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2017 年度事業報告 

 

当初年度方針 

2017 年度は、（一社）SDGs 市民社会ネットワーク（SDGs ジャパン）にとって、実質上の初年度に

あたります。私たちは、前身団体の「動く→動かす」で培ったネットワークと社会的基盤の上で、「貧

困のない、持続可能な社会」を世界・日本ともに実現するため、市民社会の SDGs ネットワークを名乗

るにふさわしい新たな連携・協力を、市民社会の内部、および他セクターとの関係において構築してい

きます。また、日本社会において SDGs の認知度・支持率の向上とその正しい理解や考え方の発展に努

め、2019 年の国連ハイレベル政治フォーラム（HLPF）首脳会議および政府「SDGs 実施指針」の見直

しに向けて、政策提言力の向上および内容の深化を勝ち取っていく必要があります。上記事業方針の全

体論を踏まえ、運営、国内・国際の各分野において、以下の取り組みを行っていきます。 

 

全体報告 

2017 年度を通じて、SDGs は当初予測以上に、各セクターにおいて受け入れられ主流化される方向

性が進んでいます。しかしながら、その中身については若干の検証が必要だと認識しています。一つは

「科学技術イノベーション」の想像以上のスピードでの進展、もう一つが、これと重なりますが、SDGs

における中国の指導力拡大、世界的な権威主義の興隆、それと反比例しての市民社会の活動スペースの

減少の傾向です。グローバルな市民社会の SDGs 推進の動きを拡大することで、これらに対応する必要

があります。また、社会セクターの強化や「倫理・立法・社会領域」（ELSI）の取り組み強化によって

カバーしていくべき課題です。 

SDGs ジャパンがおこなった、SDGs 推進のための政策提言、普及啓発、国際活動の３点について取

り組むことは時宜を得ていました。しかしながら、特に政党への働きかけの面においては、解散・総選

挙や野党の分裂は想定外であり、政策提言のタイミング上困難な問題が生じました。 

事務局体制については、事業領域や業務の拡大に対応して、さらなる強化が望まれる状況であり、

2017 年度当初から課題であると認識していますが未だ解決はしていません。 

 

■具体的な事業 

政策提言（国際事業含む） 
 
１．「SDGs 推進円卓会議」の市民社会選出委員と協力を通じた政策提言 

 

SDGs 推進円卓会議は 2017 年度中、二回開催された。また、SDGs 推進本部事務局（外務省地球

規模課題総括課）の課長を呼んでの SDGs 関連イベント等も頻繁に開催されるようになり、SDGs

推進本部と市民社会を含む各種ステークホルダーの連携は進んでいる。一方で、「SDGs アクション

プラン 2018」が円卓会議での検討を経ずに SDGs 推進本部で採択されるなど、円卓会議の形骸化

につながりかねないことも行われており、政府の円卓会議、マルチステークホルダー・プロセスに

ついての認識を向上・強化させる必要がある。 

 



２．他の非営利セクターや企業、アカデミア等へのアウトリーチ活動および広範な非国家アクターの協

働・連携を基にした効果的な政策提言 

＜各ユニット（環境、国内格差・貧困、地域、ジェンダー、障害、ユース、教育、保健、開発）、

と共に展開＞ 

 

（１）SDGs を国内施策として主流化することが重要であると指摘し、地域での SDGs 推進についても

積極的に提言や普及活動を行ってきた。 

 

・超党派 NPO 議連と連携した SDGs 学習会の実施（東京、札幌、岡山） 

 

・社会セクターにおける連携を行った。 

日本労協連（ワーカーズコープ）との連携を皮切りに、７月の「国際協同組合年記念全国協議

会」シンポジウムで SDGs ジャパンとして登壇するなど、大きな進展があった。その結果、2017

年 12 月から、毎月「協同組合・NGO/NPO 連携会議」を開催し、JC 総研（農協）、ワーカーズコ

ープ、全労済、労金、森林組合等、主要な協同組合が出席して SDGs に関する意見交換を実施し

ている。また、労働組合については、「NGO-労組国際協働フォーラム」を通じた日本労働組合総

連合会（連合）との連携を積極的に追求し、７月のフォーラムのシンポジウムでは SDGs に関す

るワークショップやパネルディスカッションを SDGs ジャパンのコーディネイトで実施、それ以

降、フォーラムのキャンペーン支援金を得て、SDGs に関する概説冊子「そうだったのか SDGs」

を刊行、好評を博した。また、国際食品労連日本委員会（IUF-JCC）などの SDGs 勉強会で講師

を務めたり、連合神奈川、連合岡山と連携してのイベントの開催を行うなど、労働組合との連携

も進んでいる。 

 

３．SDGs に関する国際社会の政策提言 

 

（１）HLPF への参加と再度イベントの実施 

・市民レポートを作成（和文・英文）し、HLPF で直接配布 

・SDGs ジャパンからも 2 名参加（日本の市民社会としては 12 名が参加）。 

サイドイベントについても、「日韓 SDGs 進捗と市民社会の連携」のサイドイベントを日韓の国

連大使の出席のもとで開催し、また、「アフリカの SDGs 達成に向けた東アジアの役割」サイド

イベントについても、日本の国連大使および UNDP、UNOSAA の参加により開催し、SDGs を

進めるアフリカの市民社会ネットワークの発言者も得て、50 名以上の大規模なサイドイベント

となった。 

 

