川流域学校が、さらに、平成25年度には水島で「環境学習
を通じた人材育成・まちづくりを考える協議会」が設立されている。そして、平成28年度には、倉敷で
のG７教育大臣会合を契機に、ローカルサミットin倉敷おかやまが開催され、国内外を問わず高梁川流
域での取り組みに注目が集まり、この潮流に呼応して、高梁川流域の市民・企業・行政・大学などが一
堂に会したシンポジウム「世界一の環境学習のまち みずしまを目指して」において、滞在型環境学習
プログラムが提案された。
　こうした高梁川と瀬戸内海が育んできた水島の豊かな自然や環境、歴史・文化・風土、暮らしや水と
命、そして企業活動が生み出す英知を結集し、また、倉敷が日本遺産に登録された時宜を得た地方創生
への気運の高まりを活かして、本格的な滞在型環境学習プログラムを企画・実施することにより、地域
はもとより世界の子供や若者たちに、人類と自然が織り成す地域社会の素晴らしさを伝え、世界一の環
境学習のまち“みずしま”の創造をめざしている。
　そして世界的な時代の潮流がSDGsをゴールに掲げるなかで、これまでの活動が実を結び、水島・高
梁川流域の市民・企業・行政・大学などが一堂に会し、持続可能な地域づくりを担う人材を育成するこ
とを目的に「みずしま滞在型環境学習コンソーシアム」を立ち上げることとなり、平成30年３月29日、
倉敷市の環境学習センターにおいて「みずしま滞在型環境学習コンソーシアム」の発起人会が開催され、
G７倉敷教育大臣会合「倉敷宣言」の具現化と2030年に向けて世界が合意した「持続可能な開発目標

（SDGs）」を活動の理念に据えることが確認された。設立の目的である、高梁川流域において、持続可
能な地域づくりを担う人材を育成するために、倉敷水島地域を今後ますます増加が見込まれるASEAN
諸国、そして世界から集う留学生の学びの拠点、フィールドとして活用し、さらに、地域で生まれ育つ
子どもが、地域の自然・文化・暮らしに触れ、地域への愛着を持てる地域社会の持続可能性を発見する
教育プログラムを開発することにより、地域を愛し、地域に根づくグローバル人材の育成をめざして産
官学民が連携して事業を展開することを宣言した。この活動は文部科学省のHPでも取り上げられるま
でに注目を集めている。
　令和２年度は、新型コロナ災禍の影響により、対面での活動を控えざるを得ない状態が続いたが、よ
うやく７月３日（金）、倉敷市本庁舎でみずしま滞在型環境学習コンソーシアムの企画会議が開催された。
また、会議終了後に美観地区へ会場を移して、引き続き情報交換会を開催した。参加団体・組織は、倉
敷市、萩原工業、高梁川流域学校、みずしま財団、岡山大学という産官学NPO連携による開催。

参考として文部科学省のHPを引用紹介する。
「平成28年５月のG７倉敷教育大臣会合で採択された「倉敷宣言」を踏まえたSDGsの展開の一環で、
平成30年３月29日に岡山県倉敷市水島地区、高梁川流域の市民・企業・行政・大学による「みずしま滞
在型環境学習コンソーシアム」が発足した。同コンソーシアムは、以下１．～３．の３つのゴールを掲
げ、産業界、自治体、地域住民、大学が協働して、高梁川流域・倉敷水島が考えるG７倉敷宣言・
SDGsを具現化するものである。
　１． 高梁川流域と瀬戸内海の自然、文化、暮らしに直接触れる滞在体験型学習を通じて地域社会の持

続可能性を発見
　２． 未来を担う若者たちの思いを込めた流域のビジョンづくりなど実践型教育で地域を愛し地域に根
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▲大学生によるレクチャー

