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ODAとは
開発協力とは，「開発途上地域の開発を主たる目的とする政府及び
政府関係機関による国際協力活動」のことで，そのための公的資金
をODA（Official Development Assistance（政府開発援助））といいま
す。政府または政府の実施機関はODAによって，平和構築やガバナ
ンス，基本的人権の推進，人道支援等を含む開発途上国の「開発」
のため，開発途上国または国際機関に対し，資金（贈与・借款条件
の緩やかな貸付等）・技術提供を行います。

出所：https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/oda/oda.html 2
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ＯＤＡの定義：３つの要件
１．政府ないし政府の実施機関によって供与されること
（主体⇒”Official”)

２．開発途上国*の経済開発や福祉の向上に寄与する
ことを主たる目的としていること （目的
⇒”Development”）

３．資金協力については、その供与条件が開発途上国
にとって重い負担にならないようになっており、グラント・
エレメント**（Grant Element：G.E.、贈与要素）が25％以
上であること（条件⇒”Assistance” ）

*開発途上国：DACより公表される援助受取国・地域リストに基づく（DAC LIST 
OF AID RECIPIENTS）。
**グラント・エレメント：援助条件の緩やかさを示す指標。借款の条件が緩くな
るに従ってグラント・エレメントの％は高くなる。贈与のグラント・エレメントは
100%。



政府開発援助（ODA）から開発協力へ

（出所）『開かれた国益の増進 ODA のあり方に関する検討最終とりまとめ』
p6『国際協力 その新しい潮流（新版）』第1章 国際協力ということ p4 をもとに作成
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/kaikaku/arikata/pdfs/saisyu_honbun.pdf

竹下登内閣総理大臣スピーチ「日欧新時代の開幕」 1988年5月4日 於ロンドン

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/exdpm/19880504.S1J.html
National Security Strategy of Japan
http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/pamphlet_jp_en.pdf
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国際協力のアクター

（１）国際機関

国連開発グループ UNDP等

ブレトンウッズ機関 世界銀行 IMF

地域開発銀行 アジア開発銀行（ADB）等

（２）先進国

OECD/DAC諸国

（３）新興国・途上国

G7からG20へ

（４）地方政府、コミュニティ

（５）NGO・NPO・大学・自治体

（６）民間企業
5



経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation 
and Development：OECD）

開発援助委員会（Development Assistance Committee：DAC）

出所:http://www.oecdtokyo.org/outline/about01.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/dac/dac_gaiyo.html

OECD：民主主義と市場経済を支持する諸国が以下の目的の
ために活動を行っている機関。
目的：持続可能な経済成長の支持、雇用の増大、生活水準の
向上
金融安定化の維持、他国の経済発展の支援、世界貿易の成
長への貢献

DAC：目的（1）対途上国援助の量的拡大とその効率化を図る。
（2）加盟国の援助の量と質について定期的に相互検討を行う。
（3）贈与ないし有利な条件での借款の形態による援助の拡充
を共通の援助努力によって確保する。

