
貧困、紛争、気候変動など、人類は数多くの課題に直面しています。これからも人類が安定してこの世界で暮ら

し続けるために、国際連合が採択した 17 の目標が「持続可能な開発目標（SDGｓ）」です。2030 年までの達成

に向けて世界中で取り組まれています。学習した人権課題や、あなたとのつながりについて考えてみましょう。 

 

○ 図１：ＳＤＧｓ１７の目標 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（出典：国連広報センター） 

※ 各ゴールをより具体化したものとして「ターゲット」があり、各ターゲットの進捗を測定するものとして「指標」があ

ります。（右ページ参照） 

 

                              

 

 

 

 

 

○ 図２：「脆弱性
ぜいじゃくせい

」の視点 

（弱い立場の人々への配慮）

 

 

 

 

 

 
（出典：「人間開発報告書 2014」（国連開発計画（UNDP）） 

SDGs では、女性や子ども、高

齢者など、脆弱性の高い人々

（弱い立場の人々）の不利益や

不安定さをどのように解消して

いくかが重視されています。 

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 

Transforming our world: the 2030 

Agenda for 

Sustainable Development 

総括 

すべてはつながっている （SDGs と人権） 

 

この文書に SDGs は含まれ、17 の目標すべてが人権

を基盤としています。 

 

“ 誰一人取り残さないことを誓う。 

 - We pledge that no one will be left behind. ” 
“ すべての人々の人権を実現する。  

- They seek to realize the human rights of all. ” 



 

○ 図３：SDGs と人権

気候変動や環境問題と、人権のつながりについて考えてみよう。 

 SDGs 13 番 に関連する人権・条約等 

 

•健康への権利（安全、清潔、健康的で持続可能な環境への権利を含む）  

[世界人権宣言 第 25 条(1)、社会権規約 第 12 条、子どもの権利条約 第 24 条、

女性差別撤廃条約 第 12 条、移住労働者権利条約 第 28 条] 

•十分な食糧への権利と安全な飲料水への権利 

   [世界人権宣言 第 25 条(1)、社会権規約 第 11 条]  

SDGs 13 番 のターゲット SDGs 13 番の指標 

13.1 すべての国々におい

て、気候関連災害や

自 然 災 害 に 対 す る

強靱
きょうじん

性 （ レジ リ エ ン

ス）及び適応の能力

を強化する。 

13.1.1 10 万人当たりの災害による死者数、行方不明者数、直接的負傷者数 

13.1.2 
仙台防災枠組み 2015-2030 に沿った国家レベルの防災戦略を採

択し実行している国の数  

13.1.3 
国家防災戦略に沿った地方レベルの防災戦略を採択し実行している

地方政府の割合  

 

（中略） 

↑  指標 1.1～1.3 は、「SDGs１ 貧困をなくそう」、 

「SDGs１１ 住み続けられるまちづくりを」の指 

標と共通している。 

 

13.3 気候変動の緩和、適

応、影響軽減及び早

期 警 戒 に 関 す る 教

育、啓発、人的能力

及び制度機能を改善

する。 

13.3.1 緩和、適応、影響軽減及び早期警戒を、初等、中等及び高等教育のカ

リキュラムに組み込んでいる国の数 

13.3.2 適応、緩和及び技術移転を実施するための制度上、システム上、及び

個々人における能力構築の強化や開発行動を報告している国の数 

 （中略）  

13.b 後発開発途上国及び小島嶼
と う し ょ

開

発途上国において、女性や青

年、地方及び社会的に疎外され

たコミュニティに焦点を当てるこ

とを含め、気候変動関連の効果

的な計画策定と管理のための能

力を向上するメカニズムを推進

する。 

13.b.1 女性や青年、地方及び社会的に疎外されたコミュニテ

ィに焦点を当てることを含め、気候変動関連の効果的

な計画策定と管理のための能力を向上させるメカニズ

ムのために、専門的なサポートを受けている後発開発

途上国や小島嶼開発途上国の数及び財政、技術、 能

力構築を含む支援総額 

 

（参考：「国際連合事務局統計部作成資料」総務省 仮訳、「国連人権高等弁務官事務所文書」一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター 訳）  

 
気候変動による自然災害は、社会的に弱い立場の人々の貧困や不平等、不利益をより悪化させま

す。気候変動への取組は、災害や、食料、医療・保健などの面で、子ども、女性、高齢者、障害者等の

弱い立場の人々の人権を保障することにもつながります。 
 

SDGｓ 

すべての SDGs は様々な権利 

とつながる 

SDGs のゴール同士もつながっている 



 

  キーワード 

◆ 持続可能な開発 

（Sustainable Development） 

将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代

の欲求も満足させる開発。また、環境保全と経済

成長は互いに支えあうものと捉える。 

◆ アジェンダ 

実施すべき計画。特に国際的な取り組みにつ

いての行動計画。 

◆ レジリエンス 

回復力。状況に応じて生き抜く力。 

◆ ５つの「Ｐ」 

SDGs の 17 のゴールについて、People（人

間）、 Planet（地球）、Prosperity（豊かさ）、 

Peace（平和）、Partnership（パートナーシッ

プ）という 5 つのまとまりで捉 

える見方。 

 

 関係機関・施設等 

◆ 兵庫県ユニセフ協会事務局 

〒658-0081 

兵庫県神戸市東灘区田中町 5-3-18 

 

  参考資料 

◆ SDGs 概要ムービー  

 

 

 

◆ SDGs CLUB    ◆ 人間開発報告書 

（日本ユニセフ協会） 

 

 

 

 

◆ 「国際連合事務局統計部作成資料」 

（総務省 仮訳） 

SDGs の１７のゴール、 

ターゲットと指標の一覧 

Ｑ１． 図１（p50）の SDGs について、あなたが興

味のある番号を選び、その番号のターゲット

と指標を調べてみましょう。 

Ｑ２． 図２(p50)を参考にして、あなたの周りで

は、どのような人が、どのようなことに困って

いるか、背景も含めて考えてみよう。 

○ 図４：SDGs と兵庫県 

県内でも、多くの自治体や学校、企業で SDGs の取

組が進められています。 

明石市は、SDGs の達成に向けて、優れた取組を行

う自治体として 2020 年に国から県内初となる

「SDGs 未来都市」に選定されました。 

すべての人が、いつまでも住み慣れた地域で安心し

て暮らすことができ、社会的な孤立や疎外を感じること

なく、未来に明るい希望をもてる持続可能なまち

「SDGs 未来安心都市・明石」を 2030 年のあるべき

姿として設定し、まちのみんなのパートナーシップによ

り実現をめざします。 

（出典：明石市ホームページ） 

身近な自治体や地域の学校や企業を検索したり、自

分たちの取組を発信したりしてみよう。 

 

  

これからも人が住み続けられる世界の実現に向けて取り組んでいこう! 

知っている人はいる

かな？ 
アクセスして、字幕

で見てみよう！ 