▲SDGs活動としての位置づけ

▲ゴミ拾いの様子

▲多くの子どもが参加した

▲収集し仕分けされたゴミ

▲携帯電話や財布など

２－１　岡山市SDGs「西川クリーン探検ＤＡＹ」

　８月23日（日）、岡山市西川をせき止め清掃活動「西川クリーン探検DAY」が開催された。７時30分、
下石井公園出石コミュニティハウスに集合、岡山大学から、地域総合研究センター前田芳男副センター
長、岩淵泰准教授が参加した。
　西川清掃は、もともと農業用水である西川のメンテナンスを目的に行われていた「川干（かわひ）」
作業であったが、下流部の農家が減少して作業を担えなくなったことなどから、岡山市庭園都市推進課
においてイベント化して存続させたものである。同課は、この機を活用して市民の環境学習やまちづく
りへの関心喚起の場として活用することとした。平成30年度より、周辺の小学生や保護者にも参加を呼
びかけ、子どもたちも多く参加している。令和２年度は、岡山大学の教養科目「桃太郎・桃子チャレン
ジ」の授業の一環として学生も清掃活動に参加し、併せて小学生に対してSDGsのミニレクチャーを実
施した。
　今回のクリーン活動には、岡山中央小学校、大安寺中高校生、岡山大学生、ライオンズクラブ、地域
NPOや岡山市などの関係者、約70人が参加した。例年になくゴミが少なかったとの印象。西川が市民
の理解と協力で綺麗になった成果である一方で、新型コロナ災禍の影響で人出が無いことも要因である
可能性が指摘された。ともあれ、継続的なクリーン活動が実を結び、西川からゴミが減り、綺麗に蘇っ
たことで、水生生物も住みやすい環境になったと評価している。

２－２　倉敷市水島でのSDGs環境学習への取り組み

▶２-２-１　「水島滞在型環境学習コンソーシアム」
　全国で地方創生の取組みが進むなか、高梁川流域では、昭和29年に大原總一郎氏らによって設立され
た高梁川流域連盟の理念を礎として、時あたかも、倉敷市が高梁川流域中枢拠点都市となり、流域圏の
七市三町に暮らす隣人たちが手を携えて、地域の明るい未来を創るために産官学民が連携して多様な活
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▲おかみさんの会の講話 ▲パーキングディの全体像 ▲振り返りワークショップ

付く人材を育成
　３． イノベーション創出と暮らしや自然環境が調和する未来社会の実現に向けた英知と努力を世界の

人々が学ぶ
岡山大学は、滞在型環境学習プログラムの開発と改訂、学生の参加等を通じて、同コンソーシアムの参
画機関として協働する。参画機関：萩原工業株式会社、倉敷市、倉敷商工会議所、みずしま財団、岡山
大学等
期待される成果
　上記滞在型環境学習プログラムに参加した学生等が、人の暮らしや企業活動が相互に関連し合う状況
を倉敷市水島地区での滞在型環境学習への参画を通じて知り、自らの課題意識や専門領域での学びと関
連付けた深い理解を得ることで、自ら問いを立て、解決方法を主体的に考える力を持った人材へと成長
することが期待される。」と紹介されている。

　この活動は、岡山大学が進める実践型社会連携教育の取組みとして開発した教育プログラムがきっか
けで、地域総合研究センターの教員が総がかりで担当、今年度は、岩淵泰准教授が主に担当した。こう
した教育プログラムが、留学生を対象とした実践型教育や高校生の地域活動、水島での環境やまちづく
りをテーマとしたイベントなど、様々なスタイルで発展展開を続けている。
　次年度以降も、更なる本格的な環境学習プログラム体系の構築をめざして、新型コロナ災禍の影響は
懸念されるも、SDGs実践活動を継続していく予定。