6



DAC統計上のODA対象国・地域（2014-17）

7

Source:http://www.oecd.org/dac/fina
ncing-sustainable-
development/development-finance-
standards/DAC_List_ODA_Recipients2
014to2017_flows_En.pdf
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１．設立目的 以下の目的及び枠組みの下、2009年1月に正式発足（2009～2011年）。
（１）中国とDACドナー間の相互理解と対話を深める。
（２）中国における貧困削減の経験より教訓を学び合うと共に、アフリカ開発支援に対する効果的な援助・協調のあり方を
分析する。
２．研究テーマとトピックス
【ﾃｰﾏ１】中国における貧困削減･経済成長とDACドナー諸国の対中国支援に関する共同レビュー
【ﾃｰﾏ２】中国による対アフリカ開発協力とその貧困削減への影響に関する共同レビュー
【ﾄﾋﾟｯｸｽ】①開発パートナーシップ、②農業/農村開発、③Pro-Poor Growth/インフラ開発、④企業育成。
３．スケジュール
（１）第一回目会合：2009年10月（＠北京）テーマ：開発パートナーシップ
（２）第二回目会合：2010年4月（＠マリ）テーマ：農業/農村開発/食糧安全保障
（３）第三回目会合：2010年9月（＠北京）テーマ: インフラ開発/ Pro-Poor Growth
（４）第四回目会合：2011年2月（＠エチオピア）テーマ：企業/産業育成
（５）総括会合：2011年6月8日（＠北京）最終報告書について議論
４．参加メンバーと事務局
（１）中国側：中国国際貧困削減センター（International Poverty Reduction Centre in China:IPRCC）、中国農業大学、北京
大学、社会科学院、商務部国際貿易対外合作研究院等の教授、研究者等。
（２）DACドナー：日本、英国（DFID）、米国（USAID）、独（BMZ）、仏（AFD）、ベルギー、ノルウェー、EU、世銀等。日本から
は、JICA東中央アジア部･北野部長が代表メンバーとして参加。2012年よりカナダ、スイス、オーストラリアも参加。
（３）事務局：OECD/DAC及びIPRCC 2012年より商務部国際貿易経済合作研究院院長（CAITEC）が共同議長に加わる
FY2011～12
11年10月USAID・中国側中心にタンザニア農業分野の援助動向調査ミッション派遣

12月釜山HLF4にてフィードバックセミナー開催
FY2012-13の活動として、①2013年6月アフリカの農業開発（タンザニア（USAID）、ジンバブエ（スイスSCO）への視察結果
をまとめラウンドテーブルでフィードバック）、②援助事業の評価（APECの枠組みでの事業評価（USAID）現場視察結果等
をまとめてラウンドテーブルでフィードバック）を企画中、日本よりは委員として北野東・中央アジア部長等が活動に参加

中国-DAC研究グループ（The China-DAC Study Group）概要



◼ 過去２０年でＯＤＡと民間資金の割合が逆転

緑：民間資金
青：ＯＤＡ資金

途上国への資金の流れ
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世界の名目GDPはリーマンショック等により一時的な
落ち込みはあるものの順調に成長を続けてきている。
世界の名目GDPに占める新興・途上国のシェアは
2000年代半ば以降上昇傾向にあり、足下では
40％を超える水準に達している。

出所：通商白書2018概要 http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2018/pdf/2018_gaiyou.pdf
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億ドル

出所: Kitano (2018)

DAC諸国及び非DACレポート国のグロスODAと中国の対外援助
推計額（グロス）との比較
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ODA予算の推移

出所：https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/yosan.html

•戦後：被援助国

•50‐60年代：戦後賠償
としての援助開始

•60-70年代：拡大期

•80-90年代：世界有数
の供与国へ

•2000年以降：縮小期

JICA事業の原資であるODA予算は、１９９７年を境に減少し、2011
年度以降、最大時の半分以下にまで減少、現在下げ止まりの傾向

12



内閣府世論調査：今後の開発協力（～H23経済協力）の在り方

出所： 外交に関する世論調査 https://survey.gov-online.go.jp/index-gai.html

%
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開発をめぐる主要な国際会合の歴史
1972 国連人間環境会議（ストックホルム

会議）

1987 「ブルントラント委員会報告書」
（Our Common Future）

1992 国連環境開発会議（地球サミット）
-Agenda21

－リオ3条約（UNFCCC、UNCBD、UNCCD）

1995 世界社会開発サミット

2000 国連ミレニアムサミット
- 「ミレニアム宣言」

- -ミレニアム開発目標（2001年）

2002 持続可能な開発に関す
る世界首脳会議（WSSD)

