
2018年 5月 29日実施 

SDGsに関するNGO・外務省意見交換会 

議事録 

 

１．会議に関する事項 

（１）日時：5 月 29 日 午後 3 時～4 時（本会合） 

※ NGO 事前会合：午後 2 時～3 時 

※ NGO 総括会議：午後 4 時 15 分～6 時（場所：「リロの会議室」虎ノ門第 1 天徳ビル４F 小会

議室） 

（２）場所：（本会合）外務省 南 886 号室 

（３）参加者 

A) 外務省側 

⚫ 甲木浩太郎 地球規模課題総括課長 

⚫ 吉橋明日香 地球規模課題総括課事務官 

B) NGO 側：以下の通り 

氏名 所属団体 役職 

足立治郎 「環境・持続社会」研究センター（JACSES） 事務局長 

天谷和夫 ＥＳＤ－Ｊ なし 

池田 卓生 ケア・インターナショナル ジャパン 事務局長 

石井澄江 ジョイセフ 理事長 

稲場雅紀 SDGs 市民社会ネットワーク 専務理事 

伊与田昌慶 気候ネットワーク 研究員 

植田晃博 笹川平和財団 研究員 

遠藤理紗 「環境・持続社会」研究センター（JACSES） 事務局次長 

大木結 ワールド・ビジョン・ジャパン アドボカシー・インターン 

大久保勝仁 SDGs 市民社会ネットワークユースユニット / 

Japan Youth Platform for Sustainability 

運営委員会理事 

川口真実 セーブ・ザ・チルドレン アドボカシー・オフィサー 

草刈秀紀 WWF ジャパン 自然保護室（兼）事務局長付 

小松豊明 シャプラニール=市民による海外協力の会 事務局長 

佐藤唯 特活ハンガー・フリー・ワールド 海外事業部担当 

柴田哲子 ワールド・ビジョン・ジャパン アドボカシー・シニア・アド

バイザー 

城谷尚子 公益財団法人プラン・インタナショナル・ジャパ

ン 

シニアアドボカシーオフィ

サー 

高橋 郁 特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン 事務局長 

竹中伸一 公益財団法人結核予防会 審議役 

田中徹二 グローバル連帯税フォーラム 代表理事 

永井忠 創価学会平和運動局 主任 

中野理 ワーカーズコープ（日本労働者協同組合連合

会）・日本協同組合連携機構（JCA） 

  

中村 絵乃 認定 NPO 法人 開発教育協会 事務局長 

西島香織 A Seed Japan 事務局長 

新田英理子 SDGs 市民社会ネットワーク 事務局長代行 

福島 有子 国際婦人年連絡会 国際・開発委員会委員 

二村 睦子 日本生活協同組合連合会 組織推進本部長 

船橋邦子 男女共同参画と災害復興ネットワーク 運営委員 

堀内 葵 特定非営利活動法人国際協力 NGO センター アドボカシー・コミュニケー

ショングループ コーディ



ネイター 

堀江良彰 特定非営利活動法人難民を助ける会 事務局長 

村上仁 国立国際医療研究センター（みんなのＳＤＧｓ） 国際医療協力局広報情報課

長 

米良彰子 ハンガー・フリー・ワールド 海外事業マネージャー 

若林秀樹 JANIC 事務局長 

小坂 順一郎 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR） シニア･リエゾン･アソシエ

イト 

鈴木 俊二 藤 MASON'S & TRUST ディレクター・ジェネラル 

竹内海人 シャンティ国際ボランティア会 企画調査担当 

 

（４）議事録の作成方法 

本議事録は、「（一社）SDGs市民社会ネットワーク」の前身である「ポスト2015NGOプラットフォーム」と外務

省の意見交換会で実施した方式に則り、NGO側にて録取した議事録案を専務理事の稲場雅紀が構成の上、

参加者に回覧し、これを外務省に提出して校正提案を受け、これをNGO側にて確認したものを意見交換会の

NGO側とりまとめ団体であるSDGsジャパンのウェブサイトに掲載するものである。 

 

２．冒頭挨拶・自己紹介等 

 

◎ 午後 3 時、外務省側出席者が着席ののち、NGO 側司会者が開会宣言を行い、ついで NGO 側および

外務省側参加者が自己紹介を行った。 

 

（外務省） 

◎ NGO との意見交換は楽しみにしており、推進本部が世に問うた施策に対する NGO 側からの提案に

ついては、志を同じくする仲間からの提案と思っているので、率直なところを伺いたい。 

 

