
1

「2 飢餓をゼロに 儲かる農業の推進」とあるが、生き物を育てる農業という産業は、
「命を大切にする」という価値観が徹底しなければできない産業。薬でも何でも使って収
穫量を増やしたり、自然界の連鎖を破壊するような品種を作ったりして付加価値と利潤を
追求する農業を目指すのであれば、半世紀前の「複合汚染」に逆戻り。「命を大切に育て
る」ということの難しさを、教育の中で実践していけば、農業に対する見方も変わって、
農業に携わる人々の尊敬が醸成され、自ずと担い手が増え、生活も安定するだろう。

2
「SDGs」とまとめて推進するのではなくひとつひとつに意義を見出せるような活動が必要
だと思う

3

「あらゆる人に居場所があり、活躍でき、安心して暮らせる『日本一暮らしやすい埼玉
県』実現」とありますが、日本一の定義が良く分かりません。どういう具体的な目標で日
本一を目指し、そしてその評価はどのようにして誰がなさるのでしょうか。 
それから、私自身講師による講演会は主催側としても実施し受講者側としてもかなり参加
した方だと思いますが、聴いて良かったと思った講演も聴いたその時だけでモチベーショ
ンに対する持続的な効果は大変希薄だったと述懐します。経験上、主催者側としましては
講演会を行うのが一番簡単なのですが、結果に繋げるには他の効果的な方法を県民の意見
も聴きながら考えることが必要ではないかと思います。

4 「やってる」感をただ演出するだけのような取り組みはやめていただきたい 

5

「持続可能」というキーワードくらいしか、わからないので、情報の発信やこれからを担
う子どもたちへの教育に加わるといいなと思う。 
目の前のことだけでなく、未来を見据えた活動だとおもうので、取り組んでいる企業には
良い印象を持てます

6

「持続可能な開発目標」という言葉は知っていましたが英語での略称は知りませんでし
た。もっとわかりやすく親しみやすい名称にならないととっつきにくくなんだかわからな
いという人も多いのではないでしょうか。これだけの目標があるというのは裏を返せばど
れ一つ達成されていないということです。日本だけでなく世界中の人の意識が変わらない
と難しいでしょう。

7 「人間の安全保障」から見るランキングアップを期待する。

8
「難しい」というイメージが吹き飛ぶくらい、積極的にPRしていただきたい。取組んでい
る企業の支援を深めることで、取組む企業の増加を期待しています。

9
「貧困をなくそう」や「住み続けられるまちづくりを」などの目標はまさに地方公共団体
の重要な役割ですので、大いに推進してください。

10
・まずはセミナーによる県民の意識向上を図る。 
・将来を見据え、学校教育にもその思想を組み込む。

11

１・主に陸の環境について活動していますが、多くの問題がありますので、小さなことで
も一人ひとりが意識すれば少しづつ陸の環境も良くなるはず。 
２・ＳＮＳなどで「ＳＤＧｓってこんな事」と出来そうな、内容を掲げて、「こんな事を
しています。」「私はこんな事」と、各人の行い等書き込む。そして「いいね」を押して
もらう。 
日常の中にＳＤＧｓを思い起こさせるようにして、先ず言葉から「知っているよ」と、
「こんな事やっているよ」と、我々の心の満足を満たす方法。など 
既に、みんなやっているとしたらごめんなさい。

12

17の項目を知って、正直面食らった。それが全て達成出来たら、素晴らしい未来が待って
いるのでは！？と期待する。17個は無理でも、それぞれが、おのおのの立ち位置で、自分
ができる項目で、可能な限り実現できるように、1歩でも2歩でも進めて行けるといいねと
思う。

13
17の目標それぞれに対して具体的な施策を講じるよりも、県民の皆様1人1人のSDGsへの理
解を高める方が結果としてより効果がでると思います。SDGs周知の施策の推進に期待して
おります。 

14

１７の目標はどれもこれも難しい課題である。多様な価値観、行動様式を持つ人間を一つ
の方向へ引っ張っていくことは至難の技である。 
また時間も必要、資金も掛かる。が、現状のままではいずれ地球的、人類的に破滅に向
かっていくことになる。人々の意識改革が何よりも重要なので、その啓発活動と１７の目
標に向かっていくための社会制度の改革と行程表を立てて県民に示すことが必要。

15
17項目から埼玉県として取り組む項目を選定して、その理由と目的と目標を県民へ広く広
報していく事が大事

16
１７項目のうち、埼玉県ならではの特色を持たせた取り組みを見せて、魅力に結びつけて
欲しい。コロナ禍で、東京などと比べ財政の貧しさが浮き彫りになって、県民として不安
を覚えました。持続可能な県づくりを期待します。

質問１２
　埼玉県でＳＤＧｓを推進することについて、期待することやご意見、ご要望などありました
ら、自由にお書きください。
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17

１７項目をすべてを行うことはなかなか大変だと思います。埼玉県として重要だと思われ
るものを２つくらい選んで、重点推進項目とするのはどうでしょうか。たとえば、健康・
福祉 
と住みやすい街づくりなど。

18
１７項目を達成することは並大抵でできない事なので人類が生き延びて行き為の目標であ
り、県民の 
意識を高め認識させる努力をして欲しい。

19
１つの県だけが行っても、何も解決しないと思うので、他県とも連携して行うのが良いの
ではないかと思う。

20
２０１５年国連で決まったようですが、今まで触れる機会もないまま今日に至っておりま
す。新聞他報道でもあまり印象もなく、公的広報でも聞いたことがありませんというのが
感想です。 

21
2018彩の国環境大学を履修しました。ある程度理解してましたが、地球温暖化、ゴミ問題
等について、県民、国、世界で、大いに考えなければならない。 
行政、国は、もっと更に啓発しなければなりません。

22
ｋｏｒｏｎａの感染拡大による景気の後退で、宣伝はよく見るし、偉い連中はバッジをつ
けて自己満足してる感がある。趣旨はいいのだが、時代が悪い。

23 ＰＲをお願いします。
24 ＰＲをもっと積極的に
25 Q11で回答してあります
26 S=サスティナブルと言う言葉が世間一般に浸透していない。

27
SDG sという名称は、全く知りませんでした。取り組み自体、とても素晴らしいことだと
思います。 
このような取り組みがあることをもっとわかる機会が増えたらいいと思います。

28
SDG sの読み方ふりがながあるといいと思う 
よく目にするが、どう読むのか知らないので、口に出せない

29
SDGs。こんな解らんものをタイトルにして「普及する、させる」と言う事から改めなさ
い。あとは、書く気になれん??。

30

SDGs=生活そのものでありがとうございます。、当たり前なものなのに、国際的に取り組
まねばならないほど、地球規模で見れば生活が破綻しているということだ。 
格差などの偏りは全体としてバランスが崩れていて、気候変動が分かりやすいが自分に跳
ね返ってくるので、とにかくその危機を周知させ、自治体や国も改善のためにやれること
は何でもやってほしい。

31
SDGsがなんなのかわかりません。 
食べ物？新しいスポーツ？宗教？ビジネス？

32 SDGsがわからない

33
ＳＤＧｓが何であり意義は何か、がいまいちピンときません。そんな中、積極的に行うべ
きかの議論を先にされても盛り上がりようがありません。ＳＤＧｓという言葉も難しく親
しみがありません。まずはこのあたりの啓蒙活動が先ではないでしょうか。

34

SDGsが大事ですよー、という推進の仕方ではなく、結果SDGsにつながっていることが大切
だと思います。 
言葉だけが先行するような施策は避けて、本質が浸透する社会になるようにできると良い
と思います。

35 SDGｓってよくわからないのでもっとPRしてほしい

36

ＳＤＧｓと、表記しても理解しにくい。文言を見て、概略を想像できる表記にしてほし
い。 
何でも、Webに乗せればそれで告知したと考えるのは、不十分と思う。また、その文言も
見ただけで、想像ができる表し方が望ましい。

37 ＳＤＧｓという、言葉の周知が必要だと思います。

38

SDGsというのが、なんとなくざっくりしすぎていてよくわからないというか、偽善的な理
想論に聞こえてしまって、具体的なことが何も想像できません。全てを網羅しすぎてい
て、机上の空論という印象です。具体的な取り組みについてもっと紹介していく必要があ
ると思います。

39 ＳＤＧｓという言葉が一般になじんでいないと思う。

40
SDGｓという言葉は聞いたことがあるのですが、具体的に何をすれば良いかわからないの
で、先ずは県民に対する認知度を上げるような取り組みをしてほしいです。

41
SDGsという言葉を、このアンケートで知りました。 
正直、まだまだ浸透していないのかなぁという印象です。 
広告費をおさえつつ、広まればいいなぁと思います！

42
ＳＤＧｓという言葉事態を見聞が初めてなので回答に大変悩みました。 
これを機会に少しずつ勉強してみたいと思います。

43
ＳＤＧｓという言葉自体が意味を創造させなくて一般には使われていない。 
そんな単語をいきなり聞かされても反応はない。もっと覚えられそうな呼び方を使ってほ
しい。



44
SDGsという新語を見つけ県が推進するという見識が理解できない。 

45
ＳＤＧｓという表現がわかりにくいので、もっとわかりやすい表現に直した方が良いと思
う

46 SDGsとは、分かりにくい、分かりやすい日本語表示が望ましい

47
ＳＤＧｓとは？ 
シルバーにも解りやすく、親しみやすく

48
SDGsとは何か、もっと宣伝すべきかと思います。日本語でないので内容が分からない人が
多いのでは・・・

49
SDGsとは何の略なのか？全く分かりません。 
日本人なので、日本語でお願いします。

50
SDGsと聞くと難しい事のように思いますがもっと簡単な標語ですぐ分かるようにした方が
いいと思います。

51
SDGsと略語で示されると、とても違和感があります。内容を適確に伝えられるよう、日本
語で表記していただけると助かります。

52 SDGｓなど言葉そのものが難しく、一般の誰が興味を持つのか、疑問。

53
SDGsなんて「は？なにそれ？」という人が多いんじゃないでしょうか？緊急課題ではあり
ますが時間のかかることでもあり、教育の中に入れて刷り込んでいくしかないと思いま
す。

54
SDGsについてあまり県民に知られていないのではないでしょうか。まずはこの周知を図る
ことが必要です。

55 SDGsについて勉強不足でございます。申し訳ありません。

56

SDGｓの#4,7～9,11,17まずはここから、だと思います。 
特に#11、人が住み続けられる埼玉になればヒト・モノ・コト・カネ、いろんなものが集
まってきます。 
埼玉に来たい、住みたいと思える街づくりをさいたま市と連携し早急に構築していただき
たいと思います。

57
ＳＤＧＳのことははじめて知った。しらない者に対しては答えられない質問が多い。 
どの企業が取り組んでいるかなど知る由もない。 
ＳＤＧＳについて相当啓蒙して行く必要がある。

58 SDGsのことを全く知らなかった。今回のアンケートでお粗末ですが初めて知った。

59

SDGsのスパートの10年です。いくつかのゴールを紋り、行政が企業やNPO等そして大学や
研究所を結びつけるプラットフォームとなり、「面」としての展開を期待したい。 
この活動が県北など人口減少が顕著な地域に住む人たちが増えることにつながることも期
待する。

60
SDGsのテーマそれぞれがどのように社会に繋がっているかが、一般に方にはわかりにく
い、そのあたりもかみ砕いてPRして欲しい

61
SDGsの概念自体が曖昧模糊としている。そのため、「SDGsに取り組みます」と一括りにす
るのではなく、17もある分野のうちで、埼玉県としてどの分野にどのように取り組むの
か、具体的に示して頂きたい。

62

SDGSの視点がきっかけとなり、県内企業や自治体の取り組みにおいてイノベーションが創
出されるようになると好循環だと思います。 
SDGSの視点から企業や行政の取り組みを再チェックし、将来のためにどのような方向性で
事業や政策を行うかを考えるきっかけになれば、非常に意義が大きいと思います。

