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Post 2015 HLP Outreach Day 
 日時：2013年 3月 25日 
 参加者：CSOから約 120名程度 
 主な議題：  
 HLPに対して、さまざまなセクターのメンバーが声明文やラウンドテーブルの議論   
 を通じて意見交換を行なう 
 
プログラム： 
・ 全体会合 (Town Hall) 
・ テーマ別ラウンドテーブル 

Vision and Priorities 
Global Partnership 
Means of Implementation 
Global Governance & Accountability （*今井はこれに参加） 
Informal Sector and Inclusion 

・ セクター別ラウンドテーブル 
Business 
Parliamentarians 
Academics 
Women（*今井はこれに参加） 
Youth 

・ 全体会合（Feedback from Ongoing Consultations） 
 
HLPメンバー掲載サイト： http://www.post2015hlp.org/the-panel/ 
＊ David Cameron氏や菅直人氏らは欠席 
＊ David Cameronの欠席に対し、一部 CSOから「コミットメントに欠ける」等の
批判あり 



 

（HLP Outreach Day本会議場） 
 
全体会合（Town Hall） 
CSOからのメッセージが発表され、その後CSOや草の根団体 4名からの声明があり、
ディスカッション。 
以下、発言や議論の概要： 
・ 移住労働者（インドネシアの女性） 
「多くの移民労働者は女性であり家庭内で働いている。政治的に身分が保障され 
 ていない」「人権が保障されるべき。タイや香港では保障されたが、出身国（イ
ンドネシア）ではそれがなされなかった。HLPにこれを保障することを提言した
い。こういった人権の確保は、開発にて必ず配慮されるべきこと」 

・ 先住民族・周縁化された人たち（先住民族の男性） 
土地搾取、貧困、人権侵害、差別・・先住民族の権利が侵害されたまま。社会参

加、制度の整備などが必要。先住民族の集団的権利、教育やその他のサービスを 
受ける権利、資源へのアクセス権、参加、アカウンタビリティー、平等なパート 
ナーシップはグリーンエコノミーの推進において必須 

・ こども、障害者、高齢者グループ（男性の発表者） 
障害者や高齢者はMDGsから排除されておりPost2015フレームワークにおいて 
配慮されるべき。MDGsは用事の死亡率などについて触れているが参加や保護     
といった子どもの権利が軽視されている。Post2015のアカウンタビリティ・メ    
カニズムやソーシャル・プロテクション・フロアに含まれるべき。 
Post 2015はコミュニケーション技術や設備などによって支えられるべき（そう
することで、障がい者の声も届くようになる）。高齢者の支援、子どもを守るた

めのクオリティ・ケアが必要 



・ 女性（インドネシアの女性） 
クロスカッティングイッシューであるジェンダーが配慮されるべき 

フロアから： 
・ Post2015の開発目標には、すべての人びとが対象としてが含まれているべき 
・ 気候変動によって移住を強いられた人が相当数いる。バングラでは特に酷い 
・ MDGsにおいて衛生が重要。人類の半数以上が女性や少女 
・ 貧困層、セクシュアルマイノリティー、障がい者の権利（教育など）保障を 
・ 惑星の限界の範囲内で開発がなされるべき。参加型開発が必要 
・ Energy for allというイニシアティブがあるが、まだまだ問題は解決していない 
・ エネルギーへのアクセスは保障されておらず、多くの女性はエネルギーをバイ 
オマスに依存し、健康に悪影響が及ぶ環境にいる（インドネシアの女性） 

パネルより： 
・ MDGsでは環境について確かにあまり触れられていない 
・ 達成可能性について。人間中心というなら、先ず人びとの声に耳を澄まさねば 
ならないと考えている。過去においてこれらは重視されてこなかった。周縁化 
された人たち、声なき人たちにリーチする必要がある 

・ 持続可能な開発のための３つの柱の重要性を実感。人権、権利保障の重要性に 
ついて、女性、暴力を受けた人、ユースらの声をきいた。障がい者らの権利 
については、人権ベースアプローチの必要性などをきいた（リベリアEllen氏） 

・ Post2015の課題について、ダイアログの必要性を感じる。政府間の交渉プロセ 
スであるが、多くの人の声をきくことが必要である。今日この場で聞いたことに

留意し、反映させるよう心がけたい（メキシコEspinosa氏） 
国連の事務局の女性より：  

  ロンドン、モンロビア、バリの声をNYに届けていく。人権尊重、法の支配の適 
    用などを導入するといったチャレンジがある。また、他にもSDGsのWGなど、    
    いろいろな動きが存在している。 
 
