
国連で採択されたSDGsって何？

私たちは何をすればいいの？

山の辺文化講座

NPO法人環境市民ネットワーク天理 理事長

大阪動植物海洋専門学校 生物多様性センター長

佐藤孝則

令和４年１０月８日

1 2

「MDGs」から「SDGs」へ

国連は2000年の総会で、「MDGs（ミレニアム開発目標）」を採択した。

2015年までの間に、国際社会が数値目標を掲げたことによって、生後５歳

未満の乳幼児死亡数は減り、多くの子どもたちも学校へ通えるようになっ

た。しかし、平均的成果の裏では格差の拡大が著しくなり、「MDGs」ではカ

バーしきれない問題が起きた。

そこで、2015年9月、国連は2030年までの新たな目標、「SDGs（持続可

能な開発目標）」を全会一致で採択した。これは「MDGs」を受け継ぐもので、

150カ国以上の首長が参加する「持続可能な開発サミット」を開催したとき

の採択で、その時に17の目標と169のターゲットが選定された。
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2015年9月、国連総会で演説したフランシスコ法王。

この演説で述べた、法王の
「誰一人取り残さない( Leave no one behind)」という言葉は、

「SDGs」の基本方針に組み込まれた。
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■目標１（貧困）
１．2030 年までに、現在1 ⽇1.25 ドル（約140円）未満で⽣活する極度の貧困
状態の人々をなくす。

２．2030 年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にあるすべての
年齢の男性、⼥性、⼦どもの割合を半減させる。
３．各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施

し、2030 年までに貧困層及び脆弱層に対し⼗分な保護を達成する。
４．2030 年までに、貧困層や脆弱な状況にある⼈々の強靱性（レジリエンス）
を構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環

境的ショックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。

『すべての企業が持続的に発展するために

－持続可能な開発目標(S D G s)活用ガイド－ (令和２年版)』
環境省
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コロナ禍で増加

当初は
６％
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■目標２（飢餓）
１．2030 年までに、飢餓を撲滅し、すべての⼈々、特に貧困
層及び幼児を含む脆弱な⽴場にある⼈々が⼀年中安全かつ
栄養のある⾷料を⼗分得られるようにする。

２．５歳未満の⼦どもの発育阻害や消耗性疾患についてあらゆる形態の栄養不
良を解消し、国際的に合意されたターゲットを2025 年までに達成する。また、
2030 年までに若年⼥⼦、妊婦・授乳婦及び⾼齢者の栄養ニーズへの対処を⾏う。
３．2030 年までに、⽣産性を向上させ、⽣産量を増やし、⽣態系を維持し、気候
変動や極端な気象現象、⼲ばつ、洪⽔及びその他の災害に対する適応能⼒を
向上させ、漸進（ぜんしん）的に⼟地と⼟壌の質を改善させるような、持続可能な
⾷料⽣産システムを確保し、強靭（レジリエント）な農業を実践する。
４．開発途上国、特に後発開発途上国における農業⽣産能⼒向上のために、国
際協⼒の強化などを通じて、農村インフラ、農業研究・普及サービス、技術開発
及び植物・家畜のジーン・バンクへの投資の拡⼤を図る。
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約
30%
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■目標３（健康と福祉）
１．すべての国が新⽣児死亡率を少なくとも出⽣1,000 件中12 
件以下まで減らし、5 歳以下死亡率を少なくとも出⽣1,000 件中
25 件以下まで減らすことを⽬指し、2030 年までに、新⽣児及び
5 歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。

２．2030 年までに、世界の妊産婦の死亡率を出⽣10 万⼈当たり70 ⼈未満に
削減する。

３．2030 年までに、エイズ、結核、マラリア、エボラ出血熱などの熱帯病を根絶
するとともに、肝炎、⽔系感染症及びその他の感染症に対処する。
４．2030 年までに、家族計画、情報・教育及び性と⽣殖に関する健康の国家戦
略・計画への組み⼊れを含む、性と⽣殖に関する保健サービスをすべての
⼈々が利⽤できるようにする。
５．2030 年までに、⼤気、⽔質及び⼟壌の汚染、並びに有害化学物質による死
亡及び疾病の件数を⼤幅に減少させる。
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小児のエイズ患者

スワジランドの15歳〜49歳のHIV感染者率は26.1%（ 2007年度）で、

世界で最多。
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■目標４（質の高い教育）
１．2030 年までに、すべての⼦どもが男⼥の区別なく、適切か
つ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の⾼い初
等教育及び中等教育を修了できるようにする。