63
SDGsの取り組みは理解しますが、自治体における具体策が伝わってきません。掛け声に終
わらずに国からの補助金などをうまく使って、特に中小企業が潤うための仕組みをご検討
いただきたい。

64
ＳＤＧｓの取組は、世界中で行われていることに意義があると思う。一方、全く興味を示
さない人も多いのが現実である。大多数の人が取組んでこそ、持続可能な開発も可能にな
る。未来のために、県はこれまで以上にＳＤＧｓの重要さをPRしてほしい。

65
ＳＤＧｓの推進について具体的な説明をもっとＰＲしないと判らない人が多いと思いま
す。

66

SDGｓの推進はするかどうかではなく、するのが当たりまえという感覚でいなければなら
ないものだと考えています（そのため質問７と８は「どちらともいえない」にしていま
す。推進していない企業と比較して、という設問であれば「とてもそう思う」「積極的に
利用したい」でしたが）。その観点からもすべての人がSDGｓの考え方を理解する必要が
ありますから、県民に対する周知にあたっては単発の機会に予算投下するのではなく、あ
らゆる機会をとらえるような施策構築が望ましいと考えます。

67
ＳＤＧｓの大枠は理解しているつもりだが、細かいことに付いては良く理解できないので 
細かいとこまでの説明をしてほしい。

68 ＳＤＧｓの内容を知らないので、意見を述べられない。
69 SDGsの認知度を高めた方が良いと思います



70
SDGsは、とても多くの課題について、考えていかなければならないので、埼玉県として
は、すべての課題に手を出すのではなく、いくつかに絞って取り組んだほうが、具体的な
取り組みが出来るように思います。

71
SDGsは、多方面に亘り過ぎていますので、各界が自分の業態に合わせた取り組みをするこ
とが大切と思います。県としては、ＳＤＧｓ取り組みの良い事例の紹介やSDGｓの必要性
について子供のみならず成人を含めた教育をしてほしいと思います。

72

SDGsは、日本の国としてどのように評価するか？どう対処するかも何も議論されず、決
まってもいないのに、『国連で決まった』とし、県レベルでその対応に時間と労力を使っ
ていること自体異様なことだと思う。県知事としての『職務上の法的義務』とされていな
いことに対して県組織として業務処理をしていることは、『県知事としての法的義務違
反』（越権行為）だと思う。このような『いい子ちゃんぶり』は、即刻中止すべきだ。
SDGｓの問うていることを県行政の中に盛り込められていないとすれば、それ自体が問題
だ。

73

SDGｓはこれからの埼玉県だけでなく、日本や世界にとっても大きな目標となるものだと
思うので、埼玉県から様々な取り組みを始めていってもらいたいです。でも、実際埼玉県
でどのような取り組みを行っているのか分からなかったので、もっといろんなところで埼
玉県の取り組みを発信してほしいと思いました。

74 ＳＤＧｓは何か教えて欲しい。

75
SDGｓは個人の感性と良識によって自然と行動に発現されるべきものであって、意識して
これがSDGｓなりとするような行動は長続きするものではない。まともな教育が行われれ
ば自然と身に付く。

76
ＳＤＧｓは今初めて聞いた言葉で何のイメージもわかない文字列で良いも悪いも分かりま
せん。 
日本語でやりませんか。

77
ＳＤＧｓは私自身もよくわからないので、TVとかで特集やインターネットでの説明が分か
りやすくあると嬉しい。

78
SDGsは日本の中でも認知度が低いと思います。埼玉県がリーダシップを取るチャンスだと
思ういます。組織的かつ地味な活動を繰り返し、SDGs県と言われるようになってほしい。

79
SDGsは目標がバラけているので、県が推進するのであれば、例えば廃プラスチックをゼロ
にするとか具体的な目標を定めて、しっかりした施策を打つ方が分かり易いし協力しやす
いと思う。

80

ＳＤＧｓをいきなり推進といってもなかなか効果はすぐに出ないと思います。我々大人が
次世代を背負う子供たちに対して自分たちの将来あるべき世界をどのようにした以下につ
いてのビジョンを持ってもらうかによりＳＤＧｓの本来の持続性が担保できると思いま
す。

81
SDGsをまったく知りません。 
ホームページ、メディアでの宣伝等を十分してほしい。

82
SDGsを根拠に今後各種制度が作られていくこともあると思う。何故SDGsが必要か。各々が
自分の利益を追求し合いながら社会全体を底上げしていく、のとどう違うか。この違いが
各種層に理解されれば広まるのではないかと思います。

83 ＳＤＧｓを始めて聞いたのでどう答えて良いか分からない 

84

ＳＤＧｓを取り上げていただき、ありがとうございます。官民一体で取り組んでおり、環
境問題に消極的な日本のイメージが、改善されるように思い、期待しています。 
授業でも取り上げていますが、ＳＤＧｓのピンバッジを理解している学生が増え、喜んで
います。ボーイスカウトも制服の胸に付けることが認められました。 
埼玉県においても、積極的な取組を期待しています。

85
SDGSを推進する市町村を紹介したり、知事賞で表彰すると県民の意識が高まって、取り組
みに弾みがつくと思います。

86 SDGsを推進する事はとても重要だと思います。

87
SDGsを推進する場合、啓発活動が必要不可欠だと思う。 
（SNSやリーフレット等を活用して）  
今後の未来へ向けてのアクションが必要だと感じている。

88
ＳＤＧｓを知らないし、最近がカタカナ標示やアルファベット表示が多すぎて理解できな
い

89
SDGsを知らない人は多いのではないでしょうか？ 
もっともっと広報して欲しいです。 

90
SDGsを理解している人は非常に少数ですのでまずは、一般の人に対しての理解活動が重要
であると思います。

91
SDGs自体がわかりにくい。横文字にする意味が不明。すべての層に浸透させたい割にはそ
の辺りが優しくない。 
漢字にしたほうが認知度が高まるのでは？



92

ＳＤＧｓ自体よくわからない 
非営利団体なのか、利権がなんなのかわからない 
ボランティアならやりたいひとがやればいい 
一般市民はボランティアするほど、裕福ではない

93
ＳＤＧｓ推進する前にもっとこの言葉意義を県民に知らせるべき、本アンケートも何をど
う答えたら良いかさっぱり分かりません。推進するのであれば日本語表記で分かり易い言
葉からお願いいたします。本アンケートも答える気にもなりませんでした。

94
SDGs推進の先頭を走る県であってほしい。 
私は仕事中スーツにSDGsのバッジをつけているが、「それ何？」とよく聞かれます。まず
は認知度アップが必要です。

95

SDGs内の矛盾や、根本的解決にならない中身のないエセSDGsを使って、むしろ環境破壊を
して売名や不当な利益を得る企業を取り締まる事も大事だと思います。（例えば、飯能、
日高、小川町のメガソーラー事業は、SDGsのクリーンエネルギーを自称されている場合も
ありますが、SDGsの森の豊かさも守ろうは守っていません。）

96 SDGs分野の重要度を明確に分析する必要があると思う。
97 SDGという英語略称を 取り組みの中身が分かるように 日本語略称にしてほしい。

98
ＳＤＧについて、広報活動により多く知らせてもらいたい。 

99

SDGの概念は一般には難しい。 
SDGの言葉を使わなくてもいいので、その概念を広く知らしめて、日常のあたりまえの行
動ができるようになるよう啓もうを進めてほしい。少なくとも、子供たちは当たり前のこ
ととなるようなってほしい。

100 アイコンのデザインがやかりずらい

101

アップサイクル＝＝捨ててしまうものをよみがえらせたり、新しい価値を生み出したりす
る仕事。 
例えば、広島の原爆ドームのオリズルを糸に作り直して今治タオルにしているとか、裂き
織り、パッチワーク、金継ぎー壊れた陶器を修理して蒔絵を施すーなどのリフォームだけ
れど工芸であり、芸術だったりする仕事。 
「もったいない」を「はんぱない」に変えるワザ!! 
　こういった仕事を何らかの形で応援してほしい。

102
あまり、聞きなれない言葉だったのでアンケートも、迷いましたがこの機会に知ることが
出来て良かったと思っています。

103 あまりにも大きな目標なので的を絞って時間をかけて進めるべきだと思う。
104 あまりよくわからないです。
105 あまり期待していない。
106 あまり知識がないので特にありません。

107

あらゆる機会をとらえて意識付けが肝要と思います。今日現在の最優先コロナ対策も、
「３　すべての人に健康と福祉を」として、また、併せて必要な経済対策は「８働きがい
も経済成長も」と関連します。 
身近なところから、具体的にが定着の基本と考えています。

108
アルファベット表記略語の使い方 
使い過ぎ アピール仕方難しいですね。

109 アンケートから効果がありそうな結果を即、実行してください。

110
アンケートで初めて知りました。 
もっと身近に感じられるよう周知していけたらと思いました。

111
いまだに公立高校に男女別の学校を設置して平気でいる県に何も期待はしていない。何よ
りもまず、公立男子高・女子高を共学にするべきです。

112
いま大きな流れとして進んでいる新自由主義の中で、SDGｓはある意味でそれに対抗す
る？ささやかな取り組みではあるが、皆の力が集まれば素晴らしいものになるとも思いま
す。

113
イメージがぼやけていて本当の意味で理解していないので、きちんとした日本語を普及さ
せてほしい

114 いろいろ情報を得て勉強したいし、活動に生かしていきたい。

115
エネルギーを大切にすることや日本でゴミでも世界では資源であったりするのでその情報
を発信する。

116
お恥ずかしながら、SDGsという言葉を初めて聞きました。なので、まずは認知度を高める
ことが大切なのかと思います。

117
きめ細かい宣伝で県民全員が共に参加して意見交換、情報を取り入れられる様な輪を広げ
てほしいです。折角、立派なテーマを伸ばしてほしいです。

118

こういう取り組みには、どうしても各機関、団体の既得権益、利益が絡みそうで、本当に
より良い社会を醸成しようとしているのかどうかが疑問です。このような偏見を払しょく
するためにも、透明性のある活動状況の報告や、実際に社会に貢献して効果を挙げている
例が知りたいです。



119
ゴールを見ると国レベルの事柄が多く、果たして埼玉県の主な取り組みを見ても、もう少
し具体的なレベルまでなのかを明確にする必要があるのではないか？行政レベルで果たし
てどこまで可能なのかを検討すべき。絵に描いた餅にしか見えない。

120 ことばがしっくりこない

121
このアンケートでは時々、県の施策について聞かれるが、埼玉県に居住して普通に生活し
ている一般の人々にとって初めて聞くことが多いと思う。もっとマスコミを巻き込んで県
民に周知させる方策を考えるべきだと思う。税金の無駄遣いは止めて欲しい。

122
このアンケートで初めて知りました。パンフレットなども見たことがないので、もっとPR
してほしいです。

123
このアンケートを機会に、今後、情報収集に努め、SDGsの知見を広げ、可能な活動をした
いと思う。

124
このことについてはほとんど何の知識もありませんでした。パソコンやスマホはない人も
いるので広報で教えてください。

125

このバッジは目にしています。勤務先でも営業マンはつけていますが 
会社はこのことに関してどの程度理解し、行動を起こしているのか疑問です。バッジを付
けていかにもやっていますよ　良い会社ですよ！！アピールに使用しているしかみえな
い。

126

このようなことを本気で考えているのだとしたら大きな見落としが存在することは確実で
す。人類はロケットで月で行けたからと言って何でも出来る訳ではありません。出来るか
らと言って何でもやっていい訳ではないし、理想を目的としているから全て許されるなん
てことはあってはならない事態です。一見「ものすごく素晴らしいこと」のように見えて
しまうのは分からなくはないですが、権限を持った大人がこういうことを推進するのは暴
力です。お願いですから現実を見てください。もっと市井に降りてきて、一人一人の生活
や人生に寄り添おうとする姿勢をもって下さい。お願いです。お願いです。どうかお願い
します。

127
この運動は、国として行うのが良い。県単位で行ても限界があり、やれる事、範囲が限ら
れて自己満足に終わりがちでは無いか。草の根運動的に、県民の国民の声として行えるも
のと考える。勿論、県として、県の行政担当として取り組むのは良いと考える。

