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世界の「貧しい」を半分に。MDGs2015 
Japan Action to End Poverty – MDGs2015 

 

 

ミレニアム開発目標（MDGs）は、開発途上国の貧困問題の解決のために、国連機関及び各国政府等諸機関が

共通の目標として掲げたものです。2000 年の国連ミレニアム宣言を受け、8 つの目標にまとめられており、達成期

限と指標が設けられた画期的な目標です。 

しかし、日本社会では、MDGsの認知の遅れから、MDGs達成の機運は低いままであり、MDGs達成に向けて活

動している国連や政府機関、NGO、企業等の横の連携が十分にできていませんでした。また世界の貧困問題解

決のための活動はしていても、MDGs 達成を意識しないで活動している団体が数多くありました。 

 そのため、JANIC は、「MDGs 達成のための有識者会議」を動く→動かす（GCAP Japan）と共催し、国連機関、企

業、宗教団体、労組、生協など各界の有識者に助言をいただき、2010 年 4 月に本キャンペーンをスタートさせまし

た。本報告書では、2 年間のキャンペーンの成果と課題を報告します。 

 

 

目的目的目的目的    多多多多くのくのくのくの日本日本日本日本のののの市民市民市民市民にににに MDGsMDGsMDGsMDGs のののの意義意義意義意義をををを知知知知らせらせらせらせ、、、、日本社会日本社会日本社会日本社会でででで MDGsMDGsMDGsMDGs 達成達成達成達成のののの機運機運機運機運

をををを高高高高めることめることめることめること。。。。    

目標目標目標目標    ①①①①MDGsMDGsMDGsMDGs 達成達成達成達成にににに賛同賛同賛同賛同するするするする他他他他セクターセクターセクターセクター同士同士同士同士がががが MDGsMDGsMDGsMDGs 達成達成達成達成にににに向向向向けたけたけたけた協力関係協力関係協力関係協力関係をををを築築築築くことくことくことくこと。。。。    

②②②②MDGsMDGsMDGsMDGs をををを日本日本日本日本のののの市民市民市民市民にににに広広広広くくくく知知知知らせることらせることらせることらせること。。。。    

実施期間実施期間実施期間実施期間    2010201020102010 年年年年 4444 月月月月～～～～2012201220122012 年年年年 3333 月月月月のののの 2222 年間年間年間年間        

対象対象対象対象    グローバルイシューグローバルイシューグローバルイシューグローバルイシューにににに関心関心関心関心があるがあるがあるがある日本日本日本日本のののの市民市民市民市民、、、、及及及及びびびび各各各各セクターセクターセクターセクター。。。。特特特特にににに学生学生学生学生やややや若手社会若手社会若手社会若手社会

人人人人などのなどのなどのなどの若者若者若者若者。。。。    

        

主催主催主催主催    （（（（特活特活特活特活））））国際協力国際協力国際協力国際協力 NGONGONGONGO センターセンターセンターセンター（（（（JANICJANICJANICJANIC））））    

参加参加参加参加 NGONGONGONGO    52525252 団体団体団体団体    

後援後援後援後援    9999 団体団体団体団体    

協賛協賛協賛協賛    11111111 社社社社    

協力協力協力協力    11111111 団体団体団体団体    

助成助成助成助成・・・・寄附寄附寄附寄附    12121212 団体団体団体団体    

連携連携連携連携キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン    延延延延べべべべ 6666 キャンキャンキャンキャンペーンペーンペーンペーン    

 

 

キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン概要概要概要概要    CampaignCampaignCampaignCampaign    SummarySummarySummarySummary    
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参加参加参加参加 NGONGONGONGO（（（（JANICJANICJANICJANIC 正会員正会員正会員正会員：：：：52525252 団体団体団体団体））））                                                                                                                                         

（特活）アジアキリスト教教育基金（ACEF）／（特活）アジア日本相互交流センター・ＩＣＡＮ／ 

（特活）アーシャ＝アジアの農民と歩む会／（特活）ADRA Japan／（特活）アフリカ地域開発市民の会(CanDo) ／ 

（特活）アフリカ日本協議会／（特活）アーユス仏教国際協力ネットワーク／（特活）ESA アジア教育支援の会／ 

（特活）WE21 ジャパン／（特活）ACE／エイズ孤児支援 NGO・PLAS／（公財）オイスカ／（特活）幼い難民を考える会／ 

（特活）オックスファム・ジャパン／（特活）かものはしプロジェクト／（特活）グッドネーバーズ・ジャパン／ 

（公財）ケア･インターナショナル ジャパン／（特活）ケアリングフォーザフューチャーファンデーションジャパン（CFF）／ 

（公財）国際開発救援財団／（特活）国際協力 NGO センター（JANIC）※キャンペーン主催団体／ 

（特活）国際子ども権利センター（シーライツ）／（特活）国境なき子どもたち（KnK）／ 

（特活）ジーエルエム・インスティチュート／（特活）シェア＝国際保健協力市民の会／（特活）JHP・学校をつくる会／ 

（特活）JEN／（特活）シャプラニール＝市民による海外協力の会／（公社）シャンティ国際ボランティア会（SVA）／ 

（公財）ジョイセフ／（社）セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／（特活）世界の医療団／（特活）地球市民 ACT かながわ/TPAK／ 

（特活）チャイルド・ファンド・ジャパン／（特活）東方科学技術協力会／（特活）難民支援協会／（特活）難民を助ける会／ 

日本カトリック信徒宣教者会（JLMM）／（公社）日本キリスト教海外医療協力会／（特活）日本リザルツ／ 

（特活）ハーベストタイム／（特活）パレスチナ子どものキャンペーン／（特活）ハンガー・フリー・ワールド／ 

（公財）プラン・ジャパン／（特活）ブリッジ エーシア ジャパン／（特活）フリー・ザ・チルドレン・ジャパン／ 

（特活）フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダー JAPAN／緑のサヘル／（特活）ミレニアム・プロミス・ジャパン／ 

（特活）ラオスのこども／（特活）れんげ国際ボランティア会／（特活）ワールド・ビジョン・ジャパン／ 

（特活）ワールドランナーズ・ジャパン 

 

  後援後援後援後援        
外務省／国連開発計画（UNDP）／国連ミレニアムキャンペーン(UN Millennium Campaign)／ 

独立行政法人国際協力機構（JICA）／１％（ワンパーセント）クラブ／グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク（GC-JN）／ 

日本労働組合総連合会（連合）／日本生活協同組合連合会／財団法人地球市民財団 

 

  協賛協賛協賛協賛    
味の素株式会社／オリンパス株式会社／花王株式会社／花王ハートポケット倶楽部／株式会社ジェイアイズ／ 

ソニー株式会社／富士通株式会社／株式会社ベルモ／ミズノ株式会社／三井住友海上火災保険株式会社／ 

森永製菓株式会社 

 

  協力協力協力協力    
株式会社電通／株式会社博報堂／株式会社葵プロモーション／株式会社 BIRDMAN／株式会社ミラクル・バス／ 

カリタスジャパン／NGO-労働組合国際協働フォーラム／仏教 NGO ネットワーク／CSR 推進 NGO ネットワーク／ 

動く→動かす／世界宗教者平和会議日本委員会（WCRP） 

 

  助成助成助成助成・・・・寄付寄付寄付寄付    
財団法人庭野平和財団／立正佼成会一食平和基金／日本労働組合総連合会（連合）・愛のカンパ／ 

財団法人三菱 UFJ 国際財団／（特活）アーユス仏教国際協力ネットワーク／財団法人地球市民財団／ 

妙智会ありがとう基金／真如苑／株式会社一如社／在日本インターボード宣教師社団ウェスレーセンター／ 

世界宗教者平和会議日本委員会（WCRP）／日蓮宗 あんのん基金 

 

連携連携連携連携キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン    
スタンド・アップ テイク・アクション（主催：動く→動かす）／世界食料デー月間 2010／ 

「世界食料デー」月間 2011 みんなで食べる幸せを／WCRP Arms Down!キャンペーン／ 

なんとかしなきゃ！プロジェクト見過ごせない-55 億人／児童労働反対世界デーキャンペーン 2011

キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンののののネットワークネットワークネットワークネットワーク    MDGs2015 NetworkMDGs2015 NetworkMDGs2015 NetworkMDGs2015 Network    
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 MDGs2015 on twitter 
● BIRDMAN 

