
日本とUNDP
持続可能な開発のためのパートナーシップ
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日本は長年にわたり、国連開発計画（UNDP）に最大限の支援を行ってきました。UNDPに対する日本からの惜し
みない支援によって、世界中で多くの人々が新鮮な飲み水や選挙権、働きがいのある人間らしい仕事などを手に
入れ、より良い暮らしができるようになりました。
　日本からの支援は資金援助にとどまりません。政府や企業、非営利セクターや学界のリーダーたち、そして若
手起業家などが、より豊かで公正な世界の実現に向け、専門的なノウハウをも提供してきました。
　世界で貧困削減が進んでいた中、新型コロナウイルス感染症の大流行により新たに約１億人が極度の貧困に陥
り、2021年には７億人以上が極度の貧困の中で暮らしていたと推計されています。気候変動や感染症などの地球
規模の危機、そして貧困と格差の拡大を食い止めるため、持続可能な開発目標（SDGs）に向けた断固とした取り
組みを直ちに行わなければなりません。
　一方で、新型コロナウイルス感染症の大流行は、人と地球に変革をもたらす転機にもなり得ます。UNDPは、貧困
と格差に終止符を打ち、より良い復興を遂げ、SDGsを達成するため、今後も日本の人 と々一丸となって緊密に連携
していきます。

共通の優先課題 

2020年に日本が支援したプロジェクト
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日本との協働による新型コロナ感染症対応支援

「人間の安全保障」上の危機であるコロナ禍。UNDPは日本による支援のもと、新型コロナウイルス感染症の世界
的大流行により一層深刻になった開発課題に取り組む国々を支援し、特に、「人間の安全保障」、保健、紛争予防
と平和構築などのUNDPと日本政府の優先共通課題を中心に、各国で支援を展開しています。2020年には日本
政府から6,363万米ドルの拠出金を受け、アジア、アフリカ、中東および欧州・中央アジアの29か国で社会経済的
支援を実施しました。この危機と闘い、人間開発とSDGs達成に向けた前進が阻まれることのないよう、その影響 
を軽減し、より良い復興を実現できるよう努めています。日本政府の支援の軸でもある「人間の安全保障」と「誰一人 
取り残さない」という理念を中心に据え、UNDPと日本政府は強力なパートナーシップの下、コロナ禍対応支援を
進めています。

総裁からのメッセージ

UNDPは長年にわたり重要なパートナーである日本と共に、人間の安全保障、
国際保健、SDGsをはじめとする、日本とUNDPの共通の優先分野における開発
協力を推進しています。特に2020年初頭以来、コロナ禍からの復興、地球規模
の気候危機、DX（デジタルトランスフォーメーション）など、今日のグローバルな
課題に、協働して取り組んでいます。
　UNDPはこうした今日的課題に対応するための具体的かつ包括的なロードマップ 
を、2022年から2025年までの戦略計画に盛り込みました。「誰一人取り残さない」強靭
な社会への構造変革を進め、貧困や格差の根絶、ジェンダー平等、ガバナンスの強化など６つの主要な活動に 
加え、世界が直面している危機への対応をより良い形で実現すべく、イノベーションやデジタル化、そして開発資金
の調達をさらに推し進めることを決意しました。
　日本は信頼できる長年のパートナーです。これまでの支援に感謝しつつ、その強固なパートナーシップをさらに
深める事で、SDGsの実施を促進し、各国の差し迫った開発課題に対し統合的かつ革新的な解決策を追求する
という役割をUNDPが全うできるよう、日本からの継続的なご支援並びにご協力を、心より期待しています。

