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危機感が強まるばかりで、戸惑いを感じています

共同代表理事　大橋正明

　2020年2月から始まって今も続いている新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって、世界での
ワクチンの不均衡な配分と、貧困問題の悪化、そして一層の貧富の格差の拡大していることが、昨年末
には明らかになった。ワクチンの不均衡な配分問題は、90年代に起きたHIV/エイズの治療薬を開発し
た富裕国の製薬会社の知的財産権の独占によって生まれた問題とほぼ同じ構造である。今回のワクチ
ン生産では、中国やロシアも生産の側に回ったが、問題はほとんど変わらなかった。またこの独占が、
世界的な貧富の格差拡大の原動力のひとつとなっていることは容易に想像できる。今後も治療薬や検
査薬などを巡って、同様な事態が繰り返されるかもしれない。

　これに加えて、2022年2月からはロシアによるウクライナへの軍事侵攻と戦争状態の継続、という最
悪の事態が加わった。「恐怖及び暴力から自由」そして「平和なくしては持続可能な開発はあり得ず」と
宣言する2030アジェンダ（SDGs）を推進する立場からは信じられない状況だが、現実であることを認識
せざるを得ない。しかしこのことによって多くの尊い命が多く失われ、性暴力が跋扈し、大切な自然環境
が破壊され、世界的な食糧危機が深刻化するだろう。他方、一部の軍事産業は活気づき、さらに富が
集中する可能性がある。

　2021年の世界の軍事費は2兆1130億ドル[1]となり、初めて2兆ドルを突破した。2月から継続するウク
ライナへのロシアの軍事侵攻によって、この金額は今後も大幅に増えるだろう。日本政府も、防衛費を
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大幅に増額するとしているが、その財源は不明だ。一方同年のOECD/DAC諸国の途上国向けの政府
開発援助（ODA）は1,789億ドル[2]であり、軍事費の僅か8.4％に過ぎない。

こうした状況は、残念ながら今後もしばらくは続くと予想される。こうした中で、グローバルな目標であ
るSDGsの達成に向けて、世界が平和をどう実現し、さらにSDGsをどう前進していくのか、その際に「誰
一人取り残されない」ことをどう実現していくのか、危機感を強めざるを得ない。

　戦争をやめろ、と確信をもって言うことはできる。しかしそのために何をどうしたらいいのか？また仮に
現在の軍事侵攻が終結したとしても、その後私たちはどうすべきなのか？その段階でSDGsを、どう
やって前進させていけばいいのか、強い戸惑いを覚える。

それでも私たちは、昨年度に以下の活動を行ったことを改めて強調したい。私たちは、国政の主要政
党に向けた政策提言で、SDGsあるいは持続可能性に関する基本法制定の意義を強調した。SDGsを
内包する2030アジェンダは、「国会議員の役割」に触れており、SDGs達成に向けて積極的に議員や政
党が関わることが必須と考えたからだ。

さらに昨年度から国際協力NGOセンター(JANIC)と話し合いを重ね、来年6月に日本の広島などで開
催されるG7に向けて、「G7市民社会コアリション2023」の呼びかけを行い、その事務局を2016年に引き
続きJANICと担うことを決めた。G7首脳に国内外の市民社会の声をしっかり届け、市民社会スペース
の確立を目指すことが目的だ。

　今年度の総会は、冒頭に述べたような戸惑い感を抱えての開催となる。誰にも明快な回答がない中
で、総会で皆様の知恵を頂いて、これからも一歩ずつ確実に歩みを進めていくことになる。どうかよろし
くお願いします。

[1] https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220425/k10013598371000.html

[2]
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-
standards/ODA-2021-summary.pdf

危機を越える叡智をあきらめずに模索する

共同代表理事　三輪　敦子
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　SDGsは採択時には想定しなかった危機に直面しています。気候危機が、私たちの環境と社会と経済
を既に取り返しのつかない地点にまで追い込みつつありました。そこに2020年の年初に発生した新型
コロナウイルス感染症によるパンデミック（世界的大流行）が加わり、今年の2月末にロシアによるウクラ
イナ侵攻が発生しました。まさに三重苦と言える状況です。

　しかし、「想定しなかった危機」という表現は本当に正確でしょうか。

SDGsには当初から、いくつかの決定的な弱点がありました。そのひとつが「平和」です。平和に関し
ては、「目標16：平和と公正をすべての人に」があります。また、SDGsの重要な要素として挙げられてい
る「5つのP」のひとつは平和です。しかし、目標16のターゲットを仔細に見てみても、核兵器禁止条約の
批准と実施あるいは核兵器の廃絶や軍縮を含め、平和の実現に向けての根本的な課題は扱われてい

