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2022年 10月 17日 

 

SDGs推進円卓会議民間構成員 御中 

 

一般社団法人 SDGs市民社会ネットワーク 

教育ユニット 

 

改訂される SDGs実施指針に盛り込んでほしい SDG4関連施策 
 

 「誰一人取り残さない」SDG4（教育目標）を国内外で達成するために、次期の SDGs 実施指針に以下の方策

が盛り込まれることを提案します。 

 

国内課題についての提案 

1． 識字調査や実態調査の実施と、実態に応じた日本語教育や職業支援、夜間中学校などの

学習の場を公的に保障する（SDG4.1,4.2,4.6） 

● 2020年国勢調査において、最終学歴が「小学校卒業」と回答した人が、2020年 10月時点で、80万

4293人いたことが報告されています。小中学校に在籍したことがない人や小学校を退学した人などの

「未就学者」も合わせると、義務教育を修了していない人は約 90万人に上ると言われています。ま

た、不就学の可能性があると考えられる外国人の子供の数は 10,046人で、在住外国人児童の 7.6%

を占めています     1。成人の外国人労働者・住民も生活や仕事において日本語の読み書きに苦労し

ています。小学校・中学校における学習支援や日本語教育支援は自治体や学校によりばらつきがあ

り、すべての子どもが等しく学べる状態にありません。公立中学校夜間学級（いわゆる夜間中学）は、

2022年４月末時点では、15都府県に 40校しか設置されていません。2  

● 日本では、1948年以来 70年以上にわたり全国的な識字調査が行われていません。実態を把握する

ためにも、欧米諸国と同様に、識字調査や実態調査を行い、細分化されたデータ（地域別、障害の有

無、収入、国籍別）の公表や、実態に応じた識字教育や職業教育、学習プログラムの提供や見直しを

提案します。 

 

2． 障害のある子どもも原則として自分の住む地域の通常学校・学級に通うこととするインクルー

シブ教育制度を実現する。高校におけるインクルーシブ教育の機会を拡大する。

（SDG4.3,4.5,4a） 
 

● 日本政府が 2014年に批准した障害者権利条約では、障害のある人が他の者との平等を基礎として、

障害のある者とない者がともに学ぶ、インクルーシブな教育を行うことが明記されています。また、文

部科学省は、2013 年に学校教育法施行令の就学の仕組みを改定し、それまでの障害程度による基

準ではなく、本人・保護者の意見を可能な限り尊重しつつ総合的な観点から判断し就学先を決定する

仕組みとしました。しかし、通常学校で必要な学級規模の縮小が行われていない、学校施設のバリア

フリー化等基礎的環境整備が不十分、必要な教員や支援員の加増や医療的ケアの欠如等合理的配

慮が十分提供されていないことにより通常学校への就学の拒絶や学校内で十分な学びが確保されな

いケースが各地で報告されています。文科省の推進する「インクルーシブ教育システム」は、特別支援

教育の目的規定を従来の「障害による学習上又は生活上の困難を克服」とする障害者権利条約の趣

旨に沿っていない文言を維持しています。障害のある児童生徒も原則として自分の住む地域の通常

学校・学級に通うこととするインクルーシブ教育制度実現のため法制度を改革するとともに、通常学校

における早急な合理的配慮提供の徹底と環境整備を求めます。その進捗を確認するために、通常教

育に在籍する障害児数の推移を 4.5.1の国内指標とすることを提案します。 

 

● さらに、バリアフリー法が適応さえたガイドラインの運用・実施状況の調査（性的マイノリティに配慮し

たトイレの設計等を含む）を行うことを提案します（4.a）。また、高校においても、通常高校における入
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試制度での配慮、特別支援教育、合理的配慮の充実を求めます。      

 

３．学校教育でのジェンダー平等教育を推進する。キャリア蓄積が困難な労働環境にある女性

への職業教育機会支援を充実させる（SDG4.3、4.5） 

 