アヒム・シュタイナー
UNDP総裁
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人間の安全保障

「人間の安全保障」という概念を初めて打ち出し、「欠乏からの自由、恐怖からの自由」と位置付けたのは、
UNDPの1994年版「人間開発報告書」でした。それから30年近くが経った2022年、UNDPは
時代の変化を反映した新しい「人間の安全保障」の概念を再構築し、「人間の安全保障に関する特別報告書
〜人新世の時代における人間の安全保障への新たな脅威〜」を発表しました。
経済成長を重視し、地球に圧力をかけ続けながら開発を進めた結果、世界では気候変動が進行し、
格差が拡大しました。高度なデジタル技術の悪用、世界的な感染症など、新たな脅威が複雑に絡み合いながら
増大する中、新たな「人間の安全保障」のあり方が求められています。
報告書は、本当の進歩とは何かを問い、人と地球との関係に目を向けながら、国境を越えた連帯感に基づく開発
を進めることを求めています。 なお、ローラ・チンチージャ氏（元コスタリカ大統領）と武見敬三氏（参議院議員）が、
この報告書のハイレベル諮問委員会の共同議長を務めました。

戦闘員から平和維持部隊へ。
紛争を止め共に平和を創る（フィリピン）

1960年代から分離独立を目指す武装勢力と政府が紛争を続け
てきたフィリピンのミンダナオ島では、和平合意が結ばれ、2019
年にバンサモロ・ムスリム・ミンダナオ自治地域（BARMM）が設
立されました。日本はミンダナオ紛争に際し、故緒方貞子氏の働
きかけをきっかけに、和平交渉への助言、コミュニティにおける

「JPSTを実現できたのは、持続可能な平和を目指す私たち皆の努力の成果です。
実現不可能だと思われた目標ですが、今や達成間近です。ただしこれは、私たち
が協働することでのみ達成できることを忘れてはなりません」

和平プロセス担当大統領顧問室（OPAPP）事務次官デイビッド・B・ディシアーノ氏

金子有美子
UNDPフィリピン事務所 プロジェクトアナリスト 
平和構築担当

MILF元戦闘員の武装解除、および合同平和・治安維持部隊（JPST）の配備を支援するプロジェク
トのマネージャーを務めています。人為的・自然的リスクに対処しながら、共存・共生・共創の平和
構築に取り組んでいます。

社会経済開発など多角的な取り組みを実施し、和平の推進に大
きな役割を果たしてきました。
　現在、UNDPは、武装解除など和平合意の遵守を後押しする
と同時に、今なお存在する暴力的過激派組織の勢力拡大を阻止
するため、包括的な支援を展開しています。その一例が、日本の
支援を受けている、合同平和・治安維持部隊（Joint Peace and 
Security Teams、略称JPST）の配備です。JPSTはフィリピンの
国軍や警察、および過去には政府と戦ったモロ・イスラム解放戦線

（MILF）元戦闘員の混成チーム（1チームあたり30人）で構成されて
おり、現在、10チームが配備されています。50年近く敵として戦っ
ていた当事者たちが、紛争後の治安維持のためチームとして活動
するこの仕組みは、平和構築において世界でも類のない試みです。
　この取り組みが目指すのは、平和がもたらす生活の改善を通じ
て、住民が恨みを断ち切り、「戦うよりも共に平和を創ろう」と思え
る世界です。また、元MILF兵士に加えて、非イスラム教徒の先住
民族やキリスト教徒、女性など幅広い層の積極的参画を促し、誰
も取り残さない和平の実現を目指しています。
　さらに、感染症のまん延や台風被害の増加に対処するため、医
療体制の強化や気候変動対策も同時に行っています。生存、生活、
そして尊厳を脅かすさまざまな脅威から人々を守るため、深刻化
する医療問題や自然災害に対してデジタル技術を駆使した支援
を進めています。



5

低・中所得国では、結核やマラリア、顧みられない熱帯病が貧困層などの間でまん延し、命を奪っています。
またその重い症状が労働力や生産性の低下を招き、貧困を悪化させています。
UNDPと日本は保健分野でパートナーシップを組み、低・中所得国の全ての人が、適切な医療を必要な時に
負担可能な費用で受けられるようにすること、つまりユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の実現に
努めています。UHCは「人間の安全保障」の達成には欠かせません。
結核やマラリア、顧みられない熱帯病をなくすため、2013年以来、日本は「グローバルヘルス技術振興基金」
(GHIT)と「アクセスと提供に関するパートナーシップ」 (ADP)という二つの取り組みを支援してきました。
GHITは、革新的な治療薬やワクチン、診断薬などの研究開発を支援する国際的官民ファンドです。ADPは、
低・中所得国の患者が必要な医療を受けられるよう、国の医療・保健制度を強化する活動です。
またUNDPは2020年、新型コロナウイルス感染症対策のため日本から支援を受け、
29か国で医療制度の強化と社会経済的影響の緩和策を実施しました。各国のコロナ対策における
デジタル技術の活用とイノベーションの拡大に取り組んでいます。 

