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MDGs フォローアップ会合 サテライトイベント 

国際シンポジウム「MDGs 達成のために今、何をするべきか？」 

2011 年 6 月 1 日(水) 18:00-20:30 JICA 地球ひろば 講堂 

                                   

 

 

 

第１部 日本政府による MDGs の取り組み状況報告（概要）  

 

外務省国際協力局 審議官 藤原 聖也 氏 

  現在、日本は震災からの復興に力を割かなければいけない状況だが、150 カ国以上から支援の申し出があ

り、国際機関からの支援に応えるためにも今後一層、国際協力に力をいれていくべきだ。また「人間の安全保

障」を実現するためにも MDGs をしっかりと達成していく必要がある。 

近年、政権交代により外交政策の見直しが行われてきたが、①MDGs 達成への貢献、②平和構築、③途上

国の経済成長は支援の３本柱として引き続き重視されており、MDGs は重点ポイントとして位置づけられている。 

  MDGs 達成への取り組みには一定の成果が見られるが、地域ではサブサハラ以南のアフリカ地域と南アジ

ア、分野では教育と保健の目標達成が遅れている。これに対し、日本は「菅コミットメント」を打ち出し、保健分

野へ 50 億ドル、教育分野へ 35 億ドルの支援を約束している。 

明日からの 2日間、菅首相のイニシアティヴでMDGs フォローアップ会合が開催される。会合では、2015年ま

での残された 5 年間でこれまでに得られた教訓を活かしながら、今後より効率的に MDGs に取り組むための意

見交換が行われる予定だ。MDGs に対する国際的な関心を維持する意味でも、国際的、国内的な格差につい

て論議し、グッドプラクティスを共有する場としたい。NGO からの出席者を含めた幅広い関係者と共に、2015 年

以降をどうするか、ポスト MDGs についての議論も始められたら良いと考えている。 

フォローアップ会合は日本政府にとっても大きな意味のあるものだ。今回の会合は日本政府にとって、震災

に対する海外からの連帯、支援に応えるメッセージを示すとともに、今後も引き続き国際協力に注力する意思、

また菅コミットメントを実行していく、という決意を示すことがポイントになるだろう。 

 

 

第 2 部 MDGs に取り組む NGO からのメッセージ 

 

１． Oxfam International 事務局長 ジェレミー・ホッブス 氏 （要点） 

・ 震災後の国難の中、MDGs フォローアップ会合を開催するという日本政府のリーダーシップに敬意を表したい。 

・ この 10 年間に世界は MDGs 達成のために努力し、大きな成果を出してきた。しかし現状は後退の危険性す

ら見え隠れする不安定な状態にある。2008 年のサミット以降、資金不足により MDGs の達成が滞っている。 

・ 貧しい人々のお金の約 8 割は食糧に費やされているが、近年の食糧価格高騰により貧困人口が増加して

いる。Oxfam では食糧の価格高騰に対し「Grow」キャンペーンを各国で立ち上げ、この危機が制度的に固

定化されたものとならないように訴えを続けている。 

状況を改善するために先進国は、１）一次産品の価格を高騰させる投機活動、２）食糧を生産するため

の農地を奪うようなバイオ燃料の促進、３）貧困層による土地へのアクセスを奪う農地争奪、農地投資に対

して規制を設けるべきである。 

・ 食糧へのアクセスに関連する危機として、気候変動があげられる。気候変動問題はすでに食糧問題を助

長する要因となっている。 

・ MDGs の達成にはやはり資金が必要となるが、この資金を貧困国だけで調達することはできない。調達に

は税金や新しい資金メカニズムが必要である。先進国政府はこれまでの約束を守るべきだ。 

 

発言要旨 
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２． Save the Children India 事務局長 トーマス・チャンディ 氏 （要点） 

・ 震災後の大変な状況下で MDGs フォローアップ会合を開催することに対し、日本政府に感謝したい。 

世界から寄せられる復興支援はこれまで日本が実施してきた援助が感謝されていることを示すものである。 

・ 震災復興や経済問題と、日本政府は国内に多くの課題を抱えているが、世界には取り組まなければならな

い問題が山積している。MDGs の達成には一定の成果が見られるが、まだまだ成果がでていない部分が

残されている。 

・ セーブ・ザ・チルドレンでは EVERY ONE という国際キャンペーンを立ち上げ、乳幼児の死亡率を 2/3 削減さ

せるという MDGs の目標 4 に取り組んでいる。今年の重点目標は地域のヘルスワーカーを増加させること

である。貧しい子どもと母親の死を防ぐために、身近なヘルスワーカーの存在は不可欠である。 

・ MDGs 達成は慈善事業ではない。われわれはこれを社会的正義や人権問題の課題として取り組んでいる。 

・ 「MDGs 達成のために何をすべきか」という点については概ね合意がある。達成のために不足しているのは

世界規模の政治的意思と資金である。 

・ 日本は震災復興で大変な状況にあるが、「世界中で貧困にあえいでいる人たちを見捨てない」というメッセ

ージを示すべきだ。 

 