● 政治分野や経済分野での女性の活躍の低さのために、2022年の「ジェンダーギャップ指数」において

日本は 146か国中 116位3で、先進国においては最低レベルでした。この要因の一つに、学校におけ

るジェンダーに関するアンコンシャス・バイアス（無意識の偏見や思い込み）や「隠れたカリキュラム」が

存在し、女性たちが可能性を発揮することを妨げていることがあげられます。女子高校生に対する調

査によると、教師の男女比、教室の発言や期待、能力に対する誤った認識、生徒会や授業中の分担

などの場面で、性役割や性別に基づいた偏った考え方に遭遇しています。高等教育機関である 4年

生大学への進学率は、男子が 5７.７1％に対し、女子は 50.9％と格差がいまだにあり4、さらに都道府

県別女子の大学進学率をみれば 1位の東京は 74.1%であるのに対し、47位の鹿児島は 34.5%と、地

域間格差が大きいです5。また、専攻分野における男女学生比率の偏りが大きいことも日本の特徴で

す。 

 

● 62％もの少女が、普段の生活で性的な嫌がらせや性差別を経験あるいは目撃しています6。日本は、

若年女性の人工妊娠中絶率が先進国中高いことも報告されています。ユネスコが推進している包括

的性教育を学校教育の場に導入することにより、平等なコミュニケーションに基づいたパートナーシッ

プを育む教育が求められます。指導的立場にある教員を含め、教員自身のジェンダー意識に基づく思

い込み（偏見）に気づく研修を提供することも重要です。 

 

● 日本では、男女の収入格差が大きい中で、女性労働者の約６割は非正規労働者であり、     キャリア

蓄積が困難な労働環境にある女性への職業機会支援を充実させる必要があります。 

 

４．社会人スキルの発達に向けた成人の学習活動参加率を改善する（SDG4.4） 

 

⚫ SDGs4.4に示される通り、働きがいのある人間らしい仕事（decent work）の実現には、技術的・職業的

スキルが求められます。職業的スキルとはいわゆる「社会人基礎力」（経産省）であり、この向上には、

職業教育領域に限定されない成人の総合的発達が求められます。よって、自己啓発をはじめ、地域・

社会課題へのコミュニティ学習といった総合的な成人学習活動への参加が不可欠です。現状では、

「学習・自己啓発・訓練」の行動者率は 39.6%であり7、この 1年間の学習形式として「1年間の間に学習

したことがある」と回答した人は 58.4%、その中で講座等の集団学習活動への参加率は７％-10%に止ま

ります8。      

 

⚫ 職業訓練教育に限定した場合でも、仕事関連の非公式訓練への参加は全体で 30%であり、正社員は

38.2%、正社員以外は 15.8%となっています9。     前回 OECDによる PIAAC（成人力調査）（2012年）で

は、仕事関連の公式および非公式訓練への参加率は 35%と OECD平均を下回っています。よって、今

後参加率を 50％にする目標を掲げ、そのための環境を整えてください。 

 

５．学校における体罰やいじめなどの暴力を根絶し、安心・安全な学習環境を保障するための施

策を改善・拡充する。さらに ノンフォーマル教育に対する学習保障と公的補助を充実させ

る。（SDG4.1, 4.a） 

 

● いじめ防止対策推進法や文科省による「いじめ対策に係る事例集」配布といった既存の取り組みは

あるものの、2020年に学校でのいじめは 51万件、小中学校・高校における不登校の子どもは約 24

万人にのぼっています10。いじめを含む子ども間の暴力のみならず、教員その他の大人による子ども

に対する暴力（虐待・体罰）も存在します。学校を含むあらゆる教育機関のみならず教育の一環とし
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て行われるスポーツ活動における暴力に対しても取り組む必要があります。これは、SDG4.1にある

「質の高い初等・中等教育」が実現されていないだけでなく、実施手段の 4.a「安全で非暴力的、包摂

的、効果的な学習環境を提供する」という点においても、達成されていないといえます。排除や暴力を

生みやすい、不当な管理教育文化を改め、常勤のスクールカウンセラーや相談員の全校への配置を

はじめとする、いじめ、体罰を根絶するための施策の改善・拡充が必要です。 

 

● 不登校児童・生徒が増える中、ノンフォーマル教育に対しても学習保障が必要です。教育機会確保

法第６条に基づき、公的費用負担を増やす必要があります。 

 

６．公共教育支出を増やし、教育費の家計負担と教員の労働時間を減らす(SDG4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 