医療技術をすべての人に届けるための
マルチセクター・パートナーシップ

UNDPが主導するADPプロジェクトは、世界保健機関(WHO)、
熱帯病医学特別研究訓練プログラム(TDR)、およびPATH（女性
と子どもの命を救い、健康を守る活動を行う国際NGO）との協力
体制のもとで運営されています。全世界、および地域レベルでの
活動に加え、ADPは低・中所得国9か国にてそれぞれの政府と
共に、すべての人が必要な医療を受けられるようにするための
政策や規制の策定、人材育成およびシステム開発などの支援を
行っています。2020年には、コロナワクチンの規制や安全性監
視制度の強化、医療・保健制度の機能およびサービスの効率・
有効性を高めるためのデジタル・ツール導入のサポートなど、各
国政府のコロナ対策への支援を最優先で展開しました。同時に
ADPは、以前から存在する結核、マラリア、顧みられない熱帯
病などの課題に対する支援を継続し、コロナの影響でこうした
感染症への対策が手薄にならないよう努めました。

国際保健

「ブータン保健省にとって、UNDPと日本政府の支援はとても貴重
なものです。ブータンでのコロナ禍の封じ込めには、このパートナー
シップに基づきデジタル技術を活用することが非常に効果的です。」

ブータン保健省

デジタル技術活用によるワクチン導入の促進（ブータン）

UNDPは、日本政府などからの資金援助を受け、ブータンのコ
ロナ対策のデジタル化を支援しています。具体的には、コロナワ
クチン接種プログラムのデジタル化や、コロナ下においてブータ
ンの救急医療サービスを強化するための医療救援センターへの
支援などを行っています。 日本政府の協力のもと、UNDPは同
センターに情報通信機器を提供したほか、オペレーターの能力
開発および研修をサポートし、ブータン保健省が運営するワク
チン接種プログラムやワクチンに関する正しい知識・情報の普及
に努めました。これにより、ワクチンや副作用に関する疑問にす
みやかに答える体制が整い、コロナワクチンの迅速かつ効率的
で安全な接種が促進されました。

青木真理子
政策プログラム支援局　HIV・健康開発グループ
政策スペシャリスト

UNDP対外関係アドボカシー局での経験を活かし、HIV・健康開発グループにて、開発機関、政府、
国連機関、NGOなどとのパートナーシップ構築に係わる業務を担当しています。ADPや医療技術
のイノベーションとアクセスなどの領域での連携を推進しています。
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アフリカ開発会議（TICAD）

UNDPと日本は1993年からTICADを共催しています。1993年に発足したTICADは、アフリカ
のオーナーシップと国際的パートナーシップという基本原則に基づき、アフリカ開発を協議する
開かれたプラットフォームへと成長を遂げました。
　2019年に横浜で開かれた第7回アフリカ開発会議（TICAD7）には、42名の首脳級を含むアフ
リカ53か国、52か国の開発パートナー諸国、108の国際機関及び地域機関の代表、民間セクターや
NGO等、10,000名以上が参加しました。史上初めて官民ビジネス対話が開催され、アフリカへの投資・
ビジネスの拡大について協議しました。
　UNDPは日本貿易振興機構（JETRO）、JICA、並びに経済同友会との連携に関する業務協力覚書を締結し、アフリカ
の優良なスタートアップ・中小企業と日本の投資家・企業間の連携を推進すると共に、アフリカのビジネス機会を理解し
てもらうセミナーを開催してきました。
　2022年開催の第８回アフリカ開発会議（TICAD8）では、コロナ禍からの中長期的復興を主眼においた開発アジェンダ
が協議される予定です。