ません。2月のウクライナ侵攻以来、平和が、環境、社会、経済の持続可能性の前提であり基盤である
ことを、無力感とともに砂を噛むような気持ちで改めて感じさせられる日々です。

パンデミックに関しても、SARS（重症急性呼吸器症候群）、エボラ等の経験を踏まえ、社会として感
染症対策にもっと目を向ける必要があったことを今さらながら痛感させられます。

　そうしたことを考えるならば、SDGsは、実は、見たくないこと、どうにかなると思っていたこと、変えたく
てもどうしようもないと思っていたことには、目を背けていた目標なのではないかと思わされます。国連

の全加盟国により採択されるためには、弱点には目をつむるしかなかったという背景はあるかもしれま

せん。しかし、現下の危機を考えるなら、見るべきことを見なかった代償は限りなく大きいように思いま

す。

しかし、どんなに危機に瀕しているとしても、SDGsの重要性が減じることはないことは、大切な点で
す。危機を克服するための万能の処方箋ではないにせよ、SDGsが、現在、私たちが手にしている最も
包括的な道しるべであることは確かです。

2021年に日本政府は自発的国家レビュー（VNR）を提出しました。その過程ではSDGsジャパンの各
ユニットの皆さんが積極的に市民社会の声を発信され、また、市民の立場からのVNRとして、SDGs
ジャパンは「SDGsスポットライトレポート2021」を公表しました。日本は、ジェンダー平等は言うまでもな
く、脱炭素を始めとするSDGsの各目標に関し周回遅れ以上の状況にあります。高度経済成長の成功
経験の「呪縛」から一刻も早く脱却し、変革のための意思とパッションを集める必要があります。

　VNRに関わった経験も踏まえ、変革の鍵となるポイントとして、以下の5点を挙げたいと思います。

① システムチェンジに向けた危機感の共有

② 縦割り行政を越える政府のリーダーシップ：トレードオフを克服しシナジーの創出を

③ 「多様性を包摂した公正で平和で豊かで強靱な未来」に関するイメージの共有

④ 「今いるこの場所（地域）から変えよう」というパッションに基づく「公正な移行」を念頭においた
実践の拡がり

⑤ それら全てを支える市民意識の醸成および「共生と共存」の尊重に根ざした平和以外に未来
はないという理解

国連は、2030年の先を見越した「私たちの共通の課題（Our Common Agenda）」という報告書を既
に2021年に発行していますが、2030年への道筋がその先をつくります。国連創設時以上とも言える危
機を前に、2030年をどのように迎えるかが「私たちの未来」を決定します。
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SDGsを導きの糸として、危機を克服するための叡智を模索し希望を見いだすしか道はありません。
「あきらめたらそこで試合終了」です。日本にとって、そして世界と地球にとって。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2021年度事業方針（2022年3月理事会承認）

新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年度はSDGsにとって最悪の年になった。世界銀行は、
2020年に新たに8,800万人から1億1,500万人が極度の貧困に陥り、状況次第で2021年には1億5,000
万人まで増加すると予想している。6月15日に発表された「SDGs報告書2021」は、2020年はSDGsが
採択されて以降初めて、SDGsが後退した、と述べている。今日でも、コロナワクチン接種は先進国で進
み、アジアやアフリカが取り残されている。このような状況下だからこそ、「誰一人取り残さないSDGs」
の達成に向けて、SDGs市民社会ネットワークは、SDGs達成に向けた活動に、市民社会が影響力を
持った形で参画している状態を常に意識して活動を行う。また、SDGsに関するマルチ・ステークホル
ダー・プロセスでのアクションを通して、市民社会の枠組み自体が広がっていく状態を目指す。
上記のような状態になるように、以下の４つの方針を示す。

　1）SDGs達成に向けてマルチ・ステークホルダー・プロセスが定着し、かつプロセスの質を向上させ
るシステムが確立されている。また、市民社会の政策提言活動がこのプロセスに沿って行われて
いる。

　2）各地域や各分野でのSDGs達成に向けた活動の実践と成果が発信され、それが市民社会活動の
スキルアップと連携強化に寄与している。また、そのような活動が自律的に継続されるように、自
発性が発揮されている。

