
2021年
Vol.21 No.3



2021 年夏季号

持続可能な社会の実現を目指すSDGs
　（1）まずはSDGs を知り尽くそう《SDGs 保存版》 8

奴間　伸茂

　SDGs のロゴ・バージョン、カラーホイール等の使用に際して 18

会員企業におけるSDGs 実施例 1
　戸﨑産業株式会社 19

我が社の一押し
　我社の粉体塗料とお役立ち製品　粉体塗料　タフロック
　環境配慮型粉体塗料　049-7000 級　HAA硬化型シリーズの紹介 22

沖田　智司

トピックス
　2020 年（令和 2- 令和 3年）度を振り返って 26

＜組合便り他＞
組合便り１
　2021（令和 3年）４月－（令和 3年）６月の主な組合活動報告 33
　第 25回総会議事録 36
　第 102 回理事会議事録 38
　第 103 回理事会議事録 40
製品・新製品のご紹介 41
　株式会社コーレンス 42
　コープラント 43
 
後付 44

編集委員会
編集委員長 河合　宏紀（カワイ EMI）
編集委員 壱岐　富士夫（日鉄防食㈱） 竹内　学（茨城大学）
 佐川　千明（関西ペイント㈱） 桜井　智洋（コーティングメディア）
 野村　孝仁（日本ペイント・インダストリアルコーティングス㈱）
 吉田　誠二（日本パーカライジング㈱） 柳田　建三（旭サナック㈱）

制作・進行：パウダーコーティング誌 制作部　舘野 ＊委員長以外は 50 音順



掲載広告目次

株式会社ケツト科学研究所 1
AGC株式会社 2
久保孝ペイント株式会社 3
グラコ株式会社 3
株式会社小野運送店 4
日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社 4
ロックペイント株式会社 5
ナトコ株式会社 5
旭サナック株式会社 6
一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会 6
神東塗料 7
株式会社三王 28
株式会社板通 29
横浜化成株式会社 29
株式会社明希 30
城南コーテック株式会社 30
株式会社アック 30
パーカーエンジニアリング株式会社 31
筒井工業株式会社 31
株式会社マルシン 32
大日本塗料株式会社 32



1



2

AGC株式会社



3



4



5

超美粧性粉体塗料超美粧性粉体塗料

ⓇⓇ

極めて
美粧性に優れた
艶消し外観

特に
鋼製家具用途に

適合

オーバーベークしても
色差・光沢の
影響が小さい

付き回り性に
優れる

HAA系

ヤニレスで
炉の汚染が
極めて小さい

エネルギー
コスト／

CO2　削減

ブリッジ抑制 超美粧性
粉体塗料

従来品

第3世代
HAA
粉体塗料

デスク

ロッカー

配電盤
・
発電機

間仕切り

什器

照明機器
など

つ
や
消
し
性
と

　
　
　
高
平
滑
性
の
両
立

ロックペイントのホームページ　http://www.rockpaint.co.jp

詳しい使用方法等については、最寄りの営業所へお問い合わせください。

　　　　　　TEL　（03）3640-6000　FAX　（03）3640-9000

　　　　　　TEL　（06）6473-1650　FAX　（06）6473-1000
大阪営業部／〒555-0033／大阪市西淀川区姫島3丁目1番47号

東京営業部／〒136-0076／東京都江東区南砂2丁目37番2号

▶推奨用途▶推奨用途



6



7



8

パウダーコーティング　Vol.21 No. 3

（1）まずはSDGsを知り尽くそう
《SDGs保存版》

奴間　伸茂＊

持続可能な社会の実現を目指すSDGs

*　塗料塗装技術研究所　代表

１．はじめに　連載に当たって
　本誌「パウダーコーティング」誌、2021 年夏季号
から、秋季号、2022 年新年号、および春季号と、４
回にわたって持続可能な社会の実現を目指す SDGs に
ついて執筆させていただく機会を得た。
　私自身は、塗料、塗装業界にとって最重要課題であ
る気候変動対策を何としても、緊急に打ち立てるため
に世界各国共通で使える「羅針盤」（1）、「道しるべ」（2）