2010 国連ミレニアム開発目標サミット

2012 国連持続可能な開発会議（Rio+20）

2015 国連ポスト2015首脳会議

1997 UNFCCC COP3
- 京都議定書

2001 UNFCCC COP7
- マラケシュ合意

2010 UNFCCC COP16
- カンクン合意

2011 UNFCCC COP17
- ダーバンプラットフォーム

2015 UNFCCC COP21

2002 開発資金国際会議
- モントレー合意

2009 IPCC AR4 

2014 IPCC AR5 

2010 UNCBD COP10
- 名古屋議定書

2008 開発資金国際会宣言フォローアップ会合
- ドーハ合意

出所：須藤智徳（2014）をもとに作成 14



国連事務総長
統合報告書

第70回国連総会
＜国連サミット＞

SDG
Open Working Group

（全13回）
※30グループ、70加盟国

SDGs OWG
成果文書

2015年7月13-16日

2015年9月25-27日

2014年12月

2012年6月

2015年
1月～7月

2013年3月～
2014年7月

【有識者】
ハイレベル
パネル

【研究機関・
大学】
SDSN

【国連】
タスク
チーム

【市民】
コンサル
テーション

リオ+20

第3回開発資金

国際会議

@アディスアベバ

開発資金

文書採択非公式政府間交渉

（全8回）

※全加盟国

ポスト2015
合意文書

ポスト2015開発アジェンダ
（2030 Agenda）採択

第3回国連防災

世界会議（仙台）

国連防災枠組

仙台宣言採択

2015年3月14-18日

気候変動枠組条約

第21回締約国会議

（COP21）

（パリ）

2015年
11月30日-
12月11日

ポスト2015採択までの交渉プロセス

15



ミレニアム開発目標（MDGs）
途上国の貧困削減が目標、2015年末が達成期限

8ゴール（目標）、21ターゲット、60指標

極度の貧困と飢餓の撲滅
• 1日1.25ドル未満で生活する人

口の割合を半減させる
• 飢餓に苦しむ人口の割合を半

減させる

妊産婦の健康の改善
• 妊産婦の死亡率を4分の1に

削減する

初等教育の完全普及の達成
• すべての子どもが男女の区別

なく初等教育の全課程を修了
できるようにする

HIV／エイズ、マラリア、そ
の他の疾病の蔓延の防止
• HIV／エイズの蔓延を阻止し、

その後減少させる

ジェンダー平等推進と女性の地
位向上
• すべての教育レベルにおける

男女格差を解消する

環境の持続可能性確保
• 安全な飲料水と衛生施設を利

用できない人口の割合を半減
させる

乳幼児死亡率の削減
• 5歳未満児の死亡率を3分の1

に削減する

開発のためのグローバルな
パートナーシップの推進
• 開放的で、ルールに基づく、

予測可能でかつ差別的でない
貿易及び金融システムを構築
する 16

http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/education.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/gender.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/childhealth.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/maternal.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/aids.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/global.shtml


MDGsの達成状況（＋）

極度の貧困率は14%
8億3000万人へ低下

HIV治療薬の普及
80万人→1360万人

5歳未満子ども死亡数半減

17



MDGsの達成状況（－）

2016年
史上最高気温を記録

中国貧困率－94%
サハラ以南アフリカ貧困率－28%

18



⚫ 国際化の進展
ヒト、モノ、カネ、情報の国境を越えた移動/影響の拡大

⚫ 途上国の急速な経済成長と新興国の台頭
資源・食糧需要拡大等による資源・食糧価格の高騰、
新興国等の政治的発言 力強化、新興ドナーの勃興、
中所得層の拡大、格差の拡大