　  3）グローバルな組織やネットワークと日本の市民社会の連携が深まり、国際・日本・地域の各レベル
でのビジョンや活動が共有されている。また、各レベルの情報にアクセスする市民社会団体が増
えている。

４）１）～３）が実施できるように、ネットワークの拡充と基盤整備を行う。
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各事業ユニット活動

（五十音順）

ユニット名
2021年度の主な活動 会員総会で会員の皆さんと共有したい

成果

開発 ● ユニット運営

○ ユニットのビジョン再定義

○ 幹事団体再選

○ 定例会議（月1回）開催

● SDGs関連

○ 2021年日本政府による2回目のVNRに対

する政策提言、VNRスポットライトレポート

執筆、関係省庁との意見交換会参加、政党と

の対話参加

○ VNR Labs（日本政府主催HLPFサイドイベ

ント）登壇・市民社会からの提言実施

○ SDGsレビューに関する準地域会合「東・北

東アジアSDGsマルチステークホルダー

フォーラム」開催準備、登壇、東アジア準地域

フォーカルポイント・日本フォーカルポイント

の選出

○ 「アジア・アフリカ民主主義フォーラム」調査

レポート執筆、登壇

● SDGs関連：

○ 日本政府による2回目のVNRに対し政

策提言を行うとともに、HLPFサイドイ

ベントに登壇し、スポットライトレポート

を基に日本の市民社会からの提言を実

施した。

○ SDGsレビューに関する準地域会合

「東・北東アジアSDGsマルチステーク

ホルダーフォーラム」への参画を継続す

るとともに、フォーカルポイントの選出

を実施した。

○ SDGsゴール16に関するアジア・アフリ

カ地域の状況に関し調査レポートを執

筆し、その結果について「アジア・アフリ

カ民主主義フォーラム」にて共有を行っ

た。

● G7・G20関連
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● G7・G20関連

○ 2021年イギリスG7サミットに向けた政策

提言、C7サミットへの参加、C7・G20サ

ミットに向けたウェビナー登壇

○ 2021年イタリアC20サミットへの参加

○ 2022年ドイツC7への参加

○ G7 Global Taskforceへの参加

● ODA関連

○ OECD-DAC CSOパートナーシップに関す

るコンサルテーション実施

○ Publish What You FundによるODA

データ確認協力

● TICAD関連

○ TICAD 8に向けた情報共有

○ 2021年イギリスG7サミットに向け、国

際市民社会と連携し政策提言やC7サ

ミットへの参加を行った。また、イタリア

C20サミットへ参加した。C7C20サ

ミットに向けたウェビナーへの登壇を

行った。

● ODA関連

○ OECD-DAC CSOパートナーシップに

関するコンサルテーションを実施した。

環境 ・ユニット会合(6/22、3/14）

・日経BP社「未来コトハジメ」への寄稿（

JACSES遠藤）

・SDGs市民カレッジ2021のタスクチームへ

の参加（JACSES、JEEF、SDGsネットワーク

やまなし）

・環境とジェンダー勉強会（9/13遠藤）

・BAP確認、10/1イベント準備

・「議会と自治体」執筆（星野）

・北東アジア市民社会セッション参加(宮本）

・気候変動 適応計画についてインプット（ジェン

ダー、脆弱層配慮（JACSES））

・11/20 セーブ・ザ・チルドレン COP26イベ

ント（遠藤）

・11/30 セーブ・ザ・チルドレン対談「気候危機

と子どもたちのこれから（星野）

・12/5「気候変動×ジェンダー平等―CSW66

にむけて」（遠藤）

・SDGs市民カレッジ（テーマ：PLANET）

のタスクチームにユニットから数団体参加

し、開催に貢献した。

・環境とジェンダーに関してジェンダーユ

ニットとの連携を図った。

・他団体の企画や国際会議に出席し、気候

変動や生物多様性について発信した。

・事務局への環境関連の相談や執筆依頼に

ついてユニット内のメンバーが協力した

教育 ・緊急下の教育勉強会を１回開催した（WVJ主

導）。

・ 緊急時の教育の最低基準（INEEMS）のオンラ

イン研修のモジュール案を開発した（SVA主導）。

・SDG4 教育キャンペーンを 4 月から 9 月に実

施した。SDG4に関する政策についての各党の見