２．2030 年までに、すべての⼈々が男⼥の区別なく、⼿の届く質の⾼い技術教
育・職業教育及び⼤学を含む⾼等教育への平等なアクセスを得られるようにする。

３．2030 年までに、すべての若者及び⼤多数（男⼥ともに）の成⼈が、読み書き能
⼒及び基本的計算能⼒を⾝に付けられるようにする。

４．⼦ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての
⼈々に安全で⾮暴⼒的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。

５．2030 年までに、開発途上国及び⼩島嶼開発途上国における教員研修のため
の国際協⼒などを通して、質の⾼い教員の数を⼤幅に増加させる。

19 20



■目標５（ジェンダー・平等）
１．あらゆる場所におけるすべての⼥性及び⼥児に対するあらゆ
る形態の差別を撤廃する。

２．⼈⾝売買や性的、その他の種類の搾取など、すべての⼥性及び⼥児に対す
る、公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴⼒を排除する。

３．未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及び⼥性器切除など、あらゆる有害
な慣⾏を撤廃する。

４．⼥性に対し、経済的資源に対する同等の権利、ならびに各国法に従い、
オーナーシップ及び⼟地その他の財産、⾦融サービス、相続財産、天然資源に
対するアクセスを与えるための改⾰に着⼿する。

５．ジェンダー平等の促進、ならびにすべての⼥性及び⼥⼦のあらゆるレベルで
の能⼒強化のための適正な政策及び拘束⼒のある法規を導⼊・強化する。
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210925 朝日
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■目標６（安全な水）
１．2030 年までに、すべての⼈々の、安全で安価な飲料⽔の普遍
的かつ衡平なアクセスを達成する。

２．2030 年までに、すべての⼈々の、適切かつ平等な下⽔施設・
衛⽣施設へのアクセスを達成し、野外での排泄をなくす。⼥性及び⼥児、なら
びに脆弱な⽴場にある⼈々のニーズに特に注意を払う。

３．2030 年までに、汚染の減少、投棄の廃絶と有害な化学物・物質の放出の最
⼩化、未処理の排⽔の割合半減及び再⽣利⽤と安全な再利⽤の世界的規模で
⼤幅に増加させることにより、⽔質を改善する。
４．2020 年までに、⼭地、森林、湿地、河川、帯⽔層、湖沼を含む⽔に関連する
⽣態系の保護・回復を⾏う。
５．2030 年までに、集⽔、海⽔淡⽔化、⽔の効率的利⽤、排⽔処理、リサイクル・
再利⽤技術を含む開発途上国における⽔と衛⽣分野での活動と計画を対象とし
た国際協⼒と能⼒構築⽀援を拡⼤する。
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■目標７（再生可能エネルギー / 自然エネルギー）

世界で電源を利用できる人の割合は、2000年の79％
から2012年の85％へと着実に増加しているが、それで
もなお、11億人が電気を利用できていない。特に、サブ
サハラ（アフリカ・サハラ砂漠以南）地域では、人口の65％が電気を使

うことができない状況にある。

風力、太陽光、バイオ燃料、バイオガス、地熱等の再生エネルギーは、

2014年では世界全体の18.4％を占めている。2000〜2014年までの15
年間で、全世界の発電量は年平均3.4％増加しているのに対し、再生
エネルギー量は約2倍の6.4％にまで急速に増加している。日本でも、

再生エネルギーの導入は同じような傾向にある。
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■目標８（経済成長・雇用）
継続的、包摂的で持続可能な経済成長は、世界の繁栄

に不可欠である。後発開発途上国の１人当たり実質GDP
成長率は、2005〜2009年は平均4.7％だったのに対して、

2010〜2014年は2.6％にまで減少し、目標値の7％より低くなっている。

また、開発途上地域での労働生産性は増加しているものの、先進国

に比べて半分にも及んでいない。

特に、サブサハラ地域や東南アジアの労働生産性は、先進国と比較

して約20分の1程度である。2015年、女性と男性の失業率は、それぞ
れ6.7％、5.8％だが、性別による格差は、西アジアや北アフリカで顕著
であり、女性の失業率は男性の2倍以上となっている。
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■目標９（産業・技術革新）
技術開発が進み、世界中を航空機や船舶で自由に移動でき

