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SDGs に関する「VNR」に私たちの意見を届けよう！ 

 

 

 

2021年 7月の国連「持続可能な開発に関するハイレベル政治フォーラム(HLPF)」で、 

日本は SDGsに関する自発的国別レビュー(VNR)を発表します。 

「誰一人取り残さない」未来のため、VNRに私達の声を反映させましょう。 
 

 
 

Voluntary National Review（自発的国別レビュー） 
 
 
 

「自発的国別レビュー（VNR）」に向けたパブコメ・ガイド 2021 「基本編」  ＜ 目 次 ＞ 

（p.01）「自発的国別レビュー（VNR）」についての意見募集(パブリック・コメント)始まる！ 

（p.02）パブリック・コメントはどうやって送るの？  

（p.03）パブリック・コメントはどんな意見を書いて、どうまとめればいいの？ 
 

【「自発的国別レビュー（VNR）」についての意見募集始まる！】 
日本政府は 2021 年 7 月に開催される国連閣僚級ハイレベル政治フォーラム（HLPF）で、2017 年に続き

２回目の「自発的国別レビュー（VNR）」を発表します。VNR は各国の成功事例や課題および経験を共有し、

SDGsの実施に向けてあらゆるステークホルダーが連携して政策が強化されることを目的としています。 
 
＜皆さんにお願いする、背景と理由＞ 

●SDGsを定めた「2030アジェンダ」では、持続可能な社会の達成に向けたフォローアップ・レビューの 

一環として、国が主導した定期的かつ包摂的な SDGs進捗状況の報告を勧めています（第 79段落）。 

●VNRは 2020年までに延べ 168か国が提出しており、2021年は日本を含む 44か国が発表を 

予定しています。 

●日本の現状や取り組みの長所および課題を明確にし、今後の SDGs推進のあり方を検討するために、 

多様なセクターが VNRの作成に参加することが重要です。 

●SDGs の推進は採択から５年半を過ぎ、パンデミックの中で，「浸透と認知度を向上させ、身近な取組を 

始めて、具体的な取組・行動につなげる」という第一段階から、具体的な成果を出す第二段階に入る必要 

があります。 

●過去 4年間の取組を振り返り、日本の取組の特長・長所と克服すべき課題を明確にして、今後の SDGs 

推進の「あり方」を検討していくために、パブリック・コメントとして私たちの意見を政府に伝えることが 

重要です。 
 
VNRのドラフトが政府と SDGs推進円卓会議民間構成員によって作成され、 

4月 30日(金)から 5月 13日(木)の期間、「パブリック・コメント」が募集されています。  
 
＜総務省ウェブサイト＞ 

「持続可能な開発目標（SDGs）に関する自発的国家レビュー(VNR)についての意見募集」 
https://public-comment.e-

gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=350000186&Mode=0 
 
 
◎持続可能な開発目標（SDGs）の資料と現在の状況 

●SDGs を含む「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」  全文和訳 

●Japan SDGs Action Platform（外務省ウェブサイト） 

●SDGグローバル指標による日本の評価（外務省ウェブサイト）  

●SDGs市民社会ネットワーク 
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【パブリック・コメントはどうやって送るの？】 
「パブリック・コメント」は、重要な法案や指針など政策文書に関して、事前に案を公表して、国民・市民の意

見を集める手続きです。寄せられた意見は取捨選択され、政策文書に反映されます。今回は、「自発的国別

レビュー(VNR)」に反映されることになります。「自発的国別レビュー(VNR)」は７月に国連本部で行われる

持続可能な開発に関するハイレベル政治フォーラム(HLPF)で発表され、日本における SDGsの取り組みと

進捗評価の重要な文書となります。  

 今回の「パブリック・コメント」は、2030 年の持

続可能な世界と日本に向けて日本が世界に発信

する「報告と宣言」である「自発的国別レビュー

(VNR)」に国民・市民の声を反映できる随一の機

会です。私たちの意見をパブリック・コメントで政

府に届けましょう！  

パブリック・コメントは「SDGs 推進本部」の事務局

である外務省国際協力局地球規模課題総括課に、 

(a)政府ウェブサイトでの意見提出フォームで送信 

(b)メールで送信 のどちらかで送ることができ

ます。  

【手順(１)】 

「持続可能な開発目標（SDGs）に関する自発的国

家レビュー(VNR)についての意見募集」 

の下部にある「自発的国別レビュー(VNR)」につ

いての意見募集というリンクをクリックすると意

見公募についての情報が記載されています。この

PDF ファイルにパブリック・コメントの提出方法が

書いてあります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

①「SDGsに関する

VNRについての意見

募集」をクリックします。 

②新しい画面で開く 

文書には提出方法

が書いてあります。 

③意見募集要項(提出先を含む)を確認しました。 

の左側の□をクリックしてチェックします 

④「③」のチェックをする

と意見入力画面に進む 

ことができ、次ページ(a)

の政府のウェブサイト 

から送ることができます。 

https://public-comment.e-

gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNA

ME=PCMMSTDETAIL&id=35000018

6&Mode=0 



 
 
 
 

 