解についてのオンライン投票には、3,896 名の

市民が参加した。子ども・ユース代表が５党の 10

名の国会議員および財務・外務・ 文科省の高官と

面談し、提言活動を行った（DEAR主導）。

・Education Cannot Waitのニューズレター

日本語版を 5 回発行した。ユースと国会議員と

の意見交換会を政党別に３回行った（SCJ主導）。

・ Global Campaign for Education の G7

教育作業部会に参加した（SCJ主導）。

・日本のアフガニスタンへの教育支援の拡充につ

いての提言を外務省に提出した。JANIC のアフ

ガニスタンワーキング・グループに参加した。

・外務省の「国際教育協力連絡協議会」に参加した

・争下の教育の保護をテーマにした写真展を開催

・SDG4教育キャンペーン

・Global Education Monitoring

Report 2022のローンチウェビナー　
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した（SCJ 主導）。

・UNESCO主催の第７回国際成人教育会議の準

備プロセスに関与し、国内フォーラムを開いた（

DEAR主導）

国際保健 ・コロナ意見交換会（月1回）・勉強会を開催

・GII/IDI懇談会（外務省国際保健政策室との会

合）4回開催

・グローバルヘルス戦略に関する意見交換会（内

閣官房との会合）3回開催。パブコメ対応。

・グローバルヘルス戦略に関する市民社会会合　

3回開催（9/6、11/19、3/1）

・11/8 国際ウェビナー「パンデミック時代のUHC

と日本の役割：海外市民社会の視点から」開催

・12/7・8 東京栄養サミット2021に対し、国際

保健ユニットメンバー数団体がサイドイベント開催

・1/20 オンラインセミナー「コロナから見えてき

た保健医療アクセスへの障壁 複合的な課題を抱

えるコミュニティから考える」後援

・グローバルヘルス戦略：市民社会としても

策定プロセスに関わることができ、提案し

た内容が多く反映された

・コロナ対策と国際保健：意見交換会と勉

強会を積み重ね、世界のコロナ対策の最新

動向や見落とされがちな課題についての

認識を高めることができた。また、国内で

弱い立場に置かれた人々がコロナ下で直

面している保健医療アクセスの問題につい

て把握し、発信することができた。

社会的責任 ・社会的責任に関するセミナーやフォーラムを

開催。

　テーマは新型コロナウイルス感染症、

ISO26000とビジネスと人権、東京2020オ

リンピック・パラリンピックの「持続可能性」への

取り組みなどSDGsとも密接に関連するもの。

これら課題に対してマルチステークホルダープ

ロセスにより社会的責任が果たされる重要性

や必要性を訴えた。

第2回SRセミナーは「スポットライトレポー

ト」や「ＢＡＰ」からＳDGs達成に向けた

NPO/NGOの役割を確認するというテー

マで、SDGｓジャパン三輪敦子共同代表理

事を招き、誰一人取り残さない社会実現の

ために、NPO/NGOが果たすべき役割に

ついて議論した。

https://sr-nn.net/archives/5823

ジェンダー ・ジェンダーユニットMLの運営（3月末548

人登録）

・英国G7サミットに向けた政策提言、W7へ

の参加

・SDGsジャパン主催国会議員とのSDGs勉

強会でジェンダー課題について発言

・政党の勉強会でジェンダーに関するイン

プットを行う

・HLPF日本報告書審査に向けたスポットライ

トレポートにジェンダー課題をインプット

・北東アジアSDGsマルチステークホルダー

フォーラムでジェンダー課題について発言

・未来コトハジメ執筆

・SDGs市民カレッジ講師「気候変動とジェン

ダー」

・国際女性デーに合わせ「気候変動対策・施策

におけるとジェンダー平等の推進を求める声

明」を発表（賛同団体27団体ーSDGsジャパ

ンを含む、賛同人52名）

・英国G7サミットでジェンダー平等、セク

シュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ

（SRHR）、SOGI推進が再確認された

・ML登録は2年間で350人以上増加

・ユニット横断勉強会の開催
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・BAP－SDG５を始めとするジェンダー課題

