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水タイプはこんな人！

思いやり 優しさ 平和主義

献身的 バランス感覚が良い

月に一回最終週の火曜日の早朝に、宮古島内で宮古の海が好きな有志たちでビーチ

クリーンを行うコミュニティです。友達同士での活動からはじまり、たくさんの人

数でとめどなくやってくる漂着ごみを拾えればと考えたことをきっかけに、

Facebookグループを公開。小さなボランティア活動が、今となっては地元の企業や

行政も協力する活動に発展しました。このFacebookグループでは、環境に関する記

事のシェア、Facebookページでは毎月開催の案内と活動報告と、ビーチクリーン活

動のタイムラプス動画などを発信し、ビーチクリーンから環境を考える取り組みを

行っています。


“在住者、観光客、仕事で訪れた人、年齢性別、国籍関係なく海をキレイにしたい

という思いのある方なら誰でも参加できます。”

2020年4月、コロナ禍において販路を失ってしまった生産者の方、事業者の
方々をコミュニティメンバーみんなの力でサポートしようという思いから始まっ
たコミュニティです。このFacebookグループでは、困難な状況にある生産者の
方、事業者の方々の商品などを紹介しています。立ち上げから大きな反響があ
り、わずか数ヶ月で多くの方々を支援できる場へ発展し、1ヶ月という短期間で
30万人規模のグループが形成されました。最近では、SDGs実現を目指して、積
極的にフードバンクの支援や災害時の寄付活動などにも取り組んでいます。

“困ったときはお互い様、助け合い、分け合いの心をベースに運営を続け、三方
良しを実現しています。”

火タイプ 水タイプ

こども食堂再開応援Facebookグループ

「気持ちを応援、気持ちで応援。」

火タイプはこんな人！

宮古の海をキレイにし隊

こども食堂の支援を通じて、

誰も取り残さない社会をつくる

販路を失った商品を応援する場

ビーチクリーン活動から海の環境へつなげる

環境を考えるヒントが集結

自然エネルギーで

地域の未来を考える

earthENSE（アーセンス）は環境活動家のためのオープンなコミュニ
ティです。earthENSEには、earth・・・地球上の民,、SENSE・・・意
味・意識・価値、人と人とのつながりによって、環境活動の意味や価値
「SENSE」を発見・再確認する。そんなきっかけを創りたいという想い
が込められています。このFacebookグループでは、日々の暮らしの中で
省エネやエコ活動に関心がある方々が自由に交流し情報交換を行ってい
ます。


“投稿を覗いてみるだけで、SDGsの一歩を踏み出すヒントが得られるか
もしれません。”

2011年の震災をきっかけに、防災の啓蒙や新しい暮らし方を探していく
ために、電気を自分たちで作るワークショップなどを中心に活動するコ
ミュニティです。他にも、外部NPOと連携し、アフリカの電気がない地
域でワークショップを実施し、パソコンやスマホを利用した情報の共有
化も目指して活動しています。このFacebookページでは、自然や里山の
資源を見直し、自然を利用したエネルギーに関する地域活動の情報発信
や、メンバーの交流を行っています。

“藤野電力という活動名から電気関係の会社と思われがちですが、任意で
の活動団体です。目指すのは、地域の豊かな未来をつくることです。”

コロナ支援・訳あり商品情報グループ
「WakeAi（ワケアイ）」
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新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、こども食堂の大
半が中止・休止を余儀なくされた2020年。再開を決めた
こども食堂を応援し、参加者の応援の気持ちを可視化する
ために立ち上げられたコミュニティです。資金や食材を媒
介しつつも、そんな「気持ちの交歓」ができる場を作りた
い、そんな想いからはじまりました。このFacebookグ
ループでは、こども食堂を支援したい方とこども食堂がつ
ながるだけでなく、運営している方同士も、情報を共有し
たり、知恵やアドバイスを出し合ったり様々な交流を行
い、誰一人取り残さない社会の実現を目指しています。

”一人でも多くの方に、子ども食堂について興味を持って
いただき、子ども食堂にも足を運んだり、ボランティアや
サポートが増えることで、支援の輪を広げていきたいと考
えています。”

参考情報：主催認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
Facebookページ

earthENSE〜環境活動家の集い〜

藤野電力

アクティブ 積極的 エネルギッシュ

社交性 思い立ったらすぐ行動
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https://www.facebook.com/groups/kodomoshokudou.saikaishien
https://www.facebook.com/groups/kodomoshokudou.saikaishien
https://www.facebook.com/groups/miyako.island.sea.kireinisitai
https://www.facebook.com/groups/wakeai
https://www.facebook.com/groups/wakeai
https://www.facebook.com/musubie2018
https://www.facebook.com/groups/482002431880909
https://business.facebook.com/fujinodenryoku