⚫ 「地球規模外部性」の影響拡大
気候変動等による災害の拡大、甚大化、生物多様性低減

⚫ 経済、社会、環境に統合的に対応する「持続可能な開発」
の重要性

⚫ 課題横断的に地球規模で取り組むべき課題が顕著化

途上国を取り巻く環境の変化

19
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MDGsの評価

⚫ 途上国の貧困削減目標、
単純・明快

⚫ 期限付きの数値目標

⚫ 国際社会の政策決定、
リソース配分等影響する
「開発分野の羅針盤」

⚫ 横断的理念・哲学がなく
「何をしてどうあるべき」
解決策まで結び付かない

⚫ 援助手法への言及がなく
効率や効果向上への視点が希
薄

⚫ マクロ統計指標（数値）のみ
国内格差に目が届かない

⚫ 国連事務局内で取りまとめた
クローズドな議論

国連（2015）
“The Millennium 
Development Goals 
Report 2015” より



地球システムの限界

Future Earth（2012）

「ようこそ人類世へ」
• 産業革命からRio+20サミットまで、250
年の人類の歴史を3分でたどる動画

• 国連持続可能な開発会議（Rio+20）
開会式で上映・

• http://www.futureearth.org/asiacentre/ja/w
elcome-anthropocene

「持続可能な開発」とは
＝将来世代がそのニーズを満たす能力
を損なうことなく、現世代のニーズ
を満たす開発

＝経済成長・社会的包摂・環境保護を
調和

21

http://www.futureearth.org/asiacentre/ja/welcome-anthropocene
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持続可能な開発
Sustainable Development

経済発展

社会包摂 環境保護



持続可能な開発のための
2030アジェンダとは？

• 2015年9月国連サミットで193ヶ国首脳により全会一致で採択

• 成果文書「Transforming Our World: 2030 Agenda for 
Sustainable Development（我々の世界を変革する：
持続可能な開発のための2030アジェンダ）」

• 2030年までを目標期限とする15年間の世界共通成長戦略

• 日本や他先進国を含むすべての国（ユニバーサル）の目標

• ミレニアム開発目標（MDGs）の後継。
ここで残された課題（教育、母子保健、衛生等）と
それ以降に顕在化した課題（地球環境、格差等）に対応。

• 成果文書：（ダウンロード→https://www.jica.go.jp/aboutoda/sdgs/index.html）

「序文」「政治宣言」「持続可能な開発目標(SDGs) 」
「実施手段とグローバル・パートナーシップ」
「フォローアップ・レビュー」

23

https://www.jica.go.jp/aboutoda/sdgs/index.html


持続可能な開発目標（SDGs）
17ゴール169ターゲット

24



目標1:
あらゆる場所で、あらゆる形態の
貧困に終止符を打つ

25

国連広報センター提供



目標2
飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の
改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進す
る

26

国連広報センター提供



目標3：
あらゆる年齢のすべての人々の
健康的な生活を確保し、福祉を推進する

27



目標4
すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を
提供し、生涯学習の機会を促進する

28

国連広報センター提供



目標5
ジェンダーの平等を達成し、
すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

29

国連広報センター提供



目標6
すべての人々に水と衛生へのアクセスと
持続可能な管理を確保する

30

国連広報センター提供



目標7
すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近
代的なエネルギーへのアクセスを確保する

31

国連広報センター提供



目標8
すべての人々のための持続的、包摂的かつ
持続可能な経済成長、生産的な完全雇用および
ディーセント・ワークを推進する

32

国連広報センター提供



目標9
レジリエントなインフラを整備し、
包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、
イノベーションの拡大を図る

33

国連広報センター提供



目標10
国内および国家間の不平等を是正する

34

国連広報センター提供



目標11
都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエント
かつ持続可能にする

35

国連広報センター提供



目標12
持続可能な消費と生産のパターンを確保する

36

国連広報センター提供



目標13
気候変動とその影響に立ち向かうため、
緊急対策を取る

37

国連広報センター提供



目標14
海洋と海洋資源を持続可能な開発にて保全し、
持続可能な形で利用する

38

国連広報センター提供



目標15
陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の 推進、
森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻
止および逆転、ならびに生物多様性の損失を図る

39



目標16
持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべ
ての人々に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆる
レベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する

40

国連広報センター提供



目標17
持続可能な開発に向けて実施手段を強化し
グローバル・パートナーシップを活性化する

41

国連広報センター提供



MDGsとSDGsの比較
MDGs SDGs

1. 貧困削減・飢餓 1. 貧困撲滅 9.   インフラ・産業

2. 初等教育 2. 飢餓・栄養 10. 格差是正

3. ジェンダー平等 3. 健康 11. 都市

4. 乳幼児 4. 教育 12. 持続可能な生産と消費

5. 妊産婦 5. ジェンダー平等 13. 気候変動

6. HIV/エイズ、マラリア 6. 水・衛生 14. 海洋

7. 環境 7. エネルギー 15. 森林・生物多様性

8. グローバル
パートナーシップ

8. 経済成長・雇用 16. 平和・ガバナンス

17. 実施手段・
パートナーシップ
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誰も置き去りにしない

