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SDG Acceleration Actions

Frequently Asked Questions

1. What is an SDG Acceleration Action?

On 24-25 September 2019, the United Nations High Level Political Forum (HLPF) under the auspices of the General Assembly, “The SDG Summit”, will
provide the central focus for the implementation of the 2030 Agenda and the SDGs, and identify ways to accelerate progress. In addition to the inter-
governmentally agreed political declaration, voluntary SDG acceleration actions towards implementation will be announced before and during the SDG
Summit.

“SDG Acceleration Actions” are initiatives voluntarily undertaken by countries and other actors to contribute to the acceleration of the implementation of
the 2030 Agenda.

2. What should be included in an SDG Acceleration Action?

Any new action or actions that building on existing efforts (scaling up, new phase, etc.) could be framed as an SDG Acceleration Action. Examples include:
announcement of a new or enhanced policy, programme, or project—or �nancing of a project—related to the achievement of one or more of the 17 SDGs or
addressing the interlinked nature of the 2030 Agenda.

Ad-hoc engagements, including organization of events and workshops should be re�ected as part of a broader programme of work towards SDG
acceleration.

3. Who can register an SDG Acceleration Action?

SDG Acceleration Actions can be registered by national Governments, local and regional governments, the United Nations system, other intergovernmental
organizations, international and regional �nancial institutions, major groups and other stakeholders including the private sector, civil society organizations,
academic and research institutions, the scienti�c community, and other actors - individually or in partnership.

4. How can SDG Acceleration Actions be registered?

In addition to the inter-governmentally agreed political declaration, voluntary actions to accelerate SDG implementation will be announced before and
during the SDG Summit.

“SDG Acceleration Actions” are initiatives voluntarily undertaken by countries and other stakeholders to contribute to a speeded up implementation of the
2030 Agenda. Such acceleration actions can be registered by national Governments, local and regional governments, the United Nations system, other
intergovernmental organizations, international and regional �nancial institutions, major groups and other stakeholders including the private sector, civil
society organizations, academic and research institutions, the scienti�c community, and other actors - individually or in partnership.

Registration is now open online.

More information:

Register your SDG Acceleration Action
Information Note

SDG Acceleration Actions - promotional �yers:

AR | ZH | EN | FR | RU | ES
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Governments, businesses and all stakeholders can register acceleration actions within their own sphere of in�uence or SDG. Acceleration actions can
re�ect a more ambitious target, a new policy or programme, new investments or increased �nancial or other support to speci�c SDGs and/or groups of the
population or other countries, for example.

Registration is now open online and will serve as the basis for the SDG Summit Registry of Acceleration Actions.

5. When can SDG Acceleration Actions be submitted?

SDG Acceleration Actions can be registered in the lead up, during and after the SDG Summit.

Publication of SDG Acceleration Actions will start early in September 2019.

The platform will remain open after the SDG Summit for registration of additional SDG Acceleration Actions.

6. How many SDG Acceleration Actions can be submitted?

Stakeholders are encouraged to submit one or more SDG Acceleration Actions. Combining actions in order to increase potential impact is encouraged.

When submitting acceleration actions, it should be borne in mind that follow up will be expected with regards to their implementation.

7. What are the criteria for an SDG Acceleration Action?

SDG Acceleration Actions should:

Facilitate and accelerate implementation of the 2030 Agenda and the SDGs, re�ect interlinkages among goals and contribute to policy coherence;
Respect principles of the United Nations Charter and the 2030 Agenda;
Build on existing successful efforts/initiatives (scaling up, new phase, etc.) or introduce new ones;
Include means of implementation such as �nance, technology or capacity building as an element to help ensure longevity and sustainability of the
initiative;
Follow the SMART Criteria – a commitment that is Speci�c, Measurable, Achievable Resource based, with Time-based deliverables;
Provide access to additional information on the actions (e.g. website, contacts).