として SDGs を役立たせたいと考えている。まだまだ
十分に理解が得られていない SDGs を改めて皆さんと
学んでいきたい。

　1.1　SDGsに対する批判の書もベストセラーに
　ベストセラー“人新世の「資本論」”（3）の著者、斎
藤幸平氏は、本書のはしがき“はじめに―SDGs は「大
衆のアヘン」である！”において、“国連が掲げ、各
国政府も大企業も推進する「SDGs（持続可能な開発
目標）」なら地球全体の環境を変えていくことができ
るだろうか。いや、それもやはりうまくいかない。政
府や企業が SDGs の行動指針をいくつかなぞったとこ
ろで、気候変動は止められないのだ。SDGs はアリバ
イ作りのようなものであり、目下の危機から目を背け
させる効果しかない。”と言い切っている。この本は、
なかなかエキサイティングであり夕食後、明け方まで、
一気に読み切ってしまった。1968 年頃から始まった
大学紛争時代のクラス討論の熱い雰囲気を懐かしく思
い出した。
　因みに、「人新世」（Anthropocene）とは、人間の
経済活動の痕跡が地球の表面を覆い尽くした年代とい
う意味である。人類の活動によって飛躍的に増大して
いるのが、温室効果ガスの一つ二酸化炭素である。
　斎藤氏は、“最新のマルクス研究の成果を踏まえて、
気候危機と資本主義の関係を分析していくなかで、晩
年のマルクスの到達点が脱成長コミュニズムであり、
それこそが「人新世」の危機を乗り越えるための最善
の道だと確信したからだ。”と言い切っている。私と
は異なる立場ではあるが、彼の今後の実践を注視しつ
つ、私も負けずに持続可能な社会の実現を目指して一
歩一歩前進していこうと決意を新たにした。

２．SDGsとは？　悠長な開発目標ではない
　SDGs：持続可能な開発目標とは、2001 年に策定
されたミレニアム開発目標：MDGs の後継として、
2015 年 9 月の国連サミットで採択された「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」（4）（以下、「2030 アジェン
ダ」）に記載された 2016 年から 2030 年までの国際目
標である。ここで注目していただきたいのは、「我々
の世界を変革する：Transforming our world」という
文言である。

「2030 アジェンダ」は以下の５つの部分から構成され
ている。
・「序文：Preamble」
・「宣言：Declaration」
・「SDGs 本文：The new Agenda」
・「実施手段：Means of implementation」
・「フォローアップとレビュー：Follow-up and review」
　私が最も注目するのは、「序文」の中の「地球：
Planet」の部分である。

We are determined to protect the planet from 
degradation, including through sustainable 
consumption and production, sustainably managing 
its natural resources and taking urgent action on 
climate change, so that it can support the needs of 
the present and future generations.

　すなわち、「持続可能な消費および生産」「天然資
源の持続可能な管理」「緊急な気候変動対策」によっ
て地球を破壊から守ると宣言している点だ。とりわ
け、「緊急な気候変動対策：urgent action on climate 
change」に注目して欲しい。緊急に行動を起こさな
ければ地球を破壊から救うことはできないと宣言して
いるのだ。すなわち、「2030 アジェンダ」は、地球を
破壊から守るための「緊急事態宣言」と言ってもいい
のだ。
　ただ、「2030アジェンダ」は、「世界から貧困をなくす」
ことと、「持続不能な現在の社会・経済・環境」を変
革して「持続可能な社会・経済・環境」を実現すると
いう二つの変革を目標としている。
　そのために、2030 年を期限として、17 のゴール、
169 のターゲット（実施手段含む）、232 の指標によっ
て二つの変革を達成するために達成すべき目標が
SDGs であると考える。
　まずは“中身”を見ていきたい。
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３．SDGsの構造①　まず、ゴールを確認
　まず、17 のゴールを見てみよう（5）。
ゴール１ 貧困をなくそう
 あらゆる場所のあらゆる形態

