
 

 

 

 

G20 ブエノスアイレス首脳宣言 

－公正で持続可能な発展のためのコンセンサスの構築－ 

2018 年 11 月 30 日・12 月 1 日 

 

１ 初の G20 首脳会合から 10 年が経過し，我々は，人間中心の，包摂的で先を見す

えたアジェンダを通じて，公正で持続可能な発展のためのコンセンサスを構築する

ため，2018 年 11 月 30 日・12 月 1 日にアルゼンチンのブエノスアイレスにおいて会

合した。 

 

２ 本年，我々は，次の柱に焦点を当てた。すなわち，仕事の未来，開発のためのイ

ンフラ，持続可能な食料の未来，そして G20 のアジェンダ全体としてジェンダーを

主流化する戦略である。 

 

３ 我々は，対話及び共通の立場の模索を促進しつつ，我々の課題に取り組んだ。

コンセンサスの構築には，社会全体のコミットメントを必要とする。我々の議論は，

ステークホルダーへの関与により豊かになっている。 

 

４ 我々は，国同士の間で経済成長がますます同時に連動しなくなっていること，

また，金融上の脆弱性，及び地政学上の懸念を含む幾つかの主要なリスクが部分的

に顕在化したことを認識する一方で，強固な世界経済の成長を歓迎する。我々はま

た，現在の貿易上の問題に留意する。我々は，強固で，持続可能で，均衡ある，かつ，

包摂的な成長を実現するため，また，信頼を高める対話と行動を強化することによ

り，下方リスクから守るために全ての政策手段を用いるとの我々の誓約を再確認す

る。金融政策は，引き続き，中央銀行のマンデートと整合的に経済活動を支え，物価

の安定を確保する。財政政策は，必要に応じてバッファーを再構築すべきであり，

かつ，公的債務が持続可能な道筋にあることを確保しつつ，機動的に実施し，成長

に配慮したものとすべきである。構造改革の実行を続けることは，我々の潜在成長

力を高める。我々は，3 月の財務大臣及び中央銀行総裁による為替相場のコミットメ

ントを再確認する。我々は「ブエノスアイレス行動計画」を支持する。 

 

５ 我々は，急速に変化する世界に効果的に対応できる，ルールに基づく国際秩序

を改善するために共に取り組むことへの我々のコミットメントを新たにする。 

 

６ 変革を起こす技術は，新たな，より良い雇用，より高い生活水準を含む，大きな

経済的な機会をもたらすことが見込まれる。しかし，この移行は，個人，企業及び政

府にとっての課題を創出する。政策対応と国際協力は，技術の変化の恩恵が幅広く

共有されるよう確保する手助けとなる。我々は，「仕事の未来のための政策オプショ

ンのメニュー」を支持し，個別の国の状況を考慮の上，成長及び生産性を強化する

技術を活用し，移行途上にある人々を支え，分配の課題に対処し，持続可能な課税

システムを確保し，可能な限り 良の証拠を踏まえ我々が意思決定を行うことを確

保するために，同メニューを参考にする。 
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７ 我々は，各国の法令及び状況に従いつつ，労働の正規化を促進し，社会保護制

度を強固で携行可能にすることに焦点を当て，デジタル・プラットフォームを経由

した仕事を含むこの分野における社会的対話の重要性を認識しつつ，労働者に新し

い技能を身につけさせ，あらゆる雇用形態における労働環境を改善することを含め，

ディーセント・ワーク，職業訓練，及び能力開発を促進することにより，包摂的で，

公正で，持続可能な仕事の未来を構築することに引き続きコミットしている。我々

は，引き続き，認知，デジタル及び起業に関する能力を促進し，グッド・プラクティ

スの収集と共有を奨励する。我々は，障害者を含め，十分に代表されていない，また

脆弱な人々の労働力参加の拡大を促進する。我々は，G20 アンタルヤ・ユース・ゴー

ル（G20 Antalya Youth Goal）に沿って，若者の雇用環境を改善するための政策を

実施する。我々は，持続可能なサプライ・チェーンの促進を通じたものを含め，仕事

の世界において，児童労働，強制労働，人身売買，及び現代の奴隷制を根絶するため

の行動をとる。我々は，「G20 インクルーシブ・ビジネスのための資金提供に関する

呼びかけ」に沿って，包摂的で持続可能な成長のためのインパクト投資等の革新的

な財政メカニズム及びパートナーシップを含め，政府，民間及び多国間の資金動員

を可能とする状況を一層創出するよう努める。 

 

８ 教育へのアクセスは人権の一つであるとともに，より包摂的で，繁栄し，かつ，

平和な社会の発展のための戦略的公共政策分野である。我々は，女児教育の重要性

を強調する。我々の市民が社会的及び技術的なイノベーションの利益を享受できる

ようにするため，我々は，雇用政策と，衡平で質の高い教育に関する政策との協調

を促進する。それにより我々は，幼少期から生涯学習の観点で，学び方の学習や，基

礎能力及びデジタル技能などのキー・コンピテンシー（主要な能力）を促進する包

括的な戦略を構築することができる。我々は，あらゆる教育レベルにおいて，客観

的な根拠（エビデンス）に基づく革新的な教育学及び方法を促進する必要性を認識

する。 

 

