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＝グローバリゼーションの負の側面の改善＝

１９９９年ダボス会議に於いて、国連アナン事務総長が、
マイナスの側面改善へ企業の行動参画を呼びかけ。

『ここダボスにお集まりのビジネスリーダーの皆様と我々国連で、共
通の価値観と原則を持って、グローバル・マーケットを「人の顔が
見える」ものにしていこうではないか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
我々は短期的な利益の計算しか考えないグローバル市場と、「人間
の顔を持った」グローバル市場と、どちらかを選ばなくてはなら
い。』



と
市場のグローバル化

世界貿易（輸出）：１９８０年２０３４１憶ドル、１９９０年３４
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世界貿易（輸出）推移

急速に進展したグローバリゼーション

１０億ドル
法政大学増田先生論文から

１．－１）

①米国主導で１９８０年代以降ｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｾﾞｰｼｮﾝは、急速に進展し、
をもたらした。

・市場の自由化、

・貿易の拡大、
・多国籍企業の活動促進
・金融の自由化

世界的な経済の拡大



②急速なグローバリゼーションの進展は世界的な
経済拡大をもたらす一方、歪みも生んだ

・格差の拡大
・環境破壊

・児童労働

・不正の横行
・途上国の市場破壊

特に、強国の考えで進められたグローバリゼーションは、発展途
上国では、経済のプラスだけではなく様々な負問題も起きました。



ダボス会議でのアナン事務総長の呼びかけ、を受ける形で２０００年より発足、

の４分野の１０原則に従って活動する事を企業・団体
が約束し、その結果につき、毎年公表する。世界で約１１５４９の企業が参画（2016年7月）。
日本で３８３の企業・団体（３３５が企業）が参画。 を目標に掲げている。

＝国際的なビジネスでの国連主導の動き＝

アナン国連事務総長が に対し提唱(2006年)した原則。投資先を決める際に、

ＥＳＧ課題 を考慮して判断するべきとしたガイドライン。国連
環境計画（UNEP）並びに国連グローバルコンパクトが推進する。

①『グローバルコンパクト』

②『責任投資原則（ＰＲＩ）』

１－２）

「人権」、「労働」、「環境」、「腐敗防止」

（環境、社会、企業統治）

ＳＤＧｓの達成

金融業界



6

『ＳＤＧｓ』⇒

２０１５年９月に、 と言うメッセージを込め、
国連本部にて採択された２０３０年までに達成すべき課題で、

国際目標 を定めた。

２０００年９月国連ミレニアム・サミットで、
として、より安全で豊かな世界づくりへの協力を約束する「国連ミ
レニアム宣言」を採択し、 ２０１５年までに達成する の国際
目標 を定めた。

『ＭＤＧｓ』から『ＳＤＧｓ』へ

『ＭＤＧｓ』⇒

１－３)

ＭＤＧｓが を当てたものであったのに対し、
ＳＤＧｓは を当てている。

より安全で豊かな世界づくりへの目標

地球上に住み続け発展できる様にする成長目標

８つ

「ミレニアム開発目標（MDGs）」

１７の 『持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）』

『誰も置き去りにしない』

開発途上国に焦点
先進国にも焦点

２１世紀の国際社会の目標



ＳＤＧｓに至るまでの国際会議の流れ

１．１９８７年環境と開発に関する世界委員会
ブルントラント委員長「持続可能な開発」の概念提起。

２．１９９２年国連環境開発会議（地球サミット）
環境に関する国際的な取り組みの行動計画
「アジェンダ２１」採択。

３．１９９７年国連環境特別総会
アジェンダ２１の一層の推進計画

４．２００２年「持続可能な開発に関する世界首脳会議」
（ヨハネスブルグサミット）「ヨハネスブルグ実施計画」
で、貧困の撲滅、生産消費形態の見直し、天然資源の
保護と管理、その為の制度と枠組みと言った指針を提示。

５．２０１２年「持続可能な開発会議」（リオ＋２０）
ＭＤＧｓの達成見込み評価を行い、ＳＤＧｓの策定を決定。



ＭＤＧｓ８つの目標

国連広報センターＨＰから

極度の貧困と飢餓の撲滅 普遍的な初等教育の達成 ジェンダーの平等の推進と
女性の地位向上

幼児死亡率の引き下げ 妊産婦の健康状態の改善 HIV/エイズ、マラリア、
その他の疫病の蔓延防止

環境の持続可能性の確保 開発のためのグローバル・パートナーシップの構築

https://www.unicef.or.jp/mdgs/#a1
https://www.unicef.or.jp/mdgs/#a2
https://www.unicef.or.jp/mdgs/#a3
https://www.unicef.or.jp/mdgs/#a4
https://www.unicef.or.jp/mdgs/#a5
https://www.unicef.or.jp/mdgs/#a6
https://www.unicef.or.jp/mdgs/#a7
https://www.unicef.or.jp/mdgs/#a8