▶２-２-２　岡山大学実践型社会連携授業
　令和元年度に続き、倉敷市水島商店街で水島パーキングディに参加した。参加人数は、授業履修生の
６名、まちづくりボランティアの２名、前田芳男副センター長、岩淵泰准教授の10名であった。
　パーキングディとは、車中心の道路空間を市民活動の場に変えていくカリフォルニア発祥のまちづく
りアプローチであり、９月18日に世界同一の日で行っている。昨年度、サウミャ・キニ研究員の提案で
行われ、場所は、百貨店の跡地を利用した。
　９月17日（木）、受講生は水島のまちづくり理論を学んだ。講義は、塩飽敏史氏（みずしま財団）、古
川明氏（ミズシマ・パークマネジメント Lab．）が担当した。９月18日（金）は、午前から午後にかけ
て設営を準備し、16時からパーキングディを行った。パーキングディでは、カフェテラス、憩いの場、
卓球、大学生が提供するスポーツなどを楽しめる他、みずしまおかみさんの会から「商店街が一番元気
だった頃」についてのお話をうかがった。また、古城池高校の学生もパーキングディに参加し、まちづ
くりについて意見交換も行われた。取組みの詳細については、資料編山陽新聞デジタル・岡山まちづく
り探検を参照してもらいたい。
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２－３　SDGsで描く「倉敷市第7次総合計画」

　高梁川流域７市３町の中核市である倉敷市では、令和３年度から10年間の総合計画を策定するため、
令和元年11月22日、第７次総合計画審議会が発足、三村聡センター長が会長として策定に向けた審議に
携わり議論を進めてきた。35名の委員５分科会で構成。

①　４月21日
　岡山県はじめ全国に緊急事態宣言が出されるなか、倉敷市と「SDGsを念頭に置いた倉敷市第７次総
合計画（10か年計画）」の策定に向けてオンライン会議が実施された。これまでの結果を検証し、市民
や委員の意見に基づき、市の担当部局が作業を進め、委員の意見を集約、素案（たたき台）のとりまと
めに向けた作業の実施を確認した。
　新型コロナ収束の時期が不透明で不安が積もる毎日、ウイルス感染の怖さ、人を不安や疑心暗鬼に陥
れる怖さ、そして無意識のうちに人を差別してしまう怖さが指摘され、一方で、こうした未曽有の事態
だからこそ、倉敷市の支援を通じて、改めて、人の絆や結びつきの大切さ、そして幸福に暮らせる環境
整備の重要性を確認した。

②　７月14日
　倉敷市第７次総合計画審議会第５分科会（SDGs・市民協働・コミュニティ・行財政など）が、倉敷
市本庁舎において、開催された。倉敷市議会議長、倉敷商工会議所会頭（この日は欠席）、中国銀行倉
敷支店長など７名で構成され、三村センター長が分科会長を担当、進行役を務めた。事務局より、これ
までの議論を踏まえた具体的な柱が示され、それに対して、前回に引き続き各委員から意見が多数出さ
れた。

③　８月28日
　倉敷市第７次総合計画審議会第５分科会（SDGs・市民協働・コミュニティ・行財政など）が議会棟
会議室で開催された。この棟には、倉敷が生んだ将棋界の偉人、大山康晴十五世名人の書「龍」があり、
委員は、この書に勢いを授かり、長期的な視座に建つ財政健全化の在り方を巡り、活発な議論を応酬し
た。

④　10月６日
　倉敷市第７次総合計画審議会第５分科会（SDGs・市民協働・コミュニティ・行財政など）が議会棟
会議室で開催された。この日は、市民説明会の開催とパブコメの実施にむけた最後の議論をした。事務
局が意見を取りまとめ、最終的な修正を行い、市民説明会とパブリックコメントに入る。この日は、地
域創生総合戦略と総合計画との整合性についてと、人口減少社会を迎える中での、人口ビジョンと政策
目標の設定の在り方について、活発な意見交換がなされた。

⑤　12月21日
　倉敷市庁舎10階大会議室において、令和元年11月22日から１年以上の歳月をかけ、総勢35名の委員で
審議を続けた「倉敷市第７次総合計画（10年計画）」の最終審議会が開催された。第６次総合計画を踏
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　３． イノベーション創出と暮らしや自然環境が調和する未来社会の実現に向けた英知と努力を世界の