（２）北東アジアの SDGs 推進に関する国際会議に稲場が参加 

 

（３）サミットに対する政策提言 

・G7 イタリア・サミットおよび G20 ドイツ・サミットについては、2017 年４月の G7 イタリア・

サミットに向けた「Civil G7」イベントに、稲場専務理事・事務局長および加盟団体であるセー

ブ・ザ・チルドレン・ジャパンの大野アドボカシースペシャリストが参加。保健分野や子ども分

野、開発資金等に関して各国の市民社会と連携して政策提言を行った。 

・2019 年の G20 サミットが日本で開催されることから、2018 年度開催国のアルゼンチンの市民

社会との連携を HLPF 以降進め、2018 年１月には「2019 年日本 G20 サミット市民社会プラッ

トフォーム」を、SDGs ジャパンと JANIC が共同事務局となって設立した。 

 

 

 

 



広報・キャンペーン事業 
 

１．広報・メディア関連の実施内容（■当団体主催、□関連団体主催、★一般向け、●メディア向け） 

 

１）イベント・キャンペーンの実施 

4 月：24 日（□★）ファンドレイジング・サロン「社会貢献教育と SDGs がつながる！～海外の実

践事例と日本の展開～」 

5 月：17 日（□★）世界一大きな授業 

   21 日（□★）市民の伊勢志摩サミット 1 周年 in 三重 

    24 日（■●）【サステナブル・ストーリー・プロジェクト第 1 弾】資源が足りないのは分か

っている！でも「うな丼は食べたい！」その悩みの解決方法を、一緒に考えませんか？ 

7 月：19 日（□★）【音声配信】「日本が 10 億ドルの拠出を発表、国連で話し合われている“SDGs”

っていったい何？」関澤春佳×蟹江憲史×荻上チキ▼7月 19 日（水）放送分（TBS ラジオ「荻

上チキ・Session-22」22 時～） 

    26 日（□★）NGO・労組シンポジウム「SDGs×私たちにできること」 

8 月：4 日（□★）2017 年度日・中・韓青年文化フェスティバルにて SDGs 講演 

9 月：1 日（□★）国際平和のための世界経済人会議ミニ・フォーラム/平和と金融 in 広島 

  17 日（□★●）キッズドリームチャレンジ 2017in 立川  

  22 日（□★）持続可能な地域を目指して私たちが目指す地域づくりについて、 ＳＤＧｓ(エス

ディージーズ)を活用して、考えてみませんか！in 鳥取 

  23 日（□★●）第 24 回地域と世界がつながるフォーラム in 三重、私たちが目指す地域づくり

－四国版ローカル SDGs をつくろう－in 愛媛 

       20 日（■★●）NPO と持続可能な開発目標 (SDGs) に関する学習会＠東京（超党派 NPO

議員連盟と共催） 

   29 日（□★●）持続可能な開発目標（SDGs）にかかる国連ハイレベル政治フォーラム報告

会：SDGs の任意国家レビュー(Voluntary National Review: VNR)をレビューする  

   30 日（□★●）グローバルフェスタ JAPAN2017 

10 月：2 日（■）アミーナ・モハメッド国連副事務総長と日本の市民社会有志との対話集会 

   7ー9 日（□★●）よこはま国際フェスタ 2017 への出展 

11 月：4 日（■★●）第 5 回清水寺で世界を語る－平等な世界のために一緒に行動しよう－ 

   20 日（■★●）NPO と持続可能な開発目標 (SDGs) に関する学習会＠札幌（超党派 NPO

議員連盟と共催） 

   22 日（■★●）NPO と持続可能な開発目標 (SDGs) に関する学習会＠岡山（超党派 NPO

議員連盟と共催） 

12 月：14 日（■）アントニオ・グテーレス国連事務総長と日本の市民社会との非公式対話 

   23 日（■★●）ESD 推進ネットワーク地域フォーラム 2017ーSDGs による地域創生の可能
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性と私たちの役割ー 

1 月：16 日（■★●）「みんなの SDGs」シンポジウム 東アジアにおける SDGs の推進：新たな視

点 

2 月：4 日（□★）SDGs から考える『働き方』とは？in 横浜 

   15 日（□★）「復興」の先をかんがえるミーティング in 石巻 

17 日、18 日（フォーラムへの後援、一分科会担当）第 3 回にじゅうまるプロジェクト in 東京 

   19 日（□★）「復興」の先をかんがえるミーティング in 気仙沼 

3 月：6 日（□★）「SDGs をビジネスに活かす」シンポジウム in 横浜 

   15 日（□★）「復興」の先をかんがえるミーティング in 仙台 

上記の内、日本国内の以下の地域（札幌、仙台、東京、横浜、岐阜、三重、広島、愛媛）で、実施。地

域における SDGs の理解促進につながった。 

 