９ 革新的な成長及び生産性のためのデジタル化及び新興技術の恩恵を 大化すべ

く，我々は，零細・中小企業及び起業家を後押しし，ジェンダーに基づくデジタル・

デバイドを埋めてデジタル包摂性を更に増進し，消費者保護を支援し，デジタル・

ガバメント，デジタル・インフラ，及びデジタル経済の計測を改善するための措置

を促進する。我々は，情報通信技術（ICT）の利用における安全の問題に対処するこ

との重要性を再認識する。我々は，適用可能な法的枠組みを尊重し，消費者の信頼，

プライバシー，データ及び知的財産権の保護を確立するよう取り組みつつ，情報，

アイデア，知識の自由な流通を支持する。我々は，革新的なデジタル経済のビジネ

ス・モデルの導入を共有し促進するための「G20 デジタル政策リポジトリ」を歓迎す

る。我々は，貿易とデジタル経済の接点の重要性を認識する。我々は，人工知能（A

I），新興技術，及び新たなビジネス・プラットフォームに関する我々の作業を継続

する。 
 

 



 

 

 

 

１０ インフラは，経済的な繁栄，持続可能な開発及び包摂的な成長のための重要

な推進力である。依然として存在するインフラの資金ギャップに対処するため，我々

は，より多くの民間資本をインフラ投資に引きつけるという我々のコミットメント

を再確認する。これを達成するため，我々は，「インフラを投資対象とするためのロ

ードマップ」及び「インフラプロジェクト組成段階に係る G20 原則」を支持する。

我々は，一層の契約の標準化を達成し，データ・ギャップに対処し，リスク軽減の手

段を改善するための行動をとりつつある。このロードマップに沿って，我々は，質

の高いインフラに関する 2019 年の進捗を期待する。 

 

１１ 「G20 食料安全保障・栄養フレームワーク」を基礎として，我々は，飢餓及び

あらゆる形態の栄養不良のない世界を実現する上で極めて重要な食料安全保障の課

題に対処することへの我々のコミットメントを再確認する。我々は，個別の国によ

り自発的に支援される持続可能な土壌，水，及び川岸の管理の重要性を意識し，家

族経営及び小規模農家の特有の必要性を考慮しつつ，農村地域のダイナミズム及び

持続可能な農業を促進する。我々は，革新的また伝統的な農業の慣行及び技術の自

発的な利用及び共有を奨励する。我々は，リスク管理を強化し，変化する環境への

適応を促進し，生物多様性を保護し，異常気象の農業への影響を軽減する上で効果

的な対応を提供するための，政府及び民間のステークホルダー間の協力の重要性を

強調する。我々は，農業食料グローバル・バリュー・チェーンにおける付加価値，生

産性，効率性，持続可能性及び品質向上を促進し，食料の損失及び廃棄を削減する

ためのイニシアティブを奨励するため，民間部門，科学界及び全ての他の関係する

ステークホルダーに関与する取組を強化する。 

    

１２ ジェンダー平等は，経済成長及び公正で持続可能な発展のために極めて重要

である。我々は，労働参加率における性別による格差を 2025 年までに 25％減少させ

るという我々のブリスベン・コミットメントの達成に向け前進しているが，更なる

取組が必要であることを確認する。我々は，引き続き，女性と女児に対するあらゆ

る形態の差別及びジェンダーに基づく暴力を終わらせることを目的としたイニシア

ティブを推進する。我々は，質が高く安価なケア・インフラや育児休暇へのアクセ

ス等を通じ，全ての人々にとっての労働環境を改善するため，民間部門と共に取り

組むことや，性別による賃金格差を削減すること等により，女性の経済的なエンパ

ワーメントを促進することにコミットする。我々は，また，指導的地位や意思決定

を行う役職への女性のアクセスの促進，女性及び女児のデジタル技能の向上，並び

に彼らの STEM（科学，技術，工学及び数学）及びハイテク部門への参画の拡大にコ

ミットする。我々は，女性起業家資金イニシアティブ（We-Fi）の継続的な実施を歓

迎し，ビジネス・ウーマン・リーダーズ・タスクフォースに対し，その取組について

感謝する。この経験を参考にして，我々は，女性起業家にいかにより良く関与して

いくかについて検討する。 

 

 

 



 

 

 

 

１３ 持続可能な資金の動員及び金融包摂の強化は，世界の成長にとって重要であ

る。我々は，持続可能な民間資本の展開を支援するための自発的な選択肢を提示す

る「持続可能なファイナンス総合レポート 2018」を歓迎する。我々は，国ごとの事

情を考慮しつつ，デジタル金融サービスを促進するための自発的な政策提言を提供

する「G20 金融包摂の政策ガイド」，及び金融包摂のためのグローバル・パートナー

シップ（GPFI）の作業計画及び構造を合理化するプロセスを示した「金融包摂のた

めのグローバル・パートナーシップ（GPFI）ロードマップ」を支持する。 

 

１４ 我々は，「幼年期発達のための G20 イニシアティブ」を立ち上げ，世代間の，

及び構造的な貧困サイクルを打破するために人的資本を構築し，また，特に幼児が

も脆弱な分野における不平等を削減する手段として，質が高く，そして持続可能

な形で資金供給を受けた，幼年期発達の多元的なアプローチを考慮した幼年期プロ

グラムを促進すべく，全てのステークホルダーと協働する用意がある。 

 