128
この回答にはまったく関係ないのですが、何故日本に居ながら訳のわからない英語での取
り組みテーマをかかげるのかがわからない。国民の為の政治家も何故国民がわからない英
語ばかり使うのかわからない。関係無いことですみません。

129
この言葉の意味がわからない。＝浸透していない 
言葉と意味を浸透させることが重要では

130

この言葉は未だ大変なじみが薄い。最近の日本語は横文字が多く、記憶や覚えにくさが先
に立ち、日本語が廃れていく悲しさが日々高まっていく。SDGSの表示だけでなぜ 
日本語の訳が並列に記載されないのか？疑問が高まってならない。少しピント外れなこと
かもしれないが、この推進ではこのピント外れなことが大切ではないか？県としては日本
の埼玉県の良い点を世界に広めていくことが推進の基本に思う。ピント外れか否かよく吟
味して欲しい。

131

この国の国難であり埼玉県の高齢化スピードうを和らげるひいては少子化対策になり、未
来のために扇状に成果のひろがりを見せることが出来うる施策に注力するサスティナブル
デペロップメントゴールズでなければ国際協調や、誰一人取り残さない国際支援に結びつ
ける力にはなれない。残り10年の目次を数多く中途半端に目指すよりも、アジェンダを関
東一丸で少子化対策に定め東京の一極集中を自分事と捉え災害の少ない関東平野全体で補
完し埼玉こそが日本国内内需拡大のハブとなる。

132
この取り組みがどのように展開されていくのかはよくわかっていません。 
新たな利権作りだと言う人もいますから、どのようなお金の流れになるのかを見える形で
進めるのが良いのだろうと思います。

133

この発想は、郷土の偉人・渋沢栄一翁の考え方をベースにしているのではないかと思って
しまう程、同類に感じます。　コロナ蔓延以降の世界を考えますと、人類を救うのは栄一
王の考え方、即ち、ＳＤＧｓの実践に他ならないと考えます。　そんな次第で、埼玉県が
この運動にバックアップする事は、大いに必然性を感じます。

134
この分野は、継続が大事です。行政は、リーダー的な存在で先頭に立ってリードしてほし
い。

135
ゴミの分別通りの処理をお願いしたい。 
現状、焼却処理で済ましているので。

136
これからの取り組みと思います。  
多くのかたに周知して頂きたいものです。

137 これから勉強していきたいと思います。

138
これまでSDGsのことがよくわからなかったので、内容についてわかるようなものがあると
いいなと思います。

139
これまでの活動の中でこれほど分かりにくい、PR不足、テーマが大きすぎて 
どう取り組んでよいのか分からない。



140
コロナ、温暖化による気象変動、それらによる貧富の差の拡大。心配な事が沢山ありま
す。個人ではどうにもならないので、大企業、政官、地域団体で邁進してしていただきた
い。

141
コロナ禍でのSDGｓとの関連性があったら、分かったらと思うのですが、そういう報告は 
ないでしょうか、、

142

コロナ禍で学校でクラスターしてもオンライン授業も進まず、後進的な県です。それらが
解決できると幸いです。しかし貧困をなくそうなど表向きはよくみえても利権やお金儲け
が絡んでいたりと真っ黒なNpo等もあるので素直に応援できません。 
お金はあれど児童手当ては半額に減額、若しくは無しなど不平等なのも納得できません。

143
コロナ流行の中、人と人との接触が避けられています。そうした状況ですから、相当工夫
しないと推進が難しいと思います。現状では県の広報番組等で、県民に広く周知すること
が現実的、コロナ後に備えるのが良いと思います。

144 こんなに素晴らしい目標があったのかと驚いています。応援しています

145

こんな英語の単語の頭文字の寄せ集めでは、県民のほとんどの人は内容を理解しているは
ずがない（日本語に直してあっても意味する本質が理解しにくいのに）。みんな理解して
いないのに…期待すること、ご意見、ご要望等…だしてほしいと言ってもきちんとしたも
のが出てくるはずがない。このテーマの発案者、企画者、推進者の知恵不足だし、 
安易な気持ちで取り上げたとしか思えない。

146
さいたま市と春日部市では行政での取組み方が違う、春日部駅前の市の広告でも興味がわ
かないし、SDGｓ自体も紹介されていない。  
もっと市町村に働きかけしてもらいたい。

147
ジェンダー、平等、平和、これらは良いことのように思えるが、使い方を間違えると国が
おかしなことになるので気をつけて欲しい。 
特に平等と区別はちゃんと分けて欲しい。

148 シングルマザーなど社会的な弱者をケアできるようにしてほしい

149

シンボルマークを見たことがある程度で、具体的な詳細については知らなかった。 
シンボルマークについてはLGBTの方の配信で知った。 
現状、自分から色々な情報にアクセスしに行かないとこの活動のことについては知ること
ができないので、著名人を通して活動について認知を広げたり、具体例を出して市民の関
心を引くことが必要かと思いました。

150

すいません勉強不足で、SDGsをここで初めて知りました。調べたら今年から埼玉県は取り
組んでいるんですね。コロナでなかなか広めるのは厳しいと思いますが、まずは埼玉には
プロスポーツチーム、西武・浦和レッズ・大宮アルディージャ・埼玉ブロンコスなど沢山
人が集まる場所があるので、こういう場所でブースや入場時にフライヤーなど配り、この
SDGsの言葉と意味を広めれば良いと思う。

151

スエーデンの発生にて、若者から見られる地球環境に対しての危機感をこのことにかけて
今回のアンケートテーマに共感している。 
高齢ではあるが”現在出来ることから”をもっとうにＳＤＧｓ活動にチャレンジして行き
たい。ｓ活動にチャレンジして行きたい。

152
すぐにでも学校での教育に盛り込めるようなシステムが必要かと思います。変化が早い
今、時間がかかっていると何でも遅れていきます。教育の現場にもシームレスで素早い動
きができるようにして欲しいです。

153
すべての人に、とか、人や国の、とかいう項目があるが、費用は税金だし無限にお金があ
るわけじゃないんだから余計なことに使わないでほしい。「日本国籍に限る」くらいに制
約をつけて欲しい。

154 すべての人に居場所や活躍の場があることが重要

155

すべての方対象に推進活動は無理があるので、実力がある人、知識がある人、リーダシッ
プ能力がある人を対象に、まずSDGｓについて興味を持ってもらえるように活動してみた
はどうでしょうか？ 
そうすれば、少しづつ変わってくると思います。 
子供たちはまだ頭が柔らかいので、教育の中で教えていけばいいと思います。  
あと、数が多すぎます。ので、時間があまりないのでいくつかに絞って（優先順位をつけ
る）それを重点的に行う必要があります。

156 すみません、この言葉初めて知りました。関心をもちました。ありがとうございます…

157
その推進を知りませんでした。 
もっと情報提供が必要ではないでしょうか？

158
そもそもこの言葉自体まったく浸透していないので、まずは言葉と17の目標について県民
に呼び掛けていくべき

159
それぞれの目標に対して、どんな対応をすれば良いのか具体的な例をあげていただける
と、取り組みやすいと思います。

160 できるだけ、予算をかけないでやってもらいたい。



161

テレビでSDGsバッジの紹介と活動について初めて知り感銘を受けました。 
確かに17の目標は大きすぎるし多すぎるかと初めは思いましたがどれも 
未来の社会を左右する重要なテーマなので少しづつ着実に啓蒙活動を 
広げる取り組みをしていただければと思います。

162
テレビ埼玉のCMで言葉を知っていたので、メディアを用いて広く知らしめるのは大切だと
思う。

163
どういった取り組みなのか分からないため、分かりやすい（例えばYouTubeなどを利用し
て）説明があればいいなと思います

164
どうして、「SDGｓ」なんて、見てもさっぱり何のことだかわからない言葉を使いたがる
のか不思議です。せめて埼玉県だけでも、頭のいい方たちに、もっと身近でわかりやすい
言葉にかえて呼びかけていただけたら、私たちも取り組めるのではと思います。

165
とても素晴らしい活動だと思います。 
埼玉の活動が、全国に影響を与えられるくらいに広がるよう、応援したいですし、 
私も地元で頑張りたいと思います。

166
とても良いこと。 
世界的に広がれば戦争など無い世界も夢ではない。

167
とても良い取り組みですが、認知度が低いのではないかと思います。推進する為には、認
知度を上げる事が先決ではないかと考えます。 

168 とにかく県民にこの取り組みを知ってもらうことが大切だと考えます。

169
とにかく初めて耳にした 
言葉（しかもアルファベット）なので 
何のことやらサッパリ解らないでした。

170 とにかく全くイメージが湧かないので、もっとアピールをして欲しいです、
171 とにかく無駄をなくしたい，ゴミ問題に係るリサイクル投資

172
どれもが大事なテーマであるが、殊に、地球温暖化防止のための気候変動への取り組みは
待ったなしで、一人ひとりの心がけ、企業の行動が求められる。その為に、広報、啓発が
重要であり、子供達の教育への取り込みも大事と考えます。

173 ドンドンＰＲして下さい

174

どんな事業にしても、最終的には、SDGsの目標を達成へと結びつくはずなので、例えば、
埼玉県の事業には必ず17の目標のどれに該当するかのアイコンを入れておくとわかりやす
いかなと思います。実際には、エコバックを持つこともSDGsの一つのように小さなことで
も構わないとされていますので。 
あとは、コバトン健康マイレージのようなスマホアプリで点数を貯めていけるような仕組
みがあっても良いかもしれません。

175 どんな取り組みがあるのか、自分が取り組める事から教えて欲しいです
176 なかなかピンとこない話なので、広く知られることがまず第一かなと思います

177
なにを今さらと思う。当たり前のことをそれらしくいい、市民の目をくらませているだけ
のように感じる。

178 なんすかこれ
179 なんだかさっぱりわからない
180 ニースを見て驚いた。民間企業がコロナ検査をする、いう。 
181 ネット・SNSによる個人又は家庭ﾚﾍﾞﾙで実行可能な活動事例の紹介による情宣
182 はじめてきいたことなのでよくわからない

183
はじめて知りましたが　埼玉県を筆頭に日本全国　しいては世界に広まり　暮らしやすい
世界が出来ると良いと思います。

184
バッジをつけてる人を見かけるが、その様に目に触れるグッズを作成するといいと思いま
す

185 バッジを広く配布してほしい。
186 バッチではないほうが良いかと
187 パン屋と生地屋が少ないので増えるといいなぁと思います。
188 ファッションでバッチを付けている人が殆んどで活動など理解していない。

189
ふるさと納税やクラウドファウンディングを使って、資金集め・兼・情報発信を、やると
いいと思います。返礼品は、県内のSDGｓ関連の商品など、如何でしょうか。 
僕も、寄付しちゃいます！

190 まず 区報とかで連載特集をくむなりして　啓発してください
191 まず、意識改革です。

192
まず、知ってもらうためには、どうしたらいいかの一点に絞り知恵を出し、汗をかくこと
肝要です。あれも、これもは止めて。

193
まずは、ＳＤＧｓ活動の広報活動を県のいろいろなイベントを活用して行うことが有効か
と思います。親しみやすさや高齢者や子供の理解を得るため、ＳＤＧｓの英語表記も再考
の余地ありませんか？

194 まずはSDGの認知を高める必要があると思う。



195

まずはアンケートにしろ講演にしろ言語を理解しないと参加できないので可能な限り国語
を用いていただきたい。今や英語は国際的に使用されていますが、カタカナ語が出てくる
と理解できない年代層もいると思われrます。自分もその部類ですが自学で何とかなって
いますが多くの年代層の意見を取り入れるなら必要と思います。

196 まずは広報活動だと思います
197 まずは自分がＳＤＧｓについて敏感になろうと考えた。

198
まずは身の回りのことから始めることはできると思うので、もっとPRできるといいと思い
ます

199 まずは認知度の向上が必要

200
まず県民に普及させるには名称を変えたほうが良いのでは 
名称がわかりにくければ内容も浸透しないと思います 
それに、こういうことは県民が何かするより行政の仕事だと思います 

