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サステナビリティセンターの役割と組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センター長 堂囿
どうぞの

 俊彦

サステナビリティセンターは、「持続可能な開発目標 (Sustainable Development 

Goals: SDGs) 」を達成するための取り組みの推進を目的に、センターが所属する未

来社会デザイン機構とともに、2020 年 4月に設置されました。 

 周知のように、SDGs は、誰一人とり残さない世界を実現するために、2015 年に

国際連合総会において採択された、「われわれの世界の変革：持続可能な開発のた

めの 2030 年アジェンダ」において示された目標です。このアジェンダでは、SDGs

を構成する 17の目標と、目標を実現するための具体的な到達点である169のター

ゲットが示されています。 

SDGs は、自然、経済、社会に関わる包括的な目標です。そのため、達成に向け

ては、多様な取り組みが求められます。このことを踏まえ、センターでも、さまざ

まな個人・組織との連携を通じた多様な取り組みを展開してきました。 

しかし、SDGs 推進のために求められる取り組みは、研究だけにとどまりません。

学内では、地域との連携のもと、研究の枠には収まらない多様な活動が展開されて

きました。そうした活動の成果を共有し、新たな活動へとつなげることも、SDGs 推

進の取り組みとして大切です。こうした観点から、今年 9月には、地域創造教育セ

ンターや地域創造学環と協力して、「社会連携情報交換会」を開催しました。 

さらに、今年度からは、月に一回、昼休みの時間に「ランチ de SDGs」を開催し

ています。この会には、教員だけではなく、事務職員も参加し、SDGs に関連した

自らの活動や興味関心を自由に語り合っています。こうした場作りは、SDGs 達成

に向けた新たな活動を生み出す土壌の醸成になると考えられます。また、事務職員

と教員とが SDGs をめぐり対話をする場は、静岡大学が組織として SDGs に取り組

む上で必要不可欠です。 

以上のように、センターでは、設立から 1年半、静岡大学における SDGs に関連

した取り組みのハブとなるべく、さまざまな活動に取り組んでいます。今後も、学

内におけるこれらの活動をさらに充実させるとともに、静岡大学と共に SDGs 実現

のための取り組みを推進したいと考えている方々との連携も積極的に進めていく予

定です。学内外のみなさまと連携できることを楽しみにしております。 
 



ESD・国際化推進 
部門 

地域の課題と大学の知をつなげる 

ESD・国際化推進部門は、「地域の課題と大学の知をつなげる」をテーマに、「生物圏」、

「社会」、「経済」各分野における課題を俯瞰的に捉え、その関係性を明らかにしながら、

各セクターでの意識改革を促し、多様性・相互性・有限性・公平性・連携性・責任性を持

ちながら課題を解決することができる人材育成（GCED）をめざしています。 

昨年度に引き続き、当部門では、3つの研究プロジェクトを実施しています。  

① ESD を基軸とした質の高い幼児教育の推進と学校種間の接続  

② 発達段階に応じた SDGs 普及啓発プログラムの開発と普及に関する実践的研究  

③ 外国籍市民との共生社会の実現へ向けた学際的・実証的研究 

①は、文部科学省ユネスコ活動費補助金を受け実施しているプロジェクトです。このテ

ーマでの研究・活動は、３年目となりますが、ESD・国際化ふじのくにコンソーシアムの

ステークホルダーとともに「持続可能な社会をめざした多セクター連携」を軸に、今年も

全国幼児教育 ESDフォーラムを 11月 11-12 日に開催いたします。このフォーラムをきっ

かけに、ノットワークラボ（https://knotworklab.com/）を立ち上げ、現在では、デジタル

プラットフォームとしてじわじわとESDを推進していきたいという方を増やしています。

また、③は、ダイバシティ推進部門との共同研究プロジェクトです。日本に住む外国籍

市民の中には、支援を受ける側ではなく、自ら困窮する市民を助けようと尽力している人

たちがいます。本プロジェクトでは、こうした方たちにインタビューを実施することによ

り、外国籍市民が積極的に社会参画できる教育・制度のあり方を明らかにしようとしてい

ます。（部門長：田宮 縁） 

部門メンバー 

田宮 縁 

安冨 勇希 

  