これは全ての人々のアジェンダであり、すべての次元で、そ
してすべての場所で、不可逆的に貧困に終止符を打つため
の行動計画といえます。
17の目標を伴うアジェンダは、幅広く野心的であり、誰も置き去りにして
はならないことを強調しています。
SDGsは、貧困に終止符を打つには、経済成長を促し、教育、健康、雇用機

会を含む幅広い社会的ニーズを充足することが必須であり、また、気候変
動と環境保護に取り組む戦略も必要であることを認識しています。

SDGs：変革的

国連広報センターＨＰから

人間（People） – あらゆる形態と次元の貧困と飢餓に終止符を打つとともに、すべての人
間が尊厳を持ち、平等に、かつ健全な環境の下でその潜在能力を発揮できるようにする
（目標1、2、3、4、5および6）。
豊かさ（Prosperity） – すべての人間が豊かで充実した生活を送れるようにするとともに、
自然と調和した経済、社会および技術の進展を確保する（目標7、8、9、10および11）。
地球 （Planet）– 持続可能な消費と生産、天然資源の持続可能な管理、気候変動への緊
急な対応などを通じ、地球を劣化から守ることにより、現在と将来の世代のニーズを充足
できるようにする（目標12、13、14および15）。
平和 （Peace）– 恐怖と暴力のない平和で公正かつ包摂的な社会を育てる。平和なくして
持続可能な開発は達成できず、持続可能な開発なくして平和は実現しないため（目標16）。
パートナーシップ（Partnership） – グローバルな連帯の精神に基づき、最貧層と最弱者
層のニーズを特に重視しながら、すべての国、すべてのステークホルダー、すべての人々
の参加により、持続可能な開発に向けたグローバル・パートナーシップをさらに活性化し、
このアジェンダの実施に必要な手段を動員する（目標17）。

ＳＤＧｓ不可分



持続可能な開発目標ＳＤＧｓ
SDGs）Sustainable Development Goals 2016-2030
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目標１

貧困をなくそう
目標13

気候変動に具体的な対策を

目標14

海の豊かさを守ろう

目標15

陸の豊かさも守ろう

目標16

平和と公正をすべての人に

目標17

パートナーシップで
目標を達成しよう

目標6

安全な水と
トイレを世界中に

目標7

エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

目標8

働きがいも経済成長も

目標9

産業と技術革新の
基礎をつくろう

目標10

人や国の
不平等をなくそう

目標１1

住み続けられる
まちづくりを

目標１2

つくる責任 つかう責任

目標2

飢餓をゼロに

目標3

すべての人に
健康と福祉を

目標4

質の高い教育を
みんなに

目標5

ジェンダー平等を
実現しよう

Ｍ
Ｄ
Ｇ
ｓ
環
境
の
持
続
可
能
性

Ｍ
Ｄ
Ｇ
Ｓ
目
標
４
・
５
・
６

Ｍ
Ｄ
Ｇ
ｓ
目
標
１
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ＳＤＧｓ、ＷＦＰの参考動画、ＨＰ

外務省動画
https://www.youtube.com/watch?v=z3foLsvz_kg

https://www.ungcjn.org/index.html

会員企業の活動紹介
https://www.ungcjn.org/sdgs/activities.html

グローバルコンパクトネットワークジャパンＨＰ

本田亮 ＳＤＧｓ動画
https://www.youtube.com/watch?v=opXYAzgo4c0

ＷＦＰ協会親善大使竹下景子動
https://www.youtube.com/watch?v=69FW4KX5rzE

https://www.youtube.com/watch?v=z3foLsvz_kg
https://www.ungcjn.org/index.html
https://www.ungcjn.org/sdgs/activities.html
https://www.ungcjn.org/sdgs/activities.html
https://www.youtube.com/watch?v=opXYAzgo4c0
https://www.youtube.com/watch?v=69FW4KX5rzE