３．SDGsの進捗状況に関する政府側の報告等 

 

（外務省） 

◎ 昨年末策定した「SDGs アクションプラン 2018」で示した方向性は、2018 年一年間を活用して、

3 つの柱を立て、日本なりの「SDGs モデル」をつくろうということ。１つが SDGs と「society5.0」

で企業との連動、2 つ目が「SDGs と地方創生」で自治体と連動、3 つ目が、次世代・女性のエン

パワーメント、ただ我々の思いとしてはそこを広げ国際協力全般に力を入れていきたい。 

◎ 次回の推進本部会議では、今立てた３つの柱に沿って、科学技術イノベーション、自治体未来都市

モデル事業、および女性・次世代のエンパワーメントに資する各種打ち出しを行い、それぞれの柱

に沿って、昨年末に提示したプランを拡充していこうと考えている。 

◎ 「アクションプラン 2018」は、政府の SDGs に関わる各種の取り組みの中の主な事業・施策を、

8 つの優先課題に沿って「見える化」し、可能な限り予算規模も含めて示すものであった。これに

ついては、6 月の推進本部で更に広げていけるように関係省庁とも連携を取りながら努力している

ところ。 

◎ そこと対応する形で、市民社会から見て、どういった施策が有用か、また、取り組みへの連動など

について、色々なご意見を出していただき、全身で受け止めて検討していきたいと考える。 

◎ NGO 側資料の「SDGs ボトムアップ・アクションプラン 2018」について、個別課題の表が青と紫

に色分けられている意味は何か。 

 

４．NGO側「SDGsボトムアップ・アクションプラン2018」の全体説明 

 

（NGO） 



◎ まず課長からの質問に返答する。個別施策の表に関しては、青は国内政策、紫は海外に関わる政策

である。「即戦力」は、すでに政府の政策となり、予算もついているが「SDGs アクションプラン

2018」に記入されていない政策、「パイプライン１」はもうすぐ実施段階に移る政策、「パイプラ

イン２」は政策立案プロセスに載っているが検討段階にある政策、「市民社会提案」は市民社会が

提案する段階にある政策。いずれも市民社会として進め、実現してほしい政策である。 

 

◎ 「SDGs ボトムアップ・アクションプラン 2018」は、昨年 12 月の推進本部の「SDGs アクション

プラン 2018」に対応して、市民社会として何ができるかを検討し、同プランを補完して SDGs を

マルチセクトラルに進めるために、市民社会として策定を行っているもの。まだ完成版ではなく、

「SDGs 市民社会ネットワーク」が実施面の枠組みとして持っている分野別のユニットから提出さ

れた政策を精査・分類して並べた上、冒頭に SDGs の全体の進め方について付けたものである。今

後、専門家や関係団体などの意見を聞き、ブラッシュアップして、10 月頃には完成させて世に問

うていきたいと考えている。 

 

◎ 全体論としては、政府の三本柱に対応し、これをボトムアップのやり方で補完し、基盤と革新性を

強化することが必要。これをマルチステークホルダーで進める立場から、「ボトムアップ・アクシ

ョンプラン」としての三本柱を提示している。まず、「ソサエティ 5.0 実現による SDGs 達成」に

ついては、科学技術イノベーションによって生じる社会・経済・法・倫理的課題の克服として、雇

用、人間疎外の克服・生きがいの創出、地球規模の格差是正を提示した。次に、「地方創生」につ

いては、「地域のリソースを活用したボトムアップ型の地域活性化」を提示した。女性・次世代と

人間の安全保障については、相対的貧困率の半減などを含む貧困・格差対策、ジェンダー政策、「誰

一人取り残さない」ための国際協力の強化と NGO の取り組みの主流化を中心に提示した。また、

個別課題については、政府の８つの優先課題に対して、「ジェンダー平等が実現された社会」とい

う課題を加えて９つとし、市民社会としての優先課題を定義した。 

 

◎ 実施体制については、短期的に「緊急三提言」として、（１）円卓会議の最大活用、（２）実施本部

事務局について、外務省のみならず官邸・内閣官房、SDGs に主要に関わる官庁が連携して対応す

る形とすること、（３）施策について、貧困・格差関連施策を重点化するとともに、既存施策につ

いては、SDGs の視点から見直し、SDGs の要素を主流化した新たな施策に再編していくことを提

案。 

 

◎ 中長期の展望としては、現在の「実施指針・推進本部」体制に対して、やはり、日本の国としての

課題が「持続可能性」であることを踏まえ、例えば「『持続可能な社会』基本法」などを制定して、

法律の下に実施していくことが大事ではないか、と考え、そのように提示した。 

 