アフリカで日本の知見が活きる。
「カイゼン」で培う技術と生計向上 

アフリカでは、日本の製造業の「カイゼン」の知見を活かした支援
が行われています。UNDPと国際協力機構（JICA）はカメルーン
で、生産性や効率性の向上を目的として業務内容やプロセスな
どを見直す「カイゼン・プロジェクト」を長年実施しており、講師
養成研修を受けた現地の「カイゼン・コンサルタント」が同国の
中小企業を対象に研修を行っています。
　中央アフリカ共和国でも、UNDP実施のプロジェクトにおいて
カメルーンのカイゼン・コンサルタントが研修を行い、「カイゼン
手法」を利用して、WHOの基準を満たしたマスクを現地で生産。
現地での迅速なマスク配布を支援したと共に現地の人々の生計
向上につながりました。
　マリでも、上記のJICAとの連携の成功事例にならい、カメルー
ンのカイゼン・コンサルタントがオンライン研修に講師として参
加し、質の高いマスクが製造され、生産者の生計手段が強化さ
れました。

アフリカ開発の支援

UNDPは日本との協力により、各国の関係機関と協力し、アフリカにおける暴力的過激主義の予防と、
平和で包摂的、かつ公平な社会の促進に貢献しています。

令官洋子　
UNDPガーナ国事務所 プロジェクトマネージャー

コロナ禍の間、そして終息後にも、社会的に弱い立場の人々に対し基本医療サービスを継続的に
提供できるよう、地域保健医療システムの強化を目的としたプロジェクトをガーナ保健省や他の
連携機関とともに実施しています。
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民主的ガバナンス

ガバナンスは公正で包摂的な国の発展の礎です。UNDPは日本とのパートナーシップにより、各国のガバナンス
関連機関と連携し、自由で公正な選挙の実施や、暴力的過激主義の予防など、様々な活動を展開しています。
UNDPは、各国の警察や裁判所、選挙制度など公的機関や制度の機能強化を支え、腐敗対策や、
誰一人取り残さないための包摂的参加を後押ししています。また、さまざまな状況に置かれた国 を々支援し、
包摂的な政治プロセスと統治機構の強化に努めています。
重要な取り組みとしては、国連政治・平和構築局との密接な協力による積極的市民参加と
選挙サイクルの支援、議会制の発展、政治プロセスと統治機構における女性の平等な参加と意思決定の推進に
対する支援が挙げられます。

避難民の自発的な帰還へ向けた
ガバナンス強化（南スーダン）

南スーダンでは、国民の数十%に上る人々が避難を強いられ、
現在も過酷な環境で生活しています。避難先から今後、南スー
ダン、そして故郷に戻れるかが重要課題です。
　尊厳を保った形での自発的で安全な帰還に向けて緊急に必
要とされるのが、ガバナンス能力の強化です。司法と「法の支配」
を含む国民に向けた制度の改善、国と地域社会レベルでの和解
の推進および平和と安全の実現、人々の生計支援・雇用機会の
創出などが急務です。
　国民統一暫定政府は南スーダンの和平プロセス推進、そして

安定化に努めてきました。UNDPは日本の支援を受け、暫定政
府が取り組んでいる警察の法執行能力の向上、女性と弱者層の
司法アクセス強化、包摂的な形での国民対話の実施、そして国
民対話が促進する草の根レベルでの和平を後押ししています。
　また、日本の支援により、165人の訴訟案件に対してモバイル
コート（移動式簡易裁判）を開催し、司法への平等なアクセスを
向上させました。また、519人（内76％が女性）の国内避難民に
対して司法サービスを提供すると共に、コミュニティーラジオ等
を通じて48万人（内47％が女性）に対して司法サービスや法制度
についての啓発活動を行いました。
　こうしてガバナンスを強化することで、持続可能な開発に必要な 
政治、社会・経済の安定に向けた道が開けると期待されています。

エドアルド・シゲオ・フジカワ
UNDPモザンビーク事務所 プロジェクトアナリスト

平和の定着と社会の融和に向けた復興・開発支援を担当しています。常にコミュニティが主導的に
解決策を導く体制を作るようにしています。日本の支援を受け自分が担当した、とあるプロジェク
トでは700世帯が就労し所得を確保することができました。事業終了後も人々が生計手段を維持
できており、持続的な開発の一端を担えたことに喜びを感じています。
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防災と気候変動