国連広報センター（動画）
https://youtu.be/yEQJzdrYIcM?list=PLNe0pDYSfDivs2l1HA5rHXitm7NFPWy-G
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https://youtu.be/yEQJzdrYIcM?list=PLNe0pDYSfDivs2l1HA5rHXitm7NFPWy-G
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モニタリング・報告メカニズム

• 国連HLPF

• 毎年7月閣僚級会合＠国
連ニューヨーク

• ボランタリーナショナル
レビューとして各国の
SDGs進捗状況を報告

• https://sustainabledev
elopment.un.org/hlpf

• 事務総長年次報告

• 各国から提出された
SDGsグローバル指標を
比較・分析、進捗確認

https://sustaiajirusinabledevelopment.un.org/hlpf
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世界各国SDGs進捗ランキング

参考：
SDSN「SDGs Index&Dashbords」
世銀「Atlas of SDGs 2018」



46https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/index.html



47https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/index.html



48https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/index.html



49https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/index.html



50https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/index.html



51https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/index.html
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JICAのとり組み
誰一人取り残されない
世界の実現に向けて

日本は「人間の安全保障」の実現を

てことして、SDGs達成への取り組みでも

国際社会をリードしていく立場にあります。

JICAはこれからも日本と開発途上国をつな

ぐ橋渡し役として、さまざまなアクターと連

携しながら国際協力を進めていきます

（国際協力機構年次報告書2016より）
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ミッション
JICAは、開発協力大綱の下、人間
の安全保障と質の高い成長を実現
します。
ビジョン 世界を信頼でつなぐ
JICAは、人々が明るい未来を信じ多
様な可能性を追求できる、自由で平
和かつ豊かな世界を希求し、パート
ナーと手を携えて、世界を信頼でつ
なぎます。
アクション
使命感：誇りと情熱をもって、使命を
達成します。
現場：現場に飛び込み、人びとと共
に働きます。
大局観：幅広い長期的な視野から戦
略的に構想し行動します。
共創：様々な知と資源を結集します。
革新：革新的に考え、前例のないイ
ンパクトをもたらします。

JICAのビジョン
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SDGsポジション・ペーパー

JICAのSDGsポジション・ペーパーは、総括編とゴール毎の方針を示
すゴール編で構成。総括編及び9つのゴール編については完成・公開
済み（https://www.jica.go.jp/aboutoda/sdgs/index.html）。

https://www.jica.go.jp/aboutoda/sdgs/index.html
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JICAのSDGs方針の３本柱

国際社会の平和、安定、繁栄を目指し、
人間の安全保障と質の高い成長を実現する。
SDGsは、この理念を加速、推進するものであり、
リーダーシップを発揮しゴールの達成に積極的に取り組む。

我が国自身と開発協力の経験を活かし、
SDGsの10のゴールについて中心的役割を果たす。

SDGs達成を加速するため、国内の知見の活用、
国内外のパートナーとの連携、イノベーションを図り、
SDGsの達成に向けてインパクトを確保する。

JICAは、
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10のゴールで中心的役割
上位の究極的ゴール達成に貢献

JICA SDGs ポジション・ペーパー（総括編）より



アフリカは栄養改善が
依然として課題

【ガーナ】

味の素（株）栄養改善食品
「KOKO Plus」を開発

（JICA-BOPビジネス連携促進）

• ガーナの伝統的な離乳
食「koko」（発酵コー
ンで作るお粥）とエネ
ルギーやタンパク質な
ど乳幼児に必要な栄養
価を混ぜ合わせたサプ
リメント

• 味の素「ガーナ栄養改
善プロジェクト」



ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
医療費の支払いに困窮する貧困層にも
保健医療サービスを届けるために