３． バングラデシュ公教育キャンペーン（CAMP） ラシーダ･チョウドリー 氏 （要点） 

・ 震災に対して日本の示した偉大さ、たくましさ、対応能力に敬意を表したい。 

・ MDGsという枠組みができたことは評価すべきことである。達成期限とされる2015年はもうすぐそこなので、

今後残されている課題に注視していく必要がある。 

・ 2011 年のモニタリング報告書によると、世界の軍事費は増加傾向にあるが、MDGs 達成への支出額は減

少している。 

・ 新興諸国やアフリカの諸国で貧富の格差が拡大している。貧困から抜け出した者もあるが、格差は広がる

ばかりだ。富める人は富み、貧しい人はどんどん貧しくなるというのが現状である。 

・ 日本の援助機関である JICA はバングラデシュの公教育改善に大きく貢献している。以前はハコモノ支援

ばかりだったが、現在は教員研修を始め、教育の質を改善に資するソフト面での支援もあわせて提供をし

てくれている。 

・ 「若者は何が出来るか」という問いに対し、バングラデシュでの話を紹介したい。バングラデシュは 2007 年

のサイクロンで多くの者が命を奪われ、全てが破壊された。これに対し若者が集まり、親を亡くした子ども

へのケアセンターを設立した。彼らは政府の支援が来る前に建設の手伝いを始めた。つまり若者たち自ら

が行動したのである。世の中には 3 種類の人がいると考えている。第 1 は「変化をもたらす人」。第 2 は「変

化をもたらそうとする人」。最後は「どうやったらいいのだろうかと思う人」である。若い人たちにはぜひ、第 1

の「変化をもたらす人」になって欲しい。 

 

４． IPPF (国際家族計画連盟) 次期事務局長 テオドロス・メレッセ 氏 （要点）  

・ 困難な時期に本日の会合、明日からの会合を開催する日本の皆さんに感謝し、敬意を表したい。 

・ IPPF は 1952 年に設立された性と生殖に関する健康と権利分野で活動を展開する世界最大の国際 NGO

である。日本女性初の国会議員、加藤シヅエさんは IPPF 設立の母の 1 人であり、われわれは日本との絆

を誇りに思っている。 

・ IPPF は妊産婦の健康を向上させることにコミットしており、MDGs の目標 5 がこれにあたる。しかし、この目

標 5 は全目標の中でもっとも達成が危ぶまれている。 

・ 乳幼児死亡を減らすための対策では一定の成果を上げてきたが、妊産婦死亡率を効果的に低下させるた

めには今後、妊娠前の段階にある女性、特に若い女性により焦点を当てた取り組みをしていかなくてはな

らない。妊娠出産は、15-24 歳の女性の最大の死因である。 
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・ IPPF は「Girls Decide」（決断する少女たち）というキャンペーンを発足し、政策決定者やサービス提供者に

対して若い女性の性と生殖に関連した課題に効果的に取り組むよう働きかけている。 

・ 開発のためには平和が必要であるが、不平等や貧困、人権侵害が行われている場で平和は確保できない。

少女のような社会的に立場の弱い人々ひとりひとりが尊重され、最大限の自己実現を可能とする平和な世

界をめざして努力と投資をしなくてはならない。 

 

