
漫画で見る
。

そして知る。

SDGs



コンセプト

最近、よく聞くようになった「SDGs」というものを

　　　　　　　 ご存知でしょうか？

「SDGs」とは 2030 年までに達成する為に挙げられた

　17個の国際的で持続可能な開発目標のことです。

しかし「SDGs」は、世界規模で掲げられているにも

関わらず認知度や理解度がとても少ないのが現状です。

斯く言う僕も、つい最近まで認知は疎か興味・関心も

　　　　　　　　ありませんでした。

そんな僕だからこそ「SDGs」が、どんな形であれば

興味が湧くかと考えた末、日本ならではの文化であり

世界的にも共通して人気であり、関心や理解度のある

　　　　　 「（４コマ）漫画 」
の技法を使うことで、「SDGs」に対して関心や理解を

　　　　　　してもらおうと考えました。



  貧困をなくそう
Q.ここで起きている問題

2030 年までに、それぞれの国の基準で色々な

面で「貧しい」とされる男性、女性、子ども

の割合を少なくとも半分減らす。

それぞれの国で、人びとの生活を守るための

きちんとした仕組みづくりや対策をおこない、

2030 年までに、貧しい人や特に弱い立場に

いる人たちが十分に守られるようにする。

2030 年までに、貧しい人たちや特に弱い立場に

いる人たちをはじめとしたすべての人が、平等、

生活に欠かせない基礎的サービスを使えて、

土地や財産の所有や利用ができて、新しい技術や

金融サービスなどを使えるようにする。

2030 年までに、世界中で「極度に貧しい」

暮らしをしている人をなくす。

1日あたりに使えるお金が（食事、水、電気、

住むところや着るもの、くすりなどすべて

合わせて）1.25 米ドル（約 135 円）未満で

生活しなければならない状態である。



    飢餓をゼロに
Q.ここで起きている問題

飢餓とは，十分な食べ物を食べられずに栄養不足に

なり，健康を保たもつことができなくなった状態の

ことをいいます。今，世界では約 6.9 億人が飢餓に

苦しんでいます。これは世界の人口の 11人に１人

の割合で，飢餓に苦しむ人の多くは，途上国の農村

部などに住む人たちです。

飢餓が最も広がっている地域はアフリカで，どの地

域でも飢餓に苦しむ人の割合がゆっくりと増えてい

ます。そして，飢餓人口が最も多いのは、アジアで

（特に南アジア），3.8 億人以上もの人が飢餓で苦しん

でいます。

子どもが飢餓になってしまうと，病気とたたかう力

が弱くなり，命を落としてしまうこともあります。

また，飢餓状態の妊婦が出産した場合，生まれた赤

ちゃんはすでに栄養不足で，無事に出産できても，

その後に亡くなってしまうといった場合が少なくあ

りません。

飢餓で子どもたちの成長が遅おくれたり，亡くなっ

たりすることは，その国の成長や発展の遅れにもつ

ながります。飢餓の問題は，健康や命の問題に加え，

教育や雇用など，SDGs のほかの目標とも関連の深

い目標であるといえます。



すべての人に
健康と福祉を

Q.ここで起きている問題

世界では，５歳になる前に命を落としてしまう赤

ちゃんや子どもが１年間に約 520 万人もいます。

アフリカのサハラより南の地域では，13人に１人

の子どもが，５歳未満で亡くなっていて，オースト

ラリア，ニュージーランド地域の 264 人に１人と比

べて 20 倍も高い割合です。これらの地域では妊娠中

や出産するときに亡くなるお母さんも多くいます。

抵抗力の弱い子どもにとっては，先進国であればすぐ

に治療できるような病気でも命を失う原因になります。

途上国の赤ちゃんや小さな子どもたちが亡くなる原因

として多いのが，肺炎や下痢です。予防が行き届かず，

十分な治療が受けられないことで，多くの子どもたち

が命を落としているのです。

性に関する教育も必要で , 途上国では「妊娠・出産」

で命を落とすお母さんが多くいます。若い女の子が望

まない妊娠をしないため，妊娠中や出産で亡くなる数

を減へらすためにも，自分の体を守るための性の知識

を持つことが大切なのです。

途上国では，このような社会福祉サービスがまだまだ

そろっていません。貧しい人たちは，病院にお金が払

