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なぜ、持続的開発なのか 
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• 「我々の世界を変革する： 

持続可能な開発のための2030 アジェンダ」 

Transforming Our World: The 2030 Agenda For 
Sustainable Development 

• 2015 年9月25日国連持続可能な開発サミットで採択 

• 貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、平和的社会な

ど、持続可能な開発のための目標達成するための

2030年までの世界の行動計画 



持続可能な開発のための 

2030 アジェンダ 

3 

2012年 リオ＋２０ 

持続可能な開発
目標(SDGs) 

ミレニアム開発目標
(MDGs) 

2000-2015 

2015年7月 
第3回国連開発
資金国際会議 



持続可能な開発アジェンダ2030の構成 

• 前文 

• 宣言 ビジョン、原理と約束、 

• 目標 「持続可能な開発目標（SDGs*）」 

             17の目標と169のターゲット + 指標 
                               （2016年3月までに決定） 

• 実施手段とグローバル・パートナーシップ 

• フォローアップと検証枠組み 

* Sustainable Development Goalsの略 
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17の持続可能な開発目標 
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持続可能な開発目標 
目標1 あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ 
目標2 飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な 
     農業を推進する 
目標3 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する 
目標4 すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する 
目標5 ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る 
目標6 すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する 
目標7 すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保 
     する 
目標8 すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およ 
     びディーセント・ワークを推進する 
目標9 レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、イノベー 
     ションの拡大を図る 
目標10 国内および国家間の不平等を是正する 
目標11 都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする 
目標12 持続可能な消費と生産のパターンを確保する 
目標13 気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る 
目標14 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する 
目標15 陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化 
      への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る 
目標16 持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人々に司法へのアクセ 
    スを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する 
目標17 持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する 
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前文 （５つのP） 

People（ひと） 

貧困と飢餓の撲滅 

人間の可能性の開花・尊厳・

平等・健康な環境の確保 

Planet（地球） 

地球保全・自然資源保護・下
世代および将来世代のため
の気候変動に対する行動 

Prosperity（ゆたかさ） 

すべての人の豊かさと自然

と調和した経済的・社会的・

技術的進歩 

Peace（平和） 

恐怖と暴力のない平和・正

義・包摂的社会。平和なくし

て持続可能な開発なし。 

Partnership（連携） 

最も貧しく脆弱な人びとのた
めのすべての国と人びとの
参加による地球規模の連帯 
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誰一人取り残さない 



持続可能な開発アジェンダ2030 において 
ジェンダー平等および女性のエンパワーメントは 

どのように示されているか 

1. 独立した目標 → 目標５ 

2. 前文、宣言における ジェンダー平等および女性のエン
パワーメントの重要性の強調 

3. ジェンダー平等にとって重要な人権、リプロダクティブヘ
ルス・ライツなどへの言及 

4. 目標５以外の分野での言及 
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目標5. ジェンダー平等の達成およびすべての女性と少女をエンパワーする 
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5.1 あらゆる場所におけるすべての女性と少女に対するあらゆる形態の差別の撤廃 

5.2 女性と少女に対するすべての暴力の根絶 

5.3 有害な慣習の廃止 

5.4 アンペイド・ケア労働や家事労働の評価 

5.5 あらゆるレベルの意思決定への女性の参加およびリーダーシップへの平等な機会 

5.6 性的およびリプロダクティブ・ヘルス・ライツへの普遍的アクセスの確保 

5.a 土地などの経済資源の所有と管理に関する女性の平等な権利、法改正 

5.b 女性のエンパワーメント推進のための技術、とりわけICTの利用促進  

5.c ジェンダー平等＆女性のエンパワーメントのための政策、法制度の強化 



前文  

SDGsはすべての人の人権の実現とジェンダー平等およびすべての女性と女児の
エンパワーメントの達成を求める。 

宣言 

 はじめに 

３. 私たちは、今日から2030年までの間にあらゆる場所の貧困と飢餓を終わらせ、
国内および国と国の間の不平等と戦い、平和、正義、包摂的な社会を築き、人権を
守り、ジェンダー平等と女性と女児のエンパワーメントを促進し、地球上の自然資源
の保存し続けることを決意する。 