201
まだ、認知度が高いとは言えないと思うので、着実に成果を出し、ひろめって行ってほし
いと思います。  
かけ声だけで終わらないことが大切だとも考えます。 

202
まだＳＤＧｓに関し知らない人が多いと思います。質問１１、のように県民に対するＰＲ
が必要と思います。

203 まだない
204 まだまだ 仕組みがわかっつてないので周知する機会が増えるのを期待しています。

205
まだまだ周知には至っていませんが、一人ひとりが問題意識を持っていくことが大切で
す。

206 まだよく分からない。
207 まだ認知度が低いので身近なところから略称ないし愛称が良いのでは…

208
まったく初めて知ったので、意見はありません。 
今後、勉強したいと思います。

209 みんなが住みやすく助けあえる魅力的な埼玉県に

210
みんなが内容を理解できるようにする、仕組み作りが必要だと思います。 
例えば、レジ袋の辞退は、ＳＢＧs の何に協力しているか、を分かりやすく掲示する等。

211 みんなでやろう！という姿勢が大事だと思います。
212 もっともっとより具体的に取り組まないと。。。
213 もっと自治体が積極的にＳＤＧｓをＰＲすべきと考えます。
214 もっと情報発信を上手にやったほうが良いと感じます。

215
もっと積極的に、具体的にわかりやすく、企業、団体、店舗、個人で出来ることを出来る
ように。

216 もっと宣伝してください。
217 もっと沢山の人に知ってもらうために PR した方がいいですね！！！

218
ヨーロッパ他国の取り組みなどを見ると、日本は当事者意識が低すぎる。 
自分のこととして取り組む雰囲気を醸成できるとよい。

219
よくある軽いPRだけでお茶を濁すのではなくて、ある程度強めのメッセージを出していた
だくほうが良いテーマかと思います。

220 よくわからない。

221
よくわからない。 
兎に角、平等、平穏。  
高所得者社会をなくしてほしい。

222 よくわからないので、周知して欲しいです。
223 よくわかりません。これから勉強します。
224 よく内容がわからない
225 よく内容がわからない、もっと発信して利用者に説明すべきである。

226

よく理解できていない　内容が沢山あり何に対して理解していこうかすらわからない　貧
困や平等など言っているが　接骨院　スポーツジムに生活保護者が毎日来ている　貧困を
なくすなら生活保護者に現金をあたえるならプリカやカードにして使い道を県の方が把握
したほうがいいと思う　救われないといけない人が救われるために　救われる必要がない
人は生活保護より職を与えるべきだと思う　生活保護者を受けたい働ける人(働かない人)
は団地に入居させ　簡単な仕事を与えてカードを与え管理する　それがいやなら生活保護
にはなれないとか　した方が無駄な税金を支払わない分　保護が必要な人にまわしてほし
い

227
よく理解出来ていませんのでこの回答に戸惑いました。もう少し皆が内容を知るようなア
ピールが必要と思います！新聞やテレビでのＣＭで見たりする機会もあれば内容の少しば
かりの知識を得ることが出来たのにと思います！ 

228
レジ袋は衛生的にも必要 
なんでもかんでも、やってますアピールで大袈裟で踊らされる人、企業が多い 

229
ローマ字の同じような略語が一般の住民にはわかりにくい。特に行政は、略語の意味を 
日本語で表現することが、PRの基本と思う。 

230 わからない



231
わかりません。 
そして、このアンケートに、これを取り上げたことが理解できません。 
何か先鋭的な方向を模索していますか？

232
わかりやすい日本語での説明を期待します。 
プラットホームという言葉が出てきた時点でその先を読もうという意欲が無くなりまし
た。

233
意外とこどもが学校で学んできて、活動内容が宿題になったりすると家庭で挑戦しやすそ
うです。

234
一学生としての意見となりますが、学生は授業等で習うためにSDGsを知っている割合が高
いと思います。母に質問したところ、母は知らなかったので主婦層に浸透させる取り組み
を行うべきだと思います。

235
一人一人が住みやすい街づくりには高齢者や障害者が働きやすいように市区町村や会社の
企業がバリアフリーに整備していくことが大切だと思います。

236 一人一人の「自分ゴト」になるといいなぁと思います。
237 一人一人の当事者意識の醸成のスピード化に期待したい。
238 一層の注力をお願いいたします。
239 一体どんなものなのか根本がわからないままどんどん先に進んでいる感じがする。 

240
応援している浦和レッズが取り組んでいるので知りました。 
趣旨を知り賛同しています。

241

横文字に抵抗のある世代にも興味関心を持ってもらうには、ゲーム感覚で楽しく学べるア
プリの活用はいいと思います。知らないうちに正しい知識を身に着け、実践できるように
導くのが県政の仕事かと思います。まずは当事者意識を高められるよう、できるだけわか
りやすく県民に知らせていくことに力を注いでください。難しい言葉はできるだけ言い換
え、わかるからできる、こういうことならやってみよう、と思えるようなことから取り組
めるように勧めてください。

242
岡山県西粟倉村が林業を軸とした地域再生を進めているように、埼玉県も林業を前面に出
して、間伐材を利用した製品作りやバイオマスエネルギーの推進等を進めてもらいたいで
す。

243

温暖化による異常降雨や大型台風などの災害に見舞われることが多くなった。簡単・手軽
な解決策は難しいだけに地道で長期的視野に立った施策が求められると思う。電気・水な
どの無駄を省くことなどに気が付く。木を植え緑化なども有効だろう。子供たちへの教育
も将来的には聞いてくるはずと思う。

244

温暖化防止の取り組みに参加しています。CO2削減をすべきなのはわかっているが、省エ
ネや省資源だけを言っているのに近い今の日本の対応では、パリ協定の目標にも追いつか
ない。再生可能エネルギーを如何に増やすかがカギ。個人や事業所の屋根に太陽光発電を
さらに増やすためにも、率先して行政の建築物には、アドバルーンではなく実利にかなっ
た太陽光発電を導入すべき。資金はPPA、第3者所有モデルを使って外部からの資金導入
で。10年経てば、電気代はタダにり、行政にも個人にとってもコストダウンになる。

245

何か始めたいならばまずは国内から見直しをして欲しい。同じ国内でもまずは日本人に対
して対応していただきたい。これは差別ではなく、区別である。日本国籍の日本人に対し
て福祉のハードルのなんと高いことか！まずはそこを見直してからではないかと感じてい
る。

246 何ごとにおいても優先順位を間違えずに取り組んで欲しいです。

247
何となく聞いたことはあるけど～な感じです。聞こえないジェンダーの方と知り合いだっ
たりするので今後より良い社会が形成されるように自分も微力ながら協力していきたいで
す。

248 何をゴールに据えるかを間違わない事。

249
何をするにも大人を対象としていては、アピールだけに終始し、何も変わらない。 
子供のうちからの刷り込みが重要。

250 何をすればよいのか、具体的な取り組み事例の紹介があると良いのでは？

251
何故、県が推進するのかその意義と目的をアナウンスし、共有していく事が大事だと思い
ます。

252
家庭内で話をするきっかけになるような、わかりやすい商品や、具体的なサービスの提供
を望みます。

253
我が家の子供たちは、ずっと埼玉に住みたいと言っています。そう思う気持ちを持ち続け
てもらえるよう、できることがあれば、やりたいと思っています。

254 外国人がいない安全に暮らせる街作り。

255
各市町村・ＮＰＯ法人などが取り組んでいる啓発活動に支援し、県内でのネットワークづ
くりを。

256 各市町村と協力したPR活動を推進して下さい。
257 学校でsdgsをもっと取り扱えるようになってほしいです。

258
学校ではみんなが知っているような取り組みではあるものの 
社会人や家庭ではそれほど認知されていないように感じます。 
家庭への認知はいろいろなメディア、方法で広げていただきたいと思います。



259 学校などで教育して知ることから始める
260 学校教育で机の上で学ぶことではない。社会の中で身につけるものだと思う。

261
学校教育への浸透はあまり賛成できません。学校教育に「勉学」以外の要素をあまり期待
し過ぎるのは禁物と思います。道徳やら英語やら・・・現場はいっぱいいっぱいです。 
県自ら訴求力のあるPRを行うべきです。

262
学校等教育機関及び県の外郭団体「いきいき埼玉｛未来大学｝」等でSDGs知識の醸成が必
要と思います。又クリーンエネルギー、海の豊かさを守る、気候変動対策等身近な課題を
取り上げ公民館などで事例講演会などを行い考える習慣も必要かと思います。

263 活動が目に見えない
264 活動の開示を頻繁にして欲しい。
265 活動自体を知らない。

266
官庁が積極的に行動する事が、企業の行動を変えることにつながります。入札の際に生か
せると良いですね。

267

環境に配慮したまちづくり、道路行政 
県道9号とされる我が家の前の道路は最も狭い部分で4m程度ですれ違いが難しい道路にも
かかわらず、交通量は異常に多く、254号と旧道の信号の間が短く両方向の渋滞が起こ
る。すると幅員が狭いので歩行者が歩くスペースがなく、すべての車がいなくなるまで待
たなければならない。車優先の状態である。渋滞中の排ガスや車内の音楽、側溝のふたの
上を通過する騒音もひどく「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」「住み続けられる
まちづくりを」には程遠い。県土整備事務所に何度連絡しても無視されるばかりで、何も
せず、何も考えず、自ら動く行政となっていただきたい。

268 環境問題が重要。

269
企業・団体だけでなく、個人も学習会に参加させるべきと思います。そのほうが認知度だ
けでなく、取り組みの効果が期待できるのではないでしょうか。

270

企業・団体等の取り組みを広告・チラシ・商品の包装等に掲載するなどして“よくわかる
見える化”を図ると良いと思います。 
また、それぞれの分野についての具体的かつ身近な取り組みの例を彩の国だよりの別冊の
ような形等で示していただけると良いのではと思います。

271
企業が利益を上げれば県もうるおい県民にも還元できると思いますので、県としての助成
や協力があれば企業も伸びしろが上がるかと。

272
企業トップに対しての啓もう活動 
＊従業員は結局、企業の中では自由が制限されてしまう。 
トップの意識改革が急務！

273

企業にとって他社との競争は免れないことだとは思うが、売れれば良いという発想のもと
にやらせの宣伝や誇大広告、連日連夜の『貴方だけ今だけお得』といった消費者をあおる
CMなどが余りに横行しており、惑わされやすい高齢者が被害にあうケースが出て来ると思
うので公的な規制の必要性を感じる。

274
企業に強いるようにしないと普及は難しいでしょう。個人に落とし込むのは無理だと思
う。

275 企業の利益、国民の利益に直結することであれば大いに推進してもらいたい。

276
企業社員がバッジを付けている方をみかけますが、その企業がどんな取り組みをしている
のか情報が知りたいです。

277
基本的人権の尊重、平等、貧富の差の解消について、問題がどこで発生しているのかの把
握と公開をお願いしたい。例えば、「差別都市川口」という言葉を聞いたことがあります
が。

278
既にやっていることから、認識してもらえるようにすれば、県民も特段出来ていない、出
来ないわけではないと思い、敷居が下がるのではないか。そして、まだこれからの項目に
も取り組みやすいのではないかと思う。

279

既に上尾市立東中学校などでは、先進的にSDGsを教育に取り入れて、総合学習を行ってい
るとのことで、子どもの頃からのSDGsを身近にする取り組みは埼玉県内の他の学校でも
行ってもらいたいです。 
また、生涯学習として、大人もSDGsを意識した日々の生活を行えるようなセミナー、
フィールドワークを是非埼玉県主催で行ってもらえたら、参加したいと思います。 
私が従事している観光・MICEの分野でも、SDGsを紐付けた誘客促進やコンテンツ開発を
行っており、日々SDGsの不可欠さを身にしみている部分があるので、是非埼玉県での観光
振興においても、SDGsを意識した事業を行ってもらいたいです。