● 8,426  2010 4 2012 3 31  

MDGs 達成に向けたメッセージや情報を twitter で集める活動を行いました。  

 

クリエイターの方々のご協力により、twitter から投稿したメッセージが本キャン

ペーンのロゴマーク（ハート型）になるスペシャルサイトを設置。チラシ、ポスタ

ー、パンフレットなどの広報媒体や、イベント、キャンペーン公式 twitter アカウ

ント（@MDGs2015jp）を通してメッセージ投稿を呼びかけました。 

 
 

また、グローバルフェスタなどの国際協力イベント、MDGs ワークショップ、セミナー開催時には、手書きによるメッセ

ージの投稿も受け付け、事務局の代理投稿アカウント（@MDGs2015Dairi）からサイトに代理投稿しました。 

 

 

 

◀◀◀◀    MDGs2015MDGs2015MDGs2015MDGs2015 スペシャルサイトスペシャルサイトスペシャルサイトスペシャルサイト    
スペシャルサイト右下の「あなたの想いを twitter で…」から直接投稿するか、ハッシュタグ

#MDGs2015を付けてtwitterでつぶやくと、文字がころころとハート型に入っていくポップで

カラフルなサイトです。 

 

かわいい音楽やアニメーション、過去のメッセージを見られる「アーカイブ」、ブログパーツ

のダウンロードなど、思わず何かつぶやきたくなる 

楽しいサイトになりました。 

http://www.janic.org/more/mdgs/special/ 

 

◀◀◀◀    手書手書手書手書ききききメッセージメッセージメッセージメッセージ投稿用紙投稿用紙投稿用紙投稿用紙（（（（つぶやきつぶやきつぶやきつぶやき募集募集募集募集チラシチラシチラシチラシ））））    
メッセージを手書きで投稿できる専用用紙を作成しました。 

イベントや MDGs ワークショップで使用したほか、サイトからの 

ダウンロードもできるようにし、広くメッセージを募りました。 

 

  

   

▲▲▲▲グローバルフェスタグローバルフェスタグローバルフェスタグローバルフェスタ 2010201020102010 では、 

自由にメッセージを投稿できる PC を 

設置しました。 

▲▲▲▲グローバルフェスタグローバルフェスタグローバルフェスタグローバルフェスタ 2011201120112011 では、 

MDGs クイズの実施とともに手書き 

メッセージを集めました。 

（協力：JANIC ユース） 

▲▲▲▲FAXFAXFAXFAX やややや郵送郵送郵送郵送でもでもでもでも 

MDGs ワークショップを実施したみなさまから、

多くのメッセージが寄せられました。大学に 

メッセージ箱を設置してメッセージを集めて 

くれた方もいらっしゃいました。 

 

活動活動活動活動（（（（1111））））    ActivitiesActivitiesActivitiesActivities    
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●  http://www.janic.org/more/mdgs/join/event/post_224.php 

下記のイベント・シンポジウムや出展を行いました。 

中でも、2010 年 9 月の「国連 MDGs レビューサミット特別イベント」と、2011 年 6 月の「MDGs フォローアップ会合サテ

ライトイベント」は、世界的に重要な MDGs の会合に合わせて、市民の関心を高め、NGO からのメッセージを力強く発

信する、大きな規模のイベントとして開催することができました。 

 

2010/06/07 

記者発表記者発表記者発表記者発表／／／／公開公開公開公開オープニングオープニングオープニングオープニング・・・・イベントイベントイベントイベント    
参加：約 70 名 （記者発表：メディア 10 社） 

キャンペーン最初のイベントを総評会館にて開催。MDGs について白熱した議論が交わされました。 
  

 

2010/09/22 国連 MDGs レビューサミット特別イベント 

「「「「世界世界世界世界のののの貧困貧困貧困貧困はははは、、、、減減減減らすことができたのからすことができたのからすことができたのからすことができたのか？」？」？」？」    
参加：約 250 名 協力：株式会社電通、株式会社博報堂  

後援：日本労働組合総連合会（連合） 会場提供：株式会社電通 

国連 MDGs レビューサミット最終日に合わせて電通ホールにて開催。ニューヨークと会場を中継でつなぎました。 

  

 

2010/10/02, 03 

グローバルフェスタグローバルフェスタグローバルフェスタグローバルフェスタ JAPAN2010 JAPAN2010 JAPAN2010 JAPAN2010 出展出展出展出展    
集まったつぶやき：約 350 件 

日比谷公園にて MDGs に関する展示を行い、MDGs 達成に向けてのメッセージを集めました。 

  

 

2010/10/02 グローバルフェスタ JAPAN2010 ステージ 

河口恭吾河口恭吾河口恭吾河口恭吾さんさんさんさん××××MDGs2015MDGs2015MDGs2015MDGs2015 キャンペーンライブキャンペーンライブキャンペーンライブキャンペーンライブ    
参加：約 600 名 協力：株式会社ミラクル・バス 

日比谷公園のメインステージで開催。河口恭吾さんのライブと、MDGs2015 のメッセージが会場を盛り上げました。 

  

 

2011/01/17 

どうなるどうなるどうなるどうなる、、、、どうするどうするどうするどうする    MDGsMDGsMDGsMDGs 達成達成達成達成!?!?!?!?    
参加：65 名 共催：動く→動かす 

9 月の国連 MDGs レビューサミットでニューヨークに派遣されたメンバーと MDGs の現状と今後を考えました。 

  

 

2011/06/01 MDGs フォローアップ会合サテライトイベント 

国際国際国際国際シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム「「「「MDGsMDGsMDGsMDGs 達成達成達成達成のためにのためにのためにのために今今今今、、、、何何何何をするべきかをするべきかをするべきかをするべきか？」？」？」？」    
参加：約 230 名 共催：動く→動かす、世界宗教者平和会議日本委員会（WCRP） 

助成：世界宗教者平和会議日本委員会（WCRP） 後援：独立行政法人国際協力機構（JICA） 

外務省、海外 NGO、国内 NGO から 8 名の登壇者を迎えて MDGs フォローアップ会合前日に開催しました。 

  

 

2011/10/01, 02 

グローバルフェスタグローバルフェスタグローバルフェスタグローバルフェスタ JAPAN2011 JAPAN2011 JAPAN2011 JAPAN2011 出展出展出展出展    
集まったつぶやき：twitter での RT 含め約 700 件 

MDGs クイズ参加者数：428 名 MDGs ワークショップ参加者数：計 10 名（協力：JANIC ユース） 

日比谷公園にて、MDGs に関するクイズやパネル展示、メッセージ集め、ワークショップを行いました。 

  

 

2012/03/27 

NGONGONGONGO がががが見見見見たたたた東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災・・・・連携連携連携連携のののの課題課題課題課題        

                ～～～～国際協力国際協力国際協力国際協力のののの経験経験経験経験にににに学学学学びびびび、、、、次次次次なるなるなるなる大災害大災害大災害大災害にににに備備備備えるためにえるためにえるためにえるために    
参加：125 名 助成・共同参画：財団法人地球市民財団 助成：立正佼成会一食平和基金 

JANIC 震災タスクフォースと共同で企画・運営。JICA 地球ひろばにて開催しました。 

活動活動活動活動（（（（2222））））    ActivitiesActivitiesActivitiesActivities    
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● UFJ     

●  http://www.janic.org/more/mdgs/join/event/post_224.php 

●  http://www.janic.org/more/ngostudy/instructor/index.php 

MDGs を詳しく学びたい方を対象として MDGs ワークショップ実施マニュアル（小冊子）及び資料を作成しました。 

また、JANIC 主催や講師派遣による MDGs ワークショップを開催しました。講師派遣は今後も継続します。 

 

◀◀◀◀    MDGsMDGsMDGsMDGs ワークショップワークショップワークショップワークショップ実施実施実施実施マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル    

「「「「MDGsMDGsMDGsMDGs ってなにってなにってなにってなに？？？？～～～～世界世界世界世界のためにわたしができることのためにわたしができることのためにわたしができることのためにわたしができること～」～」～」～」    
 