8. How can an SDG Acceleration Action be submitted?

Submissions should be registered through a dedicated online portal.

9. How will submissions be reviewed and published?

UN DESA will be reviewing all submissions and publicizing them in the lead up to the SDG Summit, starting in early September 2019. As submissions will be
available online here.

10. How will SDG Acceleration Actions be publicized and tracked?

Any voluntary action meeting the below criteria can be registered as an acceleration action. Acceleration actions can also be announced by Heads of State
and Government during the SDG Summit or during the Leaders Dialogues if relevant to the theme. Other stakeholders are also encouraged to publicize SDG
Acceleration Actions submitted through the online portal.

The United Nations Department on Economic and Social Affairs (DESA) will review all SDG Acceleration Actions and will make them available at a
dedicated portal.

The online registry will also provide a space for all SDG Acceleration Action submitters to record the actions and provide progress reports on their
implementation. Countries can also report on follow-up to their SDG Acceleration Actions through the Voluntary National Reviews (VNRS).

Customarily, UN DESA prepares synthesis reports on the implementation of partnerships commitments, which could also include SDG acceleration actions.
The SDG Acceleration Actions registry also provides for a reporting and monitoring function to ensure that acceleration actions are properly followed-up.

UN DESA and the Department of Global Communications will collaborate on advertising selected initiatives in the lead up, during and after the SDG
Summit.

11. In which languages can I submit my SDG Acceleration Action?

Actions will be accepted in the six UN o�cial languages, although submissions in languages other than English may take longer to be reviewed.

12. How is this SDG Acceleration Action database connected to other SDG events/initiatives during UNGA week?

Participants at the other high-level SDG-related events and initiatives of UNGA week also are welcome to submit their SDG Acceleration Actions through the
database.
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   国際連合広報センター  
            UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE 

 
             Tel: 03-5467-4451/Fax: 03-5467-4455 

               https://www.unic.or.jp 

 
                                                                      

                            （広報資料）            プレスリリース pr19-073-J 

   2019年 9月 9日 

 

あなたの「SDGs 加速化のアクション」、登録しませんか？ 

～国連の“SDG Acceleration Actions”について～ 
 

ニューヨークの国連本部では、第 74 回国連総会ハイレベルウィーク期間中の 9 月 24・25 日の 2 日間にわたり、初

の「SDG サミット」が開催されます。持続可能な開発のための 2030 アジェンダおよび持続可能な開発目標（SDGs）

の進捗状況をフォローアップし、包括的にレビューすることが SDGサミットの目的です。 

 

SDG サミットの会期前から会期中にかけて、政府間で合意された政治宣言に加え、SDGs の達成を加速化するため

の自発的なアクションも発表される予定です。 

 

「SDGs 加速化のアクション（SDG Acceleration Actions）」は、2030 アジェンダの実施を加速化させるため、各国や

その他のステークホルダーが自発的に行う取り組みです。各国政府や地方自治体、国連システムをはじめとする政府

間機関、国際・地域金融機関、主要グループのほか、民間セクターや市民社会団体、学術研究機関、科学界、その

他ステークホルダーが、個別に、またはパートナーシップを組んで、「SDGs 加速化のアクション」を登録することがで

きます。 

 

登録は現在、オンラインで受け付け中です。詳しくは以下をご覧ください。 

 

 「SDGs加速化のアクション」を登録する 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/register/?source=90 

 「SDGs加速化のアクション」とは（Information Note）  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23771General_Information_SDG_Accelerati

on_Actions_Call.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報用チラシは以下からダウンロードが可能です（英語版）。 

 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/SDG_Acceleration_Actions_flyer_EN.pdf 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/register/?source=90
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/register/?source=90
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よくある質問 

 

1. 「SDGs加速化のアクション（SDG Acceleration Actions）」とは何ですか。 

 