ＳＤＧｓ＆ 国連WFP
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ＳＤＧｓ第2目標：

「飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄
養改善を達成し、持続可能な農業を推進する」

国連WFPは、主にZero Ｈunger＝「飢餓のない世界」
を目指し活動している、国連唯一の食糧支援関です。

その活動が評価され、２０２０年度ノーベル平和賞
を授与されました。



世界の飢餓の実態

・およそ 人(２０１９)が飢餓に苦しんでいる。

前年比 。

・世界の は飢えている

・主な原因は武力紛争の拡大、加えて、気候変動の影響が追い打ち。

ＣＯＶＩＤ－１９の影響で２０２０年は大幅な悪化懸念。

６億９０００万

１１人に１人

＋１０００万人

世界の総人口…約７７億１３００万人＊

世界には十分な食べ物があるにもかかわらず

＊国連広報センター世界人口推計
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飢餓人口の推移
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ハンガーマップ

飢餓人口は２０１４年以来、
１０００万人／年のペースで
増えています



自然災害
洪水・干ばつ

貧困の連鎖

経済の悪化

飢餓の原因

食糧価格高騰

戦争・紛争



国連WFP（国連世界食糧計画） 概要

• 飢餓をなくすことを使命とする国連唯一の食糧支援機関

• 961年設立決定 1963年活動開始

• 本部：イタリア共和国 ローマ

• 職員数：17,000人 （うち日本人職員数は約 人）

• 日本事務所職員数：10人

• 毎年平均80ヵ国、約9,000万人に食糧支援を実施

活動資金
・２０１９年の活動資金約８０億ドル（８４２４億円）のうち、日本政府による
拠出金は約１．５億ドルで世界第８位の支援国。
・WFPの活動支援は全て 及び

によって賄われる。

７８

各国政府からの任意拠出金、

企業・個人・団体 からの寄付



認定NPO法人 国連WFP協会

国連WFP（ＷＦＰ協会）概要

• 1999年1月設立
• 職員数：23人
• 登録ボランティア：120人 （18歳以上からボランティア登録が可能）
• 活動内容：

• 代表：会長 安藤宏基
（日清食品ホールディングス（株）代表取締役社長・CEO）

国連WFPは国連機関であるWFP 国連世界食糧計画と、それを支援する
認定NPO法人である国連WFP協会という２つの団体の総称です。

• 日本国内における民間支援窓口

①募金活動（ファンドレイジング）

②企業・団体との連携推進

③広報活動



国連WFPの活動 〜５つの柱〜

母子栄養支援

学校給食支援 自立・地域支援

緊急支援

輸送支援
19
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201９年支援の実績

食糧支援（全体）

食糧支援の量

緊急支援

母子栄養支援

自立支援

学校給食支援ⒸWFP

ⒸWFP

http://ja1.wfp.org/zero-hunger 、WFP | THE YEAR IN REVIEW | 1

４２０万㌧

８８か国９７１０万人

６２２０万人
（２０１７年数字）

５９ヶ国１７３０万人 子ども １０８０万人
母親 ６４０万人

９６０万人

http://ja1.wfp.org/zero-hunger


⚫人道支援ロジスティックスの

スペシャリスト

ロジスティックス（物資輸送）

情報通信設備の整備

⚫ アンテナをたて、電話、
ネットなどの、通信設備
などを設定

確かに届ける、国連WFP

⚫毎日、飛行機92機、船20隻、
トラック5600台が稼働



⚫紛争や自然災害発生時、被災国の要請で出動

2015年4月25日に震災発生したネパー

ルでは食糧支援や、輸送支援、通信支
援を実施。

緊急食糧支援活動

シリア国内避難民約630万人、国外避
難民486万人いる。子供200万人を含む
500万人が支援の届けられない地域で
生活している。

⚫緊急事態発生後、48時間以内に緊急支援チーム派遣



世界の子供たちの今



学校給食プログラムの効果

・子ども1人につき で栄養たっぷり
の給食を届けられます。
・栄養状態の改善だけでは無く、

により、
に

寄与します。
・何より、子供たちの夢を広げます。

1日およそ３０円

就学率の向上、
特に女子の就学率向上（１２％）

教育起因の格差是正、ジェンダーの平等



(妊婦・授乳中の女性、5歳未満の子どもを対象)