５． 動く→動かす 事務局長 稲場 雅紀 氏 （要点） 

・ まず、前提として、MDGs は成果を出しているということを確認したい。例えば HIV 治療を受けている人の数

は格段に増えている。リーマンショックの影響を除くとアフリカの経済成長率も上昇傾向をみせており、

MDGs の成果は、直接的だけでなく、間接的にも出ている。食糧、燃油価格の高騰、気候変動などのさまざ

まな問題が出てきているのも事実だが「MDGsは成果が出ていない。援助には意味がなく、今後はビジネス

でやるべきだ」といった議論は、現実の MDGs の成果を踏まえたものではない。我々は自信を持ってよい。 

・ 一方、MDGs の達成は、あくまで「持続可能な」形でなされるべきである。MDGs の達成に向けての対策は、

2015 年後も継続されなくてはいけない。期限まであと４年となった現在、とにかく数字を達成しようとする官

僚主義や、達成には手段を選ばない、誤った成果主義といった傾向がでてきている。それらは2015年以降

の持続可能な達成、自立的なシステム形成を阻んでしまう。また、主権侵害や新たな植民地主義につなが

りかねない。 

・ 明日からの MDGｓフォローアップ会合は、MDGs 達成に向けたモメンタムを維持する重要な意味がある。一

方で、一般論として言うが、会議の成果として打ち出されるものは必ずしも良いものばかりとは限らない。

現場ではできないモデルを打ち出して、それを現場に押し付けたり、本来きちんと討議されなければならな

い課題、例えば、MDGs 達成に必要な資金についての話が意図的になされなかったり、といった問題も生じ

うる。我々は、会議に踊らされることなく、明日からの会議の中身や成果について注視する必要がある。 

・ 今求められていることは、MDGs が生まれた 2000 年に立ち返って考えることである。MDGs が「人間への投

資」の重要性を再認識した結果として打ち出されたことを思い出し、ポストMDGsのトレンドをつくっていかな

くてはいけない。 

 

＜質疑応答＞ 

Q. MDGs を達成するために政府や組織として何をすべきか、という視点でのお話が多かったが、個人として

MDGs を達成するためにできることは何かないか？ 

 

A. チャンディ氏による回答： 

個人や若い人たちの力が独裁政権を打倒した例がある。ソーシャルネットワークのような技術を駆使して集

まり、立ち上がるなど方法は色々あるだろう。こうした動きが世界中の人たちの意識を変えていく。MDGs の達

成には政府だけでなく市民社会にも責任がある。 

 

 

第３部 パネルディスカッション “MDGs 達成をどのように盛り上げていくべきか” 

 

＜各登壇者による発言＞ 

＊ ファシリテーター 大橋 正明 (JANIC) 

MDGs は国連で取り交わされた国際公約である。政治の世界での約束なのだから破れば公約違反となる。し

かし残念ながら、宣言のレベルの国際公約は守られないことがこれまでの現実としてある。MDGs も今、達成で



 4 

きないのでどうしようかという議論になっている。しかし約束した以上守るようにしていかなくてはいけない。 

MDGs は成立の直後に９・１１がおこり、また、２００８年には金融危機、食料価格高騰が続いた。その時、私

たちは金融危機に注目し、食料価格の問題には目を向けず MDGs を忘れがちだった。昨年の菅コミットメントは

素晴らしかった。しかし実現のためにはさらに多くの資金が必要という状況にも関わらず、3．11 を受け、ODA

削減が決まったばかりだ。日本の ODA は GNI（国民総所得）の 0．7%に届くどころか、その 3 分の 1 という状況

にある。 

東日本大震災でたくさんの犠牲者がでたことは残念だが、インドやバングラデシュ、サブサハラアフリカは

「サイレントエマージャンシー（静かな緊急事態）」と呼ばれる危機に直面している。MDGs、あるいはそれ以上の

ものを達成できるようにしなくてはいけない。MDGs を忘れないようにということで、この会合を外務省の協力を

得て開けたことを嬉しく思う。 

 

＊ ジェレミー・ホッブス 氏 (Oxfam International) 

・ これまで我々は何年にも渡って政府に対して ODA の増額を求める活動をしてきており、今、多くのことが動

き始め、変化してきている。MDGs 達成のために、政府が集まって議論し、多くの市民の意識の高まりによ

って、途上国の人たちに向けた公共サービスが提供されつつある。 

・ 多くの市民が関心を持つことによってアイデアが生まれるし、労働組合や宗教者やマスコミのリーダー、そ

して著名人たちを巻き込むことができる。 

・ 国を超えた取組みによって、ある政府に解決できたことは、別の政府の解決の糸口になる。多くの国の努

力や勢いが必要で、このことでグローバルの問題は解決できる。 

・ 波を作るのではなく波に乗ることも大切。 

・ オランダ：政府の積極的なキャンペーンの成果で GNI の 1％が ODA に充てられるようになった。移民問題

がきっかけになったケース。 

・ オーストラリア：東ティモールの問題以降、ODA の投資なくしては近いインドネシアとの良好な関係を築くこ

とは無理であるとし、市民はインドネシアへの ODA の投資を支持。 

・ 何かを達成するためのキャンペーンのほうが反対するキャンペーンよりも簡単。政府の政策担当者や市民

が問題に対して懸念をしていることがベース。 

 

＊ トーマス・チャンディ氏 (Save the Children India)  