の貧困を終わらせる

ゴール２　飢餓をゼロに
 飢餓を終わらせ、食料安全保

障及び栄養改善を実現し、持
続可能な農業を促進する

ゴール３　すべての人に健康と福祉を
 あらゆる年齢のすべての人々

の健康的な生活を確保し、福
祉を促進する

ゴール４　質の高い教育をみんなに
 すべての人々への包摂的かつ

公正な質の高い教育を提供し、
生涯学習の機会を促進する

ゴール５　ジェンダー平等を実現しよう
 ジェンダー平等を達成し、す

べての女性及び女児の能力強
化を行う

ゴール６　安全な水とトイレを世界中に
 すべての人々の水と衛生の利

用可能性と持続可能な管理を
確保する

ゴール７　エネルギーをみんなにそしてクリーンに
 すべての人々の、安価かつ信

頼できる持続可能な近代的エ
ネルギーへのアクセスを確保
する

ゴール８　働きがいも経済成長も
 包摂的かつ持続可能な経済成

長及びすべての人々の完全か
つ生産的な雇用と働きがいの
ある人間らしい雇用（ディー
セント・ワーク）を促進する

ゴール９　産業と技術革新の基盤を作ろう
 強靱（レジリエント）なイン

フラ構築、包摂的かつ持続可
能な産業化の促進及びイノ
ベーションの推進を図る

ゴール10　人や国の不平等をなくそう
 各国内及び各国間の不平等を

是正する

ゴール11　住み続けられるまちづくりを
 包摂的で安全かつ強靱（レジ

リエント）で持続可能な都市
及び人間居住を実現する

ゴール12　つくる責任つかう責任
 持続可能な生産消費形態を確

保する

ゴール13　気候変動に具体的な対策を
 気候変動及びその影響を軽減

するための緊急対策を講じる
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ゴール14　海の豊かさを守ろう
 持続可能な開発のために海洋・

海洋資源を保全し、持続可能
な形で利用する

ゴール15　陸の豊かさも守ろう
 陸域生態系の保護、回復、持

続可能な利用の推進、持続可
能な森林の経営、砂漠化への
対処、ならびに土地の劣化の
阻止・回復及び生物多様性の
損失を阻止する

ゴール16　平和と公正をすべての人に
 持続可能な開発のための平和

で包摂的な社会を促進し、す
べての人々に司法へのアクセ
スを提供し、あらゆるレベル
において効果的で説明責任の
ある包摂的な制度を構築する

ゴール17　パートナーシップで目標を達成しよう
 持続可能な開発のための実施

手段を強化し、グローバル・
パートナーシップを活性化す
る

　ざっと見ただけでは、３分野、すなわち、社会、環
境、ガバナンスに関するゴール、さらに、各分野にま
たがるゴールが入り乱れている印象を受ける。
　我々、塗料・塗装分野に関わるものにとって一見手
に負えないゴールもある。例えば以下の諸ゴールだ。
・ゴール１　貧困をなくそう
・ゴール２　飢餓をゼロに
・ゴール 10　人や国の不平等をなくそう
・ゴール 16　平和と公正をすべての人に
　ただし、想像力を働かせれば、これらも我々に深く
関わってくることが分かる。
　ここで、各ゴールに付随する「ターゲット」、「実施
手段」を総務省のホームページから紹介させていただ
く。SDGsに関する基礎資料として一か所にまとめて、
いつでも見ることができることは必要だと考えるから
だ。

４．SDGsの構造②　ターゲット、実施手段
　各ゴールの文言だけでは今一歩イメージが湧かな
い。やはり、各ゴール毎のターゲット、および実施手
段を読めばかなりゴールの謂わんとしていることが理
解できる。
　相当なボリュームになるが、各ゴールの 169 のター

ゲット、および実施手段を紹介する（5）。SDGs 保存版
として活用していただきたい。
ゴール１　あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を
終わらせる
《ターゲット》
1.1 2030 年までに、現在１日 1.25 ドル未満で生活す

る人々と定義されている極度の貧困をあらゆる場
所で終わらせる。

1.2 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、全ての年齢の男性、女性、子供
の割合を半減させる。

1.3 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、全ての年齢の男性、女性、子供
の割合を半減させる。

1.4 2030 年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、全
ての男性及び女性が、基礎的サービスへのアクセ
ス、土地及びその他の形態の財産に対する所有権
と管理権限、相続財産、天然資源、適切な新技
術、マイクロファイナンスを含む金融サービスに
加え、経済的資源についても平等な権利を持つこ
とができるように確保する。

1.5 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。

《実施手段》
1.a あらゆる次元での貧困を終わらせるための計画や

政策を実施するべく、後発開発途上国をはじめと
する開発途上国に対して適切かつ予測可能な手段
を講じるため、開発協力の強化などを通じて、さ
まざまな供給源からの相当量の資源の動員を確保
する。

1.b 貧困撲滅のための行動への投資拡大を支援するた
め、国、地域及び国際レベルで、貧困層やジェン
ダーに配慮した開発戦略に基づいた適正な政策的
枠組みを構築する。

ゴール２　飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄
養改善を実現し、持続可能な農業を促進する
《ターゲット》
2.1 2030 年までに、飢餓を撲滅し、全ての人々、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。

