
4. 質の高い教育を 
みんなに

「プログラミング言語を使用 
  してコンピュータプログラム 
   を作成できる人の割合」 

  (12歳以上の調査対象者に 
占める割合）

青色: 10%以上 
緑色: 5%～10% 
黄色: 2%～5% 
赤色: 0％～2% 
白色: データなし 
2016年～2021年の間で最
新のデータ 
日本は3.8% (2018年)
データ：国連SDGグローバル指標 
                    　  　   データベース 
(cs) 

5. ジェンダー平等を 
実現しよう

「国会において女性が 
    占める議席の割合」 

青色: 40%以上 
緑色: 20%～40% 
黄色: 10%～20% 
赤色: 0％～10% 
白色: データなし 
2020年のデータ 

日本は9.9%

データ：国連SDGグローバル指標 
                    　  　   データベース 
(sy) 

6. 安全な水と 
トイレを世界中に

「安全に管理された 
   飲料水サービスを利用する 

  人口の割合」

青色: 90%以上 
緑色: 60%～90% 
黄色: 30%～60% 
赤色: 0％～30% 
白色: データなし 
2020年のデータ 

日本は99%

データ：国連SDGグローバル指標 
                    　  　   データベース 
(hx) 

4. 質の高い教育を 
みんなに

「中学校（lower     
 secondary education） 
                        の修了率」

青色: 95%以上 
緑色: 75%～95% 
黄色: 50%～75% 
赤色: 0％～50% 
白色: データなし 
2011年～2019年の間で 
最新のデータ 

日本はデータなし

データ：国連SDGグローバル指標 
                    　  　   データベース 
(cxk) 

1. 貧困を無くそう

「国際的な貧困ラインを 
  下回って生活している 
  人口の割合」 
  (2015年以降の貧困ライン 
           は1日1.9米国ドル）

赤色: 25%以上 
黄色: 5%～25% 
緑色: 1%～5% 
青色: 0％～1% 
白色: データなし 
2011年～2021年の間で 
最新のデータ 
日本は0.7% (2013年)
データ：国連SDGグローバル指標 
                    　  　   データベース 
(nx) 

2. 飢餓をゼロに

「 栄養不足蔓延率 (PoU)」 
栄養不足とは、十分な食料を
取ることができない状況が 
最低１年以上続く状態 

赤色: 30%以上 
黄色: 10%～30% 
緑色: 5%～10% 
青色: 0％～5% 
白色: データなし 
2019年のデータ 
日本は2.5%以下 (最小値）

データ：国連SDGグローバル指標 
                    　  　   データベース 
(yx)  

3.すべての人に 
健康と福祉を

「５歳未満児死亡率」 
2019年に生まれた子どもが 
５歳に到達する前に死亡する 
確率 
(新生児1000人あたりの 
                                人数) 

赤色: 30人以上 
黄色: 10～30人 
緑色:   5～10人 
青色:   0～  5人 
白色: データなし 
日本は2.5人

データ：国連SDGグローバル指標 
                    　  　   データベース 
(th) 

3.すべての人に 
健康と福祉を

「自殺率」 
 (人口10万人あたりの 
                     1年間の人数)

赤色: 20人以上 
黄色: 10人～20人 
緑色: 5人～10人 
青色: 0人～5人 
白色: データなし 
2019年のデータ 

日本は15.3人

データ：国連SDGグローバル指標 
                    　  　   データベース 
(tsk) 



13. 気候変動に 
具体的な対策を

「温室効果ガスの1年間の 
総排出量」 

(二酸化炭素換算量： 土地利用 
・土地利用変化、林業を除く）

赤色: 10億トン以上 
黄色: 5～10億トン 
緑色: 1～5億トン 
青色: 0～1億トン 
白色: データなし 
2010年～2019年の間で 
最新のデータ 
日本は12億トン (2019年)
データ：国連SDGグローバル指標 
                    　  　   データベース 
(khk) 

10. 人や国の不平等を 
なくそう

「相対的貧困率」 
 所得の中央値の半分未満で 
            生活する人口の割合

赤色: 20%以上 
黄色: 15%～20% 
緑色: 8%～15% 
青色: 0％～8% 
白色: データなし 
2010年～2018年の間で 
最新のデータ 

日本は9.0% (2013年)