１５ 我々は，持続可能な開発目標（SDGs）における保健関係の側面の 2030 年まで

の実施に向けた行動計画を策定するため，世界保健機関（WHO）が，他の全ての関係

者と共に活動することを奨励する。我々は，ワン・ヘルス・アプローチに基づき，

「薬剤耐性（AMR）に関する国別・地域別行動計画」を策定し，実施するための国際

社会による進捗を称賛する。AMR の拡散を抑えることは，ますます世界の責任になり

つつあり，我々は，そのための更なる多分野にわたる行動の必要性を認識する。我々

は，グローバル AMR 研究開発（R&D）ハブ（Global AMR R&D Hub）による取組に留意

し，これを参考にしつつ，実際的な市場インセンティブの更なる検討を期待する。

我々は，国家的な，コミュニティに基礎を置いた，及び協働のマルチステークホル

ダー・アプローチを通じて，栄養不良に対処し，その際に特に小児肥満・肥満症に焦

点を当てる。我々は，各国の事情や優先事項に沿って，ユニバーサル・ヘルス・カバ

レッジ（UHC）に向けて前進すべく，医療へのより良いアクセスを実現し，医療の質

と価格を改善するための，費用対効果が高く，根拠に基づいた介入を提供する，よ

り強力な保健システムの必要性を再確認する。これは，適切な場合には，医療サー

ビスの安全性，質及び有効性を保証しつつ，科学的に証明された伝統的な医療及び

補完医療を包含し得る。我々は，引き続き，国際保健規則（IHR2005）により求めら

れた，防止，発見，及び公衆衛生上の緊急事態への対応のための核となる能力を強

化するとともに，この点において WHO が果たす極めて重要な役割を認識する。我々

は，HIV/エイズ，結核及びマラリアを撲滅することにコミットし，2019 年に第 6 次

世界基金の増資が成功裏に行われるよう期待する。 

 

１６ 我々は，経済協力開発機構（OECD）が国際労働機関（ILO），国際移住機関（I

OM）及び国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）と協力しつつ策定した 2018 年国際的

移住・避難の傾向及び政策に関する G20 年次報告書に留意する。我々は，次期議長

国の下でこれらの課題に関する対話をいかに継続していくかについて検討する。 

 

 



 

 

 

 

１７ 難民の大規模な移動は人道的，政治的，社会的及び経済的帰結を伴う世界の

懸念である。我々は，避難の根本原因に対処し，増大する人道的ニーズに対応する

ために行動を分有する重要性を強調する。 

 

１８ 我々は，持続可能な開発に向けた変革を主導することへの我々のコミットメ

ントを再確認し，この目標を前進させるための枠組みとしての 2030 アジェンダ及び

G20 行動計画を支持する。ブエノスアイレス・アップデートは，そのアジェンダの達

成に向けた G20 の現在の集団的かつ具体的な行動について，南南協力及び三角協力

がそれを実施するために重要な役割を有することを認識しつつ，示すものである。

我々は，「アフリカとのコンパクト」を含む G20 アフリカ・パートナーシップやそ

の他の関係するイニシアティブに対する継続した支持を強調する。我々は，国内資

金動員に有害な影響をもたらす不正な資金フローに対処することへの我々のコミッ

トメントを再確認し，引き続き進捗について考察する。我々は，「地域計画を通じた

持続可能な居住に関する G20 ハイレベル原則」を支持する。 

 

１９ 強い経済と健全な地球は，相互に補強し合うものである。我々は，気候変動

に関する政府間パネル（IPCC）の 1.5℃特別報告書に留意する。我々は，異常気象及

び災害に対して強じんなインフラへの投資を含む，包括的な適応戦略の重要性を認

識する。この意味で，我々は，開発途上国，中でもカリブ諸国等の小島嶼国を含む特

に脆弱な国々における行動及び協力を支持する。我々は，長期的な温室効果ガス低

排出型の発展戦略，及びそうした戦略等への国際的な資金フローの整合化を議論し

た。我々は，また，温室効果ガスの排出の少ない未来を実現するために各国が独自

の道筋を計画し得ることを認識しつつ，各国の経験を共有し，適応に関する 2018-

2019 作業計画を検討した。我々は，国連気候変動枠組条約（UNFCCC）COP24 の成功

裏の結果を期待し，タラノア対話に参加する。 

 

２０ ハンブルク行動計画にも参加しているパリ協定署名国は，各国の異なる事情

に照らした共通に有しているが差異のある責任及び各国の能力を考慮しつつ，パリ

協定が不可逆的であることを再確認し，その完全な実施にコミットする。我々は引

き続き，持続可能な開発及び経済成長を促進しつつ，気候変動に対処する。 

 

２１ 米国は，パリ協定から脱退するとの決定を改めて表明し，あらゆるエネルギ

ー源及び技術を利用し，環境も保護する形で，経済成長，エネルギーへのアクセス

及びエネルギー安全保障に対する強いコミットメントを確認する。 

 

２２ 我々は，我々が分かち合う未来を形成する上で助けとなるエネルギーが果た

す極めて重要な役割を認識し，よりクリーンで，より柔軟かつ透明性のあるシステ

ムに向け，成長と温室効果ガス排出の削減を組み合わせたエネルギー転換及び，エ

ネルギー効率における協力を奨励する。我々は，再生可能エネルギーを含むよりク

リーンで持続可能なエネルギー源，技術及びインフラへのより多くの投資を通じた，

イノベーション，成長，及び雇用創出の機会を認識する。我々は，エネルギー構成に 



 

 

 

 

おけるあらゆるエネルギー源及び技術の役割，及び「転換」の名の下で，よりクリー

ンなエネルギーシステムを実現するための，あり得る異なる国ごとの道を認識する。

我々は，温室効果ガスの排出の少ない未来を実現するために，多様なエネルギー源

及び技術進歩があることを認識しつつ，エネルギー安全保障，持続可能性，強じん

性，効率性，アフォーダビリティ及び安定性を促進する。我々は，引き続き，エネル

ギー貧困の根絶，避難民や被災地及び遠隔地に対するエネルギーへのアクセスの提

供に向けた協力，G20 地域計画の実施の強化を通じて，普遍的なエネルギーアクセス

を促進する。 

 