（外務省） 

◎ SDGs の根幹となる「誰一人取り残さない」という考え方について、今一度光を当てるべきとの考

え方と受け取った。企業セクターは ESG 投資を軸に動いており、これは評価できるし政府も後押

しをしているが、ESG 投資をしているのは一部の進んだ上場企業で、企業がみんなやっているわけ

ではない。また、人間の安全保障という概念が、国際協力だけでなく国内にも適応できるという指

摘はもっともであり肝に銘じたい。また、国内でやっているが海外では十分にできていない、また、

その反対、といったものもあることに鑑みれば、国内外両方の目線を皆さんから感じた「人間の安

全保障」、人の能力開花に焦点を当て、しっかりやっていくのが基本と考える。 

 

◎ プロセス論として、円卓会議の活用については、よく考えたい。分科会の設置、テーマを決めてゲ

ストをフィーチャーし、マルチステークホルダーの相互対話促進というご指摘にこたえられる方向

で考える必要があるということは、外務省も考えていた。工夫していきたい。 

 



５．個別優先課題に関する討議 

 

（１） 各優先課題に関する NGO側説明内容は資料（SDGs ボトムアップ・アクションプラン 2018）

を参照のこと。 

 

（２） 外務省側からの返答要旨 

 

a) 優先課題1：人権・誰も取り残さない社会課題 

◎ 政府の SDGs への取り組みの将来的課題で、必ずしも目が向けられていないものとして社会的脆弱

層の参画の評価は、「誰一人取り残さない」、SDGs の包摂性という観点から取り組む必要がある。

優先順位を踏まえながら、なるべく多くの関係者を巻き込んでいくことかと受け止めた。 

 

b) 優先課題2：ジェンダー・SOGI平等課題 

◎ ジェンダーはまだ取組が不十分なところがあり、円卓会議なども含め、SDGs アクションプランの

「第 3 の柱」を踏まえ、円卓会議メンバー等からも意見をいただき、政策に生かしていきたい。ジ

ェンダー含めまだまだできることがあるので、皆さんの声を聴きながらしっかりやっていきたい。 

 

c) 優先課題3：保健課題 

◎ UHC、保健の対応については、政府がやっていることの後押しという側面もあったかと考える。医

薬品の届け方など含め、政府が実際にやっていく中で、こういうところ気を付けてくれという指摘

をもらったと受け止める。 

 

d) 優先課題4：経済・地域課題 

◎ TOTO のくじを財源としてオリパラとの連携でスポーツ振興というのは面白いテーマ。現在、オリ

パラ組織委員会とは SDGs 推進に向けて連携している。今度の推進本部でも、オリパラ組織委員会

と一緒に、「SDGs 五輪」に向けて着実に一歩進めていくという準備をしているが、思いつきもしな

かった提案をいただいた、と思う。これらを含め、よく考えていきたい。 

 

e) 優先課題5：防災・インフラ課題 

◎ 仙台枠組みへの言及がないとの指摘は盲点であった。しっかり反映していきたいと思うし、モンゴ

ルでのアジア防災閣僚会議（AMCDRR）等々含め指摘いただいたが、国連国際防災戦略事務局

（UNISDR）等とも連携しながら、政府としても市民社会と連携し、いい成果を出していきたいと

考える。 

 

f) 優先課題6：気候変動・エネルギー課題 

◎ 現在ホットな課題。市民社会の問題提起は政府の問題意識とも非常に合致していると考える。それ

を踏まえながらしっかりやっていきたい。 

 

g) 優先課題7：生物多様性等課題 

◎ 「フェアウッド」の課題について、罰則がないことで履行の実施が十分でなくなるとのご指摘があ

った。「主要農作物種子法」の廃止の関係についても、農家の方々からの様々な訴えもあった。こ

れらも含めしっかりやっていきたい。 

 

h) 優先課題8：人権・平和・民主主義等課題 

◎ 「子どもに対する暴力」については、政府も予算の手当をして種々取り組みをしており、しっかり

やるべきとの認識はある。司法へのアクセスについては、市民社会の声として懸念を認識した。何

ができるか考えていきたい。 

 