る現代において、重要なインフラの一つに航空輸送がある。

2014年のデータによると、航空機利用者数のうち、52％は先進

地域から、45％は開発途上地域からの乗客だった。しかし、アフリカ地域など

の後発開発途上国、内陸開発途上国、小島嶼開発途上国からの利用者数は

少なく、それぞれ全体の0.8％、0.8％、1.4％程度だった。これらの国々の経済

力や技術力の底上げが、課題となっている。

一方、国際市場で生産者が競争力を持つためには、国際的な情報社会へ

のアクセスが必要だが、携帯電話のような“ソフトインフラ”が世界的に普及し

たことで、2015年には後発開発途上地域の95％の人々が携帯電話の電波受
信可能地域に暮らすようになった。
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■目標１０（不平等の是正）
人類は皆、収入、性別、年齢、障害、人種、階級、

民族性、宗教等による差別・不平等から守られなけ

ればならない。2007〜2012年の調査によると、94か
国のうち56か国で、最も貧しい40％の家庭の１人当たりの収入増

加率は、国全体の平均を上回ったという。

また、より良い収入を得るために開発途上国から先進国へ移住し、

収入を母国やその他の国外へ送金する際の手数料が送金額の

7.5％にも上っている。
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■目標１１（安全・快適なまちづくり ）
近年、先進国を追うように、アジアやアフリカの開発途上国を

中心に急速な都市化が進んでおり、都市人口は、全世界人口

の約54％を占めるようになった。国連によると、2050年の世界

の都市人口は66％に達すると予測されている。
その一方で、今日、都市は世界のエネルギー消費量及びCO2排出量のそれ

ぞれにおいて約70％を占めている。また、急激な都市化が進展すると、過剰な
貧困、失業、社会経済的格差、持続可能でない消費と生産を招きやすくなる。

そして、大気汚染は、都市部も含めて今や世界全体で健康被害を引き起こし

ている。WHOによると、2012年には、郊外及び都市において、約300万人の若
年者が屋外での大気汚染が原因で死亡したと推定されている。また、これらの

若年死亡者のうち、約88％が中低所得者であると言われている。
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■目標１２（持続可能な生産・消費 ）
日本は、これまで持続可能な生産・消費に向けた取組を精力的に推進して

きた。高度経済成長のなかで、大量生産・大量消費型の経済社会活動によっ

て大量廃棄型社会が形成され、不法投棄の頻発や最終処分場問題が課題と

なっていた。これらの課題に対応すべく、2000年には、循環型社会形成推進
基本法を始めとした各種リサイクル法が制定し、3R（リデュース、リユース、リ
サイクル）の実践と熱回収、適正処分を推進してきた。

また、循環利用率（循環利用量／（循環利用量＋天然

資源等投入量））についても、2000年の10.0％から2014
年には15.8％へと、着実に増大している。さらに、日本で
培った経験を国際社会と共有する取り組みも進めてられ

ている。その一つには、2009年、日本の提唱によって設
立された「アジア3R太平洋推進フォーラム」がある。1
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■目標１３（気候変動 ）
エネルギーを生み出すために化石燃料を燃焼させた時など、二酸化炭素

（CO2）が排出されるが、このCO2を始め、メタン（CH4）、亜酸化窒素(N2O）等の
温室効果ガスは、地表面から放射された熱を吸収することで、大気を暖め、地

球温暖化を引き起こす。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の「第5次評
価報告書」によると、気候システムの温暖化には疑う余地がなく、1950年代以
降、観測された変化の多くは数十年から数千年間にわたり前例がないもので

あるとされている。また、20世紀半ば以降、観測された温暖化は人間活動によ
る影響が支配的な要因である可能性が極めて高い（95％
以上の確率で）と結論づけている。さらに、人為起源影響

と自然起源影響のみの経年比較シミュレーションを行った

結果、人為起源の影響を加えないと、観測値のような気温

上昇は起こらないことが明らかになった。
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■目標１４（海洋生態系の保全）
持続可能な開発のために海洋資源を保全し、持続的に利用することを目

指している。水産資源は重要な食料資源であり、世界の食料安全保障や経済

に大きく貢献している。しかし、世界の人口増加に伴い、世界の漁業・養殖業

を合わせた生産量は増加し続け、漁獲は過剰な状態にある。

一方、不適切な廃棄物処理等により、世界の海洋汚染は深刻化している。

海洋汚染の原因の一つである海洋プラスチックごみには、漁具、食品・飲料の

容器及び包装、たばこのライターやフィルター等が含まれている。2010年に海
岸地域から発生したプラスチックごみの量の推計値は

9,950万トンで、そのうち3,190万トンが不適切に廃棄さ
れ、480万～1,270万トンが海洋に流出したと考えられ、
それに伴って海洋生物に悪影響が及び始めている。
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■目標１５（陸上生態系の保全）
持続可世界の森林面積は約40億haで、世界の陸上面積の3割が森林で占めら