２３ 力強く，効果的な国際金融機関は，成長及び持続可能な開発を支える助けと

なる。我々は，強固で，クォータを基礎とし，かつ，十分な資金基盤を有する IMF を

中心としたグローバル金融セーフティーネットの更なる強化への我々のコミットメ

ントを再確認する。我々は，新たなクォータ計算式を含む第 15 次クォータ一般見直

しを，2019 年春会合まで，遅くとも 2019 年年次総会までに完了することにコミット

している。我々は，国際通貨基金（IMF）及び世界銀行に対し，公的及び民間の債務

に関する記録，監視及び透明な報告を改善するために，債務国及び債権国と共に取

り組むよう求める。我々は，IMF によるプログラム・コンディショナリティ及びその

債務上限政策に関する見直しに期待する。 

 

２４ 我々は引き続き，リスクを管理し強じん性を高めつつ，越境資本フローの便

益を活用できるよう，資本フローを監視し，利用可能な手段に対する我々の理解を

深める。我々は引き続き，公的債務・財政管理に関する能力構築を支援し，国内政策

の枠組みを強化することにより，低所得国における債務脆弱性に対処するための措

置をとる。我々は，債務の透明性及び持続可能性の促進に向けて取り組むとともに，

債務者，及び公的・民間双方の債権者による，インフラ金融を含む持続可能な金融

慣行の改善に向けて取り組む。我々は，低所得国の債務に関する IMF，世界銀行グル

ープ及びパリクラブによって現在行われている取組や，新興債権国のより幅広い参

加に向けたパリクラブにおける継続した取組を支持する。我々は，グローバル金融

ガバナンスに関する G20 賢人グループによる 終報告書を歓迎する。 

 

２５ 合意された国際基準に基づく，開かれた，強じんな金融システムは，持続可

能な成長を支えるために極めて重要である。我々は，合意された金融規制改革の課

題の完全，適時かつ整合的な実施及び 終化，及びそれらの影響の評価に引き続き

コミットしている。我々は，金融システムにおいて生じつつあるリスク及び脆弱性

を引き続き監視し，必要に応じ対処するとともに，継続的な規制・監督上の協力を

通じて分断に対処する。我々は，強じんなノンバンク金融仲介の実現に関する継続

した進捗に期待する。我々は，リスクが軽減されつつ，金融セクターにおける技術

の潜在的な利益が実現されることを確保するための取組を強化する。我々は，金融

活動作業部会（FATF）基準に沿ったマネーロンダリング及びテロ資金供与への対策

のため，暗号資産を規制し，必要に応じて他の対応を検討する。我々は，マーク・カ

ーニー（Mark Carney）氏の FSB 議長としての働きに感謝し，ランダル・クォールズ 



 

 

 

 

（Randal K. Quarles）氏の FSB 議長への任命，及びクラス・クノット（Klaas Kno

t）氏の FSB 副議長への任命を歓迎する。 

 

２６ 我々は，特に租税条約や移転価格ルールに基づいた，世界規模で公正，持続

可能かつ現代的な国際課税システムのための取組を継続するとともに，成長志向の

租税政策を推進するための国際協力を歓迎する。OECD/G20「税源浸食と利益移転」

パッケージの世界的な実施は引き続き不可欠である。我々は，引き続き，経済の電

子化が国際課税システムにもたらす影響に対処するため，2019 年の進捗報告及び 2

020 年までの 終報告書により，コンセンサスに基づく解決策を追求すべく共に取

り組む。我々は，金融口座情報の自動的交換の開始を歓迎し，OECD によって構築さ

れた税の透明性基準を満足に実施していない法域を特定するための強化された基準

を確認する。リストに載った法域に対しては，防御的措置が検討される。全ての法

域は，多国間税務行政執行共助条約に署名し，それを批准すべきである。我々は引

き続き，税の安定性，及び「税に関する協働のためのプラットフォーム」を通じたも

のを含めた，開発途上国における税に関する能力構築の強化を支援する。 

 

２７ 国際的な貿易及び投資は，成長，生産性，イノベーション，雇用創出及び開発

のための重要なエンジンである。我々は，このために多角的貿易体制が果たしてき

た貢献を認識する。この体制は，現在，その目的を達成するには及ばず，改善の余地

がある。したがって，我々は，WTO の機能を改善するために必要な，WTO 改革を支持

する。我々は次回のサミットにおいて進捗をレビューする。 

 

２８ 杭州サミット及びハンブルク・サミットにおける我々のコミットメントを想

起し，我々は，OECD により支援される鉄鋼の過剰生産能力に関するグローバル・フ

ォーラム（GFSEC）により策定された具体的な政策的解決策を歓迎する。我々は全て

の構成国に対し，ベルリン及びパリにおける GFSEC 閣僚会合の勧告及びコミットメ

ントを実施するよう求める。我々は 2019 年 6 月までに，実質的に意味のある報告が

なされることを期待する。 

 

２９ 我々は，腐敗の防止及び腐敗との闘いに引き続きコミットしており，模範を

示す。我々は，新たな行動計画 2019-2021 に合意し，「国有企業における腐敗防止及

び清廉性の確保に関する原則」及び「公的部門における利益相反の防止及び管理に

関する原則」を支持する。これらの原則は公的部門及び民間部門における透明性及

び清廉性を促進する。我々は，我々の G20 のコミットメントに沿ったものを含め，

腐敗と闘いための実際的な協力を継続する。我々は，腐敗とその他の経済的犯罪と

の結びつき，及び，そのような犯罪関係の捜査対象者の送還及び奪われた財産の返

還に関する，国際的な義務及び国内法制度と整合的な形での協力を通じたものを含

め，そのような結びつきに対処する方法について更に模索する。我々は，関係国際

機関に対し，次期議長国の下で，これらの課題に関して報告するよう求める。我々

は，外国公務員への贈賄を犯罪とすることを含め，全ての G20 構成国による国連腐

敗防止条約の効果的な実施を求めるとともに，OECD 外国公務員贈賄防止条約へのあ 



 