MDGs の 8 つの目標をテーマにした 5 つのワークが収録されています。 

Story1 ブルキナファソで暮らすナナさん一家の 1 日 

Story2 ネパールの少女、サンギタの夢 

Story3 少年ルイスの物語 

Story4 もうひとりぼっちじゃない ～ウガンダに住むある少年のお話～ 

Story5 ラオスの森の人々 

マニュアル詳細： http://www.janic.org/more/mdgs/join/ws/post_227.php 

  

 

2010/07/30 

第一回第一回第一回第一回ワークショップワークショップワークショップワークショップ    
参加：約 25 名  

実施ワーク：Story1 
 

2010/11/16 

MDGsMDGsMDGsMDGs 体験体験体験体験ワークショップワークショップワークショップワークショップ    
参加：約 20 名 

実施ワーク：Story3、5 

    

 

2011/02/25  講師派遣 

MDGsMDGsMDGsMDGs ってなにってなにってなにってなに？？？？    

～～～～途上国途上国途上国途上国のののの子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに私私私私たちができることたちができることたちができることたちができること    

参加：21 名 実施ワーク：Story3 

派遣先：花王株式会社、花王ハートポケット倶楽部  

2011/04/23 ジャニラボ【集中講座】  

ルイスルイスルイスルイス君君君君はなぜはなぜはなぜはなぜ死死死死んだのかんだのかんだのかんだのか？？？？    
参加：35 名 実施ワーク：Story3 

 

    

 

2011/09/03 ジャニラボ【集中講座】 

ルイスルイスルイスルイス君君君君はなぜはなぜはなぜはなぜ死死死死んだのかんだのかんだのかんだのか？？？？    

&PCM&PCM&PCM&PCM 体験体験体験体験    
参加：27 名 実施ワーク：Story3 

 

2011/09/16 講師派遣 

世界世界世界世界のののの貧困貧困貧困貧困をををを考考考考えるえるえるえる    

「「「「少年少年少年少年ルイスルイスルイスルイスのののの物語物語物語物語」」」」    
参加：15 名 実施ワーク：Story3 

派遣先：MDGs 写真展（UNDP） 

    

 

2011/10/01～02 グローバルフェスタ JAPAN2011 

MDGs2015MDGs2015MDGs2015MDGs2015 キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン    

～～～～あとあとあとあと 4444 年年年年でででで何何何何ができるができるができるができる？～？～？～？～    
参加：計 10 名（2 回実施） 実施ワーク：Story5 

実施者：JANIC ユース 
 

2011/10/20 講師派遣 

MDGsMDGsMDGsMDGs ワークショップワークショップワークショップワークショップ    

「「「「少年少年少年少年ルイスルイスルイスルイスのののの物語物語物語物語」」」」    
参加：11 名 実施ワーク：Story3 

派遣先：GC-JN MDGs 分科会 

    

 

2012/02/14 講師派遣 

ワークショップワークショップワークショップワークショップ    自分自分自分自分にににに何何何何ができるかができるかができるかができるか、、、、    

考考考考えるえるえるえる～～～～少年少年少年少年ルイスルイスルイスルイスのののの物語物語物語物語～～～～    
参加者：24 名 実施ワーク：Story3 

派遣先：日本郵船株式会社 キャリアデザイン研修  

2012/02/16 講師派遣 

ミレニアムミレニアムミレニアムミレニアム開発目標開発目標開発目標開発目標ってってってって何何何何？？？？    

MDGsMDGsMDGsMDGs ワークショップワークショップワークショップワークショップ    
参加者：21 名 実施ワーク：Story3 

派遣先：JICA 筑波 国際協力理解講座 

    

 

2012/03/17 ジャニラボ【集中講座】 

ルイスルイスルイスルイス君君君君はなぜはなぜはなぜはなぜ死死死死んだのかんだのかんだのかんだのか？？？？    

&PCM&PCM&PCM&PCM 体験体験体験体験    
参加：34 名 実施ワーク：Story3 

  

2012/03/24 講師派遣 

「「「「ブルキナファソブルキナファソブルキナファソブルキナファソでででで暮暮暮暮らすらすらすらすナナナナナナナナさんさんさんさん

一家一家一家一家のののの一日一日一日一日」」」」    
参加：34 名 実施ワーク：Story1 

派遣先：JICA 筑波 

この他、2010 年 5 月 24 日に 仏教 NGO ネットワークセミナーにて、6 月 14 日にアーユス総会にて MDGs ワークショップを 

実施しました。 

活動活動活動活動（（（（3333））））    ActivitiesActivitiesActivitiesActivities    
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●  

●   http://www.janic.org/more/mdgs/join/gohan/post_231.php 

「地球のごはんの日」は、MDGs の中でも特に目標 1「極度の貧困と飢餓の撲滅」に焦点をあてた企画です。開発途

上国の貧困と飢餓の問題と、わたしたちの食生活のつながりを考え、ひとりひとりが身近なことから取り組む日として

設定しました。取り組んだその日が「地球のごはんの日」です。本企画では、パンフレットの作成・配布のほか、4 回

のセミナーを行いました。また、2011 年夏からは、東アフリカの飢餓に焦点をあて、啓発に取り組みました。 

 

◀◀◀◀    パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット        

世界世界世界世界をををを幸幸幸幸せにするせにするせにするせにする♥♥♥♥おいしいごはんのおいしいごはんのおいしいごはんのおいしいごはんの食食食食べべべべ方方方方「「「「地球地球地球地球のごはんののごはんののごはんののごはんの日日日日」」」」    

    

パンフレットは、10,000 部を印刷・配布。サイトからのダウンロードも可能です。 

 
＜Contents＞ 

♥世界とつながってる？天ぷらそばのお話。    ♥チョコと 280,000 人。児童労働のお話。 

♥ごはんと 1,020,000,000 人。飢餓のお話。     ♥みんなで「地球のごはんの日」に取りくもう！ 

♥まだまだたくさん、できること。 

  

 

2010/10/03 グローバルフェスタ JAPAN2010 ステージ 

世界世界世界世界をををを幸幸幸幸せにするせにするせにするせにする♥♥♥♥おいしいごはんのおいしいごはんのおいしいごはんのおいしいごはんの食食食食べべべべ方方方方「「「「地球地球地球地球のごはんののごはんののごはんののごはんの日日日日」」」」    
参加：約 100 名 

日比谷公園のメインステージにて身近なわたしたちの毎日のごはんと世界の貧困のつながりについて発信しました。 

  

 

2010/12/01 

「「「「地球地球地球地球のごはんののごはんののごはんののごはんの日日日日」」」」セミセミセミセミナーナーナーナー    エンディングエンディングエンディングエンディング・・・・ハンガーハンガーハンガーハンガー・・・・ゲームゲームゲームゲーム    
参加：37 名 講師協力：（特活）ハンガー・フリー・ワールド 

ワークショップを通して貧困と飢餓の問題を体験し、世界をどう変えたらいいか考えました。 

  

 

2011/01/27 

「「「「地球地球地球地球のごはんののごはんののごはんののごはんの日日日日」」」」セミナーセミナーセミナーセミナー    ハンガーバンケットハンガーバンケットハンガーバンケットハンガーバンケット    
参加：約 130 名 講師協力：（特活）オックスファム・ジャパン 

成蹊小学校の 6 年生がワークショップを通じて世界の貧困と飢餓の問題を学びました。 

  

 

2011/2/24 

「「「「地球地球地球地球のごはんののごはんののごはんののごはんの日日日日」」」」セミナーセミナーセミナーセミナー    地球地球地球地球のののの食卓食卓食卓食卓～～～～どこからくるどこからくるどこからくるどこからくる？？？？私私私私たちのたちのたちのたちの食食食食べべべべ物物物物    
参加：約 20 名 講師協力：（特活）開発教育協会（DEAR) 

ワークショップを通して、食事、自給率、フードマイレージ、飢餓など広い視野で食のあり方を学びました。 

  

 

2011/10/01 グローバルフェスタ JAPAN2011 サブステージ 

NGONGONGONGO スタッフスタッフスタッフスタッフとととと考考考考えるえるえるえる「「「「地球地球地球地球のごはんののごはんののごはんののごはんの日日日日」」」」セミナーセミナーセミナーセミナー    