えないからと病気やケガの治療を受けられずにいます。



質の高い教育を
みんなに

Q.ここで起きている問題

日本では，小学校・中学校の９年間が義務教育。

すべての子どもたちが教育を受ける権利を持ってい

ます。しかし，世界には学校に通えない子どもたち

が約 1.2 億人もいます。

小学校に入学する歳としになっても学校に通ってい

ない子どもたちの約半分は，紛争や戦争のある場所

に暮くらしています。

教育を受けることは，子どもたちが未来への希望を

つなぐこと。特に，貧しい暮らしをしている子ども

にとっては，教育を受けることが，その貧しさから

抜け出だし，安定した収入のある仕事につくチャン

スにつながります。

教育は，わたしたちの未来のためにとても大切です。

今の時代，学校の教室で学ぶだけでなく，インター

ネットにアクセスすることで，さまざまな世界や知

識にふれることができます。

このようなインターネットの環境がそろっているか

どうかも，教育を受ける機会の差を生んでしまうた

め，教育の格差がさらに広がることについても考え

ていかなくてはいけません。



ジェンダー平等を
実現しよう

Q.ここで起きている問題

「女の子だから」「男の子だから」と言われたことは

ありますか？男女の違いには，カラダのつくりの他

に，社会的・文化的な役割の違いがあります。

「男性はこうあるべき，女性はこうあるべき，するべ

き」と，みんなが無意識に決めつけている女性と、男

性の違いを「ジェンダー」といいます。

たとえば，「外で働くのは男性で，家のことをするの

は女性」「男性は青，女性はピンク」と決めつけるこ

と。こういった先入観が，ジェンダーの不平等や差別

を生んでいます。

世界では，女性であるというだけで，教育を受けられ

ない，身体が大人になる前の 10代で結婚・妊娠・出

産する，人身売買で売られてしまうなど，さまざまな

差別を受けるケースがあります。

大人になっても，外で自由に仕事をすることは許され

ず家事や育児に専念するしかない，家庭の中で暴力を

受けるなど，差別に苦しむ女性も少なくありません。

SDGs が目指すのは，男性も女性も社会的に平等であ

ること。男性だから，女性だからとさまざまな差別を

受けることのない社会をつくる努力が必要です。



安全な水とトイレ
を世界中に

Q.ここで起きている問題
蛇口をひねるとすぐに安全な飲み水が出る水道，学校

や公園などに整備された清潔なトイレ。日本には，安

全で衛生的に水を利用できる環境が整っていますが，

実は、このような国は世界でも数えるほどしかありま

せん。

SDGs では水道のパイプで管理されている水を「安全

な水」としていますが，世界の人口の約３分の１，約

22億人が，安全な飲み水を使えません。また，安全に

管理されたトイレを使えない人は約 42億人。

世界の半分以上，約６割の人がこれにあたります。

安全な水と衛生的てきな環境が整っていないと，どの

ような問題があるのでしょうか？途上国では，上下水

道設備などのインフラが整っていないことも多く，糞

や尿，家庭や工場から捨すてられた水が流れ込こんだ

川や湖の水，また，有害な物質が染み込んだ土地の地

下水など，汚れた水を処理しないまま，飲み水として

利用していることも少なくありません。

このような衛生的に処理されていない水は，子どもの

健康に大きな影響を与え，下痢などの病気になる可能

性を高めます。その結果，下痢で命を落とす 5歳未満

の子どもの死亡数は，毎年 36万人にもなっています。

また，不衛生なトイレや汚れた水は，コレラや赤痢な

ど恐ろしい感染症の原因にも大きく影響しています。



エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

Q.ここで起きている問題

電気やガスなどわたしたちの生活に欠かせないエネル

ギー。しかし，世界ではいまだに約 7.9 億人が電気を

利用できずにいます。

電気が使えない地域では，薪や炭を燃やして，料理を

したり暖房に使ったりしています。その数は約 28億

人。煙で汚れた空気で健康をそこなうことにもなりま

す。また，貧しい人々は，夜でも明かりを使うことが

できず，仕事や勉強ができません。途上国では，外灯