へのインプット

・国際保健ユニットや障害ユニット等と保健医

療アクセスに関する勉強会を開催

障害 ・障害者権利委員会日本の建設的対話に向

けた取り組み

・新型新幹線・特急車両のバリアフリー基準

見直しにおける意見提出

・バリアフリー法改正に伴う学校整備への

意見提出

・無人駅利用における乗降介助提供への要

望

・「withコロナ時代のオンライン地域移行支

援制度モデル構築事業」の実施

・社保審障害者部会のおける障害者総合支

援法見直しへの要望

地域 ・定例ミーティングを実施

・地域のSDGs指標に関する地域アンケートと勉

強会を実施

・共通アクションを検討

　①各地域の県市町村議向けの勉強会

　②地域ボトムアップ型のSDGsの本質を伝える

キャンペーン

　③本質的な取り組みをしている企業などに光を

当てる

　④当事者団体へのSDGsの正しい理解と活用法

の提案や連携

地域のSDGs指標に関する地域アンケートと

勉強会を通して、地域のSDGs指標に関する

理解が深まった

オンライン環境を活かして、全国各地で

SDGsに取り組む団体のネットワークの深化

ビジネスと

人権

・ビジネスと人権に関する行動計画（NAP）の普

及・啓発のためのイベントやSNSキャンペーン主

催、その他勉強会やイベントへの登壇

https://www.bhr-nap-cspf.org/informa

tion/event/

・NAPフォローアップ・プロセスへの参画

・ミャンマーやアフガニスタンに関する声明発信

・情報アクセシビリティを要件とした公共調達の仕

組み」、「G7 貿易大臣成果文書に対する声明」提

出

https://www.bhr-nap-cspf.org/infor

mation/teigen/　

・プラットフォームのロゴ策定、ウェブサイトのリ

ニューアル、note、twitteｒ等のSNS開始

https://www.bhr-nap-cspf.org/　

https://note.com/bhr_civilsociety　

https://twitter.com/bhrc__platform

・様々なイベントや登壇機会を通し、ビジネ

スと人権への市民社会の視点を発信でき

た。

・7月のセミナーでは欧州から登壇者を得

て法制化の動向につき日本の関係者に広く

周知できた。

・経産省「サプライチェーンにおける人権尊重

のためのガイドライン検討会」に委員として参

加し、インプットを行っている。

・情報アクセシビリティに関し、4月にデジタ

ル庁より改定・公表された『デジタル・ガバメ

ント推進標準ガイドライン』で提言の一部が反

映された。
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貧困

（準備中）

個別対応となっているが、ユニットとして活動

ができるように準備を進めている

防災・減災 2022年開催の国連防災グローバル・プラット

フォーム会合について、準備プロセスに参加し

日本の市民社会の声を届けることに取り組み

ました。

2021年は東日本大震災から10年ということ

で、JCC-DRR内での連携や協力も踏まえつ

つ、主要加盟団体がそれぞれ、振り返りのイベ

ントを開催しました。

弊ユニットの成果というのは、おこがまし

いことではありますが、R3年5月に災害対

策基本法が改正され、関連の指針なども更

新される中、避難行動要支援者の避難計

画の策定や、ボランティア人材の育成など

が推進されております。「誰一人取り残さ

ない」の実現につながる取り組みであり、

さらに後押ししてまいりたいと思います。

ユース ＜国内＞

・3月〜6月にかけてSDGs達成へ向けた人財

育成プログラム「SDGs Youth

Ambassador Program 2021」を実施。

40名以上のユースが参加してくださいました。

・6月にSDGs Youth Summitを開催。当日

は200名以上の参加があり、またアドボカシー

プロジェクトとしてVNRへ向けた政策提言を河

原地球規模課題総括課長に手交しました。

・SDGs推進本部下で開かれている次世代の

SDGs推進プラットフォームに参加し、計7つの

ユース団体と共に、SDGsの取り組みについ

て、ユース世代としての意見交換などを行いま

した。また、長年の活動の成果が実り、2021年

12月より、持続可能な開発目標（SDGs）推進

円卓会議において、若者の参加枠が設けられ、

JYPS事務局員の鈴木が次世代のSDGs推進