Global Governance & Accountabilityのラウンドテーブル：

CSO Forumにて取りまとめた声明文を紹介の後、CSOメンバーから発表、それに対
して HLP側（アドバイザーと HLPメンバー）の返答、インタラクションという形
で進行する。ポイントとしては CSOをパートナーとして明確に位置づけること、市
民参加（特に周縁化された人たち、社会的弱者など）、情報アクセス、司法アクセス



が重要であること、不平等の是正など。HLPから、Post2015の開発目標設定におい
てガバナンスとアカウンタビリティーは重要論点と認識しているとの反応があった。

HLPのアドバイザーからデータ収集の重要性なども指摘され、CSO側からは情報の
信頼性を高めるためにも CSOや草の根の人たちの関与、モニタリングが必要などと
いう意見が出された。 
（このラウンドテーブルの議事録は付録２を参照のこと） 
 
女性のラウンドテーブル： 
声明文：

http://www.awid.org/Library/Women-s-Caucus-Statement-Bali-High-Level-Panel-Meeting 
ジェンダー平等をあらゆる事項において配慮すべきであり、特に、暴力問題、障がい

者や先住民族らの女性の人権などが軽視されていると指摘がなされた。UN Women
の事務次長らの参加もあり、女性からの主張に対し好意的な反応を得られたが、

Women側参加者の主張には非常に長くまとまりのないものも見られ、全体としては
あまり引き締まりのない会合になってしまったことは残念。 
主なポイント： 
・ 資源へのアクセスの確保が必要。食糧主権が尊重されるべき。女性は在来種保護、

伝統的農業等で重要な役割を果たしているにも関わらず、特に農村地域で、女性 
が政治的権利を保有していないケースが多い。女性の参加を示す指標の開発が必

要。例えば、政府が女性の管理する土地の割合を測定しそれを公開するなど 
・ 草の根や先住民族、移民の女性らと活動しているが、彼女たちはグローバル経済

の負の影響を受けやすい 
・ 土地収奪は非常に大きな問題。自分は土地を守ろうとしたことによって、生活を

脅かされた（ガテマラの先住民族の女性活動家、Norma Maldonado氏の主張。 
彼女の主張が紹介されたガーディアン紙の記事：

http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2013/mar/26/guatemalan-activist-

post-2015-talks-hopeless/print) 

パネルやアドバイザー、国連機関関係者からのコメント： 
・ 女性が農業において金融アクセスがあれば、効率が30％上がるというデータがあ 
る。すべてのプロジェクトにおいて、ジェンダーインパクトが測られるべきと考

える。また、子どもの結婚に関する問題もアドレスされるべき（国連機関男性） 



・ 紛争時の文脈のことも配慮する必要がある。女性の権利はユニバーサルな権利 
仕事についての配慮も必要（Maria：HLPコロンビア） 

・  ジェンダーをすべてのアジェンダで主流化することが必要。具体的に変化を及
ぼすこと。チョイス（選択）、ボイス（参加）政治・ビジネス・コミュニティー、 
セーフティ（安全：とくに人道的な観点において）という点は重要な課題。ジェ 
ンダーについての現状や改善を可視化させるためのデータは必要（カメルーン首

相：女性） 
・ 開発目標設定には、人権ベースのアプローチが必要 
・ 個別指標の設定が検討されるべき 

  

（左：Global Governance & Accountabilityのラウンドテーブル） 
（右：女性のラウンドテーブル） 
 
全体会合（Feedback from Ongoing Consultations） 
国連側から、My Worldといプラットフォーム（http://www.myworld2015.org/）で
人びとの声を集めているということ、Global Compactからより多くのビジネスセク
ター（中小企業も含む）が社会的役割を果たすべく持続可能性という課題に取り組ん

でいるなど、いくつかの報告があった。 
参考： MyWorld2015によるバリ HLPへのレポート 
http://blog.myworld2015.org/2013/03/26/summary-of-my-world-results-submitted-to-the-s

ecretary-generals-high-level-panel-for-post-2015-meeting-in-bali/ 

UN Global Compact and WBSCD Joint Report to High Level Panel on Post 2015 
Development Agenda 
http://www.unglobalcompact.org/news/309-03-25-2013 

 