人々が学ぶ
岡山大学は、滞在型環境学習プログラムの開発と改訂、学生の参加等を通じて、同コンソーシアムの参
画機関として協働する。参画機関：萩原工業株式会社、倉敷市、倉敷商工会議所、みずしま財団、岡山
大学等
期待される成果
　上記滞在型環境学習プログラムに参加した学生等が、人の暮らしや企業活動が相互に関連し合う状況
を倉敷市水島地区での滞在型環境学習への参画を通じて知り、自らの課題意識や専門領域での学びと関
連付けた深い理解を得ることで、自ら問いを立て、解決方法を主体的に考える力を持った人材へと成長
することが期待される。」と紹介されている。

　この活動は、岡山大学が進める実践型社会連携教育の取組みとして開発した教育プログラムがきっか
けで、地域総合研究センターの教員が総がかりで担当、今年度は、岩淵泰准教授が主に担当した。こう
した教育プログラムが、留学生を対象とした実践型教育や高校生の地域活動、水島での環境やまちづく
りをテーマとしたイベントなど、様々なスタイルで発展展開を続けている。
　次年度以降も、更なる本格的な環境学習プログラム体系の構築をめざして、新型コロナ災禍の影響は
懸念されるも、SDGs実践活動を継続していく予定。

▶２-２-２　岡山大学実践型社会連携授業
　令和元年度に続き、倉敷市水島商店街で水島パーキングディに参加した。参加人数は、授業履修生の
６名、まちづくりボランティアの２名、前田芳男副センター長、岩淵泰准教授の10名であった。
　パーキングディとは、車中心の道路空間を市民活動の場に変えていくカリフォルニア発祥のまちづく
りアプローチであり、９月18日に世界同一の日で行っている。昨年度、サウミャ・キニ研究員の提案で
行われ、場所は、百貨店の跡地を利用した。
　９月17日（木）、受講生は水島のまちづくり理論を学んだ。講義は、塩飽敏史氏（みずしま財団）、古
川明氏（ミズシマ・パークマネジメント Lab．）が担当した。９月18日（金）は、午前から午後にかけ
て設営を準備し、16時からパーキングディを行った。パーキングディでは、カフェテラス、憩いの場、
卓球、大学生が提供するスポーツなどを楽しめる他、みずしまおかみさんの会から「商店街が一番元気
だった頃」についてのお話をうかがった。また、古城池高校の学生もパーキングディに参加し、まちづ
くりについて意見交換も行われた。取組みの詳細については、資料編山陽新聞デジタル・岡山まちづく
り探検を参照してもらいたい。
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２ SDGs実践活動

▲最終審議の様子 ▲伊東香織市長への答申

まえつつ、西日本豪雨災害を教訓とし、地域創生総合戦略を織り込み、全編をSDGsで政策をデザイン
した同計画が示された。多くの委員から最終意見や感想が出され、最終調整を会長、副会長に一任する
ことで審議が結審した。

⑥　12月22日
　倉敷市庁舎３階市長応接室にて、35名の委員（市民）を代表して会長を務めた三村センター長から伊
東香織市長に対して「倉敷市第７次総合計画」を答申した（副会長：くらしき作陽大学竹内京子教授）。
　新型コロナ災禍の影響を受けながらも、35名の委員は、市民の声にできる限り耳を傾け議論を尽くし
た。また、多くの意見を受けながら、事務を務めた市の企画部局をはじめ職員全員による総力戦で仕上
げた。SDGsを軸として、少子高齢・人口減少社会への対応、そして自然災害やパンデミックに負けない、
倉敷市の未来に向けた、まちづくり長期ビジョンがスタートした。
　全国自治体において、自然災害を教訓とし、地域創生総合戦略を織り込み、全編をSDGsで政策をデ
ザインした総合計画は初めてであると思料する。岡山大学の立場からは、同計画の策定を大学のシンク
タンク機能発揮の観点から支援することができた。