～～～～東東東東アフリカアフリカアフリカアフリカのののの飢餓飢餓飢餓飢餓    いまいまいまいま何何何何がががが起起起起きているのかきているのかきているのかきているのか～～～～    
参加：約 100 名 講師協力：（特活）難民を助ける会 

深刻さを増す東アフリカの飢饉の現状と、飢餓や飢饉の起きる原因・仕組みを伝えるステージを行いました。 

  

 

東東東東アフリカアフリカアフリカアフリカのののの「「「「今今今今」」」」をををを伝伝伝伝えるえるえるえる広報活動広報活動広報活動広報活動    
東アフリカの深刻な飢餓を受け、2011 年夏から、「地球のごはんの日」に関連して、MDGs の目標 1 に力を入れた 

キャンペーンの広報・啓発活動を行いました。 

特設ページ：http://www.janic.org/eastafrica/ 

活動活動活動活動（（（（4444））））    ActivitiesActivitiesActivitiesActivities    
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 MDGs2015  
● NGO 44  2012 3  

●  1,613,150  2010 4 2012 3   

●  

● ：http://www.janic.org/bokin/matomete/matomete11.php （2012 年 3 月末でサイトは閉鎖） 

JANIC の NGO サポート募金*の仕組みを利用して、「MDGs2015 まとめて募金」を立ち上げました。 

集まった募金は、MDGs 達成に取り組む NGO に均等分配しました。 

 
 

 

 

  

●MDGs2015   2012 3  

 

（特活）アジア日本相互交流センター・ＩＣＡＮ／（特活）ADRA Japan／（特活）アフリカ地域開発市民の会(CanDo) ／ 

（特活）アフリカ日本協議会／（特活）アーユス仏教国際協力ネットワーク／（特活）ESA アジア教育支援の会／ 

（特活）WE21 ジャパン／（特活）ACE／エイズ孤児支援 NGO・PLAS／（公財）オイスカ／（特活）幼い難民を考える会／ 

（特活）オックスファム・ジャパン／（特活）かものはしプロジェクト／（特活）グッドネーバーズ・ジャパン／ 

（公財）ケア･インターナショナル ジャパン／（公財）国際開発救援財団／（特活）国際協力 NGO センター（JANIC）／ 

（特活）国際子ども権利センター（シーライツ）／（特活）国境なき子どもたち（KnK）／ 

（特活）ジーエルエム・インスティチュート／（特活）シェア＝国際保健協力市民の会／（特活）JHP・学校をつくる会／ 

（特活）JEN／（特活）シャプラニール＝市民による海外協力の会／（公社）シャンティ国際ボランティア会（SVA）／ 

（公財）ジョイセフ／（特活）世界の医療団／（特活）地球市民ACT かながわ/TPAK／ 

（特活）チャイルド・ファンド・ジャパン／（特活）難民支援協会／（特活）難民を助ける会／ 

日本カトリック信徒宣教者会（JLMM）／（公社）日本キリスト教海外医療協力会／（特活）日本リザルツ／ 

（特活）パレスチナ子どものキャンペーン／（特活）ハンガー・フリー・ワールド／ 

（公財）プラン・ジャパン／（特活）ブリッジ エーシア ジャパン／（特活）フリー・ザ・チルドレン・ジャパン／ 

（特活）フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダー JAPAN／緑のサヘル／ 

（特活）ラオスのこども／（特活）ワールド・ビジョン・ジャパン／ 

 

 
 

 

 

* NGO サポート募金とは 

複数の NGO へ一度に募金・寄付できる仕組みです。 より多くの方に NGO 活動を知ってもらい、募金という形での活動への参加を広

めていくことを目的にしています（運営団体：国際協力 NGO センター（JANIC）） http://www.janic.org/bokin/ 

 

活動活動活動活動（（（（5555））））    ActivitiesActivitiesActivitiesActivities    
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 MDGs ① 

 
●   http://www.janic.org/more/mdgs/org/post_225.php 

様々なセクターが参加する MDGs カウントダウン・ネットワーク（MDGs2015 キャンペーン参加団体）が一同に会し、効

果的な連携について話し合う「MDGs カウントダウン・ネットワーク会議」を計 3 回開催しました。 

「MDGs カウントダウン・ネットワーク会議」は、今後も 2015 年まで、年 1 回程度、開催を継続する予定です。 

  

 

2010/08/25 

MDGsMDGsMDGsMDGs カウントダウンカウントダウンカウントダウンカウントダウン・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワーク会議会議会議会議    第一回会合第一回会合第一回会合第一回会合    

参加：54 名 

ネットワークや自分の組織の強みと弱みは何か？MDGs を広めるためには何ができるか？自分の組織はそれにどう

関われるか？を中心のテーマに、グループで話し合いました。 

  

 

2011/02/21 

MDGsMDGsMDGsMDGs カウントダウンカウントダウンカウントダウンカウントダウン・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワーク会議会議会議会議    第二回会合第二回会合第二回会合第二回会合    
参加：33 名 協力：真如苑 講師協力：反貧困ネットワーク、Make the Ruke キャンペーン、100 万人のキャンドルナイト 

反貧困ネットワーク、Make the Rule キャンペーン、100 万人のキャンドルナイトから成功の秘訣を学び、MDGs を広め

るための連携について話し合いました。 

  

 

2012/02/15 

MDGsMDGsMDGsMDGs カウントダウンカウントダウンカウントダウンカウントダウン・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワーク会議会議会議会議    第三回会合第三回会合第三回会合第三回会合「「「「MDGsMDGsMDGsMDGs のののの今今今今、、、、これからこれからこれからこれから」」」」    
参加：51 名  

講師協力：国連開発計画（UNDP）、グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク（GC-JN）、動く→動かす 

キャンペーン参加団体のほか、MDGs に関心を持つ様々な組織の方をお招きし、MDGs の達成状況、2015 年までの

MDGs、そしてポスト MDGs について議論し、どのような連携ができるか話し合いました。 

  

  

 
 

2010/05/24 仏教 NGO ネットワークセミナーでの MDGs ワークショップ実施 

2010/05/25 グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク MDGs 分科会 

2010/06/14 アーユス総会での MDGs ワークショップ実施 

2010/07/13 日本生活協同組合連合会国際活動委員会 

2010/07/30 NGO-労組国際協働フォーラム 

2010/08/04 グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク関西分科会 

2010/09/30 社会的責任に関する円卓会議 地球規模課題ワーキンググループ第 1 回学習会 

2010/11/12 富士通 CSR 勉強会 

2010/12/02 「ボランティア国際年+10」プレイベントでの事例報告 

2011/02/25 花王株式会社和歌山工場にて MDGs ワークショップ実施 

2011/06/07 花王ハートポケット倶楽部報告書への寄稿 

2011/06    WCRP 会報での「地球のごはんの日」の紹介 

2011/07    2011 ミズノ CSR 報告書でのキャンペーン紹介 

2011/09/16 国連開発計画（UNDP）、オリンパス株式会社が主催する MDGs 写真展でのワークショップ実施 

2011/09    １％クラブニュース インフォメーションでの MDGs ワークショップ紹介 

2011/10/01 京都国連寄託図書館ニュースレターでのキャンペーン紹介 

2011/10/20 グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク MDGs 分科会での MDGs ワークショップ実施 

2012/02/14 株式会社日本郵船にて MDGs ワークショップ実施（予定） 

2012/02/16 JICA 筑波にて MDGs ワークショップ実施 

2012/03/24 JICA 筑波にて MDGs ワークショップ実施 

 

 

 

 

活動活動活動活動（（（（6666））））    ActivitiesActivitiesActivitiesActivities    
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 MDGs  

 

●JANIC NGO  

● JICA MDGs  

●CSR NGO MDGs CSR  

●NGO MDGs  

● PR 

・動く→動かす（GCAP JAPAN）の Stand Up Take Action 
サイトやイベントでの相互 PR、スタンド・アップの実施、シンポジウム共催、提言活動での連携を行いました 

2011/10/01 グローバルフェスタ JAPAN2011 サブステージ企画の最後に参加者 38 名とスタンド・アップ ▶ 

・世界宗教者平和会議（WCRP）の Arms Down!キャンペーン 
イベントの共催等でも連携しました（p5: 2011/06/01 MDGs フォローアップ会合サテライトイベント） 