その他（私見）： 
HLPでのセクターごとのラウンドテーブルの設定は「ビジネス」「議員」「学者」 
「女性」「ユース」であるが、この配分は果たして適確なものなのか疑問を感じた。

今回参加者は少なかったが、少なくとも「先住民族」というようなカテゴリは独立し

て扱われるべきと思うし、リオプロセスのメジャーグループとまではいかなくとも、

（小規模）農業者らの声に耳を傾けるような配慮が必要と考える（余談だが、CSOフ
ォーラムのGlobal Governance & Accountabilityグループのディスカッションでは、
マイノリティーという言葉を用いることに対して反対意見があり、周縁化された人び

と（Marginalized People）という表現に書き換えられた）。 
また、HLPやビジネスセクターからプライベートセクターの役割が重要という表現が
多く用いられることに対する懸念がCSO側に多くみられた。役割の重要性と共に、そ
の責任についても問うべきメカニズムが必要ではないか、という指摘もあった。 
欠席したHLPメンバーも多く、予定では各ラウンドテーブルに5名のHLPメンバーが
入る予定だったが、例えばGlobal GovernanceのラウンドテーブルではHLPメンバー
はひとり、あとの二人はアドバイザーという立場の人であった。 
 
参考資料： 
・ Post 2015 HLP Bali Communiqué 

http://www.un.org/sg/management/pdf/Final%20Communique%20Bali.pdf 
・ Stakeholder Consultation Day関連情報 

http://www.balipost2015.org/outreach-2 
・ Stakeholder Input （Communiquéや声明文のリンク多数） 

http://www.beyond2015.org/stakeholder-inputs-hlp-meeting-bali 
・ Beyond 2015による HLP Communiquéに対するレスポンス 

http://www.beyond2015.org/news/beyond-2015-response-hlp-communiqué 
・ 「新たなフレームワークの原則が、平等、持続可能性、連帯、人権尊重や責任の

共有といった、Beyond 2015が基本的価値として示した平等、環境の持続可能性、
グローバルレスポンシビリティー、貧困撲滅を反映したものであることは歓迎す

るが、人権について十分な配慮がなされていない点には懸念がある」こと、また

「タックスヘブンや不法な資金の流れに対する規制については歓迎するものの、

現存の経済・金融システムや多国籍機関が人びとや惑星を傷つけていることには

懸念がある」などと主張。 



・ Oxfamによるレスポンス
http://www.oxfam.org/en/pressroom/reactions/bali-communique-post-2015-de
velopment-agenda 
「タックスヘブンと不法な資金フローの規制を歓迎する一方、不平等是正への取

り組みに関する重要性を十分認識しなかったことを深く懸念する」 
・ ガーディアン紙の記事 

Tax emerges as crucial issue in post-2015 development talks (2013.3.25) 
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/mar/25/tax-crucial-issue
-in-post-2015-talks 
Disability must be a central plank of the post-2015 development framework  
http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2013/mar/28/
disability-central-plank-post-2015-framework 

・ ジャカルタポスト紙の記事 (Bali, High level panelで検索すると、以下以外にも
多くの記事が見つかります) 
Post-2015 High Level talks kick off in Bali (2013.3.25)
http://www.thejakartapost.com/news/2013/03/25/post-2015-high-level-talks-k
ick-bali.html 
Post 2015 MDGs farmers should be prioritized Post 2015 reduce poversty 
http://www.thejakartapost.com/news/2013/03/26/post-2015-mdgs-farmers-sho
uld-be-prioritized-post-2015-reduce-poverty.html 
New development framework must reduce inequality (2013.3.27) 
http://www.thejakartapost.com/news/2013/03/27/new-development-framewor
k-must-reduce-inequality.html 
Bali UN Panel sets ambitious yet achievable framework (2013.3.28) 
http://www.thejakartapost.com/news/2013/03/28/bali-un-panel-sets-ambitiou
s-yet-achievable-framework.html 
Q&A – Post 2015 : Ensuring women’s choises and voices  (2013.4.1) 
http://www.thejakartapost.com/news/2013/04/01/q-a-post-2015-ensuring-wom
en-s-choices-safety-and-voices.html  



付録１：Post 2015 Development Agenda について 
http://www.un.org/sg/management/hlppost2015.shtml 
 
主なアクター 

 
 
HLP会合 

2012年 10月  
2012年 11月 ロンドン（イギリス） 
2013年 2月 モンロビア（リベリア） 
2013年 3月 バリ（インドネシア） 
2013年 5月末 国連事務総長へレポート提出 