2019年 9月 24日から 25日にかけて総会のもと開催される「国連ハイレベル政治フォーラム（HLPF）」、別名「SDG

サミット（https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsummit#home）」は、2030 アジェンダの実施と SDGs の達成

を中心とする話し合いを行い、その前進を加速するための方策を見極める機会となります。SDG サミットの会期前か

ら会期中にかけて、政府間で合意された政治宣言に加え、SDGs の達成を加速するための自発的な行動も発表され

る予定です。 

 

「SDGs 加速化のアクション」とは、2030 アジェンダの実施を加速化させるため、各国やその他の主体が自発的に行

う取り組みです。 

 

2. 「SDGs加速化のアクション」には、何を盛り込むべきですか。 

 

新しい取り組みが既存の取り組みをさらに充実させる行動（拡張、新段階など）を、 SDGs 加速化のアクションに当て

はめることもできます。例としては、17の SDGs目標のいずれか 1つまたは複数に関連する新規もしくは強化型の政

策やプログラム、プロジェクト、または、プロジェクトへの資金供与を発表することが挙げられます。また、2030アジェン

ダの相互連関性を活かした取り組みも挙げられます。 

 

イベントやワークショップの開催など、単発的な取り組みについては、SDGs 達成加速に向けた幅広い作業計画の一

環として取り入れてください。 

 

3. 「SDGs加速化のアクション」を登録できるのは誰ですか。 

 

各国政府、地方自治体、国連システムをはじめとする政府間機関、国際・地域金融機関、主要グループのほか、民間

セクターや市民社会団体、学術研究機関、科学界、その他ステークホルダーが、個別に、またはパートナーシップを

組んで登録することができます。  

 

4. 「SDGs加速化のアクション」は、どうすれば登録できますか。 

 

政府や企業のほか、すべてのステークホルダーがそれぞれの影響力が及ぶ領域または SDGs 目標について登録で

きます。SDGs 加速化のアクションには、さらに野心的なターゲット、新たな政策やプログラム、具体的な SDGs や

人々の集団または他国を対象とする新規の投資または資金その他の支援の増大などを取り入れることができます。 

 

登録は現在オンラインで受け付けており、SDGサミット・加速化のアクション登録簿はこれを基に作成されます。 

 

5. 「SDGs加速化のアクション」は、いつ提出すればよいのですか。 

 

SDG サミットの会期前、会期中および会期後に登録できます。SDGs 加速化のアクションの発表は、2019 年 9 月に

始まる予定です。このプラットフォームは、SDGサミット後も継続され、追加のアクションも受け付ける予定です。 

 

6. 「SDGs加速化のアクション」は、いくつ提出できますか。 

 

ステークホルダーには、1 件または複数のアクションの登録をお願いしています。インパクトを高められるよう、行動を

組み合わせることも奨励されています。 

 

加速化のアクションを登録する際には、その実施についてのフォローアップが期待されていることにもご留意ください。 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/register/?source=90
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/register/?source=90
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7. 「SDGs加速化のアクション」の登録基準は何ですか。 

 

下記の条件を満たすものとします。 

 

 2030アジェンダの実施と SDGsの達成を促進、加速し、目標間の相互連関を反映し、政策の首尾一貫性に

寄与すること 

 国連憲章と 2030アジェンダの原則を尊重すること 

 成果を収めている既存の取り組みをさらに充実させる（拡張、新段階など）か、新たな取り組みを導入すること 

 取り組みの長期的継続性と持続可能性の確保に役立つ要素として、金融、テクノロジーまたは能力構築など

の実施手段が含まれていること 

 具体性（Specific）、測定可能性（Measurable）、実現可能性（Achievable）、資源確保（Resource based）、

期限付き成果物（Time-based deliverables）という SMART基準に従っていること 

 取り組みに関する追加的情報にアクセスできること（ウェブサイト、問い合わせ窓口など） 

 

8. 「SDGs加速化のアクション」は、どうすれば提出できますか。 

 