のあかりで勉強をする子どももいます。

18世紀の産業革命以降こう，人口増加や産業の発展で

エネルギーの消費は急速に増えてきました。今後もア

ジアやアフリカの経済の成長に合わせて，エネルギー

消費がますます増えると考えられています。

現在のエネルギーは，石油，石炭，天然ガスなどの化

石燃料を元にしたエネルギーが中心です。

しかし，化石燃料は，エネルギーを作り出すときに二

酸化炭素が発生し，それが地球温暖化の原因の一つに

なっている事を忘れてはいけません。

このまま化石エネルギーの消費量が増え続けると，地

球温暖化や気候変動がますます深刻になるといわれて

います。



働きがいも
経済成長も

Q.ここで起きている問題

世界には，働きたいと思っているのに仕事がない失

業者が約 1.9 億人います。そして，仕事があっても，

５人に１人は十分な収入を得ることができず，貧困

から抜け出す事ができずにいます。

労働時間や労働条件が厳きびしい環境で働かなくて

はいけない人も少なくありません。働きがいがあり，

十分な収入が得られる仕事をディーセント・ワーク

といいます。貧富の格差が拡大しているといわれる

今，地球のみんなが幸せに暮くらすためには，ディ

ーセント・ワークをいかに実現できるのか，考えて

いかなくてはなりません。

また，これからの時代は，大量生産・大量消費を卒業

し，経済の発展と環境を守ることを両立することが大

切です。持続可能ない済成長の仕組みづくりは、SDGs

の大きな目標です。日本では，ほとんどの子どもが義

務教育の小学校，中学校を卒業後も高校に進学。大学

短大進学率も 60％近くに達するなど，世界でも有数の

高学歴社会です。

しかし，世界では学校で勉強したくても，いろいろな

理由から働かなくてはいけない子どもたちがたくさん

います。5～ 17 歳の働く子どもの数は約 1億 5,200 万

人。世界の子どもの 10人に１人が学校で教育を受ける

ことなく働いています。



産業と技術革新の
基盤をつくろう

Q.ここで起きている問題
みんなが幸せで，豊に暮くらせる世界をつくるには，

さまざまな産業が発展していくことが必要です。

そのためには，限りある資源を使って大量生産・大量

消費してきたこれまでの時代とはやり方を変えて，持

続可能な仕組みを考えていかなくてはなりません。

産業の発展に欠かせないのが，新しい技術を生み出す

イノベーション（技術革新）です。インターネットや

自動運転の車，声で家電などを操作できるスマートス

ピーカーなど，わたしたちの身近な暮くらしにもさま

ざまなイノベーションの技術が生かされています。

生活を支え，産業の基盤となるのが「インフラ」です。

道路や鉄道，上下水道，発電所・電力網，インターネ

ットなど，わたしたちの暮くらしをあらゆる面から支

えています。

東日本大震災のような大きな災害では，インフラが破

壊されることで被害がより大きくなり，復旧に時間も

かかることになります。そのため，災害が起きてもな

るべく早く復旧できるような仕組みや構造を持つイン

フラづくりが大切です。

また，途上国では，まだまだインフラが整っていない

国や地域が多くあります。そういった国々では，電気，

水道，道路はもちろん，これからの産業の発展に欠か

せないインターネットの普及も遅れています。



人や国の不平等
をなくそう

Q.ここで起きている問題

世界には，いろいろな不平等があります。

先進国と途上国，途上国と後発途上国（途上国の中で

も特に開発が遅れた国），同じ国や地域の中でも豊かな

人と貧しい人，男性と女性，障がいがある人とない人，

人種，民族，宗教…。

これらの違いがもたらす不平等を減らすことは，世界

の幸せのためにはとても大切です。それが貧困や飢え，

争いごとをなくすことにも役立ちます。

世界の人口は約 78億人。そのうちの世界でもっとも

お金持ちの 2,000 人は，貧しい人たち 46億人分より

もたくさんの資産を持っています。

つまり，たった 2,000 人のお金持ちが世界の人口の半

分以上の富を持っているのです。

ほんのひと握にぎりのエリートやお金持ちに世界の富

が集中することで，お金持ちはよりお金持ちに，貧し

い人はより貧しくなる。そんな貧富の格差が広がって