（２）SNS 等の発信を通じた実施 

●Facebook：「いいね」数が「935」（2017 年 3 月末）から「2,173」（2018 年 3 月末）に増加 

記事投稿の合計 186 件に対し、リーチ数の平均は「476 リーチ」（最大 4,188、最低 36）

となり、SDGs という言葉が少しずつ普及してきており、世論の関心度の高さも伺える。こ

れまでのユーザーに加え、民間企業やメディアの方からの閲覧数が増加したことに比例し、

SDGs に関する講演依頼も増加した。 

●Twitter：フォロワー数が「1125」から「3426」に増加 

Twitter ユーザー層 1 位の 20 代に響く投稿内容やメッセージなどを意識したものにするた

め、インターンの学生に協力してもらったことにより、フォロワー数が増加した。また、

ユーザー層 2 位となる 40 代に対しては、SDGs×ビジネスなどの経済に関する情報提供を

意識したことにより、社会人のリツイートが増加した。 

●インスタグラム：フォロワー数「62」から「423」に増加 

SDGs のカラフルなロゴを上手く活用し、写真で伝える SDGs としてインスタグラムで情報

発信を行っている中で、主に、グローバルフェスタやよこはま国際フェスタなど国際協力

に関するイベントで、高校生が中心となり、「SDGs ネイル」を実施した際の様子を取り上

げている。「SDGs ネイル」は子どもたちに大人気となり、お子さんが施術中に親御さんに

SDGs に関する情報提供を行ったり、日々感じている社会課題についてお話を伺う時間を作

ることができた。「かわいい」という切り口から、SDGs に関心を持ってもらうために「SDGs

ネイル」を企画し、今後も様々なイベントで実施していきたいと考えている。 

※SDGsネイルとは、SDGs の 17 目標の各ロゴマークを爪にデザインすること。 
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https://www.sdgs-japan.net/single-post/2018/01/19/%E3%80%9024%E3%80%91SDGs%E3%81%8B%E3%82%89%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%8E%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9%E3%80%8F%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F
http://www.gpn.jp/archives/gpnnews/archive/2018/02/001239.php


運営・ネットワーク形成強化 
 

１．ガバナンス構築 

パンフレットの改訂を実施する中で、組織構造について、理事会、業務執行理事会議、事業統

括会議、事務局、各ユニット等協議を進めた。年度当初 100 団体の登録を目指したが、81 団

体だった。情報会員制度を設けたことは認知度向上に役立った。 

 

（１）総会の実施 

・臨時社員総会及び第１回 2017 年度定時社員総会 

 日時： 2017 年 7 月 31 日（月） 14:00～15:30 

 会場： 東京ウィメンズプラザ 視聴覚室 AB（東京都渋谷区神宮前 5-53-67） 

 議題：臨時社員総会 理事会の運営に関する内規の変更に関する討議・採択 

定時社員総会議題 

（議題 1）2016 年度事業報告および 2016 年度決算の討議・採択 

（議題 2）2017 年度事業計画および 2017 年度予算の討議・採択 

（議題 3）役員報酬規程の討議・採択 

（議題 4）理事・監事の選任 

 

（２）理事会の実施 

   第 1 回定時社員総会を実施する 6 月までは、事業統括会議と理事会を兼任して実施し、総会

後は、別途実施した。 

 

2017 年 ９月 12 日（火） 10:00～12:00 於：CSO ネットワーク会議室 

2017 年 12 月 31 日（火） 15:00～17:30 於：日本 NPO センター会議室 

2018 年 ３月 14 日（水） 15:00～17:30 於：日本 NPO センター会議室 

 

（３）事業統括会議の実施 

各ユニットのリーダーおよび事業推進にかかわる進行役からなる事業統括会議を実施し、事

業の進捗の共有、これからの戦略づくり等について協議を行った。 

 

2017 年 4 月 14 日（金） 10:00～12:00 於：日本 NPO センター会議室(兼理事会) 

2017 年 5 月 19 日（金） 10:00～12:00 於：日本 NPO センター会議室(兼理事会) 

2017 年 ６月 19 日（月）  9:30～12:00 於：アドラジャパン会議室(兼理事会) 

2017 年 ７月 24 日（月）  9:30～12:00 於：日本 NPO センター会議室(兼理事会) 

2017 年 ９月 6 日（水）  9:30～12:00 於：日本 NPO センター会議室 

2017 年 10 月  2 日（月）  9:30～12:00 於：日本 NPO センター会議室 

2017 年 11 月 10 日（金） 14:30～17:00 於：日本 NPO センター会議室 

2017 年 12 月 20 日（水） 10:00～12:30 於：日本 NPO センター会議室 

2018 年 １月 29 日（月） 10:00～12:30 於：日本 NPO センター会議室 

2018 年 ３月 12 日（月） 13:00～15:30 於：日本 NPO センター会議室 

 

２．ネットワーク形成強化 

（１）協同組合との勉強会の実施 

（２）各事業ユニットのホームページによる体制等の公開や定期的な事業ユニットの実施 

以上 