「最初は『津波』という言葉しか知りませんでした。避難訓練を経験した
ことで、災害が起こった時にどう対応すべきか、また、負傷した際の対処
法についても学ぶことができました」 

学生のV・マネシャさん、スリランカ

「災害データの活用は、人々やコミュニティがより良い防災や復興を
実現するために不可欠です」 

インドネシア国家防災庁 ラディヤ・ジャティ博士

*インド、インドネシア、カンボジア、キリバス、サモア、スリランカ、ソロモン諸島、タイ、ツバル、トンガ、パキスタン、バヌアツ、パプアニューギニア、 
 パラオ、バングラデシュ、東ティモール、フィジー、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミクロネシア、ミャンマー、モルディブ

下村憲正
UNDPインドネシア 常駐代表

インドネシアでは「津波対策強化」プロジェクトのもと、バリとアチェの20校6,500人の生徒に対す
る津波避難訓練を実施しました。また、携帯アプリSTEP-Aを活用して訓練がどのように生徒の
行動変容につながっているかを分析しています。

UNDPは津波防災の経験を持つ日本の支援を受け、アジア太平洋の23か国*で、
津波による人的・物的被害を減らすための活動を実施しています。また、2020年からはインドネシア、
スリランカ、ネパール、フィリピンの4か国において、革新的デジタル技術やデータの活用を通じ、
防災のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進し、脆弱なコミュニティがよりよい形で
防災や復興を実現し、今後の危機に耐えうるようにするための活動を行っています。

アジア太平洋の学校における津波対策強化

UNDPは日本政府協力のもと、津波被害リスクの高い学校の特定
と緊急対応・避難計画の策定を行い、学校における津波啓発活動
と避難訓練を実施しています。2017年の支援開始以来、23か国
373校の16万人を超える生徒、教員、学校管理者が津波防災訓練
を受けています。また、専門機関監修のもと、 分かり易い教材が
作成され、さらに現地言語に翻訳されて活用されています。さらに、
指導者養成研修を通じ、12カ国349 校における学校職員のスキ
ルを向上させ、コミュニティレベルでの備えの強化と意識啓発を
推進しました。2020年には、コロナ禍により数カ月にわたる休校
が続き、学校の津波対策への取り組みに新たな課題が加わりまし
た。中でも重要とされたのは、防災を多次元でとらえることと、コ

ミュニティ全体を巻き込む必要があるという2つの点でした。コロ
ナ禍における日本の対策に学ぶため、2019年に発行された地域
ガイドの補足資料として、『コロナ禍と津波避難：学校管理者向
けガイド（Tsunami Evacuation During COVID-19: A Guide for 
School Administrators）』を作成しました。

デジタルトランスフォーメーション（DX）と防災

データの有効活用は、防災や復興への取り組みの包摂性、合理
性、そして効率性を高め、災害による被害や社会的・経済的影響
を減少させます。UNDPは、防災におけるデジタル技術の可能性
に着目し、災害データのデジタル化と一元化を進め、防災と早
期復興に役立てることを目指しています。また、社会的弱者の災
害対策と初動対応を支援するため、民間セクターとの連携を強
化し、民間企業の最適技術を取り入れた新しい解決策の共創に
取り組んでいます。スリランカ、ネパール、フィリピンでは、一般
社団法人日本防災プラットフォームとの協力により、日本の技術
を活用したデジタル・ソリューションの可能性を模索しています。
インドネシアでは、インドネシア政府との共催でハッカソンを実
施し、政府の災害情報管理システムの機能強化案を地元の若手
起業家から公募しました。
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Ajeevikaアプリで農村部の女性の情報収集と
収益向上を可能に（インド）