います。

このような極端な貧富の格差を減らして，富の再分配

の仕組みをつくること。そして，貧しい人たちが収入

を増やしていける支援が必要です。



住み続けられる
まちづくりを

Q.ここで起きている問題

大勢の人が住み，たくさんの住居，商業施設，会社

や公共施設が集まる都市。経済や文化の中心であり，

学校，交通や金融などの生活に欠かせない，さまざま

な基盤がそろっています。

現在，都市に暮くらす人は，世界の人口の半分以上の

55％ですが，今後，ますます都市に住む人が増えると

考えられています。2050 年には 68％，世界の人口の

３分の２が都市に住むと予想されています。

それだけ大勢の人が快適に暮くらせるよう，「住み続け

られるまちづくり」を目指すことが大切です。

便利で快適な都市の暮らし。一方で，人口が集中する

ことで，たくさんの問題も起きています。

住宅が不足して住居費が高くなる，建物が古くなって

危険が増す，車の排気ガスで空気が汚れる，交通渋滞

や交通事故が増える。

大量のごみをどうするかという問題もあります。

また，多くの大都市には，貧しい人たちが暮くらす

「スラム」があり，犯罪が生まれる原因の一つとなっ

ています。



つくる責任
つかう責任

Q.ここで起きている問題

世界ではたくさんの資源やエネルギーを使って多く

のものを生産しています。それをわたしたちが大量

に消費して暮くらしているのです。このような大量

生産・大量消費の暮くらしは，地球にとても大きな

負担をかけています。

1970 年代以降，地球の生態系が１年間に生み出すこ

とができる資源の量より，人類全体が１年間暮くらし

ていくために消費する資源の量の方が多い状態が続い

ています。現在，人類全体の生活を支ささえるには，

地球が 1.6 個必要です。

つまり，わたしたちの生活は，魚を獲とりすぎたり，

森を切りすぎたりして，未来の資源やエネルギーを

先に使ってしまうことによって成り立っているのです。

豊かな地球の資源には限りがあります。わたしたちは，

ずっと続けられるような生産や消費をしていくことで，

美しい地球を未来につなぐ責任があります。

大量生産・大量消費を代表するのが食べ物です。日本

では，食べ残しや賞味期限切れなど，まだ食べられる

のに捨てられる大量の「食品ロス」が問題になってい

ます。



気候変動に
具体的な対策を

Q.ここで起きている問題

熱波や干，集中豪雨，大型台風など，世界中でさまざ

まな自然災害が起こっています。

その影響は，農業や水産業，飲み水の確保，エネルギーなど，あらゆる分

野に及び，わたしたちの暮らしに深刻な被害をもたら

しています。

こうした災害は，地球温暖化が引き起こすさまざまな

気候の変化（気候変動）が要因になっています。

地球温暖化は，わたしたち人間が経済活動の中で出す

二酸化炭素が主な原因です。この二酸化炭素が地球の

上空をおおい，「温室効果ガス」となることで，地球が

温められ，気温が上がってしまうのです。

1880 年から 2012 年の 132 年間に地球の平均気温は

0.85℃上がったといわれており，このペースでいくと

さらに上昇することが予想されています。

気候変動の影響で海面が上昇し，島が沈んでしまうと

いう問題も起きています。南太平洋に浮かぶ世界で４

番目に小さい島国・ツバルは，世界の平均より２倍の

ペースで海面が上がっています。

このままいくと，将来，「国全体が海に沈んでしまう

かもしれない」と心配されています。



海の豊かさを
守ろう

Q.ここで起きている問題

地球の面積の７割を占しめる海。この豊かな海は，

地球のあらゆる命のみなもとです。そして，海から

はわたしたちが生きるための食べものなど，多くの

恵みを受け取っています。

しかし，その海が，深刻な問題を抱えています。

ひとつは魚などの獲りすぎで，多くの海の資源が減

ってしまったこと。世界的な健康ブームで魚を食べる

人が増ふえ，魚を獲る量が増加し，違法な漁業も増ふ

えています。

その結果，魚資源が減ってしまい，まだ十分に利用で

きる水産資源がたったの 6.2％になってしまいました。

世界の人口が増え，漁業の技術も進歩したせいで「魚