 私たちのビジョン 
8. すべての女性と女児が、完全なるジェンダー平等を享受し、法的、社会的、経済
的あらゆるエンパワーメントにとっての障壁が取り除かれた世界（を思い描く）。 
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前文、宣言 における 
ジェンダー平等および女性のエンパワーメント 



20 ジェンダー平等と女性と女児のエンパワーメントの実現は、すべての（持続可

能な開発）目標（ゴール）とターゲットの進展の鍵である。人間の潜在力の完全な

開花および持続可能な開発は、人類の半分が、完全な人権と機会を拒否された

ままの状態ではなし得ない。女性と女児は、質の高い教育、経済的資源、政治的

参加、男性や男児と平等な雇用へのアクセス、リーダーシップ、すべてのレベルで

の決定参画を享受すべきである。私たちは、ジェンダー格差を縮小するための資

金を大幅に増やし、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントに関する、地球規模、

地域、国レベルの機関への支援を強化する。あらゆる形態の差別および女性と女

児に対する暴力の撲滅に当たっては、男性および男児の関与も含まれる。アジェ

ンダ実施に当たり、組織的にジェンダー視点を主流化することは重要である。 
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前文、宣言 における 
ジェンダー平等および女性のエンパワーメント 



人権 

8. 私たちは、普遍的な人権および人の尊厳が尊ばれ、法に則り、

正義、平等、差別がなく、人種・民族・文化的多様性が尊重され、人
の可能性が十全に実現できる機会が平等に開かれ、繁栄の共有
に貢献できる世界を思い描く。 

19．私たちは世界人権宣言、国際的な人権に関する制度・機構や
国際法の重要性を確認する。・・・ 

リプロダクティブヘルス・ライツ 

26．私たちは、家族計画を含む、性と生殖に関する健康ケア・サー
ビス、情報、教育への普遍的アクセスを確保することを約束する。 
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前文、宣言 における 
人権、リプロダクティブヘルス・ライツ 



目標５ 以外の目標での言及 の例 

目標１ 貧困の撲滅 

1.b 貧困撲滅への取組に対する資金を増やすために、貧しい人のための、
ジェンダーに配慮した(gender sensitive)政策枠組みを作る。 

目標２ 飢餓の終焉と食の安全保障、栄養の向上、持続可能な農業の推進 

2.2 2030年までに、栄養不良をなくし、2025年までに・・・少女、妊婦、授乳
中の女性、高齢者の栄養の問題を取り上げる。 

目標４ 包摂的平等な質の高い教育および生涯学習の推進 

4.7 2030年までにすべての学習者が、持続可能な開発の推進に必要な知

識と技能を、持続可能な開発のための教育および持続可能なライフスタイ
ル、人権、ジェンダー平等、平和の文化と非暴力の促進、地球市民、文化の
多様性および持続可能な開発における文化の意義の評価などを通じて、身
につけることを保障する。 
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持続可能な開発アジェンダ2030 における 
ジェンダー平等と女性のエンパワーメント 

• ジェンダー平等と女性のエンパワーメントが独立した項目になっ
た。 

• 女性に対する暴力、アンペイド・ケア・ワークなどMDGsにはな
かったことに言及された。 

• 前文、宣言などで、ジェンダー平等と女性と女児のエンパワーメ
ントの実現は、持続可能な開発進展の鍵であることが謳われた。 

⇐ UN Womenおよび市民社会、とりわけ女性運動の力で実現 
⇐ 次の課題は、日本を含む各国でどのように実施するか 
⇐ 実施を測るための指標（現在作成中、CSW60 での関心事） 
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SDGs関連のweb頁 

1. ポスト2015開発目標／SDGs最終合意文書（国連の文書 英語） 
「私たちの世界を変える：持続可能な開発のための2030年アジェンダ」
（Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable 
Development） 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2125203
0%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf  

（日本語仮訳） http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdf 

2．目標5 ジェンダー平等と女性のエンパワーメント 
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/genderequalityandwom
ensempowerment  

3．SDGsの指標について 
http://unstats.un.org/sdgs/  

4．サステナビリティCSOフォーラム（日本のNGO） 
http://sus-cso.com/kiji/sdgsmaga19 

5．IGES http://www.iges.or.jp/jp/sdgs/index.html  
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持続可能な社会にむけて 

世界を変えるのは私たち！ 

有難うございました！ 

2015/11/26 16 