・世界食料デー月間 2010、「世界食料デー」月間 2011 みんなで食べる幸せを 
主に「地球のごはんの日」企画で連携しました。パンフレットの相互配布も行いました。 

・なんとかしなきゃ！プロジェクト見過ごせない-55 億人、SOS AFRICA キャンペーン 

サイトでの相互 PR やリンク、MDGs 理解促進、ロゴ掲載、メッセージや募金の呼びかけ等も行いました ▶ 

・児童労働反対世界デーキャンペーン 2011 
サイト、イベント、パンフレット、チラシ等を通して相互 PR を行いました。 

 

 

 

 

 

MDGs  
●  

オリンパス株式会社、国連開発計画（UNDP）、AFP 財団が行うミレニアム開発目標（MDGs）写真コンテスト 

「世界を写そう：私たちは貧困を終わらせる」の受賞作品と MDGs 解説のパネルの提供を受け、下記会場で展示・貸

し出しを行いました。 
    

  

2011/02/25 CSR 推進 NGO ネットワークシンポジウム 

2011/05/23-06/24 市民国際プラザ 常設展示 

2011/06/01  MDGs フォローアップ会合サテライトイベント 

2011/06/12 児童労働反対世界デー映画上映会＆シンポジウム 

2011/07/26 JANIC NGO 就職ガイダンス 

2011/09/03-09/04 ジャニラボ集中講座  

2011/10/01-02 グローバルフェスタ JAPAN2011 JANIC ブース 

2011/10/22-23 「よこはま国際フェスタ 2011」（貸出） 

2011/11/8 NGO-労働組合国際協働フォーラム 学習会 

2011/11/12-22 MDGs 写真パネル展示＠市民国際プラザ 

2012/01/16-31 MDGs 写真パネル展示＠市民国際プラザ 

2012/02/15 第三回 MDGs カウントダウン・ネットワーク会議 
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 JANIC  
JANIC の行う下記の提言活動と連動し、MDGs に関する啓発を行いました。 

各提言書の詳細については、関連リンクをご覧ください。 

 

MDGs  2010 9  

● MDGs   

動く→動かす（GCAP JAPAN）、（特活）国際協力 NGO センター 2010 年 8 月 27 日発行 

http://www.janic.org/mt/pdf/statement_MDG%20Summit_%28ja%29.pdf 

 
 

 
 

 

 

● MDGs   

（特活）国際協力 NGO センター 2011 年 1 月 17 日発行 

http://www.janic.org/Mdgsteigen0117.pdf 
 

● MDGs  

・日本政府代表団に JANIC 理事長の大橋が参加 

・調査・提言グループで MDGs2015 キャンペーン担当の佐藤をニューヨークに派遣 
2010 年 9 月 22 日に開催した MDGs 特別イベントでは、上記二名からの現地レポート（電話中継）を行いました。また、

2011 年 1 月 17 日のイベントでは、上記二名を含めニューヨークに派遣されたメンバーから、サミットの報告を行い、

MDGs の課題と今後について意見交換しました。 

 

MDGs  2011 6  
（6 月 1 日開催の MDGs フォローアップ会合サテライトイベントについての報告は p3「イベント」をご覧ください） 

 

●MDGs NGO     
JANICは、動く→動かすと協力して外務省とNGO の調整を担い、本会合への NGO の参加と発言の機会が認められ、会合をより実りあるもの

にすることができました。また、6 月 1 日の午前中に海外 NGO 関係者と戦略会議を行うことによって、海外 NGO 関係者にMDGｓフォローアッ

プ会合開催の背景や趣旨について事前に伝えることができました。 

 

●MDGs NGO     

動く→動かす、 （特活）国際協力 NGO センター 2011 年 6 月 3 日発行 

日本語： http://www.janic.org/mt/img/activity/NGOPositionPaperfortheMDGsFollowUpMeeting_ja.pdf 

英語：  http://www.janic.org/mt/img/activity/NGOPositionPaperfortheMDGsFollowUpMeeting_en.pdf 

 
MDGs JANIC  

● ODA)2     

（特活）国際協力 NGO センター 2011 年 4 月 7 日発行 

日本語： http://www.janic.org/mt/img/activity/statement_oda.pdf 

英語：  http://www.janic.org/Emergency%20Statement%20on%20ODA%202011.4.pdf 

 
 

 

 

● ODA     

動く→動かす、 （特活）国際協力 NGO センター 2011 年 4 月 15 日発行 

http://www.janic.org/mt/pdf/oda_joint_statement.pdf 

    

● 23 24 ODA  

動く→動かす、 （特活）国際協力 NGO センター 2011 年 8 月 5 日 

http://www.janic.org/mt/img/activity/oda_earthquake.pdf    

 

 

 

 

ActivitiesActivitiesActivitiesActivities    活動活動活動活動（（（（7777））））    
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 MDGs2015  
●  

 
 

電通、博報堂のクリエイターの方々にご協力いただ

き、2 種類のキャンペーンロゴを作成しました。 

 

各種広報ツールや、イベント等で、 

本キャンペーンのシンボルとして使用しました。 

 

今後も JANIC の MDGs に関する提言活動や 

イベント開催で使用する予定です。 

 WEB 

 
●URL http://www.janic.org/more/mdgs/ 

● URL  http://mdgs2015jp.jp 

  

2010 年 4 月 30 日に立ち上げたキャンペーンサイトは、

MDGs に関連する情報をまとめたポータル・サイトとしての

役割を果たしました。MDGs の各種広報ツールや、ワークシ

ョップマニュアルのダウンロードも可能にしました。 

 

キャンペーン終了後は、2012年10 月までに、MDGs の最新

情報を参照できるページと本キャンペーン報告ページとし

て、サイトをリニューアルする予定です。 

  

 
●  

●URL http://www.janic.org/more/mdgs/download/ 

 

◀◀◀◀    ブログパーツ 
MDGs の達成期限である 2015 年と自分で

設定した目標の達成期限を一緒にカウント

ダウンするブログパーツを作成しました。 

 

目標達成日には特別なアニメーションが楽

しめます。 

 

キャンペーン参加団体をはじめ、一般の方

を含む様々なサイトやブログで貼っていた

だきました。 

 

 

 

◀◀◀◀    WEB バナー 
様々な大きさの 11 種類を作成。 

キャンペーン参加団体をはじめ、一般

の方を含む様々なサイトやブログで貼

っていただきました。 

  

WEB 
●MDGs2015 メールマガジン 読者数：504 （2012 年 3 月 31 日現在） 

ほぼ隔月で MDGs に関する情報をまとめたメールマガジンを計 16 回発行しました。 

アーカイブ： http://archive.mag2.com/0001132296/index.html 

●Twitter フォロワー数（@MDGs2015jp）： 2,614 名 （2012 年 3 月 31 日現在） 

広報広報広報広報などなどなどなど（（（（1111））））    Public RelatPublic RelatPublic RelatPublic Relationsionsionsions    
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▲エココロ 9 月号 

 

▲Progress 8 月号 

 

▲シナジー147 号     ▲シナジー148 号 

 

下記紙面やサイトで本キャンペーンの記事が掲載されたことを確認しました。 
2010/05/25 政労連 

2010/6 月号 JICA's World 

2010/06/01 れすぱす 

2010/06/05 L'ESPACE 

2010/夏号 人間会議 

2010/06/07 ソーシャルブリッジ TV live 

2010/06/08 BREITBART 

2010/06/08 JapanToday: Japan News and Discussion 

2010/06/10 Ecology Online 

2010/06/10 佛教タイムス 

2010/06/18 NHK ラジオ「ラジオあさいちばん」 

2010/06/20 佼成新聞 

2010/6/30 BNN 

2010/07/01 エステティック通信 Progress 

2010/07   Dentsu PR, Inc 環境 CSR 情報レポート 

2010/08   グローバルフェスタ 2010 公式サイト 

2010/9 月号 ecocolo（エココロ） 

2010/09/07 朝日新聞 マリオン 夕刊 

2010/09/22 ソーシャルブリッジ TV live 

2010/09/23 佛教タイムス 

2010/10 月号 エステティック通信 Progress 

2010/10/5 連合ニュース 

2010/12 月号 自治体国際化フォーラム 

 