i) 優先課題9：パートナーシップ等課題 

◎ 全体の仕組みの件でも申し上げたが、マルチステークホルダーの実装のレベルを上げていくことが

非常に大事と考える。ニューヨーク出張に行った際に、日本の市民社会から紹介を受けた、国際

NGO 関係者とも意見交換したが、そこでは、日本は SDGs の取り組みを NGO を含めてマルチステ

ークホルダーでやっている、そこは素晴らしいと褒められた。市民社会全体のグローバルな動きが

ある中で、市民社会の声に対して、それを政府が可能な範囲で後押しをしていくという点について、

どうしたらいいのか、いろいろと問題提起いただいたので、重要性について改めて認識した。 

◎ NGO を通じて様々な国際協力を実施していくということの重要性については、しっかり認識して

いる。この課題は前からあるが、今まさに何ができるのか今一度、虚心坦懐に考えるいい時期でも

あるので、有益なインプットとしたい。 

◎ NGO から各 1 分で分野別に説明を頂いたが、非常に盛沢山。もう一度読んで、今後のインターア

クションを通じて、私たちも考えを深めながら実施したい。 

 

（３）今後のプロセスに関する外務省からの返答要旨 

 

◎ 「アクションプラン 2018」については、肯定・否定含めいろいろな声をいただいているが、NGO

側からは、政府が世に問うたものに対し、アクションプランの柱に即しながら打ち返しを頂いてい

る。市民社会と政府が同じ枠組み・同じ目線で問題をとらえているということで、うれしく感じた。 

◎ 2019 年は SDGs にとって節目の年。また、国内実施でも勝負の年。同年秋の「ハイレベルウィー

ク」では首脳が集まって振り返りを行う。その議論を踏まえたうえで、実施指針を改定していく予

定。これは SDGs の取り組みの中間決算と、足りないものを打ち出していくという本当の勝負であ

る。2019 年の実施指針の改定は、アップグレードかつ質的な転換をはかるということであり、今

やっているものは最後は全部そこに流れ込んでいくことになる。アクションプランについては、

2018 年のアクションプランの拡充・拡大及び「見える化」を進めながら深掘りしていく方針であ

り、そこについてもフィードバックを頂ければ幸い。2019 年の実施指針の改定についての検討手

順も含め、できることをしっかりとやっていきたい。 

 

６．SDGs関連の個別課題について 

 

（１）教育（ゴール４） 

 

（NGO） 

◎ SDGs ゴール 4 を推進するためのグローバルキャンペーンである「世界一大きな授業」については、

本年度も複数の国会議員とともに実施した。一方、G7 では「緊急下における女子教育とエンパワ

ーメント」がアジェンダとなっており、世界的に教育への資金コミットが高まっている。教育につ

いて、政府の取り組みの現状や認識を教えてほしい。 
 
（外務省） 

◎ 教育に関しては、来年の G20、TICAD という大きな節目があり、国際協力で力強いメッセージを

発信する良い機会。SDGs のバックボーンである「誰一人取り残さない」という考え方を、日本政

府は長年に亘り「人間の安全保障」の理念に基づき推進してきた。人に投資し、人のキャパシティ

を上げることが大事。日本は明治維新以降ずっと「人を健康にし、教育をしっかり施す」という形

で国造りをし、成功してきた。第 2 次大戦で一度廃墟と化したが、戦後、義務教育と国民皆保険を

通じて、復活した。私たち自身の経験から、教育と保健の重要性は確信に満ちて主張できる。その

文脈の中で教育という課題を来年どうしたら、より光を当ててできるか、問題意識は持っているの

で、市民社会の声を受けつつ、政府としてできることをしっかりやっていきたい。 

◎ カナダも、G7 議長国として女子教育推進に向けたイニシアティブをとっている。日本としても最

善を尽くしたい。 



 

（２）水・衛生（ゴール６） 

 

（NGO） 

◎ 各国で水・衛生へ取り組みの優先度は低いままで、このままの進捗ペースでは、90 カ国が 2030

年までにゴール 6 を達成することができない。一方、英米加では ODA 総額における水・衛生の割

合が 1～2％であるが、日本は 8.5～9%と突出して水・衛生に注力しており心強い。日本政府には、

ぜひ国際社会ならびに途上国政府に対して、水・衛生に優先的に取り組むよう、より積極的に発信

する役割を担っていただきたい。HLPF ならびに他の機会に取り組んでいく予定があるか。 

◎ 「SDGs アクションプラン 2018」で、ゴール 6 は質の高いインフラの整備の一環として位置づけ

られているが、現在、水へのアクセスを阻む要因には、都市スラムや農村部といった居住の問題や

社会的差別などもあり、「誰一人取り残さない」ためには、そのような層にリーチすることが重要。

日本政府として「誰一人取り残さない」を重視した水・衛生の取り組みをどのように推進していく

予定か。 

 