280 既に年金生活に入ってる身ですが、今後は関心を持って行きたいと思います。

281
既設のマスコミにたよらないで、埼玉県独自の新聞社を作り、一国の埼玉県国を作り、国
連に参加する等の発想をもって対応し、SDGｓに取り組むべき時かも。

282 期待することはないが、PR活動は必要だと思う。



283

機会あるごとにSDGｓの重要性をを県民に伝える。最近スーパーマーケットなどでビニー
ル袋を有料化しているがだだ国の方針に従っているだけ。環境省も国連で決定されている
から実行しているだけ。SDGｓの精神を国も国民も理解していない。ほんの一例であるが
ビニール袋は有料化すれば解決したと思うのでなくビニール袋を全廃する覚悟がほしい。
海の環境、地球温暖化等々を踏まえて。

284
気候変動(１３)による生活への影響が多くなっており、気候変動要因への対策を生活から
生かせるような指導等を期待したい(年々自然災害が多くなっているので。

285
気候変動に備えた対策をぜひしてほしいです。 
また、1人も取りこぼすことのない社会ができるよう更に取り組んでもらえたらと思いま
す。

286 義務教育の中での啓蒙が必要です。

287

教育の面で思ったことです。全ての公立学校でオンライン授業を可能にして欲しい。全世
帯にタブレット、WiFi環境を整えることが出来れば全員が質の高い先生から学ぶことが出
来る。インフルエンザで元気になっているのに、解熱後も元気なのに自宅療養している子
も自宅で授業が受けられればテストが近くてもテスト対策が出来る。

288
具体的な、身近なことから始められるよう、多くの人が知ることができる、学べる取り組
みがもっと必要だと感じます。

289 具体的なイメージが浮かびません。
290 具体的なことが分からない。
291 具体的な内容がわかりません。
292 具体的によくわからない。

293
具体的に何に取り組んでいるのかよく知らない。取り組み内容を周知させる活動を積極的
にしたらいいと思う。

294 具体的施策をわかりやすい言葉で伝えるのが必要です。
295 啓蒙活動をもっとやって欲しい。
296 形骸だけでない実質的な取り組みを望みます。
297 経済成長や住みやすい環境づくり
298 経費負担、税負担が発生しないように願いたい。

299
継続可能な社会を作るために身近な例、自分でも取り組めることを知りたい。 
例えば駅など普段利用するところなどで目につくようになると、その製品を買ったり、活
動に取り組んだりできると思う。

300
県がそういう取り組みをしていることすら知らなかった。広告活動を従来の方法にとらわ
れず幅広いメディアで展開してほしい。

301
県ができる権限の範囲内で最大限の目標を早急に立て、長期的に確実に実行できるように
するべき。

302 県が自ら積極的に取り組んでほしい
303 県が実施しているSDGｓ実例の紹介と教育現場での啓発
304 県が先ずやってみること。それは県民に見える形で。
305 県での取り組みは、より身近に感じられて効果があると思います
306 県で推進することにとても賛成です。

307
県として環境・社会・経済の面で、具体的な目指す目標を解りやすく、展開することを望
みます。　支援や協力する企業・団体等に、県の方針等を徹底的に連携を持ち、推進する
ことを願います。

308 県の、取り組みに、期待致します。

309
県の行政は「県民、企業、子どもへの普及」に値する無駄の無い取り組みができている
か。まずは、足元を見つめ直してください。

310
県の財源は厳しい状況を理解してます。従って民間企業、団体の前向きな協力が、大切で
す。官民一体でＳＤＧｓを推進を是非とも企画をお願いします。

311 県の推進により県民への浸透が期待できる

312

県の土地・施設を活用した壁面緑化や屋上緑化（維持コストが安いもの）、太陽光発電。 
青年会議所がＳＤＧｓに意欲的に取り組んでいるように思います。一度、意見交換してみ
てはいかがでしょうか。 
公用車はクリーンエネルギー車に。特に知事の車はイメージを一新したほうがいいです
よ。

313
県の様々な取り組みに、SDGsのロゴをつけて、どの目標に貢献できるのか、示したらいい
と思います。使ううちに浸透すると思います。

314
県は一体どのように取り組んでいるのか説明してほしい。全国に先立って取り組みを示し
てほしい。

315
県下、市町村との一層の連携強化。及び部署設置。県の各ブロック毎や行政区毎の現状把
握に基ずく、目標設定・検証と合同委員会等の設置。企業など参加対象に対する助成や優
遇処置などの再検討。県民に対する講習会などの教宣活動の強化。

316
県環境科学国際センター(加須市)で、１７の目標一覧のポスターが展示されているのを見
た覚えがあります。あれはＳＤＧｓという名称だという事を今回のアンケートで知りまし
た。



317
県政でしか解決できない問題があると思います。（権限や個人情報など）公正な立場で県
民に入り込んでもらいたいです

318 県庁HPにさらりと掲載するとか、大きな予算をかけずに情報提供を行うと良いと思う。

319

県庁が率先して取り組むことで県民一人ひとりの意識が広がると思います。クリーンエネ
ルギーの導入なども県庁が実施してほしい。ジェンダーや差別など権利擁護では、声を上
げにくい人が声を上げやすいように相談だけでなく、弁護士費用の負担やコーディネー
ターの派遣、声を上げた人を守る条例などの制定。子供やお年寄り、LGBT、外国人など弱
い立場の人が文化的な生活ができる環境の整備と予算。廃棄物などトレーサビリティの確
保。などたくさんあるので頑張ってください。

320 県内・県外へのＰＲ推進。

321

県内の学校教育ではSDGsについて考えさせる学校もあると聞いている。 
むしろ大人の方が、知識が乏しく感度が低い。  
ESG投資を目的としたプレゼンス向上を図る企業も増えてきている。 
企業としても17のゴールと169のターゲットをできるものから取り組む必要がある。 
個人としても取り組めるように啓発が必要だと感じるが、国のやる気を感じられない。 
 北欧を手本に、行政としても取り組んで欲しい。

322 県内企業とのタイアップを期待します。

323
県民・企業・団体・大学などあらゆる分野の関係者の連携・協働が欠かせないが、その中
心になって音頭をとるのが(特に日本では)行政であると思う。内閣が代わり行革が推進さ
れるようになりそれを期待するところである。

324
県民に解りやすい言葉で情報をまずは発信して頂ければと思います。 
県内には多くの民間企業も有りますので、県職員の皆さんもお忙しいとは思いますが、ぜ
ひ積極的に民間の意見を聞く機会を設けて頂ければと思います。

325
県民に対して啓発啓蒙をすることではなく、県そのものがSDGに沿った運営をすることが
一番だと思います。　現在、県はSDGに沿った運営ができていますか？　県が十分SDG活動
が出来てから県民に啓発啓蒙をすればいいのでは。

326 県民の皆様の生活及び福祉を守る施策をお願い申し上げます。
327 県民意識高揚のための広報活動。公共施設に目立つポスターの掲示。
328 県民一人一人が意識をもって行動し、知識と協力が大切だと思います。

329
県民全体が自らのことであると認識できるような積極的施策が必要である。 
特に法人は、非積極的な先が多く認められており自発的なまたは自発的にやらざるを得な
い誘引策を検討し、行動を促すような対応が求められる。

330 現状をあまり理解していません。県民全体への啓発が必要と考えます。

331
言葉が難しそうで、取っつきにくい感じがします。子供や高齢者にも分かりやすい、ニッ
クネームのような言葉があると良い気がします

332

言葉だけはやたらと最近耳にします。 
取り組み内容がわからず、エコに関わる事なのかな？と漠然と思っていましたが、多岐多
用に関わるんですね。 
推進するにはスケールが大きいことが多いので、個人が取り組むより企業や学校が大きな
方針を打ち出し、県はそれを引っ張る導き役として欲しいと思いました。

333

言葉も内容も全く知らなかったので、広報や出先のショッピングモール等で内容を深く知
れたら良いと思いました。 
また、小さい頃からの教育として幼稚園や学校等で教材などを使って学べたらいいと思い
ます。

334 言葉自体今回のアンケートで知りました。

335
個人でどんなことができるか、どれだけ貢献しているか、わかりやすくなればよいと思い
ます

336
個人の意識の問題でもあるため、教育への関与を期待する。 
そのためには教師の資質、教育現場の改革（教師に時間を与えゆとりを持たせるなど）を
優先させるべきかもしれない。

337
功罪含め、正しく情報を発信してください。 
SDGsが絶対で正しい‥なんてのはダメ。当然利権争いのネタになっているのが現状。

338 広く、浅くではなく関心エリアのフォーカルポイントを決めて推進する体制。
339 広く知ってもらい、理解してもらうことからはじめる。
340 広報を利用して周知を強めてほしい
341 広報活動の工夫が必要かも。

342
江戸はとてもエコで持続可能なコミュニティーであったといわれています。この日本の良
き伝統を見直すことからの第一歩と思います。

343
行政でＳＤＧｓをもっとわかりやすく説明啓蒙・告知をして下さい。 
わかりにくいです。宜しくお願いします。

344 行政と企業が連携して効果を上げていくことが必要
345 講演会等でサポーターを育成して認知度を高める。



346

高3の長女に聞いても ｢なにそれ？｣でした。 
小学校のような小さな子供は ともかく、中高生がわかるような 言葉を使い推進しない
と、若い人にはまったく伝わりません。 
それが何か。。と言われると、わかりませんが。

347 高齢の方の考え方を柔軟にしてほしい
348 国、企業への働きかけ
349 国がＳＤＧｓに取り組むことになった背景が知りたい
350 国が主に推進すべきかな
351 国と一体で普及を図ることを民間にPRすることかな？

352
国にもお願いしたいが、目的を明確に、具体的にしてからの話ではないでしょうか？ 
お題目だけ（SDGという言葉のみ）先走ってもダメです。

353 国は、企業への援助に徹すれば良いのではないかと思います。
354 国や企業では推進しない地方自治体ならではの取り組みに特化して推進してほしい

355
国や県内自治体との連携強化。 
ＳＤＧsの認知度向上。 
具体的施策の策定。 

356 国際的な運動、優しく、自分たちの生活向上に役立つことを周知する。

357
国連の課題としては理解するし、世界を相手に活動する企業は対応すべきと思う。 
国内の自治体な場合、事例を見てもSDGｓにこじ付けている様に見えるので、埼玉県に取
り組んでもらいたいとは思わない。

358 今は特にない
359 今まで、こういう取り組みがあったのは、知らなかったです。

360
今までもいろいろな企業の社会貢献活動がありましたが、一時的なブーム(周囲が注目し
てくれるなど)が終わると下火になってしまうように思います。持続可能な推進ができる
ような基礎をしっかり作るべきです。

361
今や何でも横文字にしますがSDGsも( )を付けて日本語表記を入れると分かりやすくなる
と思います。

362
今回、初めて知りました。 
頑張ってほしいです。

363 今回、初めて知りましたが、県民に知らしめる為に大々的に告知が必要と思います

364
今回のアンケートで、SDGs の取組の内容が少しわかりました。項目が多く、分かりにく
いように思いました。わかりやすく、興味の持てるようにしてほしいです。

365
今回のアンケートで初めて聞くフレーズです。 
もっと一般に対するPRが必要だと思います。

366
今回のアンケートは私とって知らない事なので答えることが出来ませんでした。 
SDGsが何なのか説明が欲しかったです。

367
今回初めて聞いた言葉なので、これからしっかり調べて、自分なりに参加していければと
思っています。

368
今後、50年、100年先を見つめ子供たちが地域に夢や希望、ドキドキウキウキする気持ち
を抱くことが出来る世策を、大人たちが責任をもって推し進めていただきたい。

369 今後、SDGsについて勉強します。

370
今後はSDGsを推奨して下さい。 
平等になることが大切です。 
立場に向かう事が良策です。

371
今更目標を掲げて推進するほどの事ではなく、人として生活していくのに当たり前の事に
過ぎない。美化した言葉よりも、もっと具体的な数字をあげてもらいたい。

372
再生エネルギーの活用、グリッド化への企業との共同実験、実績を早める。 
関連するNPOをもっともっと増やす支援をする。

373
最近の温暖化を企業や市町村、県、国が取り組んでいただきたいです。 
最近はESGを考え投資するなど聞いたことがあるので、是非石炭火力発電など環境に良く
ないことは、社会的に排除していった方がいいと思います。