・ MDGs 達成のために日本社会でなすべきことは２つある。１つは政府にプレッシャーを与えること。もう１つ

は、国民の意識を高めるということである。 

・ インドでは MDGs 目標 4 に関するＥＶＥＲＹ ＯＮＥキャンペーンの一環として、日本の経済企画庁のような政

府計画委員会と母親の公聴会をセーブ・ザ・チルドレンが開催した。公聴会ではメディアやＮＧＯではなく、

母親たち自身が政府に対し自分たちが直面している困難を訴えた。この公聴会を受けて後に全国規模の

イベントが開かれ、市民組織が集まって MDGs の目標 4、5 を達成する方法を議論した。こうした声は国の 5

カ年計画で取り入れられ、保健・医療に割かれる予算は対 GDP 比 1%から 2．5%に引き上げられた。 

・ 国民の意識を高めるという意味において、まずメディアも注目する芸能人を巻き込むことも一策である。 

・ 若い世代や一般人を巻き込むことで国民の意識を高め、すべての人が関わることで MDGs は達成されうる。 

 

＊ 石井 澄江 氏 （JOICFP） 

・ これまで日本は「寄付文化が無い国」といわれてきたが、3.11 後、もはやこれは本当ではなくなった。ただし、

今回の震災を機に寄付文化が根付くかというのはまた別の話になるだろう。 

・ 今回の震災ではボランティアが組織化され、また単に「ボランティアに行く」というだけではなく、それを調整

する機能の重要性も浮き彫りになった。これはこれまでと比べ進化した部分。さらに、寄付金に対し、それ
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がどのように使われたのかという意識が高くなったように思う。義援金と支援金の違いは何か、ということ

がメディアなどで取り上げられたのはこれを象徴する出来事だ。 

・ 一方で震災を跨いでも変化していないものがある。日本ではここ５年間、毎年総理大臣が変わってきた。国

民の持つ政治に対する不安は相変わらず存在している。また、ODA にも大枠の変化はない。 

・ 3.11 以降、震災被災者に対する支援が増える一方で途上国への支援が入ってこなくなった。 

・ 現在、国際協力 NGO は苦悩している。被災地のための活動に対する指定寄付が増えており、本業である

国際協力にお金が割けなくなってきているためだ。これは今までになかった現象である。 

・ 一方、今回の震災では国際協力 NGO の果たす海外と被災地をつなぐ役割は大きく、これまで組織が培っ

てきた提案書、企画書の作成能力、また報告やモニタリングに対する取り組みが活かされた。今後も国際

NGO は復興のメッセージを出していく役割を担うだろう。 

・ MDGs 達成への取り組みにおいて、多様な分野で活動する多くの NGO が MDGs という、いわば 1 つの傘に

入ることとなった。異なる分野に重点を置く NGO 同士がつながったのは、アドボカシー的な観点からすると

非常に大きなことである。 

・ 認知度調査によると、日本では国民の３．８％しか MDGs を知らない。これを悲観するのではなく発想を逆

転し、MDGs を知ってもらうための努力をするというよりも、途上国を知ってもらえるような啓発活動をしてい

く必要がある。今は国内が震災一色になっているので、JOICFP では今秋ごろの開始を考えている。 

・ 震災後日本は立場が逆転し世界最大の被援助国になった。ベトナムやモンゴル等の途上国からも支援が

寄せられており、これをどうやって返すかが今後の課題である。 

 

大橋からのコメント： 

資金が震災に集中しているという石井さんのお話は、NGO の人間にとってはまさに皮膚感覚でわかることだ

と思う。国際協力にはお金が集まらないことに対して今後どうしていくか。ODA を減らしたり、質をさげたりする

ことには抗いたい。ODA にも国民の意識があらわれるが、これをどうひっくり返すのか。この件に関してどう政

府は考えているか聞きたい。 

 

＊ 藤原 聖也 氏 （外務省） 

・ 政府としてはこれまで掲げてきたことは守ってきたつもりだ。特にアカウンタビリティには力を入れて取り組

んできた。 

・ ODA は国民の支持を無くして増やせない。残念なことに現在の額は 10 年前と比べ約半分まで縮小してい

る。更に震災復興に向けた第 1 次補正予算の確保のため、10％減らされることが決まったばかりだ。今こ

そ国際協力をという声もあるが、他方でこの国難に、海外への支援ができるのか、国内の復興支援に資金

を回すべきだという声が多数あるのも事実だ。 

・ 外務省はこれまで以上に NGO 等との連携を深め、情報共有に取り組んでいきたい。 

・ これからは企業とも関係構築をはかり、民間の活力を呼び込むことが必要だ。これまでこの点に対する包

括的な取り組みはなされてこなかったので現在、連携促進のためにネットワークを立ち上げることを検討し

ている。民間企業や NGO と協力し、パートナーとして MDGs 達成に資する活動を促進していきたい。 

・ シンポジウムや、グローバルフェスタの開催を通して国民からの意見も積極的に聞いていきたい。またこれ

らを通して国民の意識を高めていければ良い。 

 