 

 

 

り得べき加入に向けた作業に留意する。 

 

３０ 我々はあらゆる形態のテロに対する我々の強い非難を再確認する。我々は，

テロ対策に関するハンブルク G20 首脳声明の完全な実施にコミットする。我々は，

テロ資金供与や拡散金融，及びマネーロンダリングとの闘いにおける我々の取組を

強化する。我々は，デジタル産業に対し，インターネットやソーシャル・メディアの

テロ目的の利用との闘いにおいて共に取り組むよう促す。 

 

３１ 我々は，G20 議長国を務め，ブエノスアイレス・サミットを成功裏に主催した

ことについてアルゼンチンに感謝するとともに，今後の会合を 2019 年に日本で，20

20 年にサウジアラビアで行うことを楽しみにしている。 

  



 

 

 

G20 Leaders’  declaration 

Building consensus for fair and sustainable 

development 

 
1. Ten years since the first G20 Leaders’ Summit we met in Buenos Aires, Argentina, on 30 November‐ 

1 December 2018 to build consensus for fair and sustainable development through an agenda that is 

people‐centred, inclusive and forward‐looking. 

2. This  year  we  have  focused  on  the  following  pillars:  the  future  of  work,  infrastructure  for 
development, a sustainable food future and a gender mainstreaming strategy across the G20 agenda. 

3. We have addressed our agenda promoting dialogue and the search for common ground. Building 

consensus requires the commitment of the society as a whole. Our discussions have been enriched by 

our engagement with stakeholder communities. 

4. We welcome the strong global economic growth while recognizing it has been increasingly less 

synchronized between countries and some of  the key  risks,  including  financial vulnerabilities and 

geopolitical concerns, have partially materialized. We also note current trade issues. We reaffirm our 

pledge  to  use  all  policy  tools  to  achieve  strong,  sustainable,  balanced  and  inclusive  growth,  and 

safeguard against downside risks, by stepping up our dialogue and actions to enhance confidence. 

Monetary policy will continue to support economic activity and ensure price stability, consistent with 

central banks’ mandates. Fiscal policy should rebuild buffers where needed, be used flexibly and be 

growth‐friendly, while ensuring public debt is on a sustainable path. Continued implementation of 

structural reforms will enhance our growth potential. We reaffirm the exchange rate commitments 

made by the Finance Ministers and Central Bank Governors last March. We endorse the Buenos Aires 

Action Plan. 

5. We renew our commitment to work together to improve a rules‐based international order that is 

capable of effectively responding to a rapidly changing world. 

6. Transformative technologies are expected to bring immense economic opportunities, including new 

and  better  jobs,  and  higher  living  standards.  The  transition,  however,  will  create  challenges  for 

individuals, businesses and governments. Policy responses and international cooperation will help 

ensure that the benefits of the technological transformation are widely shared. We endorse the Menu 

of  Policy  Options  for  the  Future  of Work which we will  draw  on,  considering  individual  country 

circumstances, to: harness technology to strengthen growth and productivity; support people during 

transitions and address distributional challenges; secure sustainable tax systems; and ensure that the 

best possible evidence informs our decision‐making. 

7. We remain committed to building an inclusive, fair and sustainable Future of Work by promoting 

decent work, vocational training and skills development, including reskilling workers and improving 

labour conditions in all forms of employment, recognizing the importance of social dialogue in this 

area,  including  work  delivered  through  digital  platforms,  with  a  focus  on  promoting  labour 

formalization and making social protection systems strong and portable, subject to national law and 

circumstances. We will continue to foster cognitive, digital and entrepreneurship skills, and encourage 

the collection and exchange of good practices. We will promote increasing labour force participation 

of  underrepresented  as  well  as  vulnerable  groups,  including  persons  with  disabilities.  We  will 

implement policies to improve the employment situation of young people, consistent with the G20 

Antalya Youth Goal. We will take actions to eradicate child labour, forced labour, human trafficking 

and modern slavery in the world of work, including through fostering sustainable supply chains. We 



 

 

 

will endeavor to further create enabling conditions for resource mobilization from public, private and 

multilateral resources, including innovative financial mechanisms and partnerships, such as impact 

investment for inclusive and sustainable growth, in line with the G20 Call on Financing for Inclusive 

Business. 

8. Access to education is a human right and a strategic public policy area for the development of more 

inclusive, prosperous, and peaceful societies. We underline the importance of girls´ education. To 
equip our citizens to reap the benefits of  societal and technological  innovations we will promote 

coordination  between  employment  and  equitable  quality  education  policies,  so  we  can  develop 

comprehensive strategies that promote key competences such as learning to learn, foundation and 
digital skills,  in a  lifelong learning perspective from early childhood. We acknowledge the need to 

foster evidence‐based innovative pedagogies and methods for all levels of education. 

9. To maximize the benefits of digitalization and emerging technologies for innovative growth and 

productivity,  we  will  promote  measures  to  boost  micro,  small  and  medium  enterprises  and 

entrepreneurs,  bridge  the  digital  gender  divide  and  further  digital  inclusion,  support  consumer 

protection, and improve digital government, digital  infrastructure and measurement of the digital 

economy. We reaffirm the importance of addressing issues of security in the use of ICTs. We support 

the free flow of information, ideas and knowledge, while respecting applicable legal frameworks, and 

working to build consumer trust, privacy, data protection and intellectual property rights protection. 

We welcome the G20 Repository of Digital Policies to share and promote the adoption of innovative 

digital economy business models. We recognize the importance of the interface between trade and 

the digital economy. We will continue our work on artificial intelligence, emerging technologies and 

new business platforms. 