2.2 ５歳未満の子供の発育阻害や消耗性疾患について
国際的に合意されたターゲットを 2025 年までに
達成するなど、2030 年までにあらゆる形態の栄
養不良を解消し、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。

2.3 2030年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、
知識、金融サービス、市場及び高付加価値化や非
農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確
保などを通じて、女性、先住民、家族農家、牧畜
民及び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の
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農業生産性及び所得を倍増させる。
2.4 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。

2.5 2020 年までに、国、地域及び国際レベルで適正
に管理及び多様化された種子・植物バンクなども
通じて、種子、栽培植物、飼育・家畜化された動
物及びこれらの近縁野生種の遺伝的多様性を維持
し、国際的合意に基づき、遺伝資源及びこれに関
連する伝統的な知識へのアクセス及びその利用か
ら生じる利益の公正かつ衡平な配分を促進する。

《実施手段》
2.a 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。

2.b ドーハ開発ラウンドのマンデートに従い、全ての
農産物輸出補助金及び同等の効果を持つ全ての輸
出措置の同時撤廃などを通じて、世界の市場にお
ける貿易制限や歪みを是正及び防止する。

2.c 食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食
料市場及びデリバティブ市場の適正な機能を確保
するための措置を講じ、食料備蓄などの市場情報
への適時のアクセスを容易にする。

ゴール３　あらゆる年齢のすべての人々の健康的
な生活を確保し、福祉を促進する

《ターゲット》
3.1 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。
3.2 全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。

3.3 2030 年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧
みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとと
もに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処
する。

3.4 2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、
予防や治療を通じて３分の１減少させ、精神保健
及び福祉を促進する。

3.5 薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質
乱用の防止・治療を強化する。

3.6 2020 年までに、世界の道路交通事故による死傷
者を半減させる。

3.7 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全ての
人々が利用できるようにする。

3.8 全ての人々に対する財政リスクからの保護、質の

高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全
で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチ
ンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・
カバレッジ（UHC）を達成する。

3.9 2030 年までに、有害化学物質、並びに大気、水
質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大
幅に減少させる。

《実施手段》
3.a 全ての国々において、たばこの規制に関する世界

保健機関枠組条約の実施を適宜強化する。
3.b 主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染

性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を支援す
る。また、知的所有権の貿易関連の側面に関する
協定（TRIPS 協定）及び公衆の健康に関するドー
ハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへ
のアクセスを提供する。同宣言は公衆衛生保護及
び、特に全ての人々への医薬品のアクセス提供に
かかわる「知的所有権の貿易関連の側面に関する
協定（TRIPS 協定）」の柔軟性に関する規定を最
大限に行使する開発途上国の権利を確約したもの
である。

3.c 開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発
途上国において保健財政及び保健人材の採用、能
力開発・訓練及び定着を大幅に拡大させる。

3.d 全ての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な
健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険
因子管理のための能力を強化する。

ゴール４　すべての人々への包摂的かつ公正な質
の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

《ターゲット》
4.1 2030 年までに、全ての子供が男女の区別なく、

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。

4.2 2030 年までに、全ての子供が男女の区別なく、
質の高い乳幼児の発達・ケア及び就学前教育にア
クセスすることにより、初等教育を受ける準備が
整うようにする。

4.3 2030 年までに、全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。

4.4 2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、
働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な
技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させ
る。

4.5 2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を
無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子
供など、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓
練に平等にアクセスできるようにする。

4.6 2030 年までに、全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。

4.7 2030 年までに、持続可能な開発のための教育及



11

パウダーコーティング　Vol.21 No. 3

農業生産性及び所得を倍増させる。
2.4 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。

2.5 2020 年までに、国、地域及び国際レベルで適正
に管理及び多様化された種子・植物バンクなども
通じて、種子、栽培植物、飼育・家畜化された動
物及びこれらの近縁野生種の遺伝的多様性を維持
し、国際的合意に基づき、遺伝資源及びこれに関
連する伝統的な知識へのアクセス及びその利用か
ら生じる利益の公正かつ衡平な配分を促進する。

《実施手段》
2.a 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。

2.b ドーハ開発ラウンドのマンデートに従い、全ての
農産物輸出補助金及び同等の効果を持つ全ての輸
出措置の同時撤廃などを通じて、世界の市場にお
ける貿易制限や歪みを是正及び防止する。

2.c 食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食
料市場及びデリバティブ市場の適正な機能を確保
するための措置を講じ、食料備蓄などの市場情報
への適時のアクセスを容易にする。