（外務省） 

◎ 全く尤もな指摘。HLPF のテーマの一つが水・衛生。春に世界水フォーラムに参加したが、水・衛

生・防災含め、わが国はリーディング・ドナーとして取り組みを進めている。今一度、日本の取組

を内外にアピールしていくことが大事。 

◎ 水・インフラで取り残されがちな人々の課題は大きく、いろいろな切り口で出来る。現在、都市化

が進み、人口の半分以上が都市生活者になる流れの中で、都市スラムの解決と、都市化されない、

もっと取り残されがちな所の課題について、水の問題から広がっていろいろと取り組んでいく必要

がある。 

 

（NGO） 

◎ 7 月のハイレベル政治フォーラムでのサイド・イベントに関して、どのような計画があるか。 

 

（外務省） 

◎ 現在関係者と検討、調整しているところ。決まり次第お伝えしていきたい。 

 

（３）ゴール7・13：エネルギー・気候変動 

 

（NGO） 

◎ 気候変動に関するパリ協定の目標は「地球平均気温上昇1.5～2℃未満」だが、各国の現行目標がす

べて達成されたとしても3～4℃となるため、目標の抜本強化が必須。特に排出量が多いエネルギー

部門のうち、排出量が多い石炭からの脱却と、省エネ強化及び再エネへの転換が急がれる。近年、

国だけでなく、自治体、ビジネス、大学等が再エネ100％をめざすと宣言。河野外務大臣も、外務

省として再エネ100％をめざす意向を表明。イギリスやカナダ等の政府が集まり、脱石炭に向けた

グローバル連盟（PPCA）が結成され、石炭火力発電ゼロをめざす動きも広がっている。  

◎ 日本政府として、（1）CO2排出量や大気汚染物質が多い石炭火力発電インフラ輸出を進める方針

を撤回し、JBIC、JICA、NEXIによる石炭事業支援をやめること、（2）日本政府のエネルギー分

野の途上国支援は今後再エネに限る（再エネ100％とする）ことをめざすこと、（3）国内で脱石

炭を進め、再エネ導入を強化する方向性を打ち出すこと、（4）国内の省エネ強化・再エネ導入・

脱石炭推進により、日本の現行の2030年までの排出削減目標を強化して国連に再提出できるよう

検討を行う意思があることを表明頂きたい。  

（外務省） 

◎ 再生可能エネルギーに向けた政府の「気合」はご指摘の通り。石炭火力も、私も以前経済局で海外

展開支援という文脈の中で、高効率石炭火力について、超臨界圧、超々臨界圧といったようなこと



が、よりレベルの低いものが流通するよりましとして推進していた時期もある。しかし、今新しい

課題設定の中でどうしていくか、政府の中でも議論を行っている。大きな方向性としてはよりクリ

ーンなものに向かっていく流れは不可逆。あとは各論を含めてどこまでその視点でやれるのか、そ

の都度一生懸命調整する。今もまさに「エネルギー基本計画」がまもなく発表されるということで、

政府の中でも種々議論が行われている。おそらく方向性としては、おっしゃっている方向に動きつ

つあると認識。 

 

（４）ゴール16（1）：ＥＳＤと平和・環境 

 

（NGO） 

◎ 子供を含めて一般市民の使える環境調査のための各種簡易測定器は SD 時代に必要な省エネ・省資

源の技術の典形。この技術を活用して環境調査を行い「持続可能な開発」の問題提起のきっかけと

なった地球規模の環境汚染を解決していく体験的活動は、「モッタイナイ運動」に最適。将来を担

う子供たちに ESD の基本を体験学習させる極めて有用な手段。この子供たちの力を借りて従来の

価値観に捉われている大人たちの価値観を変えることが出来る。 

◎ この技術の中で最も普及しているのは NO2 大気汚染簡易測定器。UNEP と WHO は保健環境を守

るためにこの簡易測定器で世界規模で都市部の二酸化窒素による大気汚染を調査すべきと推奨。化

石燃料使用すると二酸化窒素による大気汚染を発生するので、二酸化窒素による1大気汚染を測定

して化石燃料を再生可能な自然エネルギーに転換させた大気汚染を改善させる運動は持続可能な

開発の最重要課題である温暖化防止に役立つ。全ての人々が協力して測定して環境を守る共同行動

はグローバル・パートナーシップを活性化する優れた手段。 

◎ 一方、信頼性の確かめられているフリッケ化学線量計を粉粒体試薬を用いて改良した簡易放射線簡

易測定器は唯一の戦争被爆国として「世界から戦争をなくす第一歩としての核兵器廃絶」を早期に

実現するために活用することが可能。 

 