プラットフォームより選出され、日本国内の

SDGs推進枠組みにおいて、ユース世代の意見

を届けることが実現しました。

＜国際＞

・北東アジアマルチステークホルダー会議に日

本のユースとして参加し、同時に初めてユース

セッションを開催し、日本のSDGsに対する若

者の取り組みについて紹介しました。

・11月に行われたアジア太平洋民衆フォーラム

（APPFSD）においても日本のユースとして登

壇をしました。

8月28日（日）10:00～16:00に、国立オ

リンピックセンターにて「SDGs Youth

Summit 2022」を完全対面開催いたし

ます。皆さまのネットワークを通じて是非

多くの若者や若者との協働にご関心ある

方々に周知していただけますと幸いです。

2022年は、来年のSDGs実施指針改定

やG7サミットの日本開催に向け、ユース世

代に向けて、SDGsの実施枠組みに関する

普及啓発を行うと同時に、ユース世代間の

ネットワークを強化し、アドボカシー活動を

促進してまいります。
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事業部門報告

1． 政策提言事業
＜2021活動計画 達成目標＞

1） 多様な政党とのSDGs議論の継続（議員勉強会の実施：自民、公明、立民、国民、社民、共産）

2） BAP（仮）の発表と政策提言活動への活用

3） 政策提言に関するウェブサイト記事の充実

＜実施事業＞
1）円卓会議を通した市民社会からの政策提言

（成果）VNRへの市民社会からのインプットを集約。提言をベースにSDGsスポットライトレポート

　　　　 2021を作成。10/27オンラインセミナー開催。

（課題）2023年SDGs実施指針改定に向けた提言活動の強化。プロセスへの参加の質の向上。

2）政党勉強会の実施

（成果）立民SDGs基本法案、超党派議連「NPO/NGOのあり方を検討する会」、自民党SDGs

　　　　 外交議連、国民民主政調会、共産「議会と自治体」ユニット執筆

（課題）SDGsに関する市民社会窓口としての機能の向上。

3）BAPの発表

（成果）BAP発表と10/1ウェビナーイベント

（課題）毎年のアドボカシーサイクルでの位置付け（目的、活用とスケジュール）。

4）HLPFでの市民社会レポートの発表

（成果）SDGsスポットライトレポート2021（50ページ）の日英発表。17目標それぞれの提言。

（課題）この経験と成果を、2023年SDGs実施指針改定プロセスへ。

政府

3月28日 SDGs推進円卓会議進捗/モニタリング分科会

4月23日 HLPFに関する市民社会と関係府省庁の意見交換会（市民社会30名、政府40名＋）

4月27日 SDGs推進円卓会議進捗/モニタリング分科会

6月4日 SDGs推進円卓会議 & 進捗/モニタリング分科会

11月5日 SDGs推進本部事務局（国地総） 河原課長へ挨拶

12月2日 SDGs推進円卓会議
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2月15日 SDGs推進本部事務局との意見交換

政党/議員

4月1日 立憲SDGsWTヒアリング

4月6日 超党派議連勉強会

5月12日 立憲SDGsWTヒアリング

5月14日 国民民主党政調会勉強会

5月26日 立憲SDGsWTヒアリング

6月8日 自民党SDGs外交議連

7月14日 SDGs政党アンケート（466）

2月2日 国会議員と市民社会とのSDGsに関する会合（国会議員40名＋）

オンラインセミナー

7月30日 「日本におけるSDGsの達成状況を評価～市民社会の視点からの評価レポート公開～」

9月24日 「VLRから探る地域のSDGs推進～地方自治体と市民社会の協働の可能性～」

10月1日 「SDGs達成期限まで残り9年。今、最も重要なこと ー 市民社会の視点から」

10月27日 「このままでいいの？SDGs～日本の自発的国別レビュー（VNR）から見えること～」

その他

2020年度 コロナ声明（17,965） 7月14日 衆院選に向けた声明（330）

5月1日 VNRパブコメ案内（565） 12月29日 アクションプランの見解（1,368）

6月16日 SDR2021分析（5,380）  2月25日  ウクライナ危機声明（1,647）
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2． 連携推進事業
１）事業内容：講師派遣、書籍・ポスターなどのコンサルティング