ゴール３　あらゆる年齢のすべての人々の健康的
な生活を確保し、福祉を促進する
《ターゲット》
3.1 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。
3.2 全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。

3.3 2030 年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧
みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとと
もに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処
する。

3.4 2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、
予防や治療を通じて３分の１減少させ、精神保健
及び福祉を促進する。

3.5 薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質
乱用の防止・治療を強化する。

3.6 2020 年までに、世界の道路交通事故による死傷
者を半減させる。

3.7 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全ての
人々が利用できるようにする。

3.8 全ての人々に対する財政リスクからの保護、質の

高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全
で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチ
ンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・
カバレッジ（UHC）を達成する。

3.9 2030 年までに、有害化学物質、並びに大気、水
質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大
幅に減少させる。

《実施手段》
3.a 全ての国々において、たばこの規制に関する世界

保健機関枠組条約の実施を適宜強化する。
3.b 主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染

性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を支援す
る。また、知的所有権の貿易関連の側面に関する
協定（TRIPS 協定）及び公衆の健康に関するドー
ハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへ
のアクセスを提供する。同宣言は公衆衛生保護及
び、特に全ての人々への医薬品のアクセス提供に
かかわる「知的所有権の貿易関連の側面に関する
協定（TRIPS 協定）」の柔軟性に関する規定を最
大限に行使する開発途上国の権利を確約したもの
である。

3.c 開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発
途上国において保健財政及び保健人材の採用、能
力開発・訓練及び定着を大幅に拡大させる。

3.d 全ての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な
健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険
因子管理のための能力を強化する。

ゴール４　すべての人々への包摂的かつ公正な質
の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する
《ターゲット》
4.1 2030 年までに、全ての子供が男女の区別なく、

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。

4.2 2030 年までに、全ての子供が男女の区別なく、
質の高い乳幼児の発達・ケア及び就学前教育にア
クセスすることにより、初等教育を受ける準備が
整うようにする。

4.3 2030 年までに、全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。

4.4 2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、
働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な
技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させ
る。

4.5 2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を
無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子
供など、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓
練に平等にアクセスできるようにする。

4.6 2030 年までに、全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。

4.7 2030 年までに、持続可能な開発のための教育及
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び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、
平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチ
ズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発
への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、
持続可能な開発を促進するために必要な知識及び
技能を習得できるようにする。

《実施手段》
4.a 子供、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を

構築・改良し、全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。

4.b 2020 年までに、開発途上国、特に後発開発途上
国及び小島嶼開発途上国、並びにアフリカ諸国
を対象とした、職業訓練、情報通信技術（ICT）、
技術・工学・科学プログラムなど、先進国及びそ
の他の開発途上国における高等教育の奨学金の件
数を全世界で大幅に増加させる。

4.c 2030 年までに、開発途上国、特に後発開発途上
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じて、質の高い教員の数を大
幅に増加させる。

ゴール５　ジェンダー平等を達成し、すべての女
性及び女児の能力強化を行う

《ターゲット》
5.1 あらゆる場所における全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。
5.2 人身売買や性的、その他の種類の搾取など、全て

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。

5.3 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。

5.4 公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提
供、並びに各国の状況に応じた世帯・家族内にお
ける責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家
事労働を認識・評価する。

5.5 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思
決定において、完全かつ効果的な女性の参画及び
平等なリーダーシップの機会を確保する。

5.6 国際人口・開発会議（ICPD）の行動計画及び北
京行動綱領、並びにこれらの検証会議の成果文書
に従い、性と生殖に関する健康及び権利への普遍
的アクセスを確保する。

《実施手段》
5.a 女性に対し、経済的資源に対する同等の権利、並

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.b 女性の能力強化促進のため、ICT をはじめとする
実現技術の活用を強化する。

5.c ジェンダー平等の促進、並びに全ての女性及び女
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。

ゴール６　すべての人々の水と衛生の利用可能性
と持続可能な管理を確保する

《ターゲット》
6.1 2030 年までに、全ての人々の、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。
6.2 2030 年までに、全ての人々の、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、並びに脆弱な
立場にある人々のニーズに特に注意を払う。

6.3 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。

6.4 2030 年までに、全セクターにおいて水利用の効
率を大幅に改善し、淡水の持続可能な採取及び供
給を確保し水不足に対処するとともに、水不足に
悩む人々の数を大幅に減少させる。