  

法実務部門 
みんなが笑顔で暮らせる社会であり続けるために 

法実務部門は、持続可能で、誰一人取り残さない、多様で包摂性のある、平和かつ公正

な社会を作るために、法律学の専門的な知見を活かして、地域社会の担い手である市民の

みなさんや法曹界、自治体などの実務家のみなさんとともに、社会が抱えるさまざまな課

題に実践的に応えていくことをめざしています。併せて、2019 年 3月に閉校した静岡大

学法科大学院の修了生に対する学修支援を引き継いで実施しています。 

2020 年度には、当部門として以下の活動を実施しました。 

① 法科大学院で教育・地域連携活動として行っていた無料法律相談会の第 46回を開催 

② 「中部の法律問題」というテーマで、部門スタッフや県弁護士会所属弁護士が講師と

なり、連携先の中央大学法科大学院の院生向けに全７回の遠隔授業を実施 

③ 日越大学オンラインセミナーやベトナムビジネス法務オンラインセミナーを部門スタ

ッフの関与により実施（ポスター） 

④ 部門スタッフによる静岡大学市民公開講座「市民社会と法～家族とおカネにまつわる

法について」全 5回を開催 

⑤ 法務研修生制度の運用や部門スタッフ・当法科大学院出身弁護士等による答案練習会

など法科大学院修了生に対する学修支援活動（今年度１名の司法試験合格者輩出） 

また、2021 年度には、引き続き法科大学院修了生への学修支援を実施していくほか、

無料法律相談会、市民公開講座「市民社会と法～子どもをめぐる社会の変容と法制の動向」

（全 5 回）、ベトナム法セミナー、中国法セミナー等を予定しています。詳しくは、当部

門の Facebook をご参照ください。 

（https://www.facebook.com/Shizuoka.CLASS.center/）（部門長：正木 祐史） 

部門メンバー 

正木 祐史 

板倉 美奈子 

石尾 賢二   

朱 曄 

土生 英里   

根本 猛 

吉川 真理  

中村 和夫 

日本平動物園との連携事業 

「ＳＤＧｓデジタル絵本プロジェクト」 



ダイバシティ 

推進部門 

多様性を重視する社会組織をめざして 

ダイバシティ推進部門は、ダイバシティ（Diversity）、つまり、性別（ジェンダー）、セ

クシュアリティ、年齢、人種、国籍、エスニシティ、宗教、障害の有無など「多様性」を

重視する社会や組織の実現をめざしています。 

昨年度に引き続いてジェンダー平等の実現に関することを中心に取り組む計画を立てて

おり、今年度も男女共同参画推進室と連携して取り組みを進める予定です。具体的な連携

活動としては、県内の行政機関大学企業が参画している「しずおかレインボーネットワー

ク」の定例交流会に部門スタッフが参加しています。今年度の第 1回目として 7月中旬に

行われた交流会では、それに合わせて開催される講演を

ダイバシティ推進部門の構成員である滑田（演題：行動

分析学×家事協働×働きやすい職場づくり）が担当しま

した（右ポスター）。情報共有を進め、調査研究や実践

的取り組みについての連携を進める機会にしたいと考え

ています。 

ジェンダーに関わる取り組みの他には、ESD・国際化

推進部門と共に取り組みを進めてきた研究プロジェクト

（外国籍市民との共生社会の実現へ向けた学際的実証的

研究）にも、継続参加して取り組んでいきます。 

（部門長：滑田 明暢 ） 

部門メンバー 

滑田 明暢 

横山 麻衣 

  