2011/01   ハンガー・フリー・ニュース 

2011/02   JLMM「ウタウ ツナガル MDGs」チラシ 

2011/06/02  devex 開発ニュース 

2011/06/03 devex 開発ニュース 

2011/6 月号 WCRP No.381 

2011/7 月 2011 ミズノ CSR 報告書 

2011  ハートポケット倶楽部 2010 年度活動レポート 

2011/10/01 京都国連寄託図書館ニュースレター 

2011/9 月号 １％クラブニュース インフォメーション 

2011/10  地球環境飢饉便り No.31 

2012/1 月号 １％クラブニュース インフォメーション 

2012/03/06 日経産業新聞 

 

JANIC 発行 国際協力 NGO 情報誌「シナジー」への掲載 

・2010/06 146 号 JANIC 活動日誌 

・2010/09 147 号 特集「あなたは MDGs を知ってますか？」 

・2010/12 148 号 特別企画「COP10 と MDGs」 

・2011/04 149 号 JANIC 活動日誌、広告 

・2011/07 150 号 広告 

・2011/12 151 号 東アフリカ飢餓をテーマとした記事と twitter メッセージの掲載 

 

    

広報広報広報広報などなどなどなど（（（（2222））））    Public RelationsPublic RelationsPublic RelationsPublic Relations    
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印刷物印刷物印刷物印刷物、、、、制作物制作物制作物制作物一覧一覧一覧一覧    
 

 

 

パンフレット 

MDGsMDGsMDGsMDGs ってなにってなにってなにってなに？？？？    

～～～～いまいまいまいま、、、、わたしたちにできることわたしたちにできることわたしたちにできることわたしたちにできること～～～～ 

A5 サイズ、8 ページ 

無料配布・ダウンロード可能 

 

2010 年度版、2011 年度改訂版の 2

種類を作成。計 24,200 部を印刷。 
 

協力：日本労働組合総連合会（連合）  

    

「「「「地球地球地球地球のごはんののごはんののごはんののごはんの日日日日」」」」    

パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット    
 

A5 サイズ、8 ページ 

無料配布・ダウンロード可能 

 

10,000 部を印刷。 
 

企画・共同参画：（財）地球市民財団 

          

 

    

ポスターポスターポスターポスター    

 

A2 サイズ 

無料配布・ダウンロード可能 

 
協力：日本労働組合総連合会（連合） 

 

 

    
ワークショップ実施マニュアル 

MDGsMDGsMDGsMDGs ってなにってなにってなにってなに？？？？～～～～世界世界世界世界のためのためのためのため

にわたしができることにわたしができることにわたしができることにわたしができること～～～～    

    

A4 サイズ、52 ページ 

無料配布・ダウンロード可能 
 

助成：（財）三菱 UFJ 国際財団 

          

 

    

チラシチラシチラシチラシ    

 

A4 サイズ 

2010 年度のみ配布 

 

    
手書手書手書手書きききき twittertwittertwittertwitter 用紙用紙用紙用紙    

（（（（つぶやきつぶやきつぶやきつぶやき募集募集募集募集チラシチラシチラシチラシ））））    

 

A4 サイズ 

無料配布・ダウンロード可能 

 

          

 

    

MDGs2015MDGs2015MDGs2015MDGs2015 応援応援応援応援バッジバッジバッジバッジ    

    

500 円／1 セット 2 個入り 

 

JANIC 事務局、イベント、 

インターネット等で販売。 

利益はキャンペーンの 

運営費用に活用 

 

 

    

展示展示展示展示パネルパネルパネルパネル    

 

A2 サイズ 

 

広報広報広報広報などなどなどなど（（（（3333））））    Public RelationsPublic RelationsPublic RelationsPublic Relations    
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■■■■■■■■    成果成果成果成果とととと課題課題課題課題、、、、今後今後今後今後のののの方針方針方針方針                                                                                                                                                                            
    
■■■■成果成果成果成果    

・ キャンペーンサイトをはじめとした広報ツールやイベント、ワークショップ等を通じて一般市民が MDGs を知り、行動

する機会を提供できている。特に、MDGs フォローアップ会合やグローバルフェスタ JAPAN 等、MDGs や国際協力

に一般市民の関心の高まるタイミングで、タイムリーにイベント開催や広報を行うことができた。 

・ MDGs 達成に向けて活動する NGO、後援、協賛、協力、助成団体のキャンペーン参加団体数が増加した。また、キ

ャンペーン参加団体で構成する MDGs カウントダウン・ネットワークを通じて、情報交換やイベントの共催、講師派

遣、提言活動の連携などを行ない、協働して MDGs の啓発を行うことができた。 

    

■■■■課題課題課題課題    

・ 「一般を対象とした MDGs の啓発」について、特にウェブサイトのアクセス数、MDGs2015 まとめて募金の数字が伸

び悩んだ。東日本大震災により、人々の関心が被災地支援に向いていること、また MDGs 達成の年まで 5 年の区

切りであった 2010 年度に比べ、2011 年度は MDGs の国際的な動きが少ないことの影響も無視できない一方で、国

際協力 NGO の被災地での活動や、途上国を含む諸外国からの被災地への支援を通して、国際協力に関心を持

つ層は増えていると考えられる。2011 年度で本キャンペーンは終了するが、2012 年度は、リオ＋20 や IMF 世銀総

会など、MDGs/ポスト MDGs に関わる重要な世界的動きがあり、JANIC は本キャンペーンの経験を活かして 2015

年までの達成期限をめざして引き続き MDGｓの啓発・提言活動を継続する予定である。  

    

■指標指標指標指標        

 

カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ    指標指標指標指標    実績実績実績実績    

        2010201020102010 年度年度年度年度    2011201120112011 年度年度年度年度    

広報 キャンペーンサイト ページビュー数 4,364／月 3,236／月 

キャンペーンサイト ユニークセッション数 2,929／月 2,112／月 

MDGs twitter メッセージ数 4,568 件 のべ 8,426 件 

twitter フォロワー数（@MDGs2015jp） 1,964 名 2,614 名 

メールマガジン登録数 386 名 504 名 

MDGs パンフレット配布数 約 13,300 部 約 10,900 部 

ネットワーク 正会員 NGO 参加団体数 48 団体 52 団体 

協力団体数 10 団体 11 団体 

催し物 MDGs イベント・ワークショップ等実施回数（JANIC 主催）* 6 回 6 回 

MDGs イベント・ワークショップ等参加人数（JANIC 主催） 約 1,030 名 約 1,060 名 

震災タスクフォースとの共同企画（シンポジウム）  125 名 

募金 MDGs2015 まとめて募金 参加団体数 45 団体 44 団体** 

MDGs2015 まとめて募金 募金額 589,150 円 1,024,000 円 

 

*グローバルフェスタの各種展示・企画・ステージは全部を合わせて 1 回でカウント 

**参加団体は一時 46 団体であったが、NGO サポート募金参加団体への ASC2008 取得義務化等の理由により、2 団体が脱退 

 

■■■■今後今後今後今後のののの方針方針方針方針    

  JANIC は上記の成果を活かし、2015 年の MDGｓ達成期限まで、MDGｓの啓発・言活動を引き続き継続する。

啓発活動の実施にあたっては、キャンペーンで構築したネットワークを活かしたい。また提言活動では MDGｓ実現

のための諸政策実行のため、政府機関・国際機関の政策レベルへの働きかけをより一層強化する。  

2012 年は MDGs 達成期限の 2015 年まで残すところあと 3 年であり、MDGs 達成に向けたラストスパートが求め

られている。また 2013 年にはアフリカ開発会議、国連 MDGｓハイレベル会合、第 2 回 MDGｓフォローアップ会合な

ど重要な国際会議が予定されており、NGO としてタイムリーに啓発・提言活動を実施していく必要性が求められ

る。 

一方で現在、2016 年以降における開発に関わるグローバルな開発目標（ポスト MDGs）を形成する時期にきて

おり、市民社会は、この形成プロセスに積極的に関わる必要がある。日本政府はポスト MDGs について 2011年に

開催された第 1 回 MDGs フォローアップ会合を皮切りとして積極的に議論を行っており、各国政府や UNDP 等国

際機関との対話を開始している。 

ポスト MDGs の動きは、現 MDGs の達成に努力しつつ、MDGs で取り上げられていない項目を入れ、2015 年以

降の新しい目標値を設定することが本来の目的であるべきだ。しかし、世界経済が低迷する中で、各国が ODA を
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削減しその分途上国の自助努力と経済成長を重視することによって、貧富の格差が拡大することが懸念されてい