374
最後まで意味がわかりませんでした。すみません。 
どこかで啓もう活動してるんですか？

375 埼玉が先進する取り組みをしてほしいと思います 

376
埼玉に住んでいるのは子育て世代、世帯だけではない。そのあたりをしっかりと意識して
取り組まないと幼稚な施策ばかりになる。

377
埼玉県がSDGsを推進していることを知らなかったのですが、大いに賛同します。そういう
ことに熱心に取り組んでいる自治体に住んでいることを誇りに思いますし、愛着も湧きま
す。

378
埼玉県がSDGsを積極的に推進しているとは、県民の多数が認識していないと思う。あらゆ
る場を活用して県民に訴えるべきだと思う。

379
埼玉県がこの先100年後の埼玉県の理想を子供からおじいちゃんおばあちゃんまで考えて
CMや発表の場を作って欲しい。

380 埼玉県での取り組みなど県民一人ひとりへの情報が不足なのでは。



381
埼玉県で取り組みをしていることを知らなかった 
広報などで取り組み状況などを掲載してほしい

382 埼玉県としての　インパクトは　足りない

383
埼玉県のSDGｓについてアンケートで知った次第　これに触れる機会が多くあれば良いと
思った　情報発信に期待する

384
埼玉県のＳＤＧｓを知りません。ホームページを見てもよくわかりませんでした。 
「日本一暮らしやすい埼玉県」を実現するため何をすれば良いか考えてみます。

385
埼玉県のSDGｓ具体的な取組み見えない、例えば「働きがいも、経済成?も」の主な取り組
みアクティブシニアの活躍推進が掲げられているが、もっと具体的な推進項目が県民にも
判る形で示してほしい。

386 埼玉県のとりくみはどうなっているのか、今後の予定も含めて詳しく知りたいです。

387
埼玉県の行政だけでは、到底叶わない取り組みだと思います。 
周知・連携・実行・実効が大切であり、それが回転していく事で、より大きな取り組みと
効果に繋がると考えます。

388 埼玉県の住民として、住み続けられるまちづくりへの取り組みに期待致します。
389 埼玉県の略がSDなにか？

390
埼玉県は、まだまだだと思います。 
今後、啓蒙活動をしていく事を期待してます。まずは、学校で、取り入れていくのは、ど
うでしょうか？

391
埼玉県は、平坦部分が多く適度に山間部もあり、居住環境は非常に良いので、他県から移
り住む人が多く住民の意識も多様であり、これらの人に対する対策はサービスの向上より
も、住民が一緒に出来る活動に重点を置いてｓｄｇｓを推進するようにしてほしい。

392

埼玉県は東京都や海外大都市と比べて、認識に遅れがあり、一時代前のように感じる。 
ジェンダー平等をかかげるわりに、県の団体や自治体は若い娘をキャンペーンガールにし
て宣伝するなど、おおよそかけ離れたダブルスタンダードである。 
何故若い娘でない人が宣伝しないのか。

393
埼玉県や県内各自治体がSDGｓに実際に取り組んでいる事例を、定期的に県や各自治体HP
に共同で「表示掲載」することに取り組んでほしい。（すでに実施済みで実現できている
場合は教えて欲しい）

394
埼玉県出身の著名人や、モデル校での取り組みなど、宣伝効果の高い団体に始めてもらい
たいものだ。塙保己一学園など、本当に現実に生活の中でアイデアを持つお子さんたちの
「真実の声」も聴いてもらいたい。

395 埼玉県民の一人としてＳＤＧsに関心を持とうと思います。

396

残念ながら，SDGｓについては，急に世にでてきた感があり，誤解を恐れずにいえば，う
さんくささを感じ，あまりよい印象はない。また，SDGｓは，本来，各企業がいままで
行ってきた内容やうたってきた企業理念について，公的機関が口を挟むような感触ももっ
ている。

397
残念ながら私自身知識がありませんでした。県からの資料等拝見し、勉強させていただき
ます。

398
仕事で関わっていましたが綺麗事ばかりで中身がまるでないことが多かった為、全く良い
印象がありません。力を注いでいると世間体ばかり気にしているイメージ。

399

子どもが夏休みの宿題でSDGｓについてのポスターを描く宿題に取り組みました。それが
きっかけで、親子で環境について話題にすることが増えました。子どもだけが学ぶ機会を
持っているのでは、なかなか社会が変わるまでに時間がかかるなと。大人こそ、実際に行
動に移すまでの学びを得られるよう、便利さやエコロジーを習慣化に取り入れられるよう
なモデルケースの紹介をアプリやLINEでの県からのお知らせなどで行い、先ず目につくこ
とから始めたらいいと思う。

400
子どもたちの未来に待っているのが、健全に成長し続けることのできる社会でありますよ
う、よろしくお願いします。

401
子供が学校から知識として得てくれば、親世代にも広まっていくことが多々あります。 
是非、小学生（幼稚園？）からこのような内容に触れていって欲しいと思います。

402 子供たちへの啓蒙活動
403 子供達が小学校で学んでいる。小さな頃からの教えは重要だと思う。

404
私が所属する企業でも,SDGsを推進する組織があって、活動しています。 
今後は、更なる企業の参画が必要だと思います！

405

私の勤務する会社もSDGsに取り組んでおり、名刺にもSDGsのロゴを印刷してますが、わか
りにくい、というのが正直なところです。 
略称自体わかりにくいし、一般人には馴染みが浅いと思います。 
私の会社の名刺にロゴが入り、そうなった以上中身を知らないと恥ずかしいと思い、ネッ
トで調べてみて、初めて知ったです。 
会社からは明確な説明はありませんでした。 
ただ、取組む分野が多方面にわたっており、全てを理解できてません。



406
私の知り合いで沖縄振興費を10億円搾取した方がいました。詳しくは言えませんが国会議
員のかたとも親しく一度捕まりましたが　また振興費を搾取していたらしいです　埼玉県
ではそのようなことが起きないよう願っています。

407
私は環境装置製造の企業に勤務していて、企業としてＳＤＧｓを推進していることもあ
り、ＳＤＧｓをよく知るようになりました。企業・団体・大学等がＳＤＧｓを推進できる
ように、埼玉県が支援していくのがいいと思います。

408
私も一端を担いたいと思いますが、具体的には思い浮かびません。ただ、ＳＤＧｓは賛成
です。意識だけは、埼玉県の推進活動にくっついていきたいと思います。

409 私も具体てきにしらなかったので、認知度を上げる取り組みが欲しい

410
私自身の不勉強かもしれないがSDGsについてあまり知られていないのではと思います。あ
らゆる機会を捉えてPRすべきかと思います。

411

資源を無駄使いしないよう啓蒙活動を推進することが必要だと思います。 
何が無駄なのか、いつの間にか慣れ親しんだ生活様式、分かっているようで、本当は何が
自然に優しいのか考えると分からなくなります。上滑りの行動になっていないか心配して
います。

412 字面から意味を汲み取りにくい

413
持続が辛いものではなく、未来を描けるような、将来を考えるのが楽しい、そういうふう
に皆と共に進んでいけることを期待します。

414

持続可能  
天災 等々 将来を見据えた時 
一極集中の怖さはいかほど？ 
地方へのインフラ投資  
埼玉が率先してモデルになる  
千葉や神奈川と違って港はないんだから (笑)

415
持続可能な開発目標（17）が実現できたら、心身ともに豊になれて、偏見も差別も無くな
ると思います。

416

持続可能な開発目標は、理想ではありますが、理想無くして未来はありません。現実の世
界を見ると理想の実現の困難さを感じないではいられませんが、これからを生きる世代の
人びとのためにも、諦めてはいけないと思います。子どもたちへの啓発が、効果的だと思
います。

417
持続可能な取り組みを進めるために、イベント的なものではなく 
仕組みとして作り上げる支援をお願いしたい

418
持続可能性や持続可能な社会という言葉自体は聞いたことがあったが、今回のアンケート
で県として取り組みがあることを初めて知った。

419 自治体レベルで何ができるのかの情報発信
420 自治体自ら手本を示して実践してく手だてを。

421
自分さえ良ければと考える大人が増えたように思います。そんな環境を子供達には受け継
ぎたくないと思います。家庭での教育はそんな大人が担う可能性もあり不安です、やはり
学校教育が大切だと思います。

422 自分たちの今の生活をそのままに実現することは困難だとおもいます。これが課題です。
423 自分にできる事があれば、何かしたい
424 自分はまだ取り組んでないので、勉強して取り組みたい

425
失礼なことを書きますが、このテーマは、取っつきにくい印象を覚えます。漠然としてい
て、非常に学習しにくい事柄に映りますね。

426 実のある運動を期待する。これから勉強します。
427 実際のモデルがないとイメージできない。身近で目にする機会を作ってほしい。
428 実施している取り組みを積極的に発信してもらいたいです。
429 社会の流れに乗り遅れない程度で、お金のかからない範囲で活動すれば良いと思います。

430
社会主義国ではなく、民主主義です。 
人類皆平等ではあるが、努力したものが報われる世界であって欲しい。

431
社会的弱者を生み出さない社会の構築。日本の緊急課題は男女の賃金格差の是正、同一労
働同一賃金。

432 主張する内容が胡散臭い

433

取り組みの内容は良いが、SDGsというタイトルが分かりにくい。あと、企業がこういった
社会問題に対する問題意識を上げても、商品やサービスがよくなければ何もならない(そ
れだけで企業価値が高まるとは思えない)。取り組む事自体は良いと思うが欲をかいては
いけない。

434 取り組みを知りませんでした。このアンケートで、意識することになりました。
435 取り組み姿勢が伝わってこない。



436

取り組み事例のゴールのどれを見ても、これ政治の仕事じゃない？って思いました。 
今の人は考えたり、時間的な余裕がないし、日本の報道の自由もどんどんランクが下がっ
ているので私達は正しく判断するのも難しい。コロナや税金の負担でますます生活が大変
なので、まずそこを政治でなんとかしてもらわないと、難しいと思います。埼玉県庁のみ
なさんが、上に忖度することなく気持ちよくお仕事できていればと思います。知り合いで
パートで役所勤めの人がいますが、とても苦労しているようです。上司がパソコンできな
くて、個人情報がパートから丸見えとか。。。マイナンバーが進んでいる今、とても心配
になりました。宜しくお願いします。あと、社員とパートの賃金が１０倍だそうで、それ
も仕事内容を考えたらかわいそうでした。 

437
取り組み方が分かりません。 
認知度を上げる活動と共に、どう取り組んでいくべきかを具体的に提案していく必要があ
ると思います。

438

取り組むならばしっかりとやるべき。 
刷り込むのなら子供のうちから。 
日本においてはどれもあまり実感として感じられるものではなく、Noblesse Obligeや一
部の物好き、世話好きしか意識しないと思う。 
アフリカは飢えた人がいっぱい、泥水を飲むしかない、学校に行けないと言われても、
じゃあ個人が何をすればいいのさとなってしまう。

439
取り組もうとしても業種によってはどれから取り組めば良いかわからないというのはある
とは思います。例示でも良いので業種ごとにどれが取り組みやすいかサイトで助言してく
れると助かります。

440 周知と浸透

441
就活中の女学生の身として、女性であることが昇進に不利に影響すると思うとムカつくの
でジェンダーレスの優良企業は県で褒めてほしい。

442 住みたい街・住みたい県として、埼玉への評価が高まると思います。
443 住みやすい街のために進化していってほしいです。
444 住みよい埼玉県にしていきたい
445 住民参加型

446

初めて知った言葉であり、内容を見てもむずかしい内容が多々あり、あまり興味は持てな
かったのですが、貧富や格差を是正するのはいいことだと思います。ただ一国の大統領が
白人主上主義であったりと一般人の前に指導者や有名人など発言力ある方達をなんとかし
ないと広まっていかないと思います。

447 初めて聞いたので、意見、要望はありません。

448

初めて聞いた取り組みだが、私たちがどのように協力したり、意識していくべきなのか具
体的な提案や例などをイラストなどを使いわかりやすく説明してくれたり、ＳＭＳなどで
発信していただき、取り組みやネーミングがより多くのみなさんの共感が得られるように
なることを期待しています。

