
【一般社団法人 SDGs市民社会ネットワーク】 

2018年度事業計画 

 

2018 年度は、一般社団法人 SDGs 市民社会ネットワーク（SDGs ジャパン）の法人としての設立から

2 年目にあたります。SDGs は、政府、地方自治体、民間企業の一部では認知度が相当高まっている一

方、一般社会や社会セクターにおける認知度は低いままにとどまっているなど、その啓発・普及はバ

ランスを欠いた状態となっています。また、SDGs の採択から 2 年が経とうとする中、科学技術イノ

ベーション・「ソサエティ 5.0」の実現と SDGs の達成を結び付ける動きが日本政府や経済界から強

く提起されたり、国際的にも世界の地政学的変動が SDGs の方向性に大きな影響を与えるようになる

など、SDGsそれ自体にも大きな変化が生じてきています。 

 

SDGs ジャパンは、「誰一人取り残すことなく、貧困のない、持続可能な日本と世界を実現する」とい

う SDGs の本来の在り方にしっかりと立脚しながら、SDGs の達成に向けて、「市民社会の SDGs ネ

ットワーク」というにふさわしい連携・協力を、市民社会、各種社会セクター、民間セクター、政府、

国際機関等と構築していきます。特に、NGO/NPO セクター、公益法人、労働組合、協同組合、宗教

団体、様々な問題に直面する当事者が作る団体やグループ、ネットワークなどと連携し、SDGs の正し

い理解と支持の向上、さらに SDGs の実現に向けた協働に取り組みます。また、ネットワークのガバ

ナンスについても、SDGs「ゴール 16」に立脚する形で、その透明性・公開性・参画性・民主性・包

摂性の向上を目指します。政策提言の分野では、2019 年に予定されている SDGs 実施指針の改定に向

けて、市民社会の取り組みや主張が反映されるように最大限の努力を行います。また、国際的には、

2019 年 6 月に予定されている G20 大阪サミットに、日本および世界の市民社会の声が反映されるよ

う準備を重ねるほか、2019 年 7 月および 9 月に予定されている「持続可能な開発に関するハイレベ

ル政治フォーラム」（HLPF）とその首脳会議に、日本及び世界の市民社会の声が反映されるよう準備

します。上記を事業方針の全体的提起とし、運営、国内・国際の各分野において、以下の取り組みを

行います。 

 

 