２－４　SDGsで描く「第2期井原市創生総合戦略」

　平成26年９月３日に発足した第２次安倍改造内閣は、同日の閣議決定により、まち・ひと・しごと創
生本部を設置、同年11月28日にまち・ひと・しごと創生法が公布・施行 、同年12月２日から内閣に設
置される法定の組織となった。それに伴い、この組織の中核を成す事業の一つに「地方創生人材支援制
度」が立ち上がり、平成26年に岡山大学の地域担当の立場から、三村聡センター長が、内閣府まち・ひ
と・しごと創生本部「地方創生人材支援制度」の派遣者に選ばれ、平成27年春から２年間、岡山県井原
市へ市長顧問として「地域創生総合戦略」（第１期：平成27年度から令和元年度）策定の支援を行う任
についた。
　それ以降、任期終了後も、岡山大学として井原市の支援を続け、昨年度末に井原市から依頼を受け、
今年度は第２期（令和３年度から令和７年度）となる同創生総合戦略の策定作業を支援した（令和２年
度は第１期の評価年と位置付けている）。

①　３月６日（令和２年）
　大舌勲井原市長が来学、この５年間の総合戦略と人口ビジョンの精査を踏まえて、シンクタンク機能
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SDGs実践活動  ２

発揮の観点から、再び井原市の「第２期総合戦略」策定の支援をすることとなった。
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て、井原市人口ビジョンの実現を目指し、人口減少問題に対応しながら地方創生をなしとげるため実施
する。
　第２期における新たな視点は、①地方へのひと・資金の流れを強化する将来的な地方移住にもつなが
る「関係人口」の創出・拡大。企業や個人による寄附・投資などを用いた地方への資金の流れの強化。 
②新しい時代の流れを力にするSociety5.0の実現に向けた技術の活用。SDGsを原動力とした地方創生。

「地方から世界へ」。③人材を育て活かす 地方創生の基盤をなす人材に焦点を当て、掘り起こしや育成、
活躍を支援。④民間と協働する 地方公共団体に加え、NPOなどの地域づくりを担う組織や企業と連携。
⑤誰もが活躍できる地域社会をつくる女性、高齢者、障がい者、外国人など誰もが居場所と役割を持ち、
活躍できる地域社会を実現。⑥地域経営の視点で取り組む地域の経済社会構造全体を俯瞰して地域をマ
ネジメントすることを目指している。
　この日は、いよいよとりまとめに向けた大詰めの議論がなされた。
　２月下旬から３月に最終の会議を開催、決議後、議会へ諮る予定となっている。
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２ SDGs実践活動

▲挨拶する槇野博史学長 ▲案内

▲会議の様子 ▲大舌勲市長（左）

２－５　おかやまSDGsアワード

　「おかやまSDGsアワード」は自治体や経済団体が主催し、地域の活性化や課題解決に向けた優れた
取り組みを表彰する取組み。11月16日（月）、岡山市を含む産官学民の連携組織「おかやま地域発展協
議体おかやまSDGs研究会」が主催する「おかやまSDGsアワード」の表彰取組が発表された。受賞団
体は、株式会社ありがとうファーム、倉敷市立精思高等学校、公益社団法人倉敷青年会議所、十字屋グ
ループ、とみやま助け合い隊、服部興業株式会社の６団体。
　12月19日（土）、その「おかやまSDGsアワード」の表彰式と受賞団体の代表等が参加する「SDGsフォー
ラムin岡山」が、岡山コンベンションセンター１階イベントホールで開催された。開会にあたり、岡
山大学槇野博史学長と岡山市大森雅夫市長が挨拶した。続いて、おかやま地域発展協議体おかやま
SDGs研究会会長である藤木茂彦氏が本企画の趣旨を説明、受賞６団体の表彰を実施した。結びに、倉
敷市伊東香織市長と松田正巳山陽新聞社社長が受賞団体へエールを送った。
　休憩をはさみ、受賞者による取組発表があり、さらに受賞６団体代表者パネルディスカッションがあっ
た。発表団体へのコメンテーターをプレゼンテーターとして、おかやま地域発展協議体おかやまSDGs
研究会副会長の狩野光伸岡山大学副理事が担当した。パネルディスカッションでは、中国銀行の宮長雅
人会長が、岡山経済同友会代表幹事の立場から挨拶した。各事業の取組内容や事業に込めた思いなどが
掘り下げられ、産官学金言によるおかやまでのSDGsの展開を実感できる記念すべきイベントとなった。
　開催にあたり事務局を担当した岡山大学社会連携課をサポートする形で、来賓やゲストのお迎えと応
対を当センターがサポートした。
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SDGs実践活動  ２