　成果：昨年度から継続でのSDGsトレインのポスター監修に加え、自治体からの委員依頼など　　　

　  　　　　も増加。（SDGsトレインは2022年も継続）

　 課題：コロナ影響が若干減り、講演の要望も増えているが、戦略的連携につながっているか、

　 　　　 検証し、政策提言、普及啓発への波及効果も検証が必要。多様な主体からの要望に対応

　　　　　するため、事務が煩雑で事務の対応が追いつかない。

２）事業内容：SDGs市民カレッジ2021の開催

　　成果：タスクチームメンバーを募り、会員参加型で企画を作れた。

　　　　　 1～2月に開催し、専門性、知見の共有ができ、講師、23名の受講者から好評を得た。

　　課題：前回に比べて受講者が減少。市民社会団体が実施する有料オンライン講座が有効か

　　　　　　どうか、検証が必要

３）事業内容：会員ミーティング

　　成果：12/17開催　22名参加

　　課題：企業向けと予定していたが実際はNGOの参加者が多かった。

＜現在連携しているステークホルダー＞

民間企業

・阪急阪神ホールディングス株式会社、東急グループ

　（SDGsラッピングトレイン内のポスターの企画・監修）

・株式会社オズマピーアール：（企業へのSDGsコンサルティングへの専門意見書作成）

・凸版印刷株式会社：（人権方針への第三者評価および、凸版印刷がコンサルティングして

　　　　　　　　　　　　　　 いる組織に対する、市民社会からの第三者意見対話等）

・株式会社日経ビーピー：（ウェブマガジン「未来コトハジメ」への連載執筆）

・株式会社偕成社：（書籍制作の監修）

・株式会社金の星社（発刊済書籍の電子化）

・その他（相談案件）：全国珍味商工業協同組合連合会（全珍連）、株式会社トンボ、　

自治体

　・足立区、江東区、豊島区、＊助成金審査員やアドバイザーとして

国連関係

　・ジャパンSDGsアクション推進協議会（事務局神奈川県）

　・UNGC リーダーズサミット

社会セクター

・アカデミア：Future Earth（会員として）、北海道大学（懇談会委員として）、法政大学（非常勤講師

　　　　　　　　 として）、東洋大学（非常勤講師として）、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）

　　　　　　 　　（アワード審査員として）

・社会福祉法人中央共同募金会（助成金審査員として）
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・一般社団法人家の光協会（月刊誌『家の光』SDGsを探しに行こうへの連載）

・社会福祉法人全国社会福祉協議会（月刊誌『月刊福祉』実践マネジメント講座SDGs×福祉へ

　の執筆およびアレンジメント協力）

　　委員関係（SDGsジャパンとして）      　

　・日本政府SDGs推進円卓会議（三輪）、SDGsアクション推進協議会（三輪）

　・広島県　核軍縮と持続可能な未来に関する会議（HoPe）アドバイザリー（大橋）

　・SDGsプラットフォームアドバイザー委員（新田）

　・SDGsクリエイティブアワード実行委員会（長島）

　・朝日新聞外部コメンテーター（長島）

　以下、審査員として

　・STI  for SDGs（JST事業）

　・コロナ緊急募金キャンペーン （居場所、外国ルーツ）

　・助成金（中央共同募金会）

　・東京都足立区NPO元気応援基金

　・スポーツコミュニティ助成（住友生命健康福祉財団）

　・SDGs Quest みらい甲子園（新田）

　・みんなのSDGs（大橋、久保田、新田）
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3． 普及啓発事業