10. Infrastructure  is  a  key  driver  of  economic  prosperity,  sustainable  development  and  inclusive 

growth. To address the persistent infrastructure financing gap, we reaffirm our commitment to attract 

more  private  capital  to  infrastructure  investment.  To  achieve  this,  we  endorse  the  Roadmap  to 

Infrastructure as  an Asset Class and  the G20 Principles  for  the  Infrastructure Project Preparation 

Phase. We are taking actions to achieve greater contractual standardization, address data gaps and 

improve risk mitigation instruments. In line with the Roadmap, we look forward to progress in 2019 

on quality infrastructure. 

11. Building on the G20 Food Security and Nutrition Framework, we reaffirm our commitment to 

tackling the challenges of food security, which is crucial to achieving a world free of hunger and all 

forms of malnutrition. We will promote dynamism in rural areas and sustainable agriculture, conscious 

of  the  importance of sustainable soil, water and riverbanks management supported by  individual 

countries voluntarily, taking into consideration the specific needs of family and small‐holder farmers. 

We encourage the voluntary use and sharing of innovative as well as traditional agricultural practices 

and  technologies.  We  highlight  the  importance  of  collaboration  among  public  and  private 

stakeholders to strengthen risk management, facilitate adaptation to a changing environment, protect 

biodiversity and provide effective responses to reduce the impacts of extreme weather on agriculture. 

We will  increase efforts to engage with the private sector,  the scientific community and all other 

relevant stakeholders to enhance value addition, productivity, efficiency, sustainability and upgrading 

in Agro‐Food Global Value Chains and encourage initiatives to reduce food loss and waste. 

12. Gender equality is crucial for economic growth and fair and sustainable development. We are 

making progress in achieving our Brisbane commitment to reduce the gender gap in  labour force 

participation  rates by  25% by 2025 but  affirm  that more needs  to be done. We will  continue  to 

promote initiatives aimed at ending all forms of discrimination against women and girls and gender‐ 

based violence. We commit to promoting women’s economic empowerment, including by working 

with the private sector, to improve labour conditions for all, such as through access to quality and 



 

 

 

affordable care infrastructure and parental leave, and reducing the gender pay gap. We also commit 

to promote women’s access to leadership and decision‐making positions, the development of women 

and girls’ digital skills and increasing their participation in STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics)  and high‐tech  sectors. We welcome  the continued  implementation of  the Women 

Entrepreneurs Financing Initiative (We‐Fi), and we thank the Business Women Leaders’ Taskforce for 

its  work.  Drawing  from  this  experience,  we  will  consider  how  to  better  engage  with  women 

entrepreneurs. 

13. Mobilizing  sustainable  finance  and  strengthening  financial  inclusion  are  important  for  global 

growth. We  welcome  the  Sustainable  Finance  Synthesis  Report  2018,  which  presents  voluntary 

options to support deployment of sustainable private capital. We endorse the G20 Financial Inclusion 

Policy Guide, which provides voluntary policy recommendations to facilitate digital financial services, 

taking  into account country contexts and  the Global Partnership  for Financial  Inclusion Roadmap 

which outlines a process to streamline its work program and structure. 

14. We  launch  the  G20  Initiative  for  Early  Childhood  Development  and  stand  ready  to  join  all 

stakeholders in enhancing quality and sustainably financed early childhood programs that consider 

the multidimensional approach of ECD, as means of building human capital  to break  the cycle of 

intergenerational and structural poverty, and of reducing inequalities, specially where young children 

are most vulnerable. 

15. We encourage the activities of World Health Organization (WHO), together with all relevant actors, 

to develop an action plan for implementation of health‐related aspects of SDGs by 2030. We commend 

the progress made by the international community  in developing and implementing National and 

Regional  Action  Plans  on  Anti‐Microbial  Resistance  (AMR)  based  on  One‐Health  approach.  We 

recognize the need for further multi‐sectoral action to reduce the spread of AMR, as it is increasingly 

becoming a global responsibility. We note the work done by the Global AMR R&D Hub and, drawing 

on this, we look forward to further examine practical market incentives. We will tackle malnutrition, 

with a special focus on childhood overweight and obesity, through national, community‐based and 

collaborative  multi‐stakeholder  approaches.  We  reaffirm  the  need  for  stronger  health  systems 

providing cost effective and evidence‐based intervention to achieve better access to health care and 

to improve its quality and affordability to move towards Universal Health Coverage (UHC), in line with 

their national contexts and priorities. This may encompass, where appropriate, scientifically proven 

traditional  and complementary medicine,  assuring  the  safety, quality  and effectiveness of health 

services. We will continue to strengthen core capacities required by International Health Regulations 

(IHR, 2005) for prevention, detection and response to public health emergencies, while recognizing 

the critical role played by WHO in this regard. We are committed to ending HIV/AIDS, tuberculosis and 

malaria, and look forward to a successful 6° replenishment of the Global Fund in 2019. 

16. We note  the 2018 G20 Annual  International Migration and Displacement Trends and Policies 

Report prepared by the OECD in cooperation with ILO, IOM and UNHCR. We will consider how to 
continue the dialogue on these issues under the next presidency. 

17. Large  movements  of  refugees  are  a  global  concern  with  humanitarian,  political,  social  and 

economic consequences. We emphasize the importance of shared actions to address the root causes 

of displacement and to respond to growing humanitarian needs. 

18. We reaffirm our commitment to leading the transformation towards sustainable development and 

support the 2030 Agenda as the framework for advancing this goal and the G20 Action Plan. The 

Buenos Aires Update outlines the G20 current collective and concrete actions towards achieving that 

Agenda,  recognizing  that  South‐South  and  triangular  cooperation  have  an  important  role  to 
implement it. We underline our continued support to the G20 Africa Partnership, including the 



 

 

 

Compact with Africa, and other relevant initiatives. We reaffirm our commitment to addressing illicit 

financial flows that have a detrimental effect on domestic resources mobilization and will continue to 

take stock of progress. We endorse the G20 High Level Principles on Sustainable Habitat through 

Regional Planning. 