4.c） 
 

● 日本の公共教育支出の GDPに占める割合(2018 年)は、OECD 加盟国の中で最も低い 25％に入り、

4.0％（OECD 加盟国平均は 4.9%）11と少ないため、教育費の家計負担の割合が非常に高く、貧困層と

富裕層の間の教育格差が大きいです。またこれは教員の待遇の悪さをもたらしています。前期中等

教育の一学級当たりの生徒数は OECD平均が 23人であるのに対して日本は 32人です。また、日本

教職員組合の調査によると、日本の教員の週当たり平均労働時間は、62 時間 56 分で、週当たりの

平均残業時間は 24時間 11分となり、過労死ライン（80時間／月）を大きく上回る危険な状態が常態

化していることが報告されています12。教育費の家計負担を減らし、教員の増員と労働環境の改善を

図るために公共教育支出を増額することを提案します。 

 

７．学校や社会において、子どもが意見表明をする権利の保障と環境整備、予算化を促進する

（SDG4.1, 4.7） 
 

● 生徒と協議を行った上で校則を改定している学校も存在するものの、学校運営への子どもの参加は

制度化されていません。制度化されている学校運営協議会は教員、保護者、住民の代表で構成さ

れ、生徒は排除されおり、教育政策に子どもが意見を表明できる自治体は限られています。中央政

府が組織する教育政策に関するすべての審議会において、子どもの代表は含まれておらず、子ども

が意見を表明する機会もなありません。子どもたちは社会で起きていることや様々な政策を理解する

ために十分な情報が提供されていないと感じています。また、感染症対策等において、当事者として

自分たちの意見を聴いてほしいと思っています13。 「子どもの権利条約第 12 条」では、子どもに影響

を与えるあらゆる事例について意見を聴かれる権利を保障しています。フランス政府のように高校生

の代表を教育政策の審議会メンバーに含めることを求めます。 

 

８．SDGｓ実施指針全体に教育の重要性を強調するとともに「第２期ＥＳＤ国内実施計画」の着実

な推進を明記する (SDG4.7) 
 

● 2019 年 12 月の国連総会において採択された「持続可能な開発のための教育：SDGs 達成に向けて

（ESD for 2030）」では、ESD が質の高い教育に関する SDG に必要不可欠であり、その他の全ての

SDGs の成功への鍵として不可欠な実施手段であると述べられています。また、日本の「第 2 期 ESD

国内実施計画」では、2030年に向けて、SDGs への貢献をより積極的かつ明確に示し、SDGs 達成に

資する学習や人材養成施策を展開していく、と書かれています。この実施計画を着実に推進してくだ

さい。SDGｓ実施指針全体には、人権、平和、民主主義に基づいた教育の重視および推進の強調と

共に、分野横断的な人材育成・教育の視点を入れてください。また、ESD は学校教育だけで推進され

るものではありません。地域全体での推進において重要となる社会教育機関（公民館・博物館・動物

園等）や高等教育機関にも言及してください。 

 

● 現在公表されているＳＤＧ4.7 の評価について、評価調査の方法、調査結果の詳細なデータ・根拠を

明らかにするとともに、その結果から見える現在の成果と課題を示してください。 
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国際課題について 

 

1. 基礎教育分野援助額を増額する（SDG4.1, 4.5, 4.6） 
 

● 日本の基礎教育（幼児教育、初等・中等教育、成人識字）の 2019 年の援助実績額が ODA 総額に占

める割合は、DAC 加盟国平均が 3.3％であるのに対 して、日本は 1.4％でした14。初等、中等教育を

受けられない子どもが 2 億 6000 万人15も存在する という SDG4.1 の深刻な状況を受けとめ、日本は

基礎教育援助額を少なくとも 3 倍増やすことが求められます。日本の基礎教育援助額が少ない理由

は２つあり、1 つ目は経済インフラの重視で、ODA の 39.9％を経済インフラに配分しており、DAC 平

均の 8.5％と比べて異常に多いという点です。2 つ目は教育援助の中の高等教育重視です。日本の

教育セクター援助額のうち 52％が、途上国の学生が日本の大学で学ぶための留学費用などの高等

教育に配分されています。 

 

● 2022 年 9 月の国連総会にて、日本は教育チャンピオンとなることを表明しました。今後、教育協力を

拡充していくため、司令塔である外務省内の体制を強化するために、地球規模課題総括課内に国際

教育協力戦略室を設置することを検討してください。 

 