⚫お母さんの妊娠から２歳の誕生日までの
最初の1,000日→一生を左右する大切な
時期

⚫WFPは乳幼児向けの栄養強化食品を開
発、配布→乳幼児や妊婦、授乳中の母親
などへ 高栄養食品を配給

母子栄養支援（栄養強化の支援活動）

◼途上国では、5歳未満の子どもの25%が

発育阻害（慢性的栄養不良の為、年齢
の割に身長が低い状態）

７歳
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自立・地域支援

Ｆｏｏｄ ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ ｆｏｒ ａｓｓｅｔｓ

地域の人々が労
働力提供

国連WFPがプロ
ジェクト主導

食糧（一部現金）で
報酬

インフラ整備プロジェクトを推進

これまでに

・３２００の井戸、・１７０００Ｋｍの道路や山道、
・１２５．５万㎥のダム・５００の橋、等の建設
・２１．９万haの土地の開発・再生を支援。

道路の増幅作業
（ラオス）



コロナ禍での国連WFPの対応

• これまで支援対象でなかった人々への支

援（社会保障の対象外、インフォーマル

な経済活動に参加していた難民など）

• 都市部での支援の拡大

• タイムリーな臨時支援の提供

• コロナ対応のための隔離所での短期的な

食料支援

• 現金支給の増加

• 食料支援プラットフォームの活用

• 政府やパートナーの支援



国連WFP：過去最大の支援対象者数

支援対象者数

2019年の9,700万人

2020年は過去最大の

1億3,800万人
に支援対象者数を拡大

＋４１００万人



国連ＷＦＰの日本における活動

２－３）
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東日本大震災でのWFPの活動

南三陸で救援物資を運ぶWFPのトラック

WFPが設置した災害ボランティアセンター

・救援物資の物流拠点を設置。
大型テント４５張、プレハブ事務所３６棟。

・世界各国からWFP職員が支援活動に。
世界各地から27名の職員を日本へ派
遣（うち15名は日本人職員）。

・各国からの救援物資を被災地へ輸送。
・高カロリービスケットの提供
宮城県の要請を受け、高カロリービス
ケット50トンを空輸。

・企業から寄せられた食品や飲料を被
災地へ52社より62万点。
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国連ＷＦＰ協会の活動

企業及び個人への寄付呼びかけに加え、
各種イベントを企画遂行



レッドカップキャンペーン
～2011年11日1日にスタート～

１人でも多くの、飢えに苦しむ子どもに
学校給食を届けるために。

国連WFPが給食を入れる容器として使っている赤いカップを目印にして、

企業・個人の皆さまに学校給食支援にご協力いただく機会をご用意します。

皆さんの力で、給食が届く、世界がより良くなっていく、

それがレッドカップキャンペーンの願いです。

Ａ．レッドカップキャンペーン（寄付付き商品企画）

寄付付き商品等の詳しい情報
https://www.jawfp.org/redcup/

＜キャンペーンロゴ＞

https://www.jawfp.org/redcup/


WFPエッセイコンテスト（2004年～）
開催概要：小学4年生～大人まで幅広い方々の作品を募集

応募1作品につき、寄付協力企業より給食１日分３０円寄付。
＜２０２０年 実績＞テーマ：「みつけた！わたしの元気ごはん」
・応募作品総数：２２,９０５通 ・寄付総額：２０６万１,４５０円
寄付協力企業３社９０円／作品

Ｂ－２．国連WFPの主要イベント①

２０２０年特別審査員

２０２０年表彰式受賞者の皆様
ふなしーさん 竹下景子さん

国連ＷＦＰ協会親善大使

審査委員長
湯川れい子さん

国連WFP協会顧問
音楽評論家・作詞家

審査委員

・三國清三さん
国連WFP協会顧問
オテル・ドゥ・ミクニオーナーシェフ
・本田亮さん
国連WFP協会理事
クリエティヴヂレクター・環境漫画家
・鈴木邦夫
国連WFP協会事務局長

次長課長河本純一さん



WFPウォーク・ザ・ワールド（2005年～）
• 子どもの飢餓をなくすための
チャリティーウォーク。参加費の一部が
学校給食支援にｌ寄付される。

＜２０１９年 実績＞
• 5月12日(日) 横浜みなとみらい地区
参加者数：5,003名
募金額：4,700,600円
ゲスト：中澤佑二（元サッカー日本代表）

• 5月26日(日) 大阪万博記念公園
参加者数：1,631名
募金額：1,291,220円
ゲスト：青木愛（元アーティスティック

スイミング日本代表）

Ｂ－１．国連WFPの主要イベント②

大阪会場

横浜会場
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５年後

。 ＦＯＯＤ ＩＳ ＨＯＰＥ
清聴有難うございました。