る。したがって、MDGｓ達成のみならずポスト MDGｓを見据えて NGO が提言活動により一層力を入れる意義は大

きいと考える。 

なお MDGｓの啓発活動を行うにあたっては、引き続き MDGｓのロゴを使用して、MDGｓの普及に努めていきたい。

2012 年度以降の JANIC の MDGｓ啓発・提言事業の具体的な活動としては以下を予定している。 

 

【啓発活動】 

（１）MDGｓワークショップの実施 

 MDGｓ2015キャンペーンで開発したMDGｓワークショップについては引き続き講師派遣等を通じて積極的に実施

する。 

 

（２）MDGｓに関するシンポジウム・セミナーの実施 

 MDGｓ及びポスト MDGｓに関するシンポジウム及びセミナーについては、国際会議が行われるタイミングなど、

注目が集まりやすい時期に随時開催する。 

 

（３）地球のごはんの日のパンフレットの配布の継続 

 MDGｓ2015 キャンペーンで作成した地球のごはんの日のパンフレットについては、継続してウェブサイト媒体で

配布する。 

 

（４）MDGｓキャンペーンサイトの閉鎖と MDGｓウェブページのリニューアル 

 MDGｓ2015 キャンペーンの目玉として実施してきた「MDGｓ on Twitter」のサイトは、キャンペーン終了にともな

い閉鎖し、今後 Twitter を通じた発信は JANIC の Twitter アカウントでの発信に統一する。 

 ただし、MDGｓ2015 キャンペーンのページのコンテンツ内容である、MDGｓの解説ページ、各種資料のダウンロ

ードのページについては残すとともに、MDGｓ2015 キャンペーンの報告ページも新たに作成する。MDGｓの解説ペ

ージにおいては、MDGｓに関するわかりやすい説明、及び MDGｓの 8 つの目標の達成状況については毎年国連

が発行する MDGｓレポートを参照して毎年更新を行う。なおキャンペーンサイトの閉鎖と MDGｓウェブページのリ

ニューアルについては、2012 年秋までをめどに行う。 

 

【提言活動】 

（１）ポスト MDGs に関する意見交換会の運営 

NGO 外務省定期協議会分科会として「ポスト MDGs に関する外務省・NGO 意見交換会」を設置し、年に２～3

回程度会合を開催し意見交換を行う。JANIC は本意見交換会の世話人を務め、円滑な運営を行う。 

 

（2）MDGs が重要なテーマとなる国際会議への参画 

2012 年 6 月に開催されるリオ＋20、及び 10 月に開催される IMF 世銀年次総会など、MDGｓがテーマとなる主

要な国際会議に参加し、日本政府、世銀、IMF 等に対して MDGs に関する提言活動を行う。また MDGs 及びポスト

MDGs に関する世界の動向について調査する。また日本の NGO の提言内容を国際機関や世界の市民社会と共

有し、世界の CSO と連携した提言活動を行う。 

 

（3）その他提言活動 

 NGO 外務省定期協議会、NGOJICA 協議会、その他さまざま場で、MDGｓ達成に向けて、及びポスト MDGｓが真

に途上国の貧困削減のつながる開発目標になるよう活発な提言活動を行う。 

 

【ネットワーキング】 

（1）MDGｓカウントダウン・ネットワーク会議の開催 

 引き続き MDGｓカウントダウン・ネットワーク会議を開催し、MDGｓ達成に向けて貢献する各セクターの取り組み

を共有し、連携強化を図る。 

 

（2）他団体との連携 

 動く→動かすのスタンドアップ・テイクアクション、なんとかしなきゃ！プロジェクトなど JANIC が参加するキャンペ

ーンに引き続き協力して、JANICの啓発活動との連動を図る。また、JANICの既存事業であるNGOと企業の連携

推進ネットワーク、NGO 労組国際協働フォーラム、及び JANIC が参加する社会的責任に関する円卓会議等を通

じて、各セクターが MDGｓ達成に向けた取り組みを加速化させるよう働きかける。
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■■■■■■■■    キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの活動記録活動記録活動記録活動記録                                                                                                                                                                         

    
■■■■2010201020102010 年度年度年度年度のののの活動活動活動活動    

    活動内容活動内容活動内容活動内容    MDGsMDGsMDGsMDGs 関連関連関連関連のできごとのできごとのできごとのできごと    

2010 年 4 月 ・4/1 世界の「貧しい」を半分に。MDGｓ 2015 まとめて募金の開始 

・4/30 キャンペーンサイトの立ち上げ 

 

2010 年 5 月 ・5/24 仏教 NGO ネットワークセミナーにて MDGs ワークショップを実施 

・5/25 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾝﾊﾟｸﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾈｯﾄﾜｰｸ MDGs 分科会にて講演（約 20 名） 

・キャンペーンチラシの作成、配布開始 

・キャンペーン twitter サイトのリニューアル 

・キャンペーン Web バナーの配布開始 

 

 

2010 年 6 月 ・6/2 オープニング・パーティ（関係者のみ） ＠Com.Cafe 音倉 

・6/7 MDGs2015 キャンペーン記者発表 ＠総評会館（参加メディア：10 社） 

・6/7 公開オープニング・イベント ＠総評会館 （参加：約 70 名） 

・6/14 アーユス総会にて MDGs ワークショップを実施（約 30 名） 

・ブログパーツの配布開始 

・MDGs ワークショップ実施マニュアル（冊子）の発行、配布開始 

MDGs レポート 2010 

2010 年 7 月 ・7/13 日本生活協同組合連合会国際活動委員会にて講演（約 20 名） 

・7/30 NGO-労組国際協働フォーラムにてキャンペーン紹介（約 35 名） 

・7/31 MDGs ワークショップの実施（参加：約 25 名） 

・キャンペーン缶バッジ販売開始 

 

2010 年 8 月 ・8/04 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾝﾊﾟｸﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾈｯﾄﾜｰｸ関西分科会にて講演（約 80 名） 

・8/25 第 1 回 MDGs カウントダウン・ネットワーク会議＠JICA 地球ひろば（参加：54 名） 

・8/31 キャンペーンサイトのリニューアルオープン 

 

2010 年 9 月 ・9/18～国連 MDGs 特別総会へのスタッフ派遣、提言活動との連動 

・9/22 国連 MDGs レビューサミット特別イベント 「世界の貧困は、減らすことができたの

か？」開催 ＠電通ホール （参加：約 250 名） 

・9/30 社会的責任に関する円卓会議 地球規模課題 WG 第 1 回学習会にて講演（約 20

名） 

・キャンペーンパンフレット、ポスターの作成、配布開始 

・展示パネル、英語版概要の作成 

9/5 ＠東京大学 動く→動かすシンポジ

ウム 「MDGs と報道を考える」 

9/17～19＠全世界 

スタンド・アップ テイク・アクション 

9/20～22＠ニューヨーク 

国連 MDGs 首脳会合 

（国連 MDGs ﾚﾋﾞｭｰｻﾐｯﾄ） 

9/25＠奈良 WCRP イベント 

2010 年 10 月 ・10/2, 3 グローバルフェスタ JAPAN2010 ＠日比谷公園 

 メインステージにて「地球のごはんの日」企画を実施（参加：約 100 名） 

 メインステージにて河口恭吾さんのライブとコラボ（参加：約 600 名） 

 JANIC ブースにて MDGs の展示、メッセージ集め 

・「地球のごはんの日」パンフレット配布と一斉アクションの呼びかけ開始 

10/2, 3 ＠日比谷公園 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｪｽﾀ JAPAN2010 

