
SDG16+ が危機に瀕している 
 

平和で公正かつ包括的な社会へのコミットメントを守るための緊急行動提言 

2022 年ローマ市民社会宣言 

 

2015 年に「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されて以来、

SDG16+に向けた進捗は遅々として進まず、多くの場合後退している。COVID-19

のパンデミックがもたらす課題に加え、世界は現在、多国間主義や国際法に深刻な脅威

を与える地政学的な展開に直面している。ウクライナへの不法な侵攻は、破壊、民間人

の死亡、移住を広範囲に引き起こしている。この危機は、特にヨーロッパの政府を、軍事

インフラへの投資、戦争兵器の製造と拡散に向かわせ、人々の生活の質を向上させるた

めに使われるはずの重要な資源を流用している。また、ウクライナへの侵攻は、国際社

会の関心を他の重要な問題や人間の苦しみからそらさせ、その影響は他の環境におけ

る食糧不足や人間の安全保障の保護を悪化させている。他の環境とは、アフガニスタン

のタリバンによる占領、西アフリカの軍事クーデター、エチオピア、ミャンマー、イエメン

などにおける紛争とそれによる人道的危機なども含む。パンデミックと広範囲にわたる

政治的混乱の中で、平和的集会や表現の基本的自由が大きく制限されている。パンデ

ミックの間、事実に基づいた正確で適切な情報へのグローバルな公的アクセスは減少

し、独立したジャーナリズムに対する制限や弾圧も増加している。 

 

権威主義が台頭する中、情報へのアクセスと基本的自由の尊重とともに、包摂的で参加

型の意思決定に関する「2030 アジェンダ」のコミットメントが、より重要な意味を持つ

ようになっている。SDG16+に関するローマ市民社会宣言の 2019 年版および

2021 年版において強調された、「行動の加速」を確保するためのコミットメントの強化

とより強いパートナーシップの必要性は、依然として有効であり、現在の危機によって

悪化してさえいる。これらの脅威は、「2030 アジェンダ」が掲げる平和で公正かつ包摂

的な社会と、現在の我々が向かっている社会とのギャップを広げている。 

 

「ローマ市民社会宣言」の 2022 年版は、それゆえ、SDG16+のさらなる後退に警鐘

を鳴らすものである。市民社会は、もし緊急の行動が実施されなければ、以下のことを

懸念している。政府および国際社会は、より大きな行動を決定しれなければ「2030 ア

ジェンダ」と SDG16+は達成できない危機に瀕しています。 

今すぐ緊急アクションが必要です 

 

平和で公正かつ包括的な社会へのコミットメントを保護するための緊急行動要請 

 

COVID-19 のパンデミックからの回復が、特に「グローバル・サウス（南半球）」の国々

にとってまだ脆弱である今、国際社会は「平和で公正かつ包摂的な社会」へのコミットメ

ントを守るための緊急行動を呼びかけている。国際社会は、極めて不安定な地政学的状

況、紛争、気候変動に起因する人道的危機の拡大に直面している。SDG16+が危機に

瀕していることは明らかであり、失敗のリスクは現実的なものとなっている。このよう

な状況下で各国政府と国際社会が SDG16+に向けた緊急の行動とコミットメントを行

わない限り、多くの人々が苦しみ続け、無数の人々がさらに取り残される危険にさらさ

れることになる。 



 

このような課題にもかかわらず、私たちは SDG16+の真の変革の可能性を信じてい

る。なぜなら、現在の危機を解決し、将来の危機を予防し、それに耐えるためのレジリエ

ンスを構築するために、SDG16+は不可欠だからである。もし国連加盟国、国連機関、

多国間機関、寄付者、民間セクター、CSOs、シンクタンク、研究機関、その他のアクター

が、SDG16+の達成に向けて協力し合うことができれば平和な社会を実現するための

優れた実践とプロセスは、世界中で体系化されるだろう。そのためには地域の市民社会

やその他のステークホルダーの懸念や声が、考慮され、行動されることが重要である。 

 

これは、加盟国が 2023 年の SDGsを見据え、「我々の共通の課題（Our Common 

Agenda）」報告書に関する議論を続けている中で、特に重要な意味を持つ。2023 年

の SDGサミットと「Our Common Agenda」が提案する「未来のサミット」は、国際

社会が優先順位と政治的意思を再変更し「2030 アジェンダ」の進捗を再び軌道に乗せ

るために重要な機会となります。2023 年の中間レビューは、SDG16+の実現と地域

化を支援する大胆なコミットメントを発表するためにすべてのステークホルダーによっ

て利用されるべきである。平和、正義、包摂のための SDG16+のターゲットに焦点を

当てなければ、SDGsのいずれも完全に達成することはできない。 

 

SDG16+の実現に向けた提言 

 

