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そもそもSDGsとは
 2015年9月25日の国連総会で全会一致で採択された” Transforming our 

world: the 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）“（原文35ページ、
外務省仮訳37ページ）の中央部分に全体の半分のボリュームを使って
SDGsの17のゴールと169のターゲットが書かれている。

この国連文書は「前文」に続いて、全体の概要が書かれている「宣言」、
次に「SDGsとターゲット」、「実施手段とグローバル・パートナー
シップ」、そして「フォローアップとレビュー」から構成されている。

「フォローアップとレビュー」の章では、「自主的（Voluntary）」で
「国主導（Nationally-led）」であることが強調されており、全世界レ
ベルでの進捗管理を、「ハイレベル政治フォーラム（HLPF）」で行う
ことが規定されている。

そこでHLPFではVoluntary National Reviews（VNRs）のプレナリー
セッションが行われ、日本は2017年にVNRレポートを報告している。

2015年9月
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https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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Voluntary National Review (VNR)
自発的国家レビュー・ハンドブック

国連がレビュープロセスおよびその様子をまとめ
たレポートの書き方（目次）を実施ハンドブックにま
とめ、随時更新。

ゴールのレビューのみならず、「政策へのSDGsの
統合」「誰一人取り残さない」「環境、社会、経済の
三側面の統合」などの視点からも取組を検証

多様なステークホルダーの参加によるレビューが
求められている。

国連の自発的国家レビュー
実施ハンドブック

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27024Handbook_2021_EN.pdf
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VLRとは

 Voluntary Local Review
自発的な 地域における（SDGs進捗）レビュー

 2018年7月に国連本部で行われた国連ハイレベル政治フォーラム
（High Level Political Forum） 2018においてNY市と同時に、北九州
市長が北九州市・富山市・下川町のVLRレポートを世界で初めて公表。

 2019年9月に国連本部で行われたSDGsサミット（4年に一度）では、
浜松市長がVLRレポートを公表。

都市に関する国際会合でVLRのセッションが組まれるようになる。

 2020年6月には国連経済社会局（UN DESA）がVLRに焦点を当てた
ワークショップを開催。

自治体のSDGs進捗を報告する手段として世界的には認知されてきた。
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https://www.iges.or.jp/jp/news/20180717

2018年7月

北九州市 富山市 下川町
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https://www.iges.or.jp/en/projects/vlr

2019年3月より
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（略）

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/pdf/jisshi_shishin_r011220.pdf

2019年12月
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HLPF2020の
経済社会理事会
会長サマリー

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/
269252020_HLPF_Presidents_summary.pdf

2020年7月
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https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/269252020_HLPF_Presidents_summary.pdf

HLPF2020 経済社会理事会 会長サマリーより抜粋
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Subnational reviews of SDG implementation, also called the 
Voluntary Local Reviews, were highlighted as useful for 
increasing local commitment to the SDGs and for integrating the 
Goals into strategies, budgeting, procurement procedures and 
other key areas. Inclusion of local and regional governments in 
the Voluntary National Reviews was also stressed. 

SDGs実施の地域での進捗レビュー、またはいわゆる「Voluntary 
Local Reviews（地域における自発的なSDGs進捗レビュー」が、
地域でのSDGsへのコミットメントを増していくこと、および、SDGs
のゴールを（自治体の）戦略、予算、調達手段、その他の主要
な分野と統合するために有益であることが強調された。自治体
政府を「Voluntary National Reviews」に含めていくことも強調さ
れた。（藤野仮訳）

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/269252020_HLPF_Presidents_summary.pdf

HLPF2020 経済社会理事会 会長サマリーより抜粋
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https://www.unescap.org/resources/asia-pacific-regional-guidelines-voluntary-local-reviews

アジア太平洋地域におけるVLRガイドライン

国連アジア太平洋経済社会委員会
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https://sdgs.un.org/topics/voluntary-local-reviews

国連経済社会局

VLRレポートの提出先
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VNRハンドブック2021で推奨されているレポートの構成

1. Opening Statement／市長等からのメッセージ
2. Highlights／ハイライト
3. Introduction／はじめに
4. Methodology and process for preparation of the review／レビューの方法とプロセス
5. Policy and enabling environment／政策＆実現を可能にする環境
a. Creating ownership of the Sustainable Development ／主体性の創出
b. Incorporation of the SDGs in national frameworks／既存枠組への統合
c. Integration of the economic, social and environmental dimensions／経済・社会・環境の調和
d. Leaving no one behind／誰一人取り残されない
e. Institutional mechanisms／組織・制度
f. Structural issues／構造的課題

6. Progress on Goals and targets／ゴール＆ターゲットの達成状況
7. Means of implementation／実施の方法
8. Conclusion and next steps／結論と次のステップ
Annexes／別添
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IGES(2020) State of the Voluntary 
Local Reviews 2020:Local Action for 
Global Impact in Achieving the SDGs

https://www.iges.or.jp/jp/pub/vlrs-2020/en
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fujino@iges.or.jp

Sustainable 

持続可能な
地域づくりは
足元から！

VLRは地域の
SDGs進展を示す

世界共通の
ツールに！
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