2. 教育分野の多国間援助機関との連携を強化する（SDG4.1, 4.5，4.6） 
 

● 途上国の教育システム改善のための財政支援と能力強化を行う「教育のためのグローバル・パートナ

ーシップ(GPE)」（2020 年度日本拠出額約 8 億円、日本の拠出額は全体の 0.57％16）への拠出を G7諸

国平均並みの 5.5％（年 50億円以上）に大幅に増加させてください。 

 

● 災害や紛争による危機時の教育支援に特化した「教育を後回しにはできない (Education Cannot Wait: 

ECW)」（日本拠出実績無し）といった多国間援助機関に拠出することが求められます。ウクライナやミャ

ンマー、アフガニスタン、シリアなど二国間援助では被災者へのアクセスや従事者の安全確保が困難な

国・地域において、ＥＣＷを通じた教育支援は有効だと考えます。 

 

3. 緊急期及び長期化する危機下の教育を優先する（4.1, 4.5） 
 

● 緊急期及び長期化する危機下の教育（education in emergencies and protracted crises: EiEPC）を教

育協力政策の中の優先分野の一つに位置づけてください。紛争影響下にある子どもは、2016 年に

7,500 万人だったのに対し、2022 年には 2 億 2,200万人と 6 年間で約 3 倍に増加しており、国際社会

の喫緊の課題となっています17（4.1， 4.5, 4.6）。 

 

4. 若者・成人の識字・ノンフォーマル教育分野の協力を拡充する（SDG4.6） 

 

● 識字・ノンフォーマル教育支援を JICA, NGO, GPE 等国際機関を通じて拡充する。多様なレベルの識

字・計算能力の学習達成度評価、直接的な識字調査の実施を含む。特に女性や紛争等に影響された

国における脆弱層への支援。（理由）：世界の若者・成人非識字者は未だに 7 億 7,300 万人（女性

63％)存在する。一方、日本の教育分野 ODA 総額に占める若者・成人の基礎生活技能への配分

（2015-2020 年平均実績）は 0.13%に過ぎない。現在 JICA の技術協力支援はパキスタンのみである。

日本も参加した UNESCO 主催第７回国際成人教育会議(2022 年６月）においても、SDG4.6 の資金ギ

ャップを埋めるために ODA の拡充、および識字の連続性、周縁化された人々への支援について成果

文書に明記・採択されている。 

 

5. ICT への平等なアクセスを確保し、情報リテラシーを普及する（SDG4.4） 
 

● ICT スキルの向上ならびに ICT を活用した教育支援事業においては、教材の内容の文脈化および妥

当性、ICT への平等なアクセス、教員・指導者の能力への配慮、オンラインを介した搾取から子どもや

女性を守るための批判的思考を含む情報・デジタルリテラシースキルの向上を確保することが求めら

れます。これらは Transforming Education Summitでも提案されています18。 
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6. あらゆる教育協力事業に ESDの視点を取り入れる（SDG4.7） 
 

● 持続可能な開発のための教育（ESD）、平和・共生、社会情動的スキル、民主主義の尊重、人権、ジェ

ンダー平等、多様性の尊重を横断的視点として、あらゆるレベルのそしてあらゆる形態の教育協力に

統合することが求められます（4.7）。 

 

7. 「学校保護宣言」を支持する（SDG4.a) 
 

● 武力紛争が起きている国々でも、子どもたちは教育を受ける権利があります。教育を受けることに

より、子どもたちは将来の紛争に加担することを避け、平和に貢献する人材となる可能性が高ま

ります。しかし、学校の校舎は頑丈で設備が整っており、複数の部屋や校庭があることなどから、

兵舎、軍事拠点、基地、武器・弾薬の隠し場所、訓練場、捕虜の拘留所として利用されており、子

どもたちの教育へのアクセスを妨げる要因となっています。このような状況を受け、2015 年にオス

ロにて開かれた国際会議で「学校保護宣言」19及び「武装紛争下で学校や大学を軍事目的使用か

ら守るためのガイド ライン」20が発表されました。 本宣言及びガイドラインには法的拘束力がなく、

法的義務/権利に影響しませんが、宣言に支持を示した国において、学校の軍事利用が大幅に

減るなどポジティブな変化が起きています。2022 年 10 月の時点で、国連加盟国の半数以上（114 

カ国）が、うち G7 ではアメリカ、日本を除く 5 カ国が支持を表明しています21。教育を守るという姿

勢を国際的にはっきりと示すために、日本は早期に「学校保護宣言」を賛同すべき。 
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