(a) 政府のウェブサイト(e-Govの意見提出フォーム)から送る方法 

 政府のウェブサイトから送る場合は提出意見を記入し、個人情報を差支えない範囲で入力し、「内容を確認」

で確認の上送信すれば、政府の SDGs 推進本部事務局(外務省国際協力局地球規模課題総括課)にあなた

の意見が届きます。  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必須の項目は 

「提出意見」 

だけです。 

個人情報は任意な

ので差支えない範

囲で大丈夫です。 

不正アクセス防止の

ための「私はロボット

ではありません」に 

チェックをつけます 

「内容を確認する」をク

リックして確認後、送信

すれば政府の SDGs 

推進本部事務局(外務省

国際協力局地球規模課

題総括課)にあなたの 

意見が届きます。 



 
 
 
 

 

(b) メールで送る方法 

  パブリック・コメントをメールで送る際に、あな

たの個人情報を送る必要は必ずしもありません

が、差し支えない範囲で個人情報(氏名及び住所

[法人又は団体の場合は、名称及び所在地]並びに

連絡先[電話番号又は電子メールアドレス])と意

見の記入を勧めています。  

 差支えない範囲で入力した上、次の手順で送付

することが可能です。  

①件名は 

「持続可能な開発目標（SDGs）に関する自発的 

国家レビューパブリックコメント」 

②メール本文に、上記の情報を差支えない範囲 

でご記入いただいた上、意見を記入します。 

③SDGs推進本部メールアドレス 

(外務省国際協力局地球規模課題総括課) 

 sdgs.secretariat@mofa.go.jp 

に送付します。 

 
 
 

【パブリック・コメントはどんな意見を書いて、どうまとめればいい

の？】 

パブリック・コメントは、あなたが政府の政策作りに参加するということ。だから、箇条書きや文章で、あなた

自身の意見を書いてよいのです。 どんな意見を書くか迷ったら、直接問題に関わっている NGO/NPO な

ど、市民社会の意見を参考にしてみましょう。  
 
１．あなた自身の意見を書いてよい 

 一番大事なことは、「パブリック・コメントには、あなた自身の意見を書いてよい」ということです。 パブリ

ック・コメントとは、日本政府の政策作りに国民・市民の一人として参加することです。あなた自身の生活や

活動を背景に、日本の SDGs 進捗について、「何ページの項目に、この文案も盛り込んでほしい。」、「このゴ

ールの達成に向けてこのような実践もされている」のように具体的にまとめて送ればよいのです。 

 

２．様々な問題に直接かかわっている NGO/NPO など市民社会の意見を参考に 

「自分の意見を書いてよい」と言われても、ちょっと困ることもあるかもしれません。何を書けばいいのかな、

と迷った時に参考になるのが、社会の様々な問題に直接かかわっている NGO/NPO など、市民社会の意

見です。 

 ※市民社会とは：このガイドでは、テーマや課題で活動する市民活動団体だけでなく、地域をベースに活動 

するコミュニティ組織などを幅広く含めた意味で、「市民社会」という言葉を使っています。  
 

３．パブリック・コメントの書き方 ＝どうやってまとめるか＝  

 本章の最初に書いたように、パブリック・コメントには、「自発的国別レビュー(VNR)」について、あなたの

意見をそのまま書けばよいのです。  
  
(１) 下書きを書いてみよう！  

① まずは下書きを書こう：いきなり「e-Gov」ウェブサイトの「意見提出フォーム」やメールに書き込むより 

は、まずは下書きをしてみましょう。  
 

② 時候の挨拶を書こう：「パブリック・コメント」はあなたから政府への手紙です。いきなりストレートに 

課題に入るよりは、短く時候の挨拶を書いてみると、書き出しの苦労が少しは緩和されるのではない 

でしょうか。 



 
 
 
 

 

 

（一社）SDGs 市民社会ネットワーク 

◎編集：SDGs 市民社会ネットワーク （https://www.sdgs-japan.net/） 

◎連絡先：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-7-10 山京ビル本館 604 

電話：03-5357-1773  FAX:03-5357-1774 e-mail:office@sdgs-japan.net 

※本ペーパー作成にあたり、多くの NGO/NPO 関係者の協力を頂きました。ここに心から感謝申し上げます 

 

 

 

 

＊ あなたの意見を、4 要素に整理して文章化するための、一つの方法をご紹介します。 

 （協力：コミュニケーショントレーニングネットワーク®︎） 

1. あなた自身の生活・活動を「背景」として簡潔に表現し、どんな「目的・意図」でパブリック・コメント 

を送るのか、そして、このパブリック・コメントが「SDGs が達成された持続可能な世界」という 

「ビジョン」の実現につながる、と明記しましょう。 

2. 「何ページの「○○○」という項目には、私はこういう意見がある。」として、「私はこんな活動を 

している。」と「具体的な行動」を書いた上で、客観的な指標(行政や研究機関の公式文書)に 

基づき、「具体的な事実」を書きましょう。 

3. 2 の行動や事実によって、日本政府と社会、そして世界に及ぼされる、「具体的な影響」を 

 SDGs の観点で表現しましょう。 

4. あなた自身がこのパブリック・コメントを書いたことで感じたこと、正直な気持ちを最後に書いて、

あなたの言葉を政府に届けましょう。 

 
 

(２) 送る前に見直しをしよう！出来れば誰かに読んでもらおう！ 

文章が書けると、ああ書けた、さあ送ってすっきり終わりにしよう、と思うものですが、送る前に必

ず見直しをして、他人が読んでも誤解なく通用するわかりやすい表現になっているか確認しましょ

う。 できれば、他の人に読んでもらい、文意が誤解なく伝わるかどうか、わかりやすいかどうかを

確認した方が良いと思います。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

「誰一人取り残さない」世界へ 
 私達の行動が今、必要です。 
We are transforming our world! 