付録 2 ：Global Governance & Accountability ラウンドテーブルの議事録 
 
2013.3.25 Global Governance and Accountability 
 
概要： 
CSO Forumにて取りまとめた声明文を発表、それに対して HLP側（アドバイザー
の女性ふたりと HLPメンバー・ナイジェリアの Okonjo Iweala氏）の返答、インタ
ラクションという形で進行する。ポイントとしては Post2015のプロセスにおいて
CSOを重要な主体として明確に位置づけること、市民参加（特に周縁化された人た
ち、社会的弱者の）、情報アクセス、司法アクセスの確保などを重視すべきことなど

について意見が交換された。Post2015の開発目標設定においてガバナンスとアカウ
ンタビリティーは重要論点。HLPのアドバイザーからデータ収集の重要性なども指
摘され、CSO側からは情報の信頼性を高めるためにも CSOやグラスルーツの関与、
モニタリングが必要などの意見がでた。 
 
HLPアドバイザーからのコメント： 
・ Post 2015 Development Agendaはドナー国、受け入れ国という枠組みを超えた
パートナーシップの構築や望む未来についての議論が必要（ルーシー氏） 

・ HLPも情報アクセスやアカウンタビリティーは重要課題と認識している（同氏） 
・ 提言文に記された多くのことは既に HLPメンバーの間で共有されている。最終
文書でも優先事項として扱われるよう確認していきたい（ハーレー氏） 

・ データ収集の重要性が指摘されている。アカウンタビリティーを保障する上で必

要なこと。また、平和構築において、国がその実現を確保するための機関が必要

ではないかということも話し合われている（同氏） 
CSO参加者より： 
・ 草の根組織が実態に即したデータを保有している。データ収集やモニタリングに

おいて CSOを関与させるべき 
・ 平等、正義、人権が重要要素。特に南においてこの緊急性が高い。亜カウンタビ

リーティーについては「誰のためのものか」「どのように確保するのか」といっ

た議論が必要。社会のすべてのメンバーの声を汲み上げるメカニズムの構築を検

討すべき。また、人びとの暮らしに影響を与えうる情報について、当事者に十分

知らされていないという現実がある。知る権利が確保されるべきである 



・ 社会参加の度合いを測る指標の開発が必要。草の声が反映されていることを保障

すること 
・ 良い統治についてはMDGsでカバーされていない。ガバナンスは開発目標達成
において重要な要素。参加、情報へのアクセス、司法へのアクセスが確保される

べき。これについてはMillennium Declaration
（http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm）においても記され
ていること。ここには当然、貧困層や社会的弱者も含まれる。また、多国籍企業

による影響力を鑑み、国境を越えた課題について解決するためのメカニズムの検

討が必要だ（Beyond 2015の Neva氏） 
・ 効果的なコンサルテーションメカニズムの構築を期待する。移民や難民も含む人

びとの声を反映させるためのしくみが必要である。透明性の確保が必要。開発目

標についての議論 hあ、交渉内容についても公開されるべきである。表現や集会
の自由が確保されるべき。平和構築に関連して、インドネシアでは「Harmony 
Education（調和教育）」が実施されている。これは地域の価値に触れ、調和の価
値を創造すること。こういったことを国家レベルの教育に落とし込むことが大切。

MDGs達成にはなにより先ず平和が必要であり、こういった事例は、MDGsの
中でも取り上げられるべきことである（World Visionの Laura氏） 

・ 実施を保障するメカニズムが必要。女子差別撤退、人権委員会の動きなどを参考

に全体的に現在のメカニズムの改善を検討すること。そして人びとの持つ権利に

ついて、貧困者や周縁化された人びとにも周知すること。例えば小規模農民の声

を反映させることが必要ならば、そのためのメカニズムを確保することが必要だ。

もっとも負の影響を受けやすい人の声を汲み取るしくみができていない 
・ アカウンタビリティとはすべての人びとの声を反映させることができて初めて

実現されるもの。国家レベルでの実施において HLPからの影響力を期待する。
また、地域レベルでの取り組み強化が必要であり、CSOの関与を奨励する法的
フレームワークの確立を求める。また CSOが活動するためのリソースの確保も
検討して欲しい 