取り組みは専用のオンライン・ポータルを通じて登録してください。 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/register/?source=90 

 

9. 提出された取り組みはどのように審査、発表されるのですか。 

 

提出された取り組みはすべて国連経済社会局（DESA）が審査し、2019 年 9 月上旬から、SDG サミットに先立ち発

表します。提出されたすべての取り組みは以下で公開される予定です。 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsummit#home 

 

10. 「SDGs加速化のアクション」の発表と追跡は、どのように行われますか。 

 

下記の基準を満たす自発的な取り組みは、いずれも「SDGs 加速化のアクション」として登録できます。また、加速化

のアクションは各国首脳が SDG サミットで、あるいは関連したテーマで行われるリーダーズ・ダイアローグで発表する

ことも可能です。その他のステークホルダーについても、オンライン・ポータルを通じて提出した「SDGs 加速化のアク

ション」を発表するよう奨励しています。 

 

国連経済社会局（DESA）は、すべての「SDGs加速化のアクション」を審査し、これを専用のポータルで公表します。 

 

オンライン登録簿には、すべての「SDGs 加速化のアクション」提出者が該当する取り組みについて記録し、その実施

進捗状況を報告するためのスペースも設けられています。各国は自発的国別レビュー（VNRs）を通じ、「SDGs 加速

化のアクション」のフォローアップについて報告することもできます。 

 

DESA は慣例上、パートナーシップのコミットメント実施状況に関する統合報告書を作成していますが、「SDGs 加速

化のアクション」もその中に含まれる可能性があります。「SDGs 加速化のアクション」登録簿にも、加速化のアクション

の適切なフォローアップを確保するための報告・監視機能が設けられています。 

 

国連 DESA とグローバル・コミュニケーション局は連携し、SDG サミットの会期前、会期中、会期後に主な取り組みの

公表を行っていきます。 

 

11. 「SDGs加速化のアクション」はどの言語で提出できますか。 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/register/?source=90
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加速化のアクションは 6 つの国連公用語で受け付けていますが、英語以外の言語で提出されたものについては、審

査に時間がかかることもあります。 

 

12. 「SDGs 加速化のアクション」データベースは、国連総会ハイレベルウィークに実施される SDGs 関連のその他

イベントやイニシアティブと、どう関連づけられているのですか。 

 

国連総会ハイレベルウィーク中のその他 SDGs 関連イベントやイニシアティブへの参加者からも、 オンライン・ポータ

ルを通じた「SDGs加速化のアクション」の提出を歓迎します。 

 

＊ ＊＊＊ ＊ 

 



 

 

SDGs達成に向けたグローバルなアンケート調査 

日本からの回答状況（2019年9月5日現在） 

 

MY WORLD 2030について 

MY WORLDは市民一人ひとりの声を聴くためのグローバルな市民調査です。持続可能な開発目標 (SDGs)

が策定される前には、およそ1,000万人もの声が世界194カ国から寄せられました。MY WORLD 2030は、

SDGsが採択されてから達成期限である2030年までに、より多くの国のより多くの人々からの声を聴くた

めにスタートしました。調査結果はグローバルなリアルタイムの公開データとして、国連や各国政府など

がSDGsの認知度やゴールの進捗を知るために役立てられます。 

 

日本からの参加者によるアンケート結果（2019年9月5日現在） 

参加者合計469,212名のうち、日本から2,687名が参加。年代別、性別の内訳は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問1. 2015年に国際連合にて193ヶ国の首脳により署名された持続可能な開発目標（SDG)、または

グローバル目標はご存知ですか。 

はい 2,056名  いいえ 630名 

 

質問2. どのグローバル目標が、あなたとあなたの家族にとって目前に迫っている課題ですか？ 

（６つ選択してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

国連開発計画 

 

質問3. 過去の12ヶ月で、選択したグローバル目標の状況は次のうち、どれが当てはまりますか 

 

 

 