環境変動 

適応部門 

環境変動下での自然共生循環社会の構築 

私たち静岡県民は、富士山と駿河湾をデザインした県章に象徴される多様な自然環境に

恵まれ、そこからもたらされる豊かな資源を当然のもののように享受してきました。とこ

ろが近年、私たちを取り囲む環境はバランスを欠いたように激しく変動し、社会や生活に

少なからぬ影響を及ぼし始めているようです。  

その身近な例の一つが、サクラエビの不漁問題です。駿河湾でのサクラエビの漁獲量は

2017 年を境に急激に減少し始め、昨年の春漁は史上最低の漁獲量を記録するなど県の水

産業に大打撃を与えています。カサレト博士の率

いる「駿河湾の豊かな水産資源の持続性社会の構

築」研究グループは、サクラエビの不漁問題の原

因究明と具体的な解決策の提示を目的として科学

的な調査に取り組んでいます。その結果、サクラ

エビ不漁問題は、気候温暖化による海流や水温の

変動などに伴う海洋生態系そのものの変化に加え、

流入する河川水の濁りや過剰な漁獲などの様々な

要因が相互に影響しあうことで引き起こされたこ

とが明らかになってきました。従ってその解決に

は行政と漁協とのネットワークによる複合的な取り組みが必要となります。 

もう一つの取り組みが、徳岡博士のチームによる「スギヒノキ人工林の広葉樹林化によ

る国土再生」プロジェクトです。木材価格低迷や山間地の過疎化のため放棄されたスギヒ

ノキの人工林が日本各地に増えています。これは静岡県も例外ではありません。管理され

ていない人工林は斜面の補強効果が小さいため土砂災害の要因ともなります。磐田市と伊

豆市天城の人工林を借り受け、人工林を水土保全機能や生物多様性の高い自然林に改変す

るためのガイドライン策定を目的として研究を進めています。今年度からはふじのくに地

球環境史ミュージアムのメンバーもチームに加わりました。 

（部門長：藤原 健智 ） 

部門メンバー 

藤原 健智 

近藤 満 

三重野 哲 

日下部 誠 

徳岡 徹 

ベアトリス・カサレト 

サクラエビの飼育 

（ 上 ）サクラエビ⽣体   （中下）アカントソーマ幼⽣ 
（左下）エラフォカリス幼⽣（右下）マスティコプス幼⽣ 



生物資源高度化 

利用部門 

地球温暖化に対応した食料物質生産技術の構築 

地球温暖化に起因する気候変動環境変動に伴い、生態系の崩壊が起こっている。本部門

ではこれらの問題に対応すべく、化石資源依存型社会の脱却に向けたバイオリファイナリ

ー技術の確立を行うとともに、温暖化が進む劣悪環境下における食糧生産技術の確立を目

標としている。昨年度より以下の 3つの研究テーマを開始し、今年度も継続して研究を展

開している。 

１.未利用バイオマスを原料としたバイオ燃料及びプラスチック原料生産技術の構築 

プラスチック原料（各種フェノール類）を木材より生産すべく、リグニン分解能を有す

る白色腐朽菌の分子育種を進めている。昨年度はリグニン分解中間体である各種フェノー

ル類に対して配糖化能を有する株の育種に成功した。今年度は、実際に木材腐朽時に各種

フェノール類を配糖体として高蓄積する株の育種に着手する。 

２.植物の環境ストレス適応能を向上させるバイオスティミュラント化合物の探索と応用

農作物に耐寒性、耐暑性、乾燥耐性を向上させるバイオスティミュラント化合物の探索

と開発に取り組んでいる。昨年度は、トマトが放散する脂肪族アルコールをトマト幼苗に

高温条件下で処理すると、光合成活性が上昇するとともに脂肪族アルコール配糖体を蓄積

することを解明した。今年度は、脂肪族アルコールを処理したトマトにおける遺伝学的表

現型を解析して、環境ストレス適応を制御する遺伝子探索を行う。 

３.ケイ酸質肥料のマネージメントによる植物の頑健性の向上 

昨年度は、イネ科植物の葉内ケイ酸含量の分光反射スペクトルデータを用いた非破壊推

定法を確立した。本年度は、安価なミニ分光機を活用したセンサを開発評価すると同時に、

植物の加害に対する応答を短期間省スペースで評価できるバイオアッセイプロトコルを開

発する。 

（部門長：平井 浩文 ） 

部門メンバー 

平井 浩文 

原 正和 

笠井 敦 

 

 
  