19. A strong economy and a healthy planet are mutually reinforcing. We note the latest IPCC Special 

Report on the Impacts of Global Warming of 1.5 degrees centigrade. We recognize the importance of 

comprehensive  adaptation  strategies,  including  investment  in  infrastructure  that  is  resilient  to 

extreme  weather  events  and  disasters.  In  this  sense,  we  support  actions  and  cooperation  in 

developing countries, especially those that are particularly vulnerable, including small island states 

such as those in the Caribbean. We discussed long‐term low greenhouse gas emission development 

strategies and alignment of international finance flows. We also shared countries´ experiences and 

considered the 2018‐2019 work program on adaptation, acknowledging that each country may chart 

its own path  to achieving a  low emission  future. We  look  forward  to  successful outcomes of  the 

UNFCCC COP24, and to engage in the Talanoa Dialogue. 

20. Signatories to the Paris Agreement, who have also joined the Hamburg Action Plan, reaffirm that 

the Paris Agreement  is  irreversible and commit to  its full  implementation, reflecting common but 

differentiated responsibilities and respective capabilities, in light of different national circumstances. 

We will continue to tackle climate change, while promoting sustainable development and economic 

growth. 

21. The United States reiterates its decision to withdraw from the Paris Agreement, and affirms its 
strong commitment to economic growth and energy access and security, utilizing all energy sources 

and technologies, while protecting the environment. 

22. We recognize the crucial role of energy in helping shape our shared future and we encourage 

energy transitions that combine growth with decreasing greenhouse gas emissions towards cleaner, 

more  flexible  and  transparent  systems,  and  cooperation  in  energy  efficiency. We  recognize  the 

opportunities for innovation, growth, and job creation through increased investment into cleaner and 

sustainable energy sources ‐including renewables‐, technologies and infrastructure. We acknowledge 

the role of all energy sources and technologies in the energy mix and different possible national paths 

to achieve cleaner energy systems under the term ‘transitions’. We will promote energy security, 

sustainability, resilience, efficiency, affordability and stability, acknowledging that there are varied 

sources of energy and technological advances to achieve a  low emissions  future. We continue to 

promote universal energy access by eradicating energy poverty, cooperating to provide displaced 

people  and  disaster‐impacted  and  remote  areas  with  access  to  it,  and  through  enhanced 

implementation of G20 regional plans. 

23. Strong and effective  international  financial  institutions help underpin growth and sustainable 
development. We reaffirm our commitment to further strengthening the global financial safety net 

with  a  strong,  quota‐based,  and  adequately  resourced  IMF  at  its  centre. We  are  committed  to 

concluding the 15th General Review of Quotas including a new quota formula by the Spring Meetings 

and no later than the Annual Meetings of 2019. We call on the IMF and World Bank to work with 

borrowers and creditors to improve the recording, monitoring and transparent reporting of public and 

private debt obligations. We look forward to the IMF review of programme conditionality and the 

review of its debt limits policy. 

24. We will continue to monitor cross border capital  flows and deepen our understanding of  the 

available  tools,  so  we  can  harness  their  benefits  while  also  managing  the  risks  and  enhancing 

resilience. We will continue to take steps to address debt vulnerabilities in low income countries by 

supporting capacity building in public debt and financial management, and strengthening domestic 



 

 

 

policy  frameworks.  We  will  work  towards  enhancing  debt  transparency  and  sustainability,  and 

improving  sustainable  financing  practices  by  borrowers  and  creditors,  both  official  and  private, 

including infrastructure financing. We support ongoing work by the IMF, WBG and Paris Club on LICs 
debt and the continued efforts of the Paris Club towards the broader inclusion of emerging creditors. 

We welcome the final report of the G20 Eminent Persons Group on Global Financial Governance. 

25. An open and resilient financial system, grounded in agreed international standards, is crucial to 

support sustainable growth. We remain committed to the full, timely and consistent implementation 

and  finalization of  the agreed  financial  reform agenda,  and  the  evaluation of  its  effects. We will 

continue to monitor and, if necessary, tackle emerging risks and vulnerabilities in the financial system; 

and,  through continued regulatory and supervisory cooperation, address  fragmentation. We  look 

forward to continued progress on achieving resilient non‐bank financial intermediation. We will step 

up efforts to ensure that the potential benefits of technology in the financial sector can be realized 

while risks are mitigated. We will regulate crypto‐assets for anti‐money laundering and countering the 

financing of terrorism in line with FATF standards and we will consider other responses as needed. We 

thank Mr. Mark Carney for his service as FSB Chair and we welcome the appointment of Mr. Randal K 

Quarles, as Chair of the FSB and of Mr. Klaas Knot, as Vice Chair. 

26. We will continue our work for a globally fair, sustainable, and modern international tax system 

based, in particular on tax treaties and transfer pricing rules, and welcome international cooperation 

to advance pro‐growth tax policies. Worldwide implementation of the OECD/G20 Base Erosion and 

Profit Shifting package remains essential. We will continue to work together to seek a consensus‐ 

based solution to address the impacts of the digitalization of the economy on the international tax 

system with an update in 2019 and a final report by 2020. We welcome the commencement of the 

automatic  exchange of  financial  account  information  and  acknowledge  the  strengthened  criteria 

developed by  the OECD  to  identify  jurisdictions  that have not  satisfactorily  implemented  the  tax 

transparency  standards.  Defensive  measures  will  be  considered  against  listed  jurisdictions.  All 

jurisdictions should sign and ratify the multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in 

Tax Matters. We continue to support enhanced tax certainty and tax capacity building in developing 

countries, including through the Platform for Collaboration on Tax. 