UNDPは日本政府の支援を受け、様々な問題解決にデジタルの力
を活用し、その解決策を他国にも広げることを目的とする「デジタ
ルX」という取り組みを実施しています。優れた活動を世界各国に
広げることで、インパクトがより大きなものになります。
　その一環としてUNDPインド事務所が開発したのが、Ajeevika
というアプリです。これは農村部で小規模ビジネスを行う女性グ
ループに公的支援の情報を提供するアプリで、ウッタラカンド州で
公開されました。このアプリが開発される前は、人々は役所まで足
を運んで情報を得る必要がありました。長時間の移動や交通費が
負担だった上、担当者不在などの理由で情報を得られないことも
あったのです。しかし、このアプリを使えば、移動することなく情報
収集ができます。コロナ禍における感染防止策や移動制限への対
応という観点からも、効果的です。 また、アプリの情報は、だれも
が理解できる平易な言葉で書かれています。
　「デジタルX」の支援の下、開発の第二段階ではアプリにオンラ
インマーケット機能を搭載しました。また、アプリの使い方を学ぶ
ための研修も実施されました。 これにより、商品を売りたい農村
部の女性グループは、中間業者を介することなく、オンラインで直
接、顧客を見つけることが可能となり、手数料がかからなくなりま
した。また、人工知能により、商品を売りたい人と買いたい人のマッ
チングが可能になり、農村部の女性の収益向上につながっています。
　現在、アプリのベータ版が運用されており、今後より多くのユー
ザーに公開されます。 このアプリにより、農村部の女性5万人以上
が恩恵を受ける見込みです。

女性のエンパワーメントとジェンダー平等の実現は、日本の開発協力政策において
グローバルな課題への取り組みの一つとして中心的な位置を占めてきました。UNDPは日本の支援を受け、
ジェンダーの平等と女性のエンパワーメントを促進するプロジェクトを全世界で展開しています。

ジェンダーの平等

スワティさんが代表を務める農村部の女性グループはLED電球を
生産しています。「このグループに所属する女性は、主婦や母として
のみならず稼ぎ手としても家庭に貢献し、さらには社会にも貢献し
たいと考える人々です」。従来の枠に囚われない形で活躍したいと
願う女性たちの努力を、このアプリは後押ししています。

TOFU 
SHOKUDO

ENJP

野田章子
UNDPインド常駐代表

Ajeevikaアプリは、遠く離れた役所に行くことなく公的支援情報へのアクセスを可能にしたり、農村 
部の女性が作り出す商品をオンラインで販売したりすることを可能にする、とても優れたソフト
ウェアで、コロナ禍の現状に合ったものです。活躍したいと願う女性の想いをデジタルイノベー
ションを通して後押しする日本の支援に深く感謝します。
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中東の安定化

ガザにおけるがれき除去

2021年5月、パレスチナ・ガザ地区がイスラエルとの戦闘により
打撃を受けたことから、日本政府は、UNDPに対し、ガザ地区
における被害調査およびがれき除去のために計300万米ドルを
拠出しました。
　今回の日本政府の支援により、11日間の戦闘により発生した
26万トンのがれきのうち4割以上（11万トン）を除去しました。ま
た、本事業を通して約15,000日の作業日・雇用の創出を見込ん
でいます。
　がれきを安全に除去することで、建物の倒壊リスク、不発弾
やその他の戦争残存物の脅威から周辺に住む人 （々特に子ども
たち）を守ることができます。また、人々が医療、教育、水・衛生、
行政などの面で基本的サービスを受けることが再び可能となり、
このことは紛争後の復興の鍵となる経済活動の再開にもつな
がっています。
　当プロジェクトを通し、UNDPは全壊または甚大な被害を受
けた住宅、公共施設、商業施設、工業施設等を解体し、がれき
を除去しています。除去されたがれきは、埋立地に運ばれるか破
砕場で砕かれ、道路の復旧などに再利用されます。
　 UNDPの現場調査によると、12,558の住居（難民の住居以
外）、273の教育施設、35の保健施設、76の水・衛生施設、240
の道路、77の公共施設、その他1,944の施設が被害をうけまし
た（2021年10月現在）。建物等の復建には1億ドル以上の費用が
必要となり、社会経済の復興および精神・心理的支援にはその
何倍もの費用と時間が要されることが見込まれます。UNDPは
すでに関係者と協力し、復興活動を開始しています。