C
障がいがあってもなくても、人それぞれに可能性と役割があることを広
め、生きる意味を追求できる OTAGAISAMA な世界をみんなで創り上げ
ていくことを目標としたNPO団体です。障がい者もそうでない人が互い
に交流し、一緒に遊んだり、学んだりする体験を通して、気づいた自ら
の可能性を発揮することで「お互いを 120％Happy に！」しあえる関係
を築き、前向きな『自立する身体障がい者』『支える支援者』『色々な
立場の応援者』を増やしたいという想いからはじまりました。この
Facebookグループでは、活動報告やイベント案内、相談などが活発に行
われ、誰もが輝き活躍できる社会を目指して活動しています。

“まずは『知っていただく』ことが、誰もが過ごしやすい世の中を創って
いくための一歩になります。”

D
家族が協力し合い、創る、

居心地のいい家庭を目指す

全ての子どもがありのままの自分で大人になれる社会へ

エコハウスとは、 自然・再生可能エネルギーを、地域の気候風土や敷地の条件、暮らし方に合わせて最大限に活かしながら、身近な地域にあ
る自然素材を建材として使うことで、環境に負担をかけずに建てる家のことをいいます。それぞれの地域における建築活動の経験を生かし、
歴史に学び、その地域にあったエコハウスを提案していく活動体&交流コミュニティです。建築関係者だけでなく建築に興味のある人々に繋が
ればと言う思いから、エコハウス研究会ははじまりました。このFacebookグループでは、住み続けられる健康な住環境を考えるべく、セミ

ナーや住まいに関する情報や技術、暮らしの文化が交換されています。

”家づくりは常に気づきにより発展していくと考えています。はじめは読者から、もっと活動に興味を持っていただければリアル参加へ。より
豊かな会話と学びを積み重ねられれば嬉しいです。”

家は家族にとって何より”自分らしくいられる居場所”であって
欲しい。そうした想いから、「10年後も”ただいま！”と帰り
たくなる家庭」で溢れた社会の実現をビジョンに活動する
NPO団体です。tadaima!では家族が協力体制を整え、フォ
ローしあう「家事シェア」を広める活動を行っています。この
Facebookページでは、活動の報告や、メルマガでの配信記事
を紹介し、ジェンダー平等の価値観を見直すきっかけを提供し
ています。

“子育て中の親御さんが抱えている家事に対しての悩みの解消
につながればという思いで、日々情報発信を行っています。”

今までの事例の１つとして、ホタルの再生活動を行う小・中学生の取り
組みが、「脱炭素チャレンジカップ」の前身である「低炭素杯」にて金
賞を受賞。受賞をきっかけに企業や周辺地域の学校を巻き込んで、「水
戸黄門様のホタル」を復活させる大きな地域プロジェクトへと発展しま
した。このような事例を踏まえて、「チャレンジカップ」では、コミュ

ニティメンバーの取り組みやアイデアを自治体・企業・地方の人々へつ
なげる活動を行っています。このFacebookページでは、「チャレンジ
カップ」へ参加したメンバーのアイデアを紹介し、脱炭素な地域づくり
に取り組んでいます。

“一人で取り組むには難しい課題でも、アイデアをシェアすることで大
きな活動へつながる可能性があります。”

LGBTを含めたすべての子どもがありのままで大人になれる社会を目指し、学齢期から就職期

までの課題解決に向け、学校・行政・企業への普及啓発や、就活生支援、地域のユースリー
ダー育成などを行うNPO団体です。このFacebookページでは、活動をご存知ない方へ向けて
活動内容やイベントのお知らせを行いながら、コミュニティを応援する方々との情報共有や
交流を行うことで、多様な性を切り口とした多様性について話しあい、伝える活動に活発に
取り組んでいます。

“子どもたちの未来のために、それぞれができることを考え、ReBitとともに歩んでくださる
みなさまの輪が広がっていくと嬉しいです。”

土タイプ 風タイプ

健康でサスティナブルな住環境をつくることを志す

地球温暖化防止につながる活動や

アイデアをサポート

日本の障がい者福祉の

アップデート

NPO法人tadaima

ジャパン・ノーマリゼーション・プロジェクト
 "OTAGAISAMA"

ReBit

脱炭素チャレンジカップ
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風タイプはこんな人！

芸術肌 柔軟性 好奇心旺盛

独創的 アイデアマン

土タイプはこんな人！

冷静 慎重派 コツコツ努力
一途 責任感がある
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エコハウス研究会 World Club

