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持続可能な開発のための教育（ESD：Education for Sustainable Development）は世界

中で取り組まれている持続可能な社会の実現に向けた人づくり、学び、教育の総称です。 

ESD の取組は 2005 年から 2014 年までの「国連持続可能な開発のための教育（ESD）の

10 年」を経て、2015 年からは「持続可能な開発のための教育（ESD）に関するグローバル・

アクション・プログラム（GAP）」が開始されています。GAP の 5 つの優先行動分野には

『ユース（ESD への若者の参加の支援）』が位置付けられ、ESD を通じて持続可能な開発

のための変革を進める人としての役割を担うユースの皆さんに大きな期待が寄せられてい

ます。 

ESD 活動支援センターは、ユースの皆さんとともに ESD を推進していく仕組みとして

「若者世代による ESD 情報発信プロジェクト」を開始します。ユースの視点でユースが発

信するからこそ届くメッセージがあるはずです。持続可能な社会につながる活動への関心

を広げていくというミッションを担ってみませんか。 

 

 

１．「若者世代による ESD情報発信プロジェクト」とは 

ユースの目線で地域の身近な ESD の取組を見つけ、実践者との交流（インタビュー

等）から学び、それをレポートとして発信していくプロジェクトです。ユースらしい創

造性を活かした発信を期待しています。 

 

  ＜プロジェクトに参加するメリット＞ 

 ステキだなと自分が思っている活動を、全国に発信することができます。 

 ESD に関する様々な活動にじかに触れ、生の声を聴く機会が得られます。 

 レポートのまとめ方、表現の仕方などに関するスキルアップが図れます。 

 持続可能な社会づくりへの想いをともにする同世代と出会い、全国に仲間がで

きるきっかけとすることができます。 

 ESD の実践者や推進者たちとの面識ができ、自身の取組みを発展させるときの

知見や人脈を豊かにすることができます。 

 

  ＜活動内容＞ 

① 全国の社会人ユース ESDレポーター（以下「レポーター」）が集合する研修に参

加していただきます。研修では、参加を促す伝え方のノウハウ、全国各地の取組

などを学ぶことができます。 

日時： 平成 28 年 11 月 25 日（金）13:00～18:00（予定） 

場所： 東京都内 

 

② ESD 推進ネットワーク全国フォーラム 2016（以下「全国フォーラム」）に参加し

ていただきます。全国各地で ESD や持続可能な社会づくりに取り組んでいる実

践者と出会い、交流することができます。全国フォーラムでは、本プロジェクト



とレポーターの紹介も行います。 

日時： 平成 28 年 11 月 26 日（土）10:00～17:30＋懇親会（予定） 

場所： 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区代々木神

薗町 3-1） 

 

③ 自らの視点でレポートを執筆していただきます。レポートは、ESD 活動支援セン

ターのウェブサイトや Facebook に掲載します。 

 以下の 2 本のレポートは必ず提出してください。本レポート作成に関する

詳しい説明は、11 月 25 日(金)の研修にて行います。 

1）全国フォーラム参加についての記事（形式自由）1 本【12 月末締切】 

2）地域の ESD事例のレポート（800 字程度）1 本【2 月中旬締切】 

 上記に加え、地域の ESD事例のレポートを、自由な視点・自由な形式で執

筆し、提出していただきます。画像やイラスト等も歓迎。 

例）・自らの仕事や暮らしの中にある ESD 

・ESD に取り組む人、コミュニティなど、自らが知りたいと思い理解

を深めたこと 

・参加したイベントやセミナーの感想  など 

 

※研修及び全国フォーラムへの参加に伴う旅費は、ESD 活動支援センターが支給し

ます。 

※レポート執筆のための移動に伴う旅費は、ESD 活動支援センターが支給します。 

（ヒアリングは原則地域ブロック内、日帰りとします。地域ブロックは募集対象･

人数の項を参照してください。） 

※旅費は国家公務員等の旅費に関する法律に従って支給します。 

※レポート作成にあたっては、ESD 活動支援センターのスタッフ等がアドバイスや

サポートをいたします。 

 

 

２．募集要件・人数 

＜募集要件＞ 

・年齢 18 歳から 35 歳までの社会人 

※高校生、大学生等は対象外とします。 

※20 歳未満の応募者は、親権者の同意書が必要です。 

・暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力でないこと 

・持続可能な社会づくり、地域づくり、人づくり、教育に関心を持っていること 

・平成 28 年 11 月 25 日（金）午後の研修、26 日（土）終日の全国フォーラムへの参加

が可能であること 

 