・ 平等、アカウンタビリティーは重要な問題。HLPのアドバイザーからデータに
ついての言及があったことを歓迎する。データは正確性が保たれ、人びとがアク

セスできる、タイムリーにリリースされるものでなければならない。現在、多く

のデータの取り方情報公開の在り方に問題があると指摘されている。こういった

ものを確保するための法的フレームワークも必要ではないか。そして、市民がこ



ういったことに貢献するためのメカニズムが必要である。国連人権委員会のメカ

ニズムが参考になるのでは。また、開発がどのような人たちに影響を与えている

のか、人数だけではなく質的な情報をみることが必要である。人びとの暮らしに

具体的にどのような影響がでているかは数値だけでははかれない（CIVICUS 
Amy氏） 

HLPからのコメント： 
・ MDGsに欠けていたのはガバナンスとアカウンタビリティーという点でありそ
れが重要要素であるという点は理解した。この実現を可能にするものは何か、是

非具体的に提案して欲しい。目指すゴールについて提案があるならば方法も同時

に示して欲しい。また、司法アクセス、参加についてはどのようにその達成につ

いて測定するかという点が課題だ。こういったことの実現には政治的意思が必要

である。政府に対して具体的にどうして欲しいか提言することが必要だろう。情

報公開については、情報公開法を持つ国家に対して具体的に働きかけることも有

効だろう。機能していない機関の存在や不正の問題もあるだろう（ナイジェリア

の Okonjo Iweala氏） 
・ 持続可能な開発目標達成のためには声なき者の声に耳を傾けることが重要。HLP
の最終レポート提出の 5月末までにも、これから多くのことが起こるだろう（ハ
ーレー氏） 

CSOから 
・ Universal Periodical Review（UPR）の活用が考えられるのではないか。つま
りここに開発アジェンダも盛り込むことで。人権メカニズムとの融合が効果的で

あるように思われる（Anselmo氏） 
・ 国家による実施は実体的には意味のないものになりがち。モニターが必要 
・ 大規模企業や政府によってもたらされる多くの問題がある。開発を求めた結果負

の影響が及ぶといったことが起こらないためにも、予防原則のようなものも検討

されるべきである（今井） 
・ 問題を抱えた選挙システムの改善が重要。アフリカ諸国で汚職は深刻な問題 
HLPからのコメント： 
・ そもそも CSOはアカウンタブルであると言い切れるのか。CSOにも民主主義や
客観性、透明性が求められることを留意して欲しい。信頼にたる存在であること

が必要だ。釜山宣言でも開かれた参加やパートナーシップについて触れられてい

るが同時に CSOのアカウンタビリティーについても触れている。また、CSOは



完璧主義を求めるばかりでなく受け入れることも学ぶべきだろう。ガーナでは選

挙結果が僅差で決まっても国民はそれを受け入れる。何かひとつしか受け入れら

れないという意識は切り替えた方がいい。また資金提要をまつばかりでなくCSO
自らが資金調達の力を身につけるべきである。途上国におけるインフォーマルセ

クターへの課税は大きな問題。彼らの権利を守るべきという主張はもっともだが、

責務を果たしていない人びとにサービスを提供することもまた不公平と言える。

（ナイジェリアの Okonjo Iweala氏）  
CSO： 
・ 最低賃金を設置すると、それが逆に基準にされてしまうというリスクもある。数

値を設定する場合にはその影響も配慮する必要がある 
HLPからのコメント： 
・ 今後国連総会での議論に移行するにあたり、こういった話し合いを国家政府と行

なっていく必要がある。問題をしてきするのみならず Howについて考えていっ
て欲しい。（ナイジェリアの Okonjo Iweala氏）  

追記： 
・ アドバイザーのメンバーに、エネルギーの問題は重要課題の一つだが（そして気

候変動問題の解決や「全ての人へ持続可能なエネルギーを」イニシアティブの存

在についても理解しているが）原発の危険性といった、公害や人権問題にあたる

ことへの配慮といった点は話し合われているのかと尋ねたところ「Naoto Kan
が、恐らく個人的な想いから熱心に発言している」というコメントが返ってきた。 
参考までに：Climate Action Networkと Beyond2015が 2012年 12月に発表し
た Energyについての提言書
（http://www.beyond2015.org/sites/default/files/UN%20thematic%20consulta
tion%20on%20energy.pdf）においても原発について言及があり、「再生可能エネ
ルギーが十分普及すれば脱原発は可能となるであろう」「持続可能なエネルギー

の定義から原発は除かれるべき」「（原発は）社会的にも環境にも有害な技術であ

る」などと記載されている。 
 
 
 