1- 市民スペースの保護と拡大、人権と基本的自由の尊重、そして SDG16+と「Our 

Common Agenda」との関連付け 

 

「誰一人取り残さない」理念は、「2030 アジェンダ」の中核を成している。市民社会の

参加と市民の関与は、特に地域や草の根レベルで不可欠である。しかし、パンデミック

や、ウクライナ侵攻のような暴力や紛争の増加の中で、我々は、すべての地域、すべての

文脈で、政府や義務者が市民スペースを減少させ、人権と基本的自由を尊重しないこと

を目の当たりにしている。この危機は、世界中で情報へのアクセスを制限し、基本的自

由を制限するための口実として利用されている。市民社会と市民スペースを保護する

ことは、紛争の効果的な予防と、腐敗との闘いに不可欠な貢献となる。私たちはすべて

のステークホルダーに対して、次のことを求める。 

 

• 国や社会における市民スペースの縮小を食い止めるだけでなく、人権擁護者や

すべての人々の基本的自由を可能にする環境を積極的に推進、保護し、可能で

あれば拡大し、特にリスクの高い集団に対応するための特別な努力をすること。 

 

• 現地の市民社会活動家に対する直接的な支援と草の根的なアプローチの強化に

焦点を当てること。 

 

• 特に紛争の影響を受けた脆弱な状況において、2016 年の国連人権理事会の市

民スペースに関する決議4に基づいて、人権およびその他の正義の擁護者の保

護を確保し、最前線の対応者として行動した人々（アフガニスタンの避難など）へ

の支援を提供し、彼らの活動を実施するための環境を整備すること。 

 



• 最も危険にさらされている土地と環境正義の擁護者が国家と地域の主体から保

護されるようにし、企業がその産業によって影響を受けるコミュニティの声を尊

重する場を設けるよう、企業と連携すること。 

 

• 市民社会団体やジャーナリストの独立性を尊重し、重要な問題を含め、持続可能

な開発のためのアカウンタビリティを推進し、これらの団体の保護を確保するこ

と。 

 

• 情報へのアクセスに関する法的枠組みおよび既存の法的枠組みの実施を強化す

ること。 

 

• 平和と安全に対する包括的かつ統合的なアプローチを推進し、平和プロセスと

平和構築のすべての段階において、市民社会（特に女性と若者に焦点をあてた）

の完全かつ平等で有意義な参加を確保すること。 

 

2 - SDG16+の実施強化のための能力強化 

 

SDG16+の推進には、能力強化、技術支援、そして実施分野への投資が不可欠であ

る。よりカスタマイズされた効果的なプログラミングを行うためには、コミュニティ、女

性、若者主導の組織など、市民社会のローカルな能力を認識し、強化することが必要で

ある。市民社会の能力を強化することは、その国や世界における SDG16+の実現を評

価するためのより良いデータの収集と分析を可能にし、また国の政策を強化する。市民

社会の能力強化は、平和構築プロジェクトの効果的な遂行と、国際レベルでのプログラ

ムや政策との学び合いを保証する。したがって、私たちはすべてのステークホルダーに

以下を呼びかける。 

 

• 市民社会の能力強化のための長期的かつ持続的で柔軟な資金調達を確保する

ため、 寄付者、民間部門、地元関係者に、市民社会が資金調達において直面して

いる課題を伝え、パートナーシップを促進すること。 

 

• 市民社会とのパートナーシップを強化し、国内および国際舞台における開発協力

の意思決定において、現地のステークホルダーが中心的な役割を担えるように

する。市民社会の能力を強化することは、意思決定者や政策立案者が、平和で公

正かつ包摂的な社会の実現のために何を実行する必要があるかについて、より

大きな可視性を持つように、相互交流と支援に投資することを意味する。 

 

• 市民社会が効果的な平和構築プロジェクトを実施し、研修を実施し、「2030 ア

ジェンダ」のための主要な変革推進者として活動するための手段と能力を有する

ようにすること。 

 

3 - 平和と安全を促進し維持するための多国間主義に対する課題と脅威の克服 

 

多くの国際機関、あるいは国連持続可能な開発に関するハイレベル政治フォーラム

（HLPF）のようなフォーラムは、その意思決定プロセスから市民社会を排除している。



パンデミックへの対応など、平和プロセスやその他の関連するガバナンス・プロセスへ

の関与において、市民社会が後回しにされることがより多くなっている。特に今日の地

政学的な状況を考えると、2011 年の世界開発報告において、脆弱な国における暴力

や不安定性の発生と再発を予測する主な要因として制度の弱さが指摘されていること

が重要である。SDG16+への継続的な投資は、平和と安全を促進し維持する上で必要

な、市民社会を含む多国間主義を促進するためのシステム・チェンジを進めるために不

可欠である。従って、私たちは全てのステークホルダーに対して以下のことを要請する。 

 