6.5 2030 年までに、国境を越えた適切な協力を含む、
あらゆるレベルでの統合水資源管理を実施する。

6.6 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。

《実施手段》
6.a 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。

6.b 水と衛生に関わる分野の管理向上における地域コ
ミュニティの参加を支援・強化する。

ゴール７　すべての人々の、安価かつ信頼できる
持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保
する

《ターゲット》
7.1 2030 年までに、安価かつ信頼できる現代的エネ

ルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する。
7.2 2030 年までに、世界のエネルギーミックスにお

ける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させ
る。

7.3 2030 年までに、世界全体のエネルギー効率の改
善率を倍増させる。

《実施手段》
7.a 2030 年までに、再生可能エネルギー、エネルギー

効率及び先進的かつ環境負荷の低い化石燃料技術
などのクリーンエネルギーの研究及び技術へのア
クセスを促進するための国際協力を強化し、エネ
ルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術へ
の投資を促進する。

7.b 2030 年までに、各々の支援プログラムに沿って
開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発
途上国、内陸開発途上国の全ての人々に現代的で
持続可能なエネルギーサービスを供給できるよ
う、インフラ拡大と技術向上を行う。
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び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、
平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチ
ズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発
への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、
持続可能な開発を促進するために必要な知識及び
技能を習得できるようにする。

《実施手段》
4.a 子供、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を

構築・改良し、全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。

4.b 2020 年までに、開発途上国、特に後発開発途上
国及び小島嶼開発途上国、並びにアフリカ諸国
を対象とした、職業訓練、情報通信技術（ICT）、
技術・工学・科学プログラムなど、先進国及びそ
の他の開発途上国における高等教育の奨学金の件
数を全世界で大幅に増加させる。

4.c 2030 年までに、開発途上国、特に後発開発途上
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じて、質の高い教員の数を大
幅に増加させる。

ゴール５　ジェンダー平等を達成し、すべての女
性及び女児の能力強化を行う
《ターゲット》
5.1 あらゆる場所における全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。
5.2 人身売買や性的、その他の種類の搾取など、全て

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。

5.3 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。

5.4 公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提
供、並びに各国の状況に応じた世帯・家族内にお
ける責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家
事労働を認識・評価する。

5.5 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思
決定において、完全かつ効果的な女性の参画及び
平等なリーダーシップの機会を確保する。

5.6 国際人口・開発会議（ICPD）の行動計画及び北
京行動綱領、並びにこれらの検証会議の成果文書
に従い、性と生殖に関する健康及び権利への普遍
的アクセスを確保する。

《実施手段》
5.a 女性に対し、経済的資源に対する同等の権利、並

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.b 女性の能力強化促進のため、ICT をはじめとする
実現技術の活用を強化する。

5.c ジェンダー平等の促進、並びに全ての女性及び女
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。

ゴール６　すべての人々の水と衛生の利用可能性
と持続可能な管理を確保する
《ターゲット》
6.1 2030 年までに、全ての人々の、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。
6.2 2030 年までに、全ての人々の、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、並びに脆弱な
立場にある人々のニーズに特に注意を払う。

6.3 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。

6.4 2030 年までに、全セクターにおいて水利用の効
率を大幅に改善し、淡水の持続可能な採取及び供
給を確保し水不足に対処するとともに、水不足に
悩む人々の数を大幅に減少させる。

6.5 2030 年までに、国境を越えた適切な協力を含む、
あらゆるレベルでの統合水資源管理を実施する。

6.6 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。

《実施手段》
6.a 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。

6.b 水と衛生に関わる分野の管理向上における地域コ
ミュニティの参加を支援・強化する。

ゴール７　すべての人々の、安価かつ信頼できる
持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保
する
《ターゲット》
7.1 2030 年までに、安価かつ信頼できる現代的エネ

ルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する。
7.2 2030 年までに、世界のエネルギーミックスにお

ける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させ
る。

7.3 2030 年までに、世界全体のエネルギー効率の改
善率を倍増させる。

《実施手段》
7.a 2030 年までに、再生可能エネルギー、エネルギー

効率及び先進的かつ環境負荷の低い化石燃料技術
などのクリーンエネルギーの研究及び技術へのア
クセスを促進するための国際協力を強化し、エネ
ルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術へ
の投資を促進する。

7.b 2030 年までに、各々の支援プログラムに沿って
開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発
途上国、内陸開発途上国の全ての人々に現代的で
持続可能なエネルギーサービスを供給できるよ
う、インフラ拡大と技術向上を行う。




