
国連「持続可能な開発のための2030アジェンダ」

「持続可能な開発目標（SDGs）」
17のゴール及び169のターゲット（一覧）

持続可能な開発目標（SDGs）は、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための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す。

本資料は 「持続可能な開発のための2030アジェンダ」 の17のゴール・169のターゲットについて、総務省におい

て公表している指標仮訳（2021年6月更新）をもとに内容の一覧をまとめたものです。
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ターゲット

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、特にすべ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。

Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and non-communicable diseases that primarily affect developing countries,

provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms the

right of developing countries to use to the full the provisions in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to

protect public health, and, in particular, provide access to medicines for all

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。

Substantially increase health financing and the recruitment, development, training and retention of the health workforce in developing countries, especially in least

developed countries and small island developing States

3.d   すべての国々、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。

Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early warning, risk reduction and management of national and global health risks
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ターゲット

8.9   2030年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業を促進するための政策を立案し実施する。

By 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products

8.10   国内の金融機関の能力を強化し、すべての人々の銀行取引、保険及び金融サービスへのアクセスを促進・拡大する。

Strengthen the capacity of domestic financial institutions to encourage and expand access to banking, insurance and financial services for all

8.a   後発開発途上国への貿易関連技術支援のための拡大統合フレームワーク（EIF）などを通じた支援を含む、開発途上国、特に後発開発途上国に対する貿易のための援助を拡大する。

Increase Aid for Trade support for developing countries, in particular least developed countries, including through the Enhanced Integrated Framework for Trade-related

Technical Assistance to Least Developed Countries

8.b   2020年までに、若年雇用のための世界的戦略及び国際労働機関（ILO）の仕事に関する世界協定の実施を展開・運用化する。

By 2020, develop and operationalize a global strategy for youth employment and implement the Global Jobs Pact of the International Labour Organization
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ターゲット

15.a   生物多様性と生態系の保全と持続的な利用のために、あらゆる資金源からの資金の動員及び大幅な増額を行う。

Mobilize and significantly increase financial resources from all sources to conserve and sustainably use biodiversity and ecosystems

15.b   保全や再植林を含む持続可能な森林経営を推進するため、あらゆるレベルのあらゆる供給源から、持続可能な森林経営のための資金の調達と開発途上国への十分なインセンティブ付与のため

の相当量の資源を動員する。

Mobilize significant resources from all sources and at all levels to finance sustainable forest management and provide adequate incentives to developing countries to

advance such management, including for conservation and reforestation

15.c   持続的な生計機会を追求するために地域コミュニティの能力向上を図る等、保護種の密猟及び違法な取引に対処するための努力に対する世界的な支援を強化する。

Enhance global support for efforts to combat poaching and trafficking of protected species, including by increasing the capacity of local communities to pursue

sustainable livelihood opportunities
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ターゲット

能力構築/Capacity-bui lding

17.9   すべての持続可能な開発目標を実施するための国家計画を支援するべく、南北協力、南南協力及び三角協力などを通じて、開発途上国における効果的かつ的をしぼった能力構築の実施に対す

る国際的な支援を強化する。

Enhance international support for implementing effective and targeted capacity- building in developing countries to support national plans to implement all the

Sustainable Development Goals, including through North- South, South-South and triangular cooperation

貿易/Trade

17.10   ドーハ・ラウンド（DDA）交渉の受諾を含むWTOの下での普遍的でルールに基づいた、差別的でない、公平な多角的貿易体制を促進する。

Promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under the World Trade Organization, including through the

conclusion of negotiations under its Doha Development Agenda

17.11   開発途上国による輸出を大幅に増加させ、特に2020年までに世界の輸出に占める後発開発途上国のシェアを倍増させる。

17.11 Significantly increase the exports of developing countries, in particular with a view to doubling the least developed countries’ share of global exports by 2020

17.12 後発開発途上国からの輸入に対する特恵的な原産地規則が透明で簡略的かつ市場アクセスの円滑化に寄与するものとなるようにすることを含む世界貿易機関（WTO）の決定に矛盾しない形

で、すべての後発開発途上国に対し、永続的な無税・無枠の市場アクセスを適時実施する。

Realize timely implementation of duty- free and quota-free market access on a lasting basis for all least developed countries, consistent with World Trade Organization

decisions, including by ensuring that preferential rules of origin applicable to imports from least developed countries are transparent and simple, and contribute to

facilitating market access

体制面/Systemic issues

政策・制度的整合性/Pol icy and inst itutional  coherence

17.13   政策協調や政策の首尾一貫性などを通じて、世界的なマクロ経済の安定を促進する。

Enhance global macroeconomic stability, including through policy coordination and policy coherence

17.14   持続可能な開発のための政策の一貫性を強化する。

Enhance policy coherence for sustainable development

17.15   貧困撲滅と持続可能な開発のための政策の確立・実施にあたっては、各国の政策空間及びリーダーシップを尊重する。

Respect each country’s policy space and leadership to establish and implement policies for poverty eradication and sustainable development

マルチステークホルダー・パートナーシップ/

Mult i-stakeholder partnerships

17.16   すべての国々、特に開発途上国での持続可能な開発目標の達成を支援すべく、知識、専門的知見、技術及び資金源を動員、共有するマルチステークホルダー・パートナーシップによって補

完しつつ、持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを強化する。

Enhance the Global Partnership for Sustainable Development, complemented by multi-stakeholder partnerships that mobilize and share knowledge, expertise,

technology and financial resources, to support the achievement of the Sustainable Development Goals in all countries, in particular developing countries

17.17   さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。

Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships

データ、モニタリング、説明責任/

Data, monitoring and accountabi l i ty

17.18   2020年までに、後発開発途上国及び小島嶼開発途上国を含む開発途上国に対する能力構築支援を強化し、所得、性別、年齢、人種、民族、居住資格、障害、地理的位置及びその他各国事

情に関連する特性別の質が高く、タイムリーかつ信頼性のある非集計型データの入手可能性を向上させる。

By 2020, enhance capacity-building support to developing countries, including for least developed countries and small island developing States, to increase significantly

the availability of high-quality, timely and reliable data disaggregated by income, gender, age, race, ethnicity, migratory status, disability, geographic location and other

characteristics relevant in national contexts

17.19   2030年までに、持続可能な開発の進捗状況を測るGDP以外の尺度を開発する既存の取組を更に前進させ、開発途上国における統計に関する能力構築を支援する。

By 2030, build on existing initiatives to develop measurements of progress on sustainable development that complement gross domestic product, and support statistical

capacity-building in developing countries