・会員向け広報の充実

● 各ユニット紹介動画公開（日英）

https://www.sdgs-japan.net/single-post/2021movie（閲覧数231回）

● SDGs Runnners（会員団体インタビュー／投稿企画）

正会員4団体、企業会員3団体掲載

● 正会員による投稿機能（ブログ投稿、各ユニット活動情報）追加

・一般向け広報

● 朝日新聞共催企画「地域のSDGs実践者に聞く」全6回シリーズ（毎回700名以上登録）

● ウェブマガジン更新（毎月1～2回）現在ユニット執筆担当（現在約1500名登録）

・5周年記念フォーラムの実施

232名の登録をいただき、当日は、160名程の参加を得た。動画含めてHPでも報告。

https://www.sdgs-japan.net/single-post/forum_20220225

＜2021活動計画 方向性・達成目標と進捗＞

 方向性 達成目標 進捗 達成率 課題

他セクター連

携のきっか

けとなる話

題の提供

メディア掲載の増加

定期的な情報発信

イベント開催・運営

SDGsジャパン政策提言のイ

ベントリリース配信（21年度計

2回配信）

ウェブサイト修正改定

7回ウェブマガジン配信（配信

1270）

70％ 政策提言活動そのものがメ

ディアに取り上げられにく

い。情報をいかにインプット

し、関心を持ってもらうのか

（個別課題ではない難しさ、

画像の弱さ）

マス動員向

け

普及啓発

メディア掲載の増加

定期的な情報発信

メディア連携企画推進

SDGsを横断的に考

えるイベント企画

イベント開催・運営

朝日ウェビナー（21年度）映像

6本朝日に掲載、紙面記事掲載

一般誌「さんきゅ！」で合計3

回紙面協力、TV取材計2回

10月～3月 朝日新聞共催イベ

ント（毎回700人応募実績）

50％ 全国紙とのイベントやTV番

組出演などマス向け普及啓

発は進展を見せるが、特定

のメディアに偏りやすい

マス動員向けで政策イ

シューを入れ込みにくい、発

信の乖離の課題
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会員の活動

紹介と新規

会員誘致の

ための取組

み

メディア掲載の増加

定期的な情報発信

ボランティアによる会

員紹介

イベント開催・運営

日経BPメルマガを通じた会員

活動紹介（毎月1回、これまで

に計7回）

学生ボランティアによる会員

団体紹介（計3回）

サイトにおける会員・ユニット

紹介・投稿機能追加

ユニット紹介動画作成・公開

50％ 会員向けサービスの弱さ。

今後会員向けイベントや投

稿の充実を通じて改善を図

る予定。

メディア取材などを今後会

員団体に割り振れるかも検

討

＜法人管理部門＞

■ネットワークの運営に関する活動

（実施部門：理事会、事務局管理部門）

１．会員関連

 

会員種別

2017年度 2018年

度

2019年度 2020年度 2021年度 2021年度

目標

正会員 51 66 74 74 76 150

ネット 3 3 3 ３ 3 3

情報 19 34 33 44 50 50

団体 3 4 6 6 6 10

企業 0 3 8 13 13 20

合計 76 110 124 140 148 233

２．会議関連

会議の実施 日時 内容等

１．定時社員総会 6月25日

14:00-16:00

【決議】

2020年度事業報告、決算の承認、役員の選出、ビジョン

について

【報告】

2021年度事業計画、予算、事務局体制

１－②．

臨時総会

6月14日

10:00-11:00

【決議】

定款の変更（理事定員数11→15に）

２．理事会の実施 １）5月24日 【決議】総会審議資料案の承認、臨時総会の招集、ビジョン

及びロードマップ案の承認

【報告】4月からの事務局体制について

15



２）6月28日 【決議】互選理事会（代表理事の選出）

３）10 月15 日 【協議】長期展望について

【報告】上半期事業報告、収支経過報告

４）12月17日 【協議】2022年度事業計画およびSDGs中間年について

【報告】事業経過、収支状況

  ５）3月17日 【決議】2022年度事業計画、予算、事務局体制

【報告】2021年度決算見込み

3.事業統括会議 毎月実施 共同代表理事、事業ユニット幹事、事務局が出席

事業ユニットから進行役3名と事務局で進行を協議し、運

営、特に政策提言事業に関し、執行した。

4.業務執行会議 隔週で実施 共同代表理事、事務局内各事業部門担当、事務局長が出

席し、日常業務の進捗確認を行った

5.事務局会議 毎週実施 事務局内事業部門会議と、運営業務会議を別で実施

３．販売管理業務

種別 2021年度売上 目標 販売及び寄贈数  

基本解説　そうだったのか！

SDGs

▲1,760円 無し 2冊販売

4冊返本

基本解説　そうだったのか！

SDGs2020

345,170円 1,000,000円 413冊 ＊１２月に

電子書籍化

子どもパンフ 30,690円 無し 279冊  

SDGsオリジナルバッチ 79,200円 300,000円 75個

４．会計管理
　　日常会計のほか、本年は日本政府、東京都など、行政によるコロナ事業所補助金等を申請し、支援金を得た。

５．インターン受入れ

　　NPO法人ドットジェイピーのプログラムに登録し、冬休み期間（2/1〜3/31の2ヶ月間、基本10〜17時

　　で、週2日を事務所で、週1日を在宅で勤務）2名のインターン生を受け入れた。

　　業務内容は、政策提言業務を中心として事務局業務を担っていただいた。

　　・福田真愛さん（上智大学2年生）

　　・北澤陸さん（明治学院大学2年生）

６．HPやSNS等の情報受発信管理
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７．問合せや相談、講演、委員会、等に関する管理

　　■SDGs市民社会ネットワークとして、引き受けた講演等について（合計130回＜述べ＞）

講演 ファシリ

テーター、

コーディ

ネーター

取材 原稿執筆 委員会委

員

選考委員 パネリスト その他

６６ ３ ６ ２９ ７ １０ ２ ７

　■どこから依頼をうけたか

NPO/NG

O

協同組合 社福/財団

等

アカデミア 行政 民間企業 メディア その他

１９ １６ １８ ２０ １２ ３３ ５ ７

８．コロナ対策によるテレワークの推奨と環境整備を実施した。

以上
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