の獲りすぎ」が問題になっています。

魚が大好きな日本人におなじみのマグロやウナギも絶

滅危機にあります。マグロのすしもウナギの蒲焼きも，

食べられなくなる日がくるかもしれません。

プラスチックの生産量は大きく増えていて，1950 年

代とくらべて，約 200 倍ものプラスチックが生産され

ています。



陸の豊かさも
守ろう

Q.ここで起きている問題

人の暮くらしは、山や川，海，そして森に囲まれた自

然と，そこで生きるたくさんの生き物に支えられてい

ます。わたしたち人間の暮くらしが豊かになるにつれ

て，生物多様性を守る自然が、どんどん破壊されてし

まいました。森が失われ，多くの生き物が絶滅の危機

にあります。

世界の陸地面積の３分の１が森林です。豊かな森は生

き物たちが暮らす場所というだけでなく，酸素や土を

作り，水をたくわえます。

しかし，今，世界では，１年間で約 470 万ヘクタール

以上の森が失われています。そして，過去 30年間で失

われた森の９割は，熱帯地域のものです。

森がなくなる原因は，砂漠化かや酸性雨などの気候変

動の影響，森の生態系を無視した無計画な森林の伐採，

人口が増えて都市化が進んだことなどがあります。い

つまでも豊かな自然と暮くらしていくためには，森を

守り，再生していく行動が必要です。

日本は世界でも有数の生物多様性が豊かな国として知

られています。国土の７割を森林が占しめる日本には，

昔から自然と人間の暮くらしをつなぐ場所として里山

があります。



平和と公正を
すべての人に

Q.ここで起きている問題
世界には，今，この瞬間もどこかで紛争や戦争などの

争いごとが起きています。紛争の影響を受けている国

や地域で暮らす子どもたちは約２億 4,600 万人。

たくさんの人が争いごとや暴力，迫害で命をうばわれ

たり，家族を失ったりするなどのつらく悲しい思いを

しています。家や財産をなくし，住む場所を追われる

人も少なくありません。

あらゆる争いごとをなくして，平和を実現すること。

そのためにも，法律などの公正な制度をだれもが利用

できることが大切になってきます。

紛争などで住む場所を追われた人たちが暮らす難民キ

ャンプ。世界の難民の数は 7,950 万人。

世界人口の１％，100 人に１人が家を離れて別の場所

に移動しなければいけない状況にあります。

日本では，子どもが生まれると，自治体に出生届けを

出して，戸籍に登録されます。それによって日本人と

いう国籍を持ち，学校や病院に通ったり，必要な社会

の公的サービスを受けたりすることができるようにな

るのです。

このように，赤ちゃんが生まれたら「出生登録」をす

ることは，子どもの人権として世界で認められている

権利です。登録されることで，さまざまな権利を持ち，

健康で幸せに成長するためのサービスを受けられます。



パートナーシップで
目標を達成しよう

Q.ここで起きている問題

SDGsの 17 の目標は幅はば広ひろい分野にわたり

ます。それぞれの国が取り組むこともあれば，国と

国の協力が必要なこともたくさんあります。

SDGs を実現していくのは，国だけではありません。

企業や研究者，市民団体，地域，学校，家庭，そし

てわたしたち一人ひとりが，SDGs の担い手です。

積極的に関心を持ち，考え，行動に起おこすこと。

それが地球の抱える複雑で難しい問題を解決してい

くことになります。

自分たちだけで，いろいろな問題を解決するのが難

しい途上国。お金も技術もある先進国からの積極的

なサポートが必要です。途上国を支援することは，

先進国も含めた世界のすべての人たちの幸せにつな

がります。

また，先進国自身が抱える問題もたくさんあります。

そういったさまざまな問題に向かってどれだけ努力で

きるか。SDGs の達成に向けた取り組みを先進国も，

評価される仕組みになっています。

大人になったときに，幸せで持続可能な社会をつくっ

ていけるよう，今から未来の主役である子どもたちが

SDGs を知っておくことはとても大切です。。



出典元：https://sdgs.edutown.jp
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