＜募集人数＞ 

10 名程度：原則 8 ブロック（北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州）

から各 1～2 名程度 

 

＜地域ブロック一覧＞ 

地域 含まれる都道府県 

北海道 北海道 

東北 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 

関東 茨木、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、静岡 

中部 富山、石川、福井、長野、岐阜、愛知、三重 



近畿 滋賀、京都、大阪、奈良、兵庫、和歌山 

中国 鳥取、島根、岡山、広島、山口 

四国 徳島、香川、愛媛、高知 

九州 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 

 

 

３．募集期間および応募方法等 

 

＜募集締切り＞ 

 平成 28 年 10 月 26 日（水）10:00（必着） 

 

＜応募方法＞ 

応募用紙に必要事項を記入し、下記応募先まで、E-mail にてお送りください。 

 

応募先 ESD 活動支援センター 

E-mail アドレス：contact☆esdcenter.jp（☆を@に変えてお送りください。） 

 

＜選考および選考結果のお知らせ＞ 

10 月下旬から 11 月上旬にかけて、ESD 活動支援センターが設置する選考委員会に

より選考します。結果は 11 月上旬に ESD活動支援センターから直接応募者本人にご

連絡いたします。選考結果についての個別のお問い合わせにはお答えできませんので、

あらかじめご了承ください。 

 

 

４．プロジェクト参加にあたっての確認事項 

本プロジェクトへの応募者は、下記の事項を確認し、同意の上、応募してください。 

なお、ここでいう主催者は、ESD 活動支援センターを指します。 

 

【プロジェクトへの参加条件、遵守事項】 

 応募者が当プロジェクトで ESD活動支援センターに提出した文章、写真、動画等の

創作物の著作権は、すべてプロジェクトの委託者である環境省に帰属します。 

 応募者の作品であっても、第三者が著作権を所有するものや、既に別の媒体やコン

テスト等に発表している作品は、本プロジェクトの成果物としては扱えません。 

 主催者が設ける Facebook 等のソーシャルメディア、ウェブサイト、報告書等の資

料において、応募者自身の顔写真が掲載される可能性があることをご了承いただき

ます。 

 当プロジェクトで知り得た情報およびプロジェクト成果物について、主催者の了承

なしに、第三者に提供 することを禁じます。 

 主催者は、次に揚げる場合において、当プロジェクト開始後、応募者に理由を説明

して、参加をお断りする場合があります。 

・ 本募集要項の「募集要件」を満たしていないと判明したとき 

・ 下記の「禁則事項」を遵守していないことが判明したとき 

・ 応募者が病気等の事由により、本活動に耐えられないと認められたとき 

 

【禁則事項】 

 当プロジェクトへの応募者は当プロジェクトの参加に際し、下記に該当する行為、

またはそのおそれがある行為を行ってはならないものとします。 

・ 公序良俗に反する行為 



・ 犯罪的行為、またはそれらに結びつく行為 

・ 応募者が、主催者、取材先、その他プロジェクト関係者（以下「当プロジェク

ト関係者」）や他の応募者に対する誹謗中傷等の迷惑行為 

・ 当プロジェクト関係者、他の応募者等の第三者の知的所有権、著作権、財産、

プライバシーなどを侵害する行為 

・ 当プロジェクトの運営を妨げる、または、当プロジェクト関係者、他の応募者

等の第三者の信用を損なう行為 

 

【責任】 

 当プロジェクトは、応募者の自己責任での参加とさせていただきます。 

 当プロジェクトの参加において応募者が前条の禁則事項に該当する行為、またはそ

のおそれがある行為を行い、責任問題、損害賠償等が発生した場合、主催者はその

責任および賠償を一切負わないものとします。 

 応募者が主催者に断りなく、研修への参加や取材等をキャンセルした場合、それに

より生じた一切の費用負担を主催者は行わないものとします。 

 

【個人情報の取扱い】 

 主催者は、本業務請負団体である特定非営利活動法人持続可能な開発のための教育

推進会議の定めるプライバシーポリシーに基づき、応募者から取得した個人情報を、

応募者へのメールでの連絡、その他プロジェクト遂行のために必要な事務に利用さ

せて頂きます。また、そのために必要な範囲内において、プロジェクトに関わる協

力者と共有させて頂きます。 

 

 

５．お問い合わせ 

 

ESD 活動支援センター 担当：林、村上 

TEL：03-6427-9112  FAX：03-6427-9113 

E-mail：contact☆esdcenter.jp（☆を@に変えてお送りください。） 

 