JICAはケニア政府との借款契約（40億円）に調印
• UHC関連の各種政策文書の作成
• 無償産科サービス、貧困層の健康保険加入促進、コミュ

ニティに最も近い診療所への成果連動型交付金の導入な
どUHC関連プログラムのマニュアル作成とケニア政府
予算の確保

• 地方政府を主体とした保健システムの強化

SDGs 3.8 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）
すべての人が、適切な健康増進、予防、治療、機能回復に関する
サービスを支払い可能な費用で受けられる

アフリカでは、2000年以降、妊産婦死亡率、乳幼児死亡率が改善
一方、地域間、経済水準の格差による保健サービスの格差が拡大
医療費の支払いができず保健サービスが受けられていない貧困層が多くいる

健康保険補てんプログラムに
加入した住民



世界40か国に広がる
母子手帳は生命のパスポート

• 世界40か国に広がる母子手帳
• そのうちJICAの協力は25ヶ国
• 年間800万冊発行
• 産前産後の検診や、赤ん坊の予防接種、成長

の記録、妊婦としての注意事項、母子が受け
なければならない検診の内容やタイミング

• 難民であっても区別なく配布、すべての妊婦
に一冊の母子手帳を。

手帳を手に笑顔の母親たち
（写真：JICA）

「シリア難民た
ちは何を持って
逃げてきたのか
かばんの中身を
見せてもらった
(THE 
HUFFINGTON 
POST)」



日本の強みを・JICAの経験を生かした
国際協力①
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地域の総合的な開発によるインパクトの確保（回廊開発）
■強靭なインフラ整備
■産業化の促進、物流網整備
■地域の経済成長・雇用創出
■都市と農村部の友好な関係
■2030年まで成長シナリオ

輸入に頼らず、
地域経済に貢献する産業を育成



気候変動・科学技術分野では
研究機関とのパートナシップを推進

低炭素社会の実現

• マレーシアでは
交通渋滞や大気汚染などの
都市環境問題が深刻化

• JICA×JSTの「SATREPS」
（地球規模課題対応国際
科学技術協力プログラム）

• 京都大学大学院と連携

森から世界を変える

• REDD+プラットフォーム：
途上国の森林保全活動に
オールジャパン（国連、
政府、民間企業、研究機関）
で取り組む

• 活動例：
池上彰さんがCOP21を取材
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低炭素化に資するインフラ支援の事例（デリー地下鉄建設計画事業）

• 交通渋滞の改善（1日あたり平均270万人の利用者数、
デリー市内で12万台の移動車両削減）

• CDM事業として国連に登録（CO2削減へ貢献）

• インド全土へ広がるメトロ事業へ（バンガロール、
チェンナイ、ムンバイ、アーメダバード、
コルカタ市内の各メトロ事業実施中）

環境・人にやさしい
公共交通システムづくり

インド
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新たなチャレンジ、2017年1月から。
途上国のSDGs計画策定支援

インドネシア

• JICAは、インドネシア政府による、ナ
ショナルターゲット・指標、

モニタリング・評価メカニズムの策定
に関する分析と提案

• 現地政府の、国家開発計画庁、
中央統計庁と連携

ルワンダ

• アフリカ54ヶ国全体でSDGs達成を目

指し、地域持続可能な開発目標セン
ター（SDGC/A）が設立

• JICAはSDGC/Aの計画策定を支援

• 写真は開所式（ルワンダ政府）
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2030アジェンダ「55. …ターゲットは、地球規模レベルでの目標を踏まえつつ、各国の置かれた状況
を念頭に、各国政府が定めるものとなる。また、各々の政府は、これら高い目標を掲げるグローバルな
ターゲットを具体的な国家計画プロセスや政策、戦略に反映していくことが想定されている。…」
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SDGsとJICAの取り組み
ホームページより

「JICA SDGs」
検索

SDGs国連採択文書（日本語）
ダウンロードできます
https://www.jica.go.jp/

aboutoda/sdgs/index.html

https://www.jica.go.jp/