▲懇談会の様子 ▲伊東香織市長（右） ▲配布されたSDGsグッズ

２－６　高梁川流域７市３町の連携とSDGs

　高梁川は岡山県と鳥取県境の新見市花見山（標高 1,188ｍ）に源を発し、111kmの流れを経て、瀬戸
内海に注いでいる。この高梁川の流れと共に生き、豊かな恵みを共有するこの流域圏は旧備中圏を中心
に地域間の強いつながりで結ばれてきた。こうしたことから、流域を形成する７市３町の自治体は、昭
和29年３月に「高梁川流域連盟」を設立、産業や文化・教育など流域全般の文化向上に寄与する取り組
みを進め、平成26年３月に創立60周年を迎えた。そして今後の流域活性化のため、連携をより強固なも
のとし、まちづくりにかかる課題解決に共同で取り組むことで、様々な地域特性を持つ市町が連携する
ことで、圏域の特色を最大限に活かし、地域の総合力をもって、人口減少・少子高齢化社会への対応を
図り、圏域全体の経済成長を目指そうとしている。その具体化を目指す組織として「高梁川流域中枢都
市圏ビジョン懇談会」が設置されている。
　そこでは、国がリードする地方創生の流れを踏まえ、人口減少・少子高齢社会にあっても、地域を活
性化し経済を持続可能なものとし、国民が安心して快適な暮らしを営んでいけるようにするため、地方
圏において、相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣市町村と連携して、人口減少に対する、
いわば「地方が踏みとどまるための拠点」を形成することを目的に、岡山県の高梁川流域では、倉敷市
を中核都市として、流域の７市３町が連携して、高梁川流域中枢都市圏を形成しようとするものである。
そのビジョン懇談会が令和３年１月25日（月）、倉敷市で開催された。
　今回は、これまでの成果に基づく、令和２年３月25日に策定された、第２期となる新たな成長戦略ビ
ジョンの提案「第２期高梁川流域圏成長戦略ビジョン（〈連携中枢都市圏ビジョン〉～高梁川の流れと
ともに、未来に続く流域の成長と発展を目指して～）」を中心に報告や新たな企画が提案され、流域の
商工会議所会頭、商工会会長、大学学長、病院長、金融機関、NPO、マスコミなど地域を構成する責
任者が一堂に会して議論がなされた。
　伊東香織倉敷市長が質疑に応答する形式で進められ、有識者から選任された三村聡センター長が会長
をつとめ、流域のSDGsを視座に置いた連携の更なる必要性を全員が確認した。

２－７　労働界とSDGs

　労働金庫発祥の地は岡山県である。９月５日（土）、中国労働金庫が創立70周年を迎え、岡山市「ピュ
アリティまきび」を会場に、令和２年度岡山県推進委員会代表者集会として、岡山県をはじめとする労
働界の関係者が集い、働き方改革や勤労者や退職者の暮らしを支える金融の未来を考える研究会が開催
された。
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２ SDGs実践活動

▲連合岡山金澤稔会長（左）

　メインテーマは、「はたらく仲間とともに70年」～70年の歩みと
みんなで創る“ろうきん運動”～ 。講師には、元岡山労働金庫理事長・
元中国労働金庫副理事長の春石竹一氏と三村聡センター長の２名が
招聘された。三村センター長は、国連が提唱するSDGsの視点から、
とりわけILOが掲げる、働く人たちの平等と助け合いの精神を大切
にする「SDGs：誰一人も取り残さない金融包摂」運動の理論と実
践について持論を展開した（写真左は連合岡山の金澤稔会長）。