＜藤原氏の発言に対するフィードバック＞ 

大橋：政府は確かにこれまで多くの約束を果たしてきたが、MDGs の根幹にある GNI 比 0.7%の資金を ODA に充

当するという国際公約が依然として達成されていない。この件については今後、より大きな声を上げていく必要

がある。 
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ジェレミー：民間企業との連携という話がでたが、オックスファムはこれに関して慎重な立場をとっている。特に

公共サービスの提供、保健や教育分野でのサービス提供が民間企業に委託されると、公的セクターが行うより

も質が落ちる可能性がある。途上国においては、公的セクターにより行われるべきだ。 

 

＜質疑応答＞ 

Ｑ． 石井氏への質問： 

MDGs に対する国内での知名度が低いとのことで、日本人の意識の喚起が必要である。これに関する広報

をＪＯＩＣFＰでは秋口に開始するということだが、今すぐにでも広報がなされるべきではないか。 

 

A.  石井氏からの回答： 

国民の意識をかえるような広報を強化する必要があるというのはその通り。ただ、国内の注目が震災に集中

している今、イベント等のボリュームを途上国テーマと国内テーマの半々位で行うにはまだ早いと思う。秋頃か

らは半々で行いたいと考えている。 

 

Ｑ． 石井氏への質問： 

MDGs 達成のために NGO や企業などのパートナーシップが重要となると思うがそのための取り組みについ

て聞かせてほしい。 

 

A. 石井氏からの回答： 

民間企業との連携については、すでに進んでいる。ただ NGO は使命をもっているので、企業とは相容れない

ときもある。こうした場合多くのＮＧＯはこういう企業とは協力する/しないという規範を持っている。 

 

Ｑ． ジェレミー氏への質問： 

オックスファムは民間企業との連携に慎重ということだが、民間企業は MDGs のどのような分野で役割をは

たせるか。 

 

A. ジェレミー氏からの回答： 

オックスファムも民間セクターと協力している。具体的には鉱山業、スポーツウェアの企業などと搾取を撤廃

するための取り組みを行っている。協力の中ではＮＧＯと民間セクターが共に学びあうということも起こる。 

ビジネスで貧しい人を搾取している企業には圧力をかけ、企業が協力してくれるならば我々も彼らに協力す

る。ただ、必須の公共サービスを、民間セクターが担うのか、あるいは政府が担うのかについては、後者が良

いという証拠がそろってきている。民間企業に役割がないわけではないが、民間が関わる際には慎重になる必

要がある。 

政府の腐敗に関しては、市民が責任を追及していくべきだ。現在、こうした市民の動きを支援する NGO プロ

グラムができてきている。罠はたくさんあるが、民主化は若者の人口が増えている中、彼らが動く、追求するこ

とで力をもってくる。つまり、私たちの役割は政策に対し、責任を追及することだ。ここで私たちのようなＮＧＯ組

織が必要になる。現地での事業を通して状況や問題を拾い、要求をしていく。政府との協調も大切だが、問題

があるときには批判的なアドボカシーも必要である。 

 

藤原：企業も様々なかたちで既に国際協力活動を実施している。一方で、企業から協力したいが方法が分から

ないなどの声があるので、政府と民間企業の連携強化を進めていきたい。NGOと政府の連携は１０年前と比べ

て変わってきている。現在では正式な決定に至る政策の策定段階から話し合いをしている。 

国際機関との連携についても、日本政府として取り組んでいる。MDGｓ達成のためには、政府と国際機関、民
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間企業、市民セクターが一丸となって取り組むべき。 

 

大橋：どなたかから「波」という発言があったが、ある意味チャンスであると考えられる。みんなの意識が高まっ

たことの表れだからだ。市民や NGO をメディアが支えることが大切だ。皆が参加することによって変わることが

大切。寄付してもその金がどうなったかなど関心をもつことも大切。 

MDGs の８番目の目標の「開発のためのグローバルなパートナーシップの推進」は先進国政府が達成すべき

こと。GNI の 0.7%を ODA に充当するという国際公約を鑑みると、日本の ODA は MDGｓ達成のために今の 3.5

倍以上に増額していく必要がある。また MDGｓを達成するためには、市民の参加が不可欠なので、今回のよう

なイベントを、次回はもっと大規模な会場で開催し、より多くの参加者に集まっていただき、MDGｓ達成のために

一緒に盛り上げていけると良い。 

以上 


