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SDGs講演
持続可能な心のエネルギー



小野優太朗 地域おこし協力隊 ゼロカーボン推進員

１９９１年生まれ 宮城県名取市出身

２０１７年 東北大学大学院
環境科学研究科卒

同年 ENEOS入社
プラントエンジニアとして
製油所管理を実施

２０２１年 地域おこし協力隊としてJターン



持続可能な開発目標

SDGsとは？？



エネルギーの地産地消

飯豊町



循環型農業



心の持続可能性



少しだけ過去を
振り返ってみましょう！

どんな時に楽しく、満足感を感じて、
どんな時に、不満を感じていたか

思い返してみて下さい！！



例えば、、、不満を感じるとき



心のエネルギーが低い



他人に決められているから

自分の心≠行動



例えば、、、満足感を感じるとき



例えば、、、満足感を感じるとき
大学合格
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勉強内容
勉強時間



例えば、、、満足感を感じるとき
大学合格

勉強内容
勉強時間

自分が優先して取り組み
たいことが明確になる

⇒主体性



心のエネルギーが高い



自分で決めているから

自分の心＝行動



そのために
自分の心と向き合って

行動に移すための
目標設定をすることが大事！

高い心のエネルギー



心のエネルギー

年
2011 2018 2020 2022



心のエネルギー

年
2011 2018 2020 2022

大学合格

地元のTOP
大学に入りたい



心のエネルギー

年
2011 2018 2020 2022

東日本大震災

電気が使えなくて
とても不便！



10年前に設定した長期的な目標

レジリエンスの高い町
をつくりたい！



心のエネルギー

年
2011 2018 2020 2022

ENEOS内定周りも認めてくれる、
いい会社に入ろう！



心のエネルギー

年
2011 2018 2020 2022

自分がもともとやりたいと
思っていたことと違う！

心≠行動



心のエネルギー

年
2011 2018 2020 2022

転職を決意



心のエネルギー

年
2011 2018 2020 2022

心＝行動

当初の目標に向かって前進中！



10年前に設定した長期的な目標

レジリエンスの高い町
をつくりたい！



私が想う
レジリエンスの高い町とは？



衣

住

（エネルギー）
食



衣

住

（エネルギー）
食

自給自足

レジリエンスの高い町



くるくるSHOPとは？
まだ使えるけど、使用してない
ものを集めて、必要なものは
100円でいくらでも持ち出し
可能としたお店

衣に関する取り組み



衣に関する取り組み

今あるものを循環させることで、物を無駄
にしないことを伝えたい

⇒脱炭素社会の推進！



原材料調達 輸送 使用 廃棄開発・生産
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◀くるくるSHOP
※Google Mapで産直ホープ館
つばきと検索してください

毎週日曜日
10:00～15:00



◀地域おこし協力隊
のInstagram

毎週くるくるSHOPの
情報を更新します



食に関する取り組み

まずは、田んぼ、畑仕事のお手伝いから！
ゆくゆくは自分たちで農業を実践し、食の
自給自足を図る

⇒担い手不足の解消にも貢献



住（エネルギー）に関する取り組み

地域資源を活用した再生可能エネルギー
の地産地消を達成するために地域新電力
の立ち上げ業務の一部を担当

⇒脱炭素社会の推進！



現状

2030年

吸収量：約64,000 t/年 現状

2030年

排出量：約5,800 t/年

森林によるCO2吸収量 田畑からのCH4排出量

現状

2030年

排出量：約9,600 t/年

家畜からのCH4排出量

現状

2030年

排出量：算定中

家庭からのCO2排出量

山形大学と協同で実施中

住（エネルギー）に関する取り組み



森林保全活動団体への参入することで

森林の機能を保持に貢献
⇒担い手不足の解消や

脱炭素社会の推進にも貢献

住（エネルギー）に関する取り組み



衣

住

（エネルギー）
食

興味・関心



興味・関心につなげるための取り組み

SDGs/ゼロカーボン講演を実施！
情報を整理して伝えたり、身近な例を取り
上げることで浸透しやすくすることを意識



興味・関心につなげるための取り組み

ゲーム感覚で楽しく

SDGsを意識した町づくり
を体験してもらいました。



心のエネルギー

年
2011 2018 2020 2022

心のエネルギー上昇中



大事なことは

心＝行動
となっていること



そのために
自分の心と向き合って

行動に移すための
目標設定をすることが大事！

高い心のエネルギー



私の経験を踏まえた
メッセージ



日本人の多くは選択に受動的です。

理系、文系を決めることや
大学の学部を決めることにも
偏差値と世間の相場観で

受動的に決まることが多く、
そのまま、自分の「軸」がないまま

就活に臨む人が多いです。



実際に、私がそうでした。

ただ、それだと、
心が持続可能になりません。



とはいえ、「軸」や「目標」を設定することは
大きなことで、中々見つからないし、

難しいと思うかもしれません。



目標は最初から大きくする
必要はありません。

小さいところから少しずつ
広げていってください。

また、見識が広がるにつれて、
目標は変わるものです。

気負う必要はありません。



大学4年間という期間は時間もあり、
自由度も高い貴重な期間です。

ぜひ、この期間を有効活用して、
自分と向き合ってみて下さい。



悩むことも多いと思います。

それでも

「悩んだ分だけもっと高く飛べる」
はずです。



ぜひ、この後、
自分の心と向き合う時間を

作ってみてください！

心を満タンにして持続可能に
していきましょう！



補足資料



利己は突き詰めると利他になり
利他は突き詰めると利己になる



心のエネルギー

年
2011 2018 2020 2022

お金
給料に反比例して心は満タン



SDGs未来都市
山形県（飯豊町、鶴岡市、米沢市）



ゼロカーボンシティ宣言



後藤武蔵 地域おこし協力隊SDGs普及員

1991年生まれ 飯豊町出身

2016年 東北大学大学院
環境科学研究科卒

同年 トヨタ自動車入社
エンジニアとして6年間、
自動車部品の設備立ち上げを実施

2021年 地域おこし協力隊としてUターン



まずは目の前の目標設定
⇒徐々に遠くを見る



STEP1

STEP2
STEP3

START

GOAL
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