• 市民社会、特に女性と若者を、地域、国、国際レベルでの意思決定プロセスや多

国間機関に、可能な限りバーチャルかつ直接的に、積極的に参加させること。 

 

• 市民社会の利害関係者が当該プロセスに参加するための手段および方法、なら

びに、マルチ・ステークホルダーの介入を監視する手段および権利を提供するこ

と。 

 

• 国連のような多国間機関において、市民社会のフォーカル・ポイントを設立する。 

 

• 国際的・地域的ステークホルダーの「伝統的」役割を批判的に検討し、新しい多国

間秩序における権力の位置づけを見直しつつ、包摂的平和と持続可能な開発の

ための地域的インフラを推進する。 

 

4 - 統合的アプローチと SDG16+と他の SDGsとの相互連携、そしてパンデミック

からの復興と回復 

 

あらゆるレベルでの SDG16+の実施における市民社会の実践的な経験は、SDG16+

が他のすべての SDG と重要な役割を果たし、相互に結びついていることを私たちに

示している。これらの相互関係を効果的に実現するために、政府は、女性、若者、先住民

族のグループを含む市民社会、政府省庁、国会議員、ジャーナリスト、学生、その他あら

ゆるレベルの主要機関など、社会全体の調整のための安全、透明、かつ包括的なプラッ

トフォームを提供し支援しなければならない。パンデミックによる壊滅的な影響は、あら

ゆるレベルにおける包摂的で応答性の高い制度、意思決定、ガバナンスに投資すること

の重要な役割を浮き彫りにしている。さらに、パンデミックは、国内における社会経済

的不平等と、国家間の地政学的不平等の深刻化を露呈し、ワクチンの公平な配給が未

だに極めて不十分であることを明らかにした。国際社会と各国は、パンデミックの影響

を最も受けた人々や取り残された人々が、それぞれの地域社会で「より良い復興」のた

めに最大の困難に直面していることを認識するべきである。したがって、私たちはすべ

てのステークホルダーに次のことを求める。 

 

• COVID-19 に対する真にグローバルな対応を通じて、パンデミックに対処する

こと。より迅速かつ公平なワクチン供給停止への道は明らかです。ワクチンの製

造と公正な配布に優先的に注意を払う必要があります。 

 

• 平和、正義、包摂のためのローカルな行動は、私たちの共通の未来にとって極め

て重要です。COVID-19対策が世界中で根強い影響を及ぼしていることから、



私たちは、すべての対応・復興戦略に脆弱性、紛争、暴力のレンズを取り入れ、今

後より強靭な社会と制度を構築するための基礎とするよう強く求める。 

 

• さらに、「2030 アジェンダ」の「最も遅れている人々に最初に手を差し伸べる」

というコミットメントが、今後、政府及び国際社会が効果的に「より良く前進す

る」ための優先事項となるよう、政治的意思、資金、キャパシティに投資するこ

と。 

 

• 法的エンパワーメントを通じて、平等で普遍的かつ安価な司法アクセスを確保す

ることを含む、人間中心のアプローチを促進するために、政府、市民社会、ドナー

との協働を図る。 

 

• 気候変動を防止するためには、司法へのアクセスと強力な制度が不可欠である

ことを認識する。土地と環境に関する正義の擁護者が司法にアクセスでき、彼ら

の声が気候変動に関する議論に含まれるようにすること。地域社会の土地や環

境に影響を与える開発プロジェクトについて、地域社会の協議と同意のための

法的保護を構築する。気候変動に対応する政府機関間の連携を強化し、司法機

関や土地管理機関が気候変動に関する議論に含まれるようにする。 

 

5 - SDG16+のためのデータ、モニタリング、アカウンタビリティの強化 

 

SDG16+と「2030 アジェンダ」のためのアカウンタビリティに対する政府や国際社会

のコミットメントは、2030 年までのこの中間地点において、存在しないことは明らか

である。さらに、あらゆるレベルの制度を弱体化させようとする試みが、世界中の国々

で依然として存在し、近年では権威主義や汚職、あるいは人や環境よりも利益や欲を優

先させる企業国家主義の蔓延につながっている。また、誤った情報、偽情報、ヘイトスピ

ーチが社会に蔓延している。これは、世界中の民主主義にとって明確かつ緊急の脅威で

あり、誤った情報やプロパガンダの拡散によって社会内の政治的分裂が深まっている。

そこで、私たちはすべてのステークホルダーに呼びかける。 

 

• このような懸念すべき傾向の阻止に貢献すること。SDG16+の課題に関するデ

ータの質と包括性を向上させるための追加投資が必要であり、これには、市民が

SDG16+に対する「進展」をどのように経験しているか、あるいは経験していな

いかを把握するための調査ベースの認識・経験データ、SDG16+に対する進展

測定への市民社会の参加を支援するための投資が必要である。 

 