TOPICS 

サステナビリティセンター公開講座報告 
2021 年 2 月から 3 月にかけて、6 回にわたりサステナビリティセンターオンライン公開講座を

開催しました。本講座では「SDGs と私たちのこれから－今と未来を生きる知恵を磨く」と題して、

地域でサステナブルなまちづくり、誰ひとり取り残されない社会、次世代を担う子どもたちへの「持

続可能な開発」教育（ESD）など SDGs の実現に向けた活動をされている方々と当センター教員が講

師となり、視聴者のみなさんとともに、地域に暮らす人間として考えるべきこと、行動すべきこと

などについて考えました。 

週末の午後にもかかわらず、６回を通じて延べ 270 名の方にご参加いただき、あらためて多くの

人が SDGs に関心を持ち、真剣に考えているのだということを実感しました。 

今年度も 9月から〈脱炭素社会の構築〉〈SDGs と経済ビジネス〉〈共生社会ダイバーシティ〉 を

テーマとしたオンライン公開講座を実施しています。たくさんのみなさんと一緒に語り合い、考え

ることができることを関係者一同楽しみにしています。（公開講座担当：板倉 美奈子）  

裾野市 SDCC 構想への協力 

サステナビリティセンターは、本学情報学部と連携し、データやデジタルを利活用してまちづく

りを推進する裾野市の次世代型近未来都市構想「スソノ・デジタル・クリエイティブ・シティ（SDCC）

構想」に協力してきました。 

2020 年 10 月には、裾野市と包括連携協定を締結し、各種データを利活用する際の個人情報の取

扱いについて助言を与えるなど、「法」や「AI」といった専門的見地から裾野市の取組みをサポート

することになりました。 

2021 年 2月には、「裾野市の未来とスマートシティ－ＡＩと法の観点から－」と題するシンポジ

ウムをオンラインにて開催し、約 150 名が参加しました。 

また、後期開講予定の学際科目「ＡＩと法」では、裾野市の担当者に SDCC 構想について 1コマ

講義を行って頂くことになっています。（「AI と法」プロジェクト担当 朱 曄・吉川 真理） 

 

サクラエビ不漁問題解明へ向けた取り組み 

サステナビリティセンターでは、駿河湾のサクラエビ不漁問題解決へ向けた研究プロジェクトに取り組んでいます。プロジェクトを

主導している、環境変動適応部門のベアトリス・カサレト特任教授、センターコーディネーターの鈴木款特任教授は、「サクラエビ再

生のための専門家による研究会」にも参加し、他大学とのネットワークのもと研究を推進しています

（https://wwp.shizuoka.ac.jp/sakuraebi/）。 

この研究会と連携した静岡新聞社の長期企画「サクラエビ異変」は、2020 年度早稲田ジャーナリズム大賞文化貢献部門奨励賞、水

産ジャーナリスト賞、2021 年度科学ジャーナリスト賞など、数々の賞を受賞しています。 

今年の 12月には、これまでの活動を振り返り、今後を展望するためのシンポジウムを開催する予定です。 

 

編集後記 ニューズレター第 1号発行 

 サステナビリティセンターの開設から一年が経過し、徐々に部門間の理解や連携もスター

トしたように感じます。直近では、エフエムしみず マリンパル Voice for SDGs～私たち

の SDGs～(13:30 放送）で、８月２日より 5週にわたり、静岡大学サステナビリティセン

ター各部門長が活動を紹介いたしました。ニューズレターも小さな一歩ではありますが、

さまざまな場面で、部門間の理解や連携を深めるとともに、学内外への発信のツールとな

ることを願っています。（ニューズレター担当：田宮 縁） 

静岡大学未来社会デザイン機構サステナビリティセンター 

〒422-8529 静岡市駿河区大谷 836 TEL054-238-4055 FAX054-238-4428 

［ E-mail ］ sus-ctr@adb.shizuoka.ac.jp 

［ H P ］   https://wwp.shizuoka.ac.jp/sustainability-ctr/ 

［Facebook］https://www.facebook.com/shizudai.sustainability.center 

裾野市における締結式の様子 