UNDPと日本は、紛争国を含むアラブ地域の低・中所得国14か国で
戦略的パートナーシップを展開しています。現在、アラブ地域は、中所得国ですら経済危機に瀕し、
また相次ぐ紛争が長期化し記録的な数の避難民が出るなど、未曽有の課題に直面しています。
日本とUNDPのパーナーシップは、紛争直後の早期復旧支援、地域全体の「人間の安全保障」や
レジリエンス（強靭性）の向上、さらには過激主義の予防や安定化に向けた取り組み、
そして気候変動対策など、複雑かつ相関性のある課題の解決に向けて、
なくてはならないものとなっています。また、政策的解決にあたるアラブ連盟を支援するための
政策ラウンドテーブル・シリーズも、日本とUNDPの連携で推進しています。

野口千歳
UNDPパレスチナ事務所副代表

2021年5月の戦闘当時、UNDPガザ地域事務所代表として現地に駐在。UNDP事務所の地下避
難所で40名以上の国連・NGO職員を受け入れ安全を確保しました。停戦合意の終結後、即座に
被害調査およびがれき除去のための資金を確保し、活動開始。現在は、パレスチナ事務所副代表
として、他の国連機関及び現地関係者との調整および活動の指揮に従事しています。
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SDGsの推進

民間セクターとの連携：

SDGs Holistic Innovation 
Platform （SHIP）

UNDPと一般社団法人Japan Innovation 
Network（JIN）は、SDGs Holistic Innovation Platform（SHIP）
というオープンイノベーション・プラットフォームを共同運営し、
企業の技術による世界の開発課題解決や、SDGs達成に資する
ビジネス構築に取り組んでいます。

Youth Co:Lab

Youth Co:Labは、2017年にUNDPとシティ・
ファウンデーションが、若者のエンパワーメント
とSDGs達成を目的に開始した社会起業家支援活動です。これま
でアジア太平洋地域の25の国や地域で展開され、8,000人以上の
若手社会起業家を支援してきました。

Japan SDGs Innovation Challenge for 
UNDP Accelerator Labs 

現地の開発課題について、日本の民間企業と各国のアクセラ 
レーター・ラボが連携して解決策を創出する「Japan SDGs 
Innovation Challenge」を実施しています。2020年度には、3つ
の日本企業・団体が参加し、現地の関係機関と連携し課題解決
に挑みました。

SDG Global Festival of Action 
from JAPAN

2021年3月、日本にある国連諸機
関が結集し、国内外でSDGsに精
力的に取り組む各界のリーダーた
ちとともに、SDGs達成に向けた
アクションを応援する祭典、「SDG
グローバル・フェスティバル・オブ・
アクション from JAPAN」をオン
ライン開催しました。本イベントは、
国連事務総長の命を受け、UNDP
が国連諸機関及び世界各国のために運営する「国連SDGアク
ションキャンペーン」及びジャパンSDGsアクション推進協議会
が共催しました。

SDG インパクト

SDGインパクトは、SDGs達成に向けた資
金の流れを拡大させるために、SDGs達成に
つながる投資のガイドラインや世界基準を策定し、それに適合
した投資や企業・事業体を認証するという取り組みです。また、
SDGsに資する投資機会・課題の国別分析や、様々なアクターを
つなげ協働を促す場づくりも進めています。

アジアにおけるビジネスと
人権プログラム

UNDPはアジア地域でビジネスと人権プログ
ラムを運営しています。企業に対してはガイドラインの提供や研
修の実施、政府に対しては国別行動計画の策定や実施などに
関する支援を提供することで、責任あるビジネスの実践を推進
しています。

UNDPは様々な社会・環境課題の解決策を模索するため、世界91か所（対象国
は115か国）に「アクセラレーター・ラボ」を設置しました。ラボでは、政府や企業、
起業家、研究者、市民などと知恵を出し合い、新しい解決策を考え、実験します。
その結果を世界中のラボネットワークで共有し、相互に学び合っています。
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 インドのSafai Sathisと呼ばれるゴミ収集や分別に従事する人々。コロナ禍の中、UNDPは日本からの支援を活用し、社会保障制度に関する
情報を提供する案内所をプラスチックリサイクルセンター内に設置。Safai Sathisが社会保障を受けやすくなりました。