（外務省） 

◎ ご指摘非常に勉強になった。二酸化窒素も、放射能の課題も、まだまだ現実の世界ではミスマッチ、

ギャップが多いと考える。 

 

（５）ゴール16（2）：市民社会スペース 

 

（NGO） 

◎ 市民社会スペースの狭まりの傾向が強まっている。中国の経済優先・人権軽視のモデルが他国に影

響を与えており、ゴール 16 は目標から逆行するような事象が世界で散見。国内でも最近の政府内

の決裁文書の改ざん、不透明で、説明責任を果たせない行政手続きなど、非常に憂慮する事象が発

生。「ゴール 16」にある、法の支配、司法へのアクセス、有効で説明責任のある透明性の高い政府、

包摂的な制度構築は、持続可能な開発目標達成の前提であるにもかかわらず、それに反する事象が

生じており、これについて日本政府がどこまで危機感があるのか不明確。改めて政府の取り組みや、

このゴールに関する世界での役割を確認したい。 

 

（外務省） 

◎ 「法の支配の拡大」は時代に合った指摘。ただ一点、国際 NGO である CIVICUS の指摘の中で、

日本の人権状況が「狭隘化」と指摘されているというが、何が問題になっているのか教えてほしい。 

 

                                                      
1本件発言については、「標準色表の不要な目視法 NO2 サンプラー」の見本および当該見本について説明するために日本化学会の年会

において発表した報告、並びに粉粒体試薬に含浸させたフリッケの化学線量計を自宅で 6 か月放置した時の着色した見本を配布して、

粉粒体試薬を配布することで、当該簡易測定器による活動は子どもにおいても実施できることが発言者により示された。 



（NGO） 

◎ 報道の自由度が下がっている。報道の自由度に関する評価は、調査によっては 70 位程度まで下が

っている。共謀罪とか、個人情報保護法の問題、政界における各種の発言、メディア規制などがラ

ンクを下げているという状況がここ数年ある。 

 

（外務省） 

◎ ゴール 16 をどのように外交の中で活かしていくのかっていうのは、実はまだ自分の中で答えが出

ていない。わが国の実践で言えば、例えば法制度整備支援について、仕組みも含めながら、より広

くゴール 16 の取り組みらしいものをやりたい。一方で、やり方を間違えた場合、SDGs のライン

で一旦まとまったものがリオープンするようなことになるとなれば、それは本意ではない。 

 

（６）ゴール１７；ＨＬＰＦでのサイド・イベント等 

 

（NGO） 

◎ 今年度の HLPF のテーマは、「Transformation towards sustainable and resilient societies」で

あり、また、レビューの対象となる SDGs Goal は、6, 7, 11, 12, 15 、17 である。こうした中、

今年度の HLPF は、日本として、来年の本格的な SDGs のレビューに向けて、日本において SDGs

がマルチステークホルダーの協働で進捗していることを示す良い機会となる。 

◎ 特に、SDG16.2 については、昨年の HLPF での岸田文雄前外務大臣による VNR でのスピーチで、

日本国内でも子どもの貧困や暴力への対策や若年層雇用対策を含め、SDGs 実施指針に盛り込まれ

た関連施策を総合的かつ強力に実施する旨の発言がなされ、その後、本年 2 月には、スウェーデン

で開催された「子どものための 2030 アジェンダ：ソリューションズ・サミット」にて堀井学外務

政務官より、子どもに対する暴力撤廃に向けたコミットメントが表明された。これら一連の動きに

ついては、市民社会をはじめとするマルチステークホルダーでの協働が進められており、世界的に

も成功事例の一つとして大きく示すことができる。 

◎ 本年、ワールド・ビジョン・ジャパンは NGO 研究会を受託しており、その一環として HLPF に参

加を予定しているところ、ぜひ、当該期間中にサイド・イベントを共催できると幸い。 

 

（外務省） 

◎ 外務省としても連携したい。「子どもに対する暴力撲滅グローバル・パートナーシップ」（GPeVAC）

の件も進めている。HLPF の件含め、連携していきたい。 

 

７．終了挨拶 

 

（外務省） 

◎ 皆様から伺った話、よく受け取った。インタラクションの始まりだと考えるので、全体、個別共に

連携してやっていきたい。本日の会合に謝意。 

 

（了） 