D×Pは、10代の孤立を解決することを目指しているNPO団体で
す。定時制高校の中での活動とインターネット上での活動を掛け

合わせて全国の10代と出会い、困った時に頼れる人とのつなが
りをつくっています。これらを実現するためには、サポートの情

報を多くの人に届け、孤立する10代の周囲にいる一人ひとりが声
をかけられる状態をつくることが必要です。このFacebookペー
ジでは、活動やサポートの情報発信を行い、人とのつながりを広
めています。

“寄付やボランティアなど、それぞれのかたちで「一人ひとりの若
者が自分の未来に希望を持てる社会」を実現する仲間になってい
ただけると嬉しいです。”

「一人ひとりの若者が自分の未来に

希望を持てる社会」の実現を目指す
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NPO法人D×P
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https://www.facebook.com/npotadaima
https://www.facebook.com/groups/denmark.otagaisama
https://www.facebook.com/groups/denmark.otagaisama
https://www.facebook.com/Re.Bit.LGBT/
https://www.facebook.com/%E8%84%B1%E7%82%AD%E7%B4%A0%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97-105032866313449/
https://www.facebook.com/groups/ecojyutaku
https://www.facebook.com/npodxp/


SDGs全体について

最近ニュースなどで耳にする機会が増えた
「SDGs」。私たちは、気候変動だけでなく、
感染症など大きな課題に直面しています。国際
社会に生きる私たち一人ひとりがこの問題を解
決するためにできること、そして2030年までに
達成すべき目標として「持続可能な開発目標
（Sustainable Development Goalsの略称）」
が2015年の国連サミットで設定されました。
SDGsには、貧困、ジェンダー平等、教育、気
候変動など17の目標と、それをさらに具体化し
た数値目標を含む169のターゲットが示され、
「地球上の誰一人として取り残さない」ことを
誓っています。



採択された2015年から6年が経過した2021
年。SDGsの認知度は高まっているものの、国
や企業などが取り組む活動と捉えられていま
す。

しかし、2030年までに複雑に絡みあった課題
を解決するためには、１つの国や企業だけが取
り組む力だけではなく、私たち一人ひとりの起
こすアクションを結集することが必要とされて
います。

「社会課題の解決」と言われても、ピンとこな
いことも多いかもしれません。しかし、SDGs
で設定されている課題は私たちの身の回りに存
在し、SDGsを「自分事化」することで、具体
的なアクションにつながります。



Facebook社は、「コミュニティづくりを応援
し、人と人がより身近になる世界を実現する」
ことをミッションに掲げており、Facebook上
では多くの人々が共通の目的や趣味・関心をも
とにつながり、数々のコミュニティを築いてい
ます。一人ひとりの小さな選択と行動は目標達
成の第一歩となり、同じ目的を持った人たちが
つながることで、さらに大きなムーブメントと
なり、課題解決への大きな一歩となると考えて
います。



このSDGs診断を活用して、自分に合ったSDGs
アクションを発見し、SDGsに関して取り組ん
でいるコミュニティに参加して、あなたのSDGs
アクションの一歩を踏み出してみませんか？

この世界にある様々な社会課題に気付き、そして今日から
できるアクションをみんなで考えるコミュニティです。
SDGsは非常に幅広く、同じ志を持つ仲間と意見交換をした
りする場が必要だと考えたことから、エシカルカフェの活
動がはじまりました。このFacebookグループでは、珈琲片
手に気軽にSDGsに関するテーマについて学んだり、語り合
うことができるオンラインイベントを定期的に開催し、全
国から寄せられたSDGsの最新情報が日々投稿されていま
す。

“「SDGsはひとりひとりが傍観者ではなく当事者である」
と考えており、「SDGsの自分事化」を重視するため、エシ
カルカフェはメンバー同士の横のつながりや、メンバー同士
での議論を積極的に行っています。”

消費行動の意思決定のほとんどは女性が行っているという
調査結果を知ったことをきっかけに、女性にエシカル消費
の重要性を伝えようと立ち上がったコミュニティです。こ
のFacebookグループは、エシカルやSDGsに関する情報共
有の場として、活用されています。参加者が自由に投稿し、
それぞれが興味のあるトピックを発信することで、活発な
コミュニケーションを生んでいます。エシカル消費の魅力を
発信し、身近にエシカルを届けています。

“エシカル大学という朝活イベントを開催し、さまざまな
テーマで交流会をしたり、プロギングなどの課外活動を
行っています。”

今私たちにできること

SDGsやエシカル消費について

仲間と一緒に学ぶ

SDGsの目標達成に向けた

「ヒト・モノ・情報」に出会える

ここから課題を知ってみよう

SDGs × 女性コミュニティ（エシカルガール）

エシカルカフェ  〜珈琲片手にSDGsを語ろう〜

https://www.facebook.com/groups/sdgscommunity
https://www.facebook.com/groups/ethicalcafe

