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昨年 9 月、国連特別総会において全会一致で採択された「私たちの世界を変革する：持続可能な開発の

ための 2030 アジェンダ」は、17 の持続可能な開発目標（SDGs）を含む、今後 15 年間の世界の進むべ

き道を示した画期的な合意文書です。 

“Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”, which was 

unanimously adopted by all member states of the United Nations in September 2015, is an 

epoch-making document with 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and shows us a path in 

which our world should follow for the next 15 years. 

 

2016 年 5 月 23 日・24 日に開催される「市民の伊勢志摩サミット」において、SDGs の実施に取り組

む市民社会は、G7 首脳に対し、以下の提言をいたします。 

We, a Japanese civil society network who are fully engaged in implementation of SDGs, make the 

following recommendations to G7 leaders at the Citizens’ Ise-Shima Summit held in May 23 and 

24, 2016. 

 

＜背景＞<Background> 

 

1） 策定された SDGs の達成期限は 2030 年。すぐに行動を起こす必要があります。 

2） G7 を含む先進国も SDGs の達成が求められています。一方、2030 アジェンダ実施は各国に任され

ています。国内の実施体制を確立しなくてはなりません。 

3） 格差が広がる今、「誰一人取り残さない」という 2030 アジェンダの原則を、どのように実行してい

けるのかが大きな課題です。 

4） 環境だけではなく、経済、社会の三分野に統合的に取り組むことが求められています。また、途上

国の開発課題だけではなく、国内課題にも取り組む必要があります。 

A) The SDGs should be achieved by 2030. We have to act immediately. 

B) All developed countries including G7 need to achieve he SDGs, while how to implement is left 

to each country. Therefore, all countries need to establish their own implementation 

mechanism. 

C) Considering the widen inequality, it is critical how to implement the principle of the 2030 

Agenda; “No one left behind”.  

D) Implementation of SDGs should tackle with three dimensions of sustainable development - 

economic, social and environmental - in a comprehensive and balanced way. It should also 

cope with national issues as well as international development cooperation.  

  

 



＜G7 各国首脳への提言＞<Recommendations to G7 leaders> 

 

1） 国家実施計画を策定し、SDGs を既存の計画や戦略、外交政策や予算に反映させること。 

2） すべての計画・戦略に「誰一人取り残さない」を中心に据え、環境・社会・経済の三分野に統合的

に取り組むこと。 

3） 包摂的かつ市民の参加による進捗状況の報告等の説明責任を確立すること。 

4） （日本政府に対して）計画策定及び実施のための体制として、省庁連携による「2030 アジェンダ推

進本部」を立ち上げ、多様な非政府アクターとの協議を公正に行うとともに、市民社会の実質的な

参画を確保すること。 

A) Develop a national implementation plan, and integrate the SDGs in existing other national 

plans, strategies, foreign policies and budgets. 

B) Place “leave no one behind” at the heart of all plans and strategies, and cope with issues in 

economic, social and environmental dimensions in a comprehensive way. 

C) Establish systems of accountability, such as reporting systems on progress in inclusive and 

participatory ways. 

D) (For Japanese government) Establish “2030 Agenda Implementation Headquarters”, a 

cross-ministerial systems for development of a national plan and implementation, within the 

government, have consultations in a fair way with various non-governmental actors, and 

ensure meaningful participation of civil society. 

    

 

以上 

  



 

 

 

 

2016 年 5 月 23 日・24 日に開催される「市民の伊勢志摩サミット」において、SDGs の実施に取り組

む市民社会は、G7 首脳及び日本政府に対し、以下の提言をいたします。 

 

＜背景＞ 

5） 策定された SDGs の達成期限は 2030 年。すぐに行動を起こす必要があります。 

6） 日本を含む先進国も SDGs の達成が求められています。一方、2030 アジェンダ実施は各国に任され

ています。国内の実施体制を確立しなくてはなりません。 

7） 格差が広がる今、「誰一人取り残さない」という 2030 アジェンダの原則を、どのように実行してい

けるのかが大きな課題です。 

8） 環境だけではなく、経済、社会の三分野に統合的に取り組むことが求められています。また、途上

国の開発課題だけではなく、国内課題にも取り組む必要があります。 

  

＜G7 各国首脳への提言＞ 

5） 国家実施計画を策定し、SDGs を既存の計画や戦略、外交政策や予算に反映させること。 

6） すべての計画・戦略に「誰一人取り残さない」を中心に据え、環境・社会・経済の三分野に統合的

に取り組むこと。 

7） 包摂的かつ市民の参加による進捗状況の報告等の説明責任を確立すること。 

8） （日本政府に対して）計画策定及び実施のための体制として、省庁連携による「2030 アジェンダ推

進本部」を立ち上げ、多様な非政府アクターとの協議を公正に行うとともに、市民社会の実質的な

参画を確保すること。 

 

以上 

 

 