449 庶民でも参加できる身近な方法を教えて欲しい

450
小さなうちから意識することが大事と思うので、幼児教育や学校教育でわかりやすく説明
したり取り組ませたらいいと思う。保護者もひっくるめて活動させることが良いかも。

451

小学校教育の段階から子どもたちに伝えることで、SDGｓがどういった取り組みなのか、
県がどういった取り組みを具体的に行っているか、子供たちが何をすれば良いのかを教え
る必要があると考えます。自ら率先して行動することが出来る人材を育てることも、SDG
ｓの推進に長期的に見て有意義かと思います。

452
小学生の息子が海洋系に興味があるので、埼玉県は海がありませんが、取り組みがあると
知ればより興味を持って貰えると思うので、期待しています。

453
小中学生への啓蒙教育から家庭へのフィードバックを行うのが低予算で実行可能では無い
か。 
何かというと、無駄な予算を取って無駄遣いするのは止めて頂きたい。

454
少しでも格差がなくなり、県民が住みやすくなって欲しいです。あと、病気の人やお年寄
りに優しい県になって欲しい。

455 詳しい説明が必要に思う

456

上記した通り、環境問題は深刻で既に手遅れになりつつあるが、多くの人はまだ他人事の
ように考えている。 
まずは環境への取り組み、そして働き方やジェンダーの問題などにも、光を当てて欲し
い。 
また安倍政権以降、人々の間に分断が広がった流れをSDGsの力で、なんとか回復していき
たい。

457
上記の通り、期待より心配が大きい。無駄なゴミをださない。公害をださない。継続のた
めの履歴管理の重視などできることからやるべき。

458
情報の発信だけでは誰もやらないと思うので、無理矢理でも進める方向で何かしらの取り
組みをして欲しい。

459
新型コロナにより教育面に関しては特に不安を感じました。未来の子供達にとってより良
い教育の推進をお願いしたいです。



460
新聞、ニュースを見ない人が増えているらしいので、そういった人にも推進の内容を浸透
させるような施策を検討したらいいと思う。

461 新聞の県のニュース欄に頻繁に記事を掲載されるよう努力願います。

462
森林、水資源の確保、緑地スペースの確保。人口増加の抑制。一人一人の快適性の改善が
市民生活の発展になる。

463 申し訳ない。質問10での自由記述で述べたことの延長で、控えさせていただきます。
464 申し訳ないことに勉強不足でよくわかりません。
465 真面目な人が損をしない社会にして欲しい
466 身近なツールを使っての推進を期待します。
467 身近なところに目をむけてもらいたい
468 身近な取り組みを通して参加を呼び掛けたいですね

469
身近な問題に対応することができない、何かあればすぐに問題になる、パワハラ、ストー
カー等々

470
人それぞれの状況で出来る事を無理なく出来る環境を整え、やりがいや生きがいを見出し
て行けば、もっと豊かな人生になると思う。

471

人や国の不公平という課題はなかなか難しいものと言える。歴史的バックグラウンドや近
年の日本で起きてる様々な事を考えると、全てが公平というのは共感できない。ジェン
ダーについてもなかなか皆が同じ気持ちになることは難しそうだと思う。私は自分らしく
生きれる性別を語る事は悪いことだとは思いませんが。考えの強要にならない様にとなる
とSDGsという運動は広く浸透しづらい面もあるのかなと思う。

472 推進が県民みんなに普及すべき徹底した啓発を期待します
473 推進することは、とても素晴らしいと思います。
474 推進する企業を誘致

475
推進に取り組んで２年ですが浸透に時間がかかります。最近はマスコミが取り上げること
でかなり認知されてきました。身近な取り組みがすでにSDGsである事の理解が第一歩だと
思います。

476 推進の必要性をまったく感じない

477

推進への努力は必要で、目標は素晴らしいものだらけだと思う。でも大きな問題過ぎて、
そこに辿りつけるような気がしない。一般人の私達市民がコツコツと何かを頑張るより
も、国が・・とか大企業が・・とか、大きな単位で動かないとなかなか進まないのではな
いでしょうか？

478
水資源の健康的活用と老人福祉施設やリハビリ施設の拡大等が身近に感じられる施策を希
望致します。

479

世の中は何でもかんでも平等ではありませんし、そのようなことはあり得ません。また、
ジェンダーフリー、環境保護、人種差別問題などはごく一部の人間の思惑で活動がされて
いる面もありますし、全体像を把握しないでごく一部だけの知識で活動している人が多い
のであまり興味がありません。

480 世界で起きている「飢餓」「超貧困」の起きた原因の追求に、資金を投資してほしい。

481
世界的な取組になっているが、一つ一つの定義が難しく、SDGｓ言葉自体が何なのか一般
に浸透しないと思う。簡単な日本語の言葉も添えてPRすることが必要と思う。個人の活動
が全てSDGｓにつながっているのだから・・。

482
世界的にも必要。しかし、目先の埼玉の現状含めて日本全国レベル以上の内容を埼玉で実
現させたい。

483
世帯年収が高いから良い学校で良い物で良い環境で勉強ができる仕組みではなく、貧乏で
も私立のような教育や、補習が全ての子供たちにあれば良いと思う。

484 是非、推進してください。

485
是非とも積極的に推進して欲しい。もっとイベントを開催して欲しいし、あらゆるメディ
アを使って告知して欲しい。

486
政府は、クォーター制にする。 
教育は、知識偏重をやめ、自ら問題を見出し、解決する能力を身につける教育にする。

487
正直に言って東京に仕事へ行く県民が多い中でこの件は啓蒙活動が難しいと考えます。意
識高揚のためにどのように盛り上げることができるのか、それは教育活動時に行うこと
と、地元に愛着心を盛り上げることを第一に考えるべきと思います。

488
正直ブームに乗っているだけとしか思えない。壮大な目標よりできることからこつこつ
やって欲しいです。

489 正直何が何だかよくわからない

490
正直言ってS D G sは、名前を聞いたことがあるくらいで、内容は、あまり知りませんで
した。ですのでこな運動を推進するためには、先ず認知度をひろく県民に知らせてほしい
と思います。そして、みんなが知れば、もっと強力的にもなると思います。

491 生活できるお金があればやる人は多いと思う
492 生活で精一杯



493

生活に困っている人がいる限りは平和にはならないんだろうなと思っています。自分なり
に、ずっと努力しているつもりですが、ゴールは遠いなあともつくづく思っています。成
果が見えなくてもできることは続けられるような援助を県としても考えてもらえたらと思
います。

494 生活に余裕がないと取り組めません

495
生活や金銭および時間に余裕が無ければ、個人単位では積極的に取り組まないと思いま
す。メリット、デメリットが浸透していないことも問題の一つではないかと思いました。

496
生活保護の人への活動量アップ(国勢調査の調査員、自治体のアルバイト、介護予防や健
康推進員などのボランティア活動への積極的参加)で、税金が国県などに還元できる仕組
みづくり

497 税金の無駄遣いだと思います。
498 積極的な広報と顕彰を行って欲しい。
499 積極的な情報提供を行って一人一人が理解できるといいと思います
500 積極的に取り組みを情報公開してほしい
501 積極的に取り組んでいただきたい。

502
説明を分かりやすく、広く、繰り返すことが大事だとおもいます。情報過多の現在ではそ
れしかないと思います。若年層にはSNS、中高年、熟年層にはTVCMや新聞雑誌広告が有効
と思われますが、これまで見たことがありません。

503 先ずは　認知度の向上が必要と考えます。

504

先ずは埼玉県としてどうするのか、それから各市町村がどうしていくのか、具体的な目標
設定から、意識づけ、行動に繋げていく必要があると思う。 
SDGsなんて言葉ではなく、もっとわかりやすい名前に置き換えたらいいとも思う。 
全てをまとめてSDGsなんて呼ばなくてもいいのではないかと思う。

505

先ず県民に一番身近な生活上の課題「ゴミ問題」から始めてはどうでしょう。現在海洋に
流出されている「ポリ袋」に代表される化学物質が、年間6000トン流出され大変な生態系
に影響しています。生活に密着している各商品の殆どは「ポリ」「PV}で包装されてお
り、このポリエステル、PVを個包装を含めてすべてを回収するする運動に絞って実行計画
を立てる。此のことからスタートする。あらゆる県民が混住する中で「身近な生活に密着
した目標」を一点に絞って行動目標」を立て、末端に浸透、実行する。今一番大切なこと
だと思います。以上

506 宣伝広報活動をもっとする必要があります

507
川が多い埼玉県なので、水資源、水環境から取り組むと良いと思う。 
トトロの森事業をもっとアナウンスして欲しいです。

508
川の国という割に、川と湿地を壊してますよね。土木課の方々、ろくに内容を伝えもせず
に下請けに丸投げするのやめませんか。壊すのは一瞬ですが自然の再生は何十年ですよ。
県として、職員や下請けの教育がされてなくてイライラします。

509 前にも書きましたが大変もずかしいと思う
510 全く知らないことであるので，もっとアピールしていただきたいです。

511
全く認知していなかったので、具体的にどのような事をしているのか情報発信をしてほし
いです。

512
全て資本主義の結果なので、根本のルールが変わらない限りは小手先の対応でどうかなる
とも思えない気もする。努力は認めるけどね。

513

全然知りませんでした。一般の人々はどこで知ったのですか？ 
バッジをしてる人をテレビ等で見かけましたが、何のバッジ？この人はしてないし？何だ
ろうぐらいにしか思っていませんでした。 
5年も前に国連で採択された？。でも、埼玉県の第1回会議が今年の4月、SDGｓ（覚えにく
いし、17も目標項目があるとは。）まじめに取り組もうとする姿勢が見えない。

514

素晴らしいことではありますが… 
分かりにくい、取り組みの方法がわからない、どうすれば良いかわからない、どこで何を
しているか知らない… 
認知度はこれからでしょうか？ 
だからこそこれからが大事なのは分かります。 

515
総論としては分かるが、各項目の具体的事例が不明というか、私自身理解不足であるため
よくわからない。 

516 他県と競ってトップを走る施策を次々に打ち出して欲しい。
517 他人事ではありません。積極的にいきましょう。
518 多くの人がSDGsを知り、興味を持っていただけたらなと思います。
519 大いにやって頂きたい。

520

大人に浸透は、相当意識が高く無いと浸透するとは思えないですが、県のHPやSNSに県民
全員が見たりフォローしているかと言えば否なので、費用は掛かりますがPR活動やダイレ
クトマーケティングで各世帯に届く事をするのが良いかと。 
小学生や中学生の道徳の時間に取り入れ、教育するのが時間は掛かりますが浸透させられ
るかと存じます。



521
大切なことはよく分かる。でも、じゃあ何を目指して取り組むの？目標(あるべき姿)を明
確にせず、ただただ「～しよう」と言われても何もわからないし、行動はとれない。前記
の通り大切だとは思うけど、何を言いたいのかよくわからない。

522
大切なことは理解できるしやらなければいけないとは思うが、具体的にどのような行動が
求められているのか

523 大々的にＰＲするべきだと思います。

524

誰かだけ、どこかだけががんばっても実現は難しい課題ですので、広く浅く普及啓発でき
ればいいなと思います。 
講演会はとても深く理解出来、すばらしいですが、元々興味がある人しか集まらないので
はと考えて、上質問では選択しませんでした。 
子どもたちに知ってもらうことは、その親世代にも情報が伝わるので良いかと思いまし
た。

525 誰にも理解できる日本語にてのわかりやすい説明
526 誰もが住みやすく居心地の良い県になってほしい
527 単発に終わらず、継続的な啓発活動かな、

528

知らない人が多いと思うので、まずは認知度を上げる為の活動をしていくのがよいので
は。  
ショッピングモールや、開催時のサッカー、野球スタジアムでの宣伝や、nack5のお知ら
せで流す。とか。