27. International trade and investment are important engines of growth, productivity, innovation, job 
creation and development. We recognize the contribution that the multilateral trading system has 

made  to  that  end.  The  system  is  currently  falling  short  of  its  objectives  and  there  is  room  for 
improvement. We therefore support the necessary reform of the WTO to improve its functioning. We 
will review progress at our next Summit. 

28. Recalling  our  commitments  from  Hangzhou  and  Hamburg,  we  welcome  the  concrete  policy 

solutions developed by the Global Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC), facilitated by the OECD. 

We call on all members to implement the Berlin and Paris GFSEC Ministerial recommendations and 

commitments. We look forward to a substantive report by June 2019. 

29. We remain committed to prevent and fight corruption and lead by example. We agree on the new 

action plan 2019‐2021 and endorse Principles on Preventing Corruption and Ensuring  Integrity  in 

State‐Owned Enterprises and on Preventing and Managing Conflicts of Interest in the Public Sector. 

These will foster transparency and integrity in the public and private sectors. We will continue practical 

cooperation to fight corruption including in line with our G20 commitments. We will further explore 

the links between corruption and other economic crimes and ways to tackle them, including through 

cooperation on the return of persons sought for such offences and stolen assets, consistent with 

international obligations and domestic legal systems. We ask relevant international organizations to 

report back to us on those issues during the next presidency. We call for the effective implementation 

by all G20 countries of the UN Convention Against Corruption, including the criminalization of the 



 

 

 

bribery  of  foreign  public  officials,  and  note  the  work  towards  possible  adherence  to  the  OECD 

Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. 

30. We reaffirm our strong condemnation of terrorism in all its forms and manifestations. We commit 
to the full implementation of The Hamburg G20 Leaders Statement on Countering Terrorism. We will 

step up our efforts in fighting terrorist and proliferation financing, and money laundering. We urge 
the digital industry to work together to fight exploitation of the internet and social media for terrorist 

purposes. 

31. We thank Argentina for its G20 Presidency and for hosting the successful Buenos Aires Summit 

and we look forward to our next meetings in Japan in 2019 and in Saudi Arabia in 2020. 



 

 

 

ANNEX 

ACKNOWLEDGEMENTS 

We thank international organizations, including the Bank for International Settlements, Financial 

Stability Board, Financial Action Task Force, International Labour Organization, International 

Monetary Fund, United Nations, World Bank Group, World Health Organization, World Trade 
Organization, Organization for Economic Cooperation and Development, Inter‐American 
Development Bank, and CAF‐Development Bank of Latin America, for their reports and advice, which 

have provided valuable inputs to G20 discussions. 

We are recognizant to the valuable work undertaken by the G20 Engagement Groups: Business 20, 

Civil 20, Labour 20; Science 20, Think 20, Women 20 and Youth 20. 

 
 
 
Ministerial Declarations and Communiqués 

1. Communiqué. Finance Ministers & Central Banks Governors Meeting (19 March) 

2. Communiqué. G20 Meeting of Energy Ministers (15 June) 

3. Communiqué. Finance Ministers & Central Banks Governors Meeting (22 July) 

4. Declaration. G20 Meeting of Agriculture Ministers (28 July) 

5. Ministerial Declaration. G20 Digital Economy Ministerial Meeting (24 August) 

6. Declaration, G20 Education Ministerial Meeting (5 September) 

7. G20 Joint Education & Labour and Employment Minister´s Declaration (6 September) 

8. Declaration G20 Ministers of Labour and Employment Meeting (7 September) 

9. Ministerial Statement. G20 Trade and Investment Ministerial Meeting (14 September) 

10. Global Forum on Steel Excess Capacity. Ministerial Report (20 September) 

11. Declaration. G20 Meeting of Health Ministers (3 October) 

G20 Working Groups Documents 

12. Buenos Aires Action Plan, November 2018 

13. Buenos Aires Annual Progress Report on G20 Development Commitments 

14. G20 Menu of Policy Options for the Future of Work, FWG 

15. G20 Call on Financing for Inclusive Business 

16. Roadmap to Infrastructure as an Asset Class, Argentina Presidency, 2018 

17. G20 Principles for the Infrastructure Project Preparation Phase, G20, IWG 

18. G20 High Level Principles on Sustainable Habitat through Regional Planning 

19. Final Report of the International Financial Architecture Working Group. 
 



 

16 

 

 

20. G20 Policy Guide. Digitization and Informality: Harnessing Digital Financial 

Inclusion for Individuals and MSMEs in the Informal Economy, GPFI 

21. GPFI Work Program and Structure: A Roadmap to 2020 

22. G20 Roadmap: A Summary of Voluntary Actions for Progressing Towards the 

Sustainable and Responsible Financial Inclusion of Forcibly Displaced Persons, GPFI 

23. 2018 National Remittances Plans progress report, GPFI 

24. 2018 Progress Report to the G20 Leaders, GPFI 

25. G20 Initiative for Early Childhood Development 

26. The Buenos Aires Update 

27. G20 High‐Level Principles for Preventing Corruption and Ensuring Integrity in State‐

Owned Enterprises 

28. G20 High‐Level Principles for Preventing and Managing Conflict of Interest in the 

Public Sector 

29. Anticorruption Working Group Accountability Report 2018 

30. G20 Sustainable Finance Synthesis Report 2018 

31. G20 Country Experiences on Climate and Energy 

32. G20 Climate Sustainability Working Group Adaptation Work Program (2018‐2019) 

 

 

 


