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「水（water）」と記されたターゲットを含む
目標（ゴール）は？
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Target 
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。
By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, 
water-borne diseases and other communicable diseases

Target 
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。
By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and 
soil pollution and contamination

すべて
All targets

Target 
11.5

2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害など
の災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減
らす。
By 2030, significantly reduce the number of deaths and the number of people affected and substantially decrease 
the direct economic losses relative to global gross domestic product caused by disasters, including water-related 
disasters, with a focus on protecting the poor and people in vulnerable situations

Target 
12.4

2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な
化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物

質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。
By 2020, achieve the environmentally sound management of chemicals and all wastes throughout their life cycle, 
in accordance with agreed international frameworks, and significantly reduce their release to air, water and soil 
in order to minimize their adverse impacts on human health and the environment

Target 
14.7

2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び
後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。
By 2030, increase the economic benefits to Small Island developing States and least 
developed countries from the sustainable use of marine resources, including through 
sustainable management of fisheries, aquaculture and tourism



貴社が貢献を目指すゴールは？
（最優先のものから、順に選んでください）
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SDGs「を」水で考える

SDGs「で」水を考える
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SDGsとは、何か？

国連総会決議70/1 『持続可能な開発のための2030アジェンダ』
（原文・日本語訳）

SDGsとは、何か？
行動計画

誰が決めたのか？
我々＝国の代表（国民に代わり決定）

何を実行するのか？
世界を持続的かつ強靭（レジリエント）な道筋に移行
させるために緊急に必要な、大胆かつ変革的な手段

http://undocs.org/a/res/70/1
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdf
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SDGsの構造

「我々は、どのような未来を望むか？」

↓バックキャスティング

• 目標 17
↓具体化

• ターゲット 169
↓進捗をモニタリング

• 指標 232

望ましい
未来

現状
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「誰一人取り残さない」

トリクルダウン

MDGターゲット7C：
2015年までに、安全な飲用水
と基礎的な衛生施設を継続的
に利用できない人々の割合を
半減する。

人間中心

SDGターゲット6.1:
2030年までに、すべての
人々の、安全で負担可能な
価格の飲用水の普遍的かつ
衡平なアクセスを達成する



環境保護

社会的包摂経済成長
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「持続可能性」

持続可能

(UN-Water, 2018)

http://www.unwater.org/publication_categories/sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation/
http://www.unwater.org/publication_categories/sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation/


10(ESCAP, 2017)

(UN, 2015)

(UN-Water, 2018)

「相互連関性(interlinkages)」

http://www.unwater.org/publication_categories/sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation/
http://www.unwater.org/publication_categories/sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation/


SDGsの「活用」

そのための道具立て
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http://www.japan-ywp.site/

「水×SDGs」ワーキンググループ

http://www.japan-ywp.site/
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『水環境学会誌』第44号（A）4号（2021年）にて
詳しく紹介されている。

https://www.kwsa.or.jp/keiei-zaisei/vision.html

https://www.kwsa.or.jp/keiei-zaisei/vision.html
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