• 社会全体のデータリテラシーを向上させるための投資を行い、SDG16+のデー

タが伝わる方法を改善し、市民によって良い情報を提供すること。 

 

• 世界中の国や都市における市民主導の予算編成プロセスの多くの成功例のよう

に、（主に政府関係者が主導する）意思決定への対話と市民参加のための場の提

供を倍加させること。 

 



• 国際的な人権基準を尊重しつつ、誤報、偽情報、ヘイトスピーチに対処するため、

様々な分野で効果的な手段を講じる。例えば、メディアと情報のリテラシーを高

め、ソーシャルメディアのプラットフォームに対し、透明性をもってこれらの問題

に対処することを求め、政府が意図的にこれらのコンテンツを流布するケースに

対処する。 

 

6 - 2023 年の "瞬間 "に向けたコミットメントと投資の動員・拡大 - 「SDGサミット」

と「未来サミット」 

 

2023 年は、SDGsの達成時期である 2030 年への中間地点であり、各国政府と国

際社会は重要な瞬間に立たされている。加盟国は、2023 年の「SDGサミット」及び

「未来サミット」が、SDGsに向けた政治的意思を再活性化し、「2030 アジェンダ」の実

施における下降傾向を逆転するための緊急かつ重大な機会であることを確認しなけれ

ばならない。そこで、我々は以下のことを要請する。 

 

• 各国政府に、2023 年の「SDGサミット」において、SDGsの実施における後半

戦に向けた「2030 アジェンダ」を実施するための具体的なコミットメントを持っ

て参加することを求める。このコミットメントには、既に報告された自発的国別報

告書（VNR）に基づく各国の進捗状況の率直な反映と、SDG16+やその他の

SDGsに向けた進捗の欠点にどのように対処するつもりであるかについての具

体的な詳細が含まれるべきである。これらのコミットメントは、市民社会および

草の根グループとの協議を通じて、彼らの優先事項に効果的に対応するために

策定されるべきである。 

 

• さらに、各国政府は SDG16+に向けた資金と能力の不足を早急に是正しなけ

ればならない。2030 年のアジェンダに向けて前進するためには、すべてのステ

ークホルダーは、 

 

o ドナー協同による包括的な「SDG16+基金」を開発し、投資する。これ

は、民間セクターを含む政府やドナーが、SDG16+を支援する「チャンピ

オン」として自らをアピールする機会を提供する一方、市民社会や草の根

グループが緊急に必要とする地域や国レベルでの SDG16+を推進する

ための重要なリソースを提供するものである。このようなファンドの開発

は、2030 年に向けて SDG16+の流れをよりポジティブなものに変え

ていくために、非常に重要である。 

o 10 年間で 1 億ドルのグローバルファンドであるリーガル・エンパワーメ

ント・ファンドに投資し、 その補充を確保する。この種のものとしては初め

て、SDG16+の実施を支援し、周縁化され弱い立場にあるコミュニティ

が確実に司法にアクセスできるよう活動している草の根活動家および組

織に極めて必要な長期的かつ中核的資金提供を行う。 

o 市民社会および草の根組織のための投資を、その独立性を尊重しつつ、

柔軟で中核的かつ長期的な資金に焦点を当て、グローバルな援助の流

れ、国家予算、部門別資金を増やすことによって、拡大する。その際、脆弱

かつ紛争の影響を受ける状況に重点を置き、司法および法的能力へのア



クセスを促進するとともに、交差レンズを取り入れ、最も遅れた人々を第

一に考える。 

o 社会から疎外されたコミュニティへの暴力や被害の悪化につながるよう

な、軍事、警察、治安への支出を削減し、司法部門の資金を法律扶助と弁

護人のサービスに比例配分することによって、この不均衡に対抗するこ

と。 

o 人権の原則と基準に沿って、SDG16+の実施を支援するための追加的

な資金を生み出すために民間セクターと協働すること。 

o COVID-19 からの持続可能な復興計画には、以下を含む SDG16+を

達成するための資金が含まれるようにすること。COVID-19 からの持

続可能な復興計画には、パンデミックにより大幅に増加した司法ニーズへ

の対応を含め、SDG16+を達成するための資金が含まれるようにするこ

と。 

 

2030 年に向けての後半の実施における加盟国の行動に関するこれらの具体的なコミ

ットメントがなければ、国際社会は 2030 年までに SDGsを達成することに失敗し、

それ以前のMDGsと同じ欠点と失敗を繰り返すことになる。 

 

 

＜仮訳＞一般社団法人 SDGs 市民社会ネットワーク事務局（2022 年 4月 25日） 