運営・ネットワーク形成強化 

ガバナンス構

築 

・ SDGs ジャパンの運営および事業に関して、ネットワークの会員、関係団体、一

般社会における透明性、公開性の向上を図る。 

・ SDGs ジャパンの運営及び事業に関して、より多くの会員や関心層が計画立案、

運営、評価に関わることができるよう、参加性、包摂性の向上を図る。 

・ SDGs の達成に向けた SDGs ジャパンの将来ビジョンおよび中期計画を会員の積

極的な参加とともに策定できるよう、総会、理事会、事業統括会議、事業ユニッ

ト、事務局それぞれの強化と連携を図る。 

・ SDGs ジャパンの日本社会および国際社会における知名度の向上を図る。 

ネットワーク

形成強化 

・ 市民社会の SDGs ネットワークという定義にふさわしいレベルの連携を、国内の

NPO/NGO に加え、協同組合、労働組合、社会福祉協議会や、様々な課題に直面

する当事者の団体・グループ・ネットワークなど、公益・共益団体との連携協力

の強化を行う（2017 年度からの継続方針） 

・ 現在ある「事業ユニット」を強化するとともに、SDGs の達成に必要な新たな事

業ユニットの構築を行う（2017 年度からの継続方針） 

財政基盤の確

立 

・ 市民社会として SDGsの推進を主導するネットワークとしてふさわしい規模の財

源を確保できるようにする。これを達成するにおいて、他団体からの助成金や委

託事業等への依存度を低め、できる限り、自主財源の割合を高める。 

・ そのために、会員の拡大につとめ、会費収入の増大を目指すとともに、出版・講

演活動などの自主事業による収入を拡大する。また、海外の民間財団や国内財団

の資金による事業を確実に実施するとともに、財源の多角化に務める。 

事業実施 

分野 政策提言 広報・キャンペーン 

国内活動  2017 年 12 月に政府が採択した

「SDGs アクションプラン 2018」の路

線に従い、SDGsに関わる諸政策が策

定・整備され、また、これらの政策の

策定や実施に関して各種諮問機関や審

◎事務局・恒常活動 

 ニュースレターを定期的に発行

し、会員および関係者に情報共有

のツールとして作成、運用する 

 ウェブサイト、SNS（FB、インス



議会などが設置されている状況を踏ま

え、2019 年に予定されている「SDGs

実施指針」改訂や「SDGs アクションプ

ラン」策定、国家財政政策の基本とな

るいわゆる「骨太の方針」、ならびに

関連する各種分野別政策の進展状況の

モニタリング・レビューを強化する。 

 市民による政策提言のベースとなる、

各地で各課題に取り組む NPO/NGO を

はじめとする会員団体や事業ユニット

の活動および政策的なフィードバック

を強化する。また、各分野・地域等に

関わる有識者、専門家等との連携・協

力を強化する。 

 「SDGs 推進円卓会議」の市民社会選出

委員と協力するとともに、その他の

SDGs 関連の公共・民間の枠組み、調査

研究などに積極的に参加し、市民の立

場から恒常的に政策提言を実施する。 

 SDGs 推進本部の取り組みに注目すると

ともに、同本部が設置する SDGs推進

円卓会議に引き続き出席し、その議論

や活動に積極的に参加する。また、外

務省をはじめとする政府・各省庁との

意見交換を定期的に開催し、2019 年の

「実施指針」見直しや各種施策に市民

社会の声を反映する政策提言を行う 

 国会議員に対するアドボカシーを強化

タグラム、ツイッターなど）の活

用。HPは 2017 年度にリニューア

ルし、情報の整理と発信に取り組

む。 

 メディア勉強会を定期的に開催す

る。また、各ユニットの活動を紹

介する勉強会を開催することで、

ユニット同士の情報共有および外

部向けの情報発信を行う。 

 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関連のイ

ベントに出展し、SDGsに関する広

報・啓発活動を行う。 

 インターン・ボランティア・チー

ムを運営し、SDGs に関するイベン

トやセミナーに参加する。加盟団

体のイベント等に積極的に参加し

連携を図る。 

 SDGs ジャパンとしての SDGs 啓

発グッズの制作を積極的に行う 

 

◎対外的な広報活動等 

· 昨年設置された広報・キャンペーン・

ユニットにより、SDGsに集中した広

報キャンペーンを展開。各界の識者な

どと連動した情報発信に取り組む。 

 

 



し、超党派の議員連盟設立を視野に、

各政党による SDGs 議員連盟・委員会

などとの連携を図る 

 社会セクターやその他の非営利セクタ

ー、民間セクター、アカデミア等への

アウトリーチを積極的に行い、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を行う 

分野 政策提言 広報・キャンペーン 

国際活動 

 

 

 

 

 

◎2018年度における主要な活動 

 2019 年 G20 大阪サミットに向けて、

国際協力 NGO センター（JANIC）と共

同で「2019 年 G20 サミット市民社会

プラットフォーム」の運営及び事業を

担う。特に、2018 年度の G20 開催国

であるアルゼンチンの市民社会と連携

し、2018 年度の C20 サミットの開催

や G20 サミットでの市民社会の取り組

みに協力するとともに、2019 年 4 月を

めどに日本で C20 サミットを開催し、

日本及び世界の市民社会の声を G20 に

反映できるよう、国内外において積極

的に取り組む。 

 また、TICAD VII（第 7 回アフリカ開

発会議）やハイレベル政治フォーラム

（HLPF）首脳会議など、2019 年に予

定されているそれ以外の国際的な機会

に向けて、市民社会が SDGs 領域に関

◎2018年度における主要な活動 

 TICAD VII（第 7 回アフリカ開発

会議）やハイレベル政治フォーラ

ム（HLPF）首脳会議など、2019

年に予定されている国際的な機会

に向けて、市民社会が SDGs 領域

に関して効果のあるキャンペーン

を行えるよう準備を進める。 

◎海外に向けた展開 

 定期的なニュースレターの作成を

行い、SDGsジャパンの動きを海外

と共有できる仕組みを検討する。 

 HP の英語ページを充実させ、海外

などからの問い合わせに対応でき

る最低限の情報を掲載する。 

 



して効果のある政策提言を行えるよう

準備を進める。 

◎SDGに直接かかわる活動 

・ 開発ユニットを中心に、途上国の開発

協力・人道支援等の分野全般および、

人権や民主主義の確立のための取り組

みの強化、市民社会の活動空間の確

保・拡大について、国外の NGOと連携

して政策提言や政策実現のための取り

組みを強化する。 

・ 事業ユニット全体で、先進国における

SDGs 実施について、先進国の NGOと

の連携を模索する。また、途上国・新

興国において SDGs 推進を図る市民社

会との連携も強化する。 

・ SDGs に関するグローバル指標に関する

議論を把握し、日本の実施指針の指標

策定への提言を行う。 

◎国際協力にかかわる活動 

・ 日本政府の国際協力政策が、社会開発

を重視し、「だれも取り残さない」ア

プローチを最大限取り入れ、市民社会

との連携を主流化したものになるよう

に、積極的に提言活動を行う。 

・ 途上国における SDGs達成のために必

要な公的資金の拡大、特に ODA0.7%

目標の達成期限とロードマップの導

入、国際連帯税を中心とした国際的な



公的資金の導入を求める。また、不法

資金流出の防止、公正な税制の導入な

ども視野に入れた提言を行う。 

 