れている。森林は、陸域の生物種の約8割の生息・生育場所を提供するとともに、
温室効果ガスの一つであるCO2の吸収・貯蔵に主要な貢献を果たすなど、生物多

様性の保全や気候変動の緩和等の「生態系サービス」を提供している。また、食料、

木質エネルギー等の供給を通じ、世界の約17億人以上の人々がその生計を森林

に依存している。

2005年以降の10年間の世界の森林面積の減少速度は、森林面積に対する森
林減少面積の割合で見ると年間0.08％で、依然として減少傾向にある。森林減少

の大部分は、南米、アフリカ、アジアの低所得国で起こっており、

特にブラジル、インドネシア、ミャンマー等でその減少が大きい。

2016年9月、国際自然保護連合（IUCN）が作成する「絶滅のおそ

れのある種のレッドリスト」では、絶滅のおそれのある野生生物

は、2015年の更新時の2万3,250種から600種以上増えている。

詳細は第３章で解説する。
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■目標１６（法の支配等 ）

2014年のデータによれば、世界で殺人被害に遭う人数は10万人中、4.6～

6.8人であると推定されている。同時期の開発途上国では先進国の約2倍で
ある。とくに、犯罪を防ぐ上で不可欠な法の支配が実効される状況について

は、先進国と開発途上国では大差がある。

世界がグローバル化し利害関係者も広範囲に広がるなか、国際機関や各

国政府の行動を規定する国際条約や国際協定の重要性は一層増している。

国際条約や国際協定は、各国が知見を共有し、目標とその達成に必要な行

動を明確化することは不可欠。

日本も、国際的な法の支配の実現に向け、国際条約や

国際協定の実施に引き続き貢献すべきである。
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■目標１７（パートナーシップ・協働 ）
全ての国、全てのステークホルダー、全ての人々の参加によるグローバル・

パートナーシップの重要性は高まっている。日本の政府開発援助（ODA）予算
は、2016年度当初予算で5,519億円、前年度比1.8％の増額をはかっている。

ちなみに、「ステークホルダー」とは、企業、行政、

市民団体やNPOなど、直接・間接を問わず、利害

関係をもつ組織や団体あるいは個人のこと。具体

的には、行政機関、地域社会、企業、債権者、得

意先、仕入先、公務員、経営者、従業員、消費者な

ど、相互に依存し合う立場の組織、団体、個人のこ

と。

国内外を問わず、ステークホルダーはお互いに

協力し、途上国や自国支援を実践すべきである。
45

毎年、11月23日になると、天理市街地
で「落ちかき」がおこなわれる。

46

毎年、11月23日になると、天理市街地
で「落ちかき」がおこなわれる。

47

毎年、11月23日になると、天理市街地
で「落ちかき」がおこなわれる。
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川の大そうじ クリーン作戦
〜布留川をきれいにしよう〜

開催のあいさつ

49 50

市民

51

天理市内で毎年5月、「布留川清掃」がおこなわれる。
この活動に、市長など多くの天理市民が参加する。

52



天理市庁舎横の布留川で泳ぐカルガモ夫婦（2015年6月14日）

53

マシジミ

カワニナ

サワガニ

スジエビ

川掃除を続けると、いつの間にか山麓に生息する生きものたちが、
市街地に現れるようになった。

54

布留川清掃 （2006年6月18日）ホタル護岸工事直後

ゲンジボタル

55

ホタル護岸工事(5年後)

ゲンジボタル

布留川清掃 （2011年6月5日）
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オス メス

メス

57

ゲンジボタルの飛翔・乱舞

58

[５月下旬〜６月下旬]

[６月下旬〜７月下旬]

[５月下旬〜６月中旬]

[４月中旬]
[４月上旬]

[６月下旬〜翌年４月上旬]

ゲンジボタルの生活環

59

60

60



里山保全活動
（植林、下草刈り）

里山で地産地消体験

（ブルーベリー栽培、有機野
菜栽培などの収穫と試食）

水源の森づくり

ホタルが舞う
川の再生

街路樹育成
植樹・植林

落葉堆肥化実験
など

落葉の
堆肥化

布留川清掃

ホタル観察

河畔林育成

水質調査など

CO2削減

緑の回廊づくり
(グリーンベルト)

「NPO法人 環境市民ネットワーク天理」が描く
「水と緑のネットワーク」プロジェクト概念図

吸収

61

2000年の台風による風倒木処理
（布留川上流・仁興川の源流域）

風倒木処理後のようす

62

第1回 水源の森づくり
～仁興川源流に木を植えよう～
（2003 年3月23日）

63

７年後(2010年)の回復のようす
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