10/16 世界食糧デー・10/18～29 ＠名

古屋生物多様性 COP10 

10/22 国連デーイベント 「UN DAY 2010 

世界が決めた約束まであと 5 年」 

10/23＠女性と仕事の未来館  

COP10 国際シンポジウム 

2010 年 11 月 ・11/12 富士通 CSR 勉強会にて講演（約 70 名） 

・11/16 MDGs 体験ワークショップの開催（企業・団体向け）＠JICA 地球ひろば （約 20 名） 

11/13～@渋谷アップリンク X 

『8 –Eight-』上映 

2010 年 12 月 ・12/1 「地球のごはんの日」セミナー エンディング・ハンガー・ゲーム ＠地球ひろば（37

名） 

・12/2 「ボランティア国際年+10」プレイベントでの事例報告（約 40 名） 

12/1 世界エイズデー 

12/1～5@国連大学＆12/7～1/9@JICA

地球ひろば 

「世界を写そう：私たちは貧困を終わら

せる」－ミレニアム開発目標（MDGs）写

真展 

2011 年 1 月 ・1/17 一般公開イベント「どうなる、どうする MDGs 達成!?」（共催：動く→動かす） ＠国立

オリンピック記念青少年総合センター（65 名） 

・1/27 「地球のごはんの日」セミナーの開催＠成蹊小学校（参加：約 130 名） 

 

2011 年 2 月 ・2/21 第 2 回 MDGs カウントダウン・ネットワーク会議 ＠総評会館（参加：33 名） 

・2/24 「地球のごはんの日」セミナーの開催＠JICA 地球ひろば（参加：約 20 名） 

・2/25 MDGs ワークショップの実施＠花王株式会社（参加：21 名） 

2/1～11/9 ＠日本全国 「世界を写そ

う：私たちは貧困を終わらせる」－ミレニ

アム開発目標（MDGs）全国巡回写真展 

2/5＠築地 JLMM コンサート 

「ウタウ ツナガル MDGs」 

2011 年 3 月 ・【中止】 3/12 MDGs ワークショップの実施（ジャニラボ内）＠JICA 地球ひろば  
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■■■■2011201120112011 年度年度年度年度のののの活動活動活動活動 

    活動内容活動内容活動内容活動内容    MDGsMDGsMDGsMDGs 関連関連関連関連のできごとのできごとのできごとのできごと    

4 月 ・【中止】4/23, 24 アースデイ東京 2011 への出展 

・【中止】4/24 チャリティー・ウォーク for MDGs の開催 

・【中止】4/28 第 82 回メーデー中央大会への出展 

・4/23 ジャニラボ集中講座内での MDGs ワークショップの実施 参加 35 名 

4/23, 24 アースデイ東京 

5 月 ・5/15 メールマガジン配信 

・5/23 MDGs 写真パネル常設展示の開始（目標 1）＠市民国際プラザ 

・5/23 MDGs 写真パネルの貸し出し開始 

5/17～5/29 MDGs 写真展＠名古屋 

5/19 動く→動かすパートナーシップフォ

ーラム 

6 月 ・6/1 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？」の開催＠JICA 地球ひろば（動く→動かす、WCRP と共催）、参加約 230 名 

・6/3 UNDP 主催 MDGs フォローアップ会合サイドイベント「ミレニアム開発目標（MDGs）の達成と

ビジネスの可能性」での出展 

・6/7 花王ハートポケット倶楽部ニュースレターへの寄稿 

・6/12 児童労働反対世界デー映画上映会＆シンポジウム「ファッションで世界を変える～危

険・有害労働から子どもを守るために～」でのパネル展示 

MDGs レポート 2011（英語） 

6/2,3 MDGs フォローアップ会合 

6/3 UNDP 主催サイドイベント「ミレニアム

開発目標（MDGs）の達成とビジネスの可

能性」＠国連大学本部 

6/1～7/30 MDGs 写真展＠東京 

6/12 児童労働反対世界デー 

7 月 ・7/1 MDGs パンフレット改訂版完成 

・7/15 メールマガジン配信 

・7/26 JANIC 就職ガイダンスにて MDGs 写真パネル展示 

国連 MDGs レポート 2011 の発行 

9 月 ・9/3 ジャニラボ内 MDGs ワークショップ実施 参加 27 名／パネル展示 

・9/15 メールマガジン配信 

・9/16 Picture This 写真展で MDGs ワークショップ実施＠たまプラーザテラス 参加 15 名 

・東アフリカの飢餓に関する広報・啓発の強化 

国連総会 

9/22～9/28MDGs 写真展＠東京 

SOS AFRICA キャンペーン開始 

10 月 ・10/1, 2 グローバルフェスタ JAPAN2011 

サブステージ NGO スタッフと考える「地球のごはんの日」セミナー～東アフリカの飢餓 いま

何が起きているのか～ 参加約 100 名 

 上記セミナーでのスタンド・アップの実施 参加 38 名 

JANIC ブース・国際協力ブックフェアでのパネル展示、パンフレット配布 

 MDGs メッセージ手書き＆twitter メッセージの募集（RT を含め約 700 件） 

 MDGs クイズの実施（協力：JANIC ユース） 参加 428 名 

 MDGs ワークショップの実施（実施：JANIC ユース）計 2 回 参加 10 名 

・10/12 議員に対する MDGs 資料の配布とスタンド・アップへの参加呼び掛け（日本リザルツ主

催）に参加 

・10/15 SUTA メインイベント（パレード＆シンポジウム）に参加 

・10/20 グローバル・コンパクト MDGs 分科会にて MDGs ワークショップ「少年ルイスの物語」実

施 参加 11 名 

・10/22～23 「よこはま国際フェスタ 2011」での MDGs パネル展示（貸出） 

10/1～10/17 スタンド・アップ テイク・アク

ション（主催：動く→動かす） 

10/15 スタンド・アップメインイベント 

10/16 世界食料デー 

10/17 世界貧困デー 

10/22,23 よこはま国際フェスタ 2011 

11 月 ・11/7～ 東アフリカの飢餓に関する twitter メッセージ募集キャンペーン 

→12/1 発行シナジー掲載 

・11/8 NGO-労働組合国際協働フォーラム 学習会での MDGs パネル展示 

・11/15 メールマガジン配信 

・11/12～22 MDGs 写真パネル展示＠市民国際プラザ 

11/4～11/9 MDGs 写真展＠大阪 

11/8 NGO-労働組合国際協働フォーラム 

フェアトレード学習会 

12 月 ・12/1 JANIC 季刊誌「シナジー」への MDGs メッセージと東アフリカ飢餓問題の掲載 12/1 世界エイズデー 

12/16 NGO-労組 世界エイズデーシンポ

ジウム 

1 月 ・1/15 メールマガジン配信 

・1/16～31 MDGs 写真パネル展示＠市民国際プラザ 

 

2 月 ・2/14 ワークショップ講師派遣「少年ルイスの物語」＠日本郵船 

・2/15 MDGs カウントダウン・ネットワーク会議の開催 

・2/16 ワークショップ講師派遣「少年ルイスの物語」＠JICA 筑波  

・2/17 シンポジウム 「3.11 を経て、NGO と企業の連携はどう変わったか？～震災から国際協力

へ～」にて、MDGs のパンフレット配布等アピール 

 

3 月 ・3/16 ジャニラボ内で MDGs ワークショップ「ルイス君はなぜ死んだのか？」を実施 参加 34 名 

・3/15 メールマガジン配信（最終号） 

・3/24 ワークショップ講師派遣「ブルキナファソで暮らすナナさん一家の一日」＠JCIA 筑波 

・3/27  JANIC 震災タスクチームと共同で企画するシンポジウムの開催 

・報告書、決算書の作成 

3/8 世界女性デー 

他 ・MDGs2015 バッジの販売（イベント、ネット販売等随時）  
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補足資料： JANIC の今後の MDGs に関する活動 イメージ 

 

 ～2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

～ 

啓発        

提言        

連携        

（世界）  国連 MDGs レビ

ューサミット 

MDGs フォローア

ップ会合 

IMF 世銀総会 TICAD 

MDGs HLF 

MDGs フォローア

ップ会合 

  

 

 

 

MDGs2015 キャンペーン 計画 ワークショップ、イベント等を通した啓発活動 

MDGs に関連する提言活動 

MDGs カウン

トダウン・ネッ

トワーク会議 

MDGs カウン

トダウン・ネッ

トワーク会議 

MDGs カウン

トダウン・ネッ

トワーク会議 

MDGs カウン

トダウン・ネッ

トワーク会議 

MDGs カウン

トダウン・ネッ

トワーク会議 
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※これらのメッセージは、MDGs2015 キャンペーン期間中に MDGs on twitter に寄せられたメッセージをピックアップしたものです。 

 

MDGs2015 2010-2011 