データ：国連SDGグローバル指標 
                    　  　   データベース 
(mh) 

11. 住み続けられる 
まちづくりを

「災害の直接の影響を 
                     受けた人数」 
　(人口1,000人あたりの 
                    1年間の人数)
赤色: 30人以上 
黄色: 5人～30人 
緑色: 1人～5人 
青色: 0人～1人 
白色: データなし 
2015年～2020年の間で 
データがある中での最大値 
日本は3.5人 (2018年)

データ：国連SDGグローバル指標 
                    　  　   データベース 
(gy) 

12. つくる責任 
つかう責任

「家庭からの食品ロス量 」　　 
(1人1日あたりの量）

赤色:250g以上 
黄色:200～250g 
緑色:150～200g 
青色:0～150g 
白色: データなし 
2019年のデータ 

日本は176g

データ：国連SDGグローバル指標 
                    　  　   データベース 
(w5) 

9. 産業と技術革新の 
         基盤をつくろう

「人口1000人あたりの 
   研究者の人数」 

             （フルタイム相当）
青色: 5人以上 
緑色: 3～5人 
黄色: 1～3人 
赤色: 1人以下 
白色: データなし 
2014年～2018年の間で 
最新のデータ 

日本は5.3人(2018年)

データ：国連SDGグローバル指標 
                    　  　   データベース 
(ayk) 

8. 働きがいも 
経済成長も

「一人当たりの実質GDPの 
   年間成長率」

青色: 4%以上 
緑色: 1%～4% 
黄色: 0%～1% 
赤色: 0％以下 
白色: データなし 
2019年のデータ 

日本は0.9%

データ：国連SDGグローバル指標 
                    　  　   データベース 
(fx) 

6. 安全な水と 
トイレを世界中に

「安全に処理された 
家庭排水の割合 」

青色: 90%以上 
緑色: 60%～90% 
黄色: 30%～60% 
赤色: 0％～30% 
白色: データなし 
2020年のデータ 

日本は98%

データ：国連SDGグローバル指標 
                    　  　   データベース 
(h5) 

7. エネルギーをみんなに 
そしてクリーンに

「最終エネルギー消費量に占め 
   る再生可能エネルギー比率」

青色: 50%以上 
緑色: 15%～50% 
黄色: 5%～15% 
赤色: 0％～5% 
白色: データなし 
2018年のデータ 

日本は7.4%

データ：国連SDGグローバル指標 
                    　  　   データベース 
(bh) 



15. 陸の豊かさも 
守ろう

「1年間での 
森林面積の変化率」

青色: +0.5%以上 
緑色: 0%～+0.5% 
黄色: -0.5%～0% 
赤色: -0.5%以下 
白色: データなし 
2020年のデータ 

日本は-0.01%

データ：国連SDGグローバル指標 
                    　  　   データベース 
(ph) 

17. パートナーシップ 
で目標を達成しよう

「後発開発途上国向けの 
ODA純額の対GNI比」

青色: 0.2%以上 
緑色: 0.1%～0.2% 
黄色: 0.05%～0.1% 
赤色: 0％～0.05% 
白色: データなし 
2019年のデータ 

日本は0.1%

データ：国連SDGグローバル指標 
                    　  　   データベース 
(xh) 

16. 平和と公正を 
すべての人に

「殺人の数」 
(男性10万人あたりの 
     意図的な殺人行為による 
         犠牲者の1年間の人数)

赤色: 30人以上 
黄色: 5人～30人 
緑色: 1人～5人 
青色: 0人～1人 
白色: データなし 
2017年のデータ 

日本は0.2人
データ：国連SDGグローバル指標 
                    　  　   データベース 
(dx) 

14. 海の豊かさを 
守ろう

「海岸でのごみの数」 
　(海岸1平方メートルあたり 

の個数）

赤色: 5個以上 
黄色: 2～5個 
緑色: 0.5～2個 
青色: 0～0.5個 
白色: データなし 
2017年～2019年の間で
データがある中での最大値 

日本は2.0個 (2016年)

データ：国連SDGグローバル指標 
                    　  　   データベース 
(ex) 