529 知らない人とくにお年寄りは何が何だかわからないと思う

530
知らなかったし、HPをみても良くわからなかった。紙ベースでわかりやすい説明があれ
ば・・・・。

531 知らなかったので　もっと知りたいと思いました。

532
知られることによって意識が高まります。ひとつの学校共通のテーマとして教育に落とし
込み努力を積み重ねて行けば身近に感じてくると思います。

533 知事が先頭に立って推進してほしい。担当部門任せでは進まないと思います。
534 知名度が低いため、周知をまずやるべきだと思います。

535
地域のイベント等でポスターリーフレットの活用によって周知することを続けることで活
動を広めることになればよい

536 地球温暖化をくい止めるため、ユーグレナの環境油を使った公共車の転換をすべき。
537 地球規模でみると人口の爆発と人間の欲望の抑制を意識しないでは実現は難しい。
538 地道なスーパーでの啓蒙活動
539 地道に進めてください。

540
恥ずかしながら今回初めて聞いた言葉でした。自分自身でもっと情報を集めてみたいと思
います。

541
恥ずかしながら初めてしりました。 
全く知らない人も多いのでは？ 

542
中長期的な取組みと短期間の取組みと分けて成果の見える化と定期的な進捗報告をやって
ほしい。

543 東京都ありきの埼玉県ではなく、自立した埼玉県になりますように。

544
当事者意識を高める、とあるが、一人一人が具体的に何をどうすれば良いのかがわからな
い。まずは、活動を、知ってもらうことが必要で、どうすれば当事者として役たってる、
関わりが持てている、と実感できるか？が具体化できたら良いと思う。

545

当地も含めて自治体職員が行政を推進する上での意識が非常に古く遅れている。行政は市
民に対するサービス業であるとの意識が薄い。法律や条例などの決められた規則のなかで
如何に前広に市民サービスを行っていくかを考える職員を育てるかを考えていく必要があ
る。　前例踏襲だけではだめだ。そうでないと、新たな施策を実施するにあたっては事前
に決められた行為しかできない職員では、SDGsのような新たな仕事を推進するには市民と
の軋轢が増すばかりである。

546 頭が悪いので全く思い浮かびません

547
特にありません。 
広報・広聴活動をしっかりやってほしい。

548
特にないが、いつも思うのは略語や横文字で言われてもさっぱりわからない。抽象的では
なく、もっと生活に密接した具体例でわかり易く説明がほしい。何をやるにも大切な税金
が使われている事を忘れずに!!

549
特別なことを行うということより、今まで行ってきたことを関連づけて県民に公開してい
く姿勢、理念に沿った内容をアピールしていくことでもよいので継続的に取り組んで成果
と課題を含めて検証していくことが重要だと思います。

550
内容が漠然とし過ぎていて、落とし込みがよくわかりません。ISOのように評価機関があ
るのでしょうか。自己満足で終わりそうな感じがします。

551 内容をよく知らないので、広報等でしらせてほしい

552
内容をよく理解していないが、積極的な告知等で県民一体となった取り組みを希望しま
す。ありとあらゆる媒体を利用して県民に告知してほしい。

553 内容をよく理解していないのでこれから調べていきます



554 内容を知らないので、記入しようがありません。

555
日々の生活を通して、SDGｓがどう関わっているか、理解度が充分でない人々が多いと思
います。そのような人達にやさしく理解できる広報・イベントなどが必要です。

556
日本の子供たちに良き日本の文化や環境を引き継いでいく意識を第一に取り組んでもらい
たい。

557
日本一暮らしやすい埼玉県、ＳＤＧs17項目を日々念頭に置き、出来ることを一つずつ実
践していきたいと思います。

558 日本語でないとわかりづらいのでは

559

日本人は、拡げて伝えるのが下手な人種だから、税金を無駄に使い過ぎだから、国民全員
で投票する癖をつかせて成人が全員で考えることを何％の人達にさせる様に考え無ければ
いけない。 
３０％～４０％を５０％～６０％を、70％・８０％になるように。 
いけば良い人が多くなると思います。

560
日本全体でもあまり理解が進んでいないと思われる問題なので埼玉県が日本を引っ張るぐ
らいの意識が求められると思う。

561
認知がされないと意味が無い、自分から見付けて説明を読む人は少ないと思うので、配信
や関心をもたれるような工夫が良いと思う 
今回のアンケートがなけへば、私も知らなかった

562
認知度が少なく感じます。 
年齢が、高くなると余計に！

563
認知度が低いと思われるので、まずはみんなに知らせて言葉を覚えてもらってから対策を
考えることが一番だと思います。

564 認知度を高める活動を積極的にしてほしい。

565
買い物に行く途中に建設工事をしている場所があります。大きな看板でSDGsのマークが書
いてあり子供などに説明しながら教えています。目立つ所に看板などがあるといいです
ね。

566 必要性について、アナウンスが少ない

567
表題が分かりにくい、漢字でわかり易く万人向けにしたら良い。 
 理解しにくいから取っ付きにくい。

568
貧困については、自分自身がその身なのでとても期待します。 
悲しいかな…現状は貧困だと考えているので支払いを伴う活動には参加できない。。

569
貧困者や職を失った人がＳＤＧｓ団体に助けを求めれば、当面の衣食住に困らない最低限
の生活をカバーしてくれるシェルター的な役割も担えば、認知度も貢献度も意義も上がる
のではないか。

570
貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性を構築し、 
気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、 
社会、環境的災害に暴露や脆弱性を軽減する。事などに期待したい

571

貧困対策は国や県や市などが取り組むべき 
問題です。 
県ができることに集中してやるべきで 
なんでもかんでもやろうとすると 
結局、何もできなくなると思います。

572
不安なことが多い最近の現状に何か一人一人が活路や希望を見いだせるキッカケになるよ
うな取り組みになることを期待したい

573 不勉強だがSDGsを知りませんでした。今後は知りたいです。

574
不勉強で道の文化?です。勉強して理解できるかも疑問ですが、皆が平等にということは
時間がかかることでしょう。高齢者ながら勉強するのみです。

575
普通の主婦でなんの力も持っていない自分でも、何か社会のためになるような生き方がし
たいと思っている。そういう一般市民が具体的に何をすればいいのか示していただきた
い。

576 分かりやすく　啓蒙・ＰＲして欲しいです。

577
分かり易く、身近な生活や仕事などの例示で説明して理解を進めると共に、市町村や団
体、企業の取り組みを出来るところから進めるため、県の支援策を予算化する事が必要と
考えます。

578
聞きなれない用語が、唐突に出てきたように感じる。本当に推進が必要なのかわからな
い。

579 平和な日本

580
弊社として間違いなく協力できると思います。 
1度お話したいです。

581 勉強します。
582 暮らしやすい、安心安全の確保などを地域くるみで取り組んでいけたら良いと思います。
583 暮らしやすい、埼玉県になればいいとおもいます。

584
暮らしやすい生活環境や高齢者の社会参加で楽しく過ごせる老後を目指したいと思いま
す。



585 法人と行政が一緒に行動しなければならないと思います。

586
本アンケートについて、質問9,10,11は、設問が飛躍しすぎていてよくわかりません。特
に質問9,11は、「ＳＤＧｓを達成する上で」ということを聞いているのでしょうか。

587

本気で持続可能な社会を実現すべく動くのであれば、大人の意識を変えるよりも、未来に
生きる子ども達の学び環境を整えることが大切だと思います。 
大人に、『持続可能な社会を目指しましょう』と言っても、大人は今までの便利な消費生
活や考えをガラリと変えることは難しいと思います。 
それよりも、子ども達が学ぶことで、家庭環境が変わり、大人社会が変わる方がよっぽど
早く、『未来に生きる子ども達の社会を築こう！』となると思います。 
 
例えば家庭でこんな会話があれば！ 
『今日は学校の給食で、●●さんちの有機野菜が使われていて、甘くて美味しかったよ！
僕らの育てた自然農のお米も、虫や土に優しいから、僕らの体にも優しいんだよ！先生が
言ってた。だから皆残さないんだ。残飯が出ても畑の肥やしにして無駄にしないよ！』 
 
もしも、小学生の生活がこんな風だったら、虫も微生物も土も野菜も全ての命は繋がって
いて、循環していることを知ることができます。 
私たち日本の学校では、知識や一部分だけの授業はありますが、この循環を実体験とし
て、身につけるには至っていないように思います。 
生きるには、自然を知らずには生きられないと言うことを小さいうちから学ぶことで、ど
んなときでも、自分で考え、生き抜く力が生まれると思います。 
堅苦しくＳＤＧＳと言う前に、大人が『自然』に戻り、未来の子どもたちを 
思い、行動すればよいのではないでしょうか。 
 
最後に、以前からそういった事が大事だと思い、0-6歳児の自然保育をやっていますが、
運営的に厳しく、認可外すらとれない状況の中、働く側は疲弊しています。それでも、こ
れからの子ども達に必要な事をしたいと思い、ふんばっています。 
県の政策に、自然保育を援助する制度があったならば、未来に育つ子どもたち、家庭が救
われます。 
憲法で定められた児童の権利を有しながら、国の無償化の対象にならない子ども達の現実
も、大変な問題として、扱っていただき、県としての救済策をお願いしたいです。 
 
よろしくお願いします。 

588
未知の分野であった。県として何を為すべきなのか明確な指針を広く知らしめてほしい
し、企業からの発信も必要と思う。県だよりで特集したことがあったのかもしれないがス
ルーしたかも。情報徹底が必要では。

589
民間企業は営利を最優先にしている団体であるのに 
何を期待するのか？

590
夢のような話 
現実味が無い

591 無駄
592 無駄な予算を使わないこと

593
無秩序な土地開発を行っている企業、失業者がいるのに外国人を雇用する企業、こうした
企業を取り締まれないでしょうか？ 

594 名称がわかりにくいです。ぱっとみて意味が分かる呼称の方が良いと思います。
595 目的が、良く分からない

596
目的を明確にし、県民に理解できるよう落とし込みつつ、取り組み状況を開示していって
ほしい。

597

目標１３の「気候変動～」ですが、現在まさに温暖化は進み「気候危機」の声も 
出ております。環境省は対策として「クールチョイス」（賢い選択）を国民運動として推
進しておりますので、他県に先駆けて県民のみなさまに「クールチョイス」活動を広く広
報等を通じアピールが必要と思います。

598
目標と行動計画を網羅した手帳を制作し、実施経過、達成目標を可視化するツールとす
る。会員に売る。

599
目標に対して、具体的で身近なところから取り組める具体例や、機会の提供をお願いした
いです

600
目標を持つことは良いことですが、個々が実践できることを具体的に示してもらった方が
身近に感じるかもしれません。学校でもテーマにして、何を目標になにができるのか話し
合ったらよいですね。



601

目標設定することは悪いことではないと思いますが、SDGsという言葉自体が唐突でこのア
ンケートもSDGsという言葉の認知率の低さを示すだけだと思います。 
17の目標は今の社会にとって、どれも重要なことだと思います。SDGsという言葉が重要な
のではないと思います。まずはそれぞれの現状を知るべきで、知らせるべきです。そして
次に取るべき行動を考えて行くことだと思います。SDGsという言葉はではわかりづらい。

602

目標内容を頭で理解することにはあまり意味がないと思います。 
ＳＤＧｓの推進を目標に、ということではなく具体的な一つの取組みがどんな貢献に繋が
るのかを理解し、小さな一つの行動を起こせるような広報・県民への機会提供をしていた
だければと思います。

603 余り理解していない
604 余計な情報提供は不要。

605
様々な機会をとらえて、絶えず埼玉県のSDGｓ推進活動をＰＲしていただければ幸いで
す。

606
理解を広げる場と素材（資料）の普及を図るべきと思う。知っている人が少ない実感を
持っています。

607 理想と現実のメリハリをつけて頑張ってください。
608 理念に同意するが、一般人が具体的にどのように活動すればよいのか分からない。

609
略称が難しい。もっとわかりやすい用語にして、身近な具体的な取り組み事例が SＤＧs
にもつながっていることを理解できるようにしたら良いと思う。

610 良く分からなくてすみません。

611
例えばフードロスを減らすために、余った食材を提供する場所や時間を、受け取れる人が
情報をもらえるように告知したり。取り組みをテレビなどで紹介してもらって、もっと更
に広まると良いと思います。


