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ESD 推進ネットワーク全国フォーラム 2018 

 
S D G s
持続可能な開発目標

を地域で達成していくための人づくり：地域 ESD 拠点の可能性 

平成 30 年 11 月 30 日（金）、12 月 1 日（土） 

 

開催のご案内 

ESD 活動支援センター  

 

ESD 推進ネットワーク全国フォーラムは、持続可能な社会を担う人づくりに関わる多様なステークホルダ

ーが一堂に集い、ESD に関する最新の国際動向、国内動向及びネットワーク形成の状況を共有するとともに、

相互のつながりを構築・強化することにより、ネットワークが成長するための機会として開催します。 

ESD 推進ネットワークと SDGs との関連および ESD 活動支援センター（全国センター）の役割に焦点をあ

てた、第 1 回（平成 28 年 11 月 26 日（土）、会場：国立オリンピック記念青少年総合センター）、地方 ESD 活

動支援センター（地方センター）にフォーカスした第 2 回（平成 29 年 11 月 24 日（金）、25 日（土）、会場：

立教大学）に続き、今回は 3 回目の開催となります。 

ESD 推進ネットワーク全国フォーラム 2018 では、持続可能な開発目標（SDGs）を地域で達成していくた

めの人づくりとしての ESD と ESD 推進ネットワークにおいて重要な役割を担う地域 ESD 活動推進拠点（地

域 ESD 拠点）に焦点をあてて、意見交換を行います。 

地域 ESD 拠点および地域 ESD 拠点の登録に関心を持つ組織・団体のみなさんはもちろん、広く持続可能

な地域づくりと人づくりに関心を持つ、教育関係者、関係省庁、自治体関係者、NGO／NPO、公益法人等、

企業、産業界、学生をはじめとする若者、メディア等、みなさんのご参加をお待ちしています。 

 

■主催 ESD 活動支援センター、文部科学省、環境省 

■共催 独立行政法人国立青少年教育振興機構 

■後援 日本ユネスコ国内委員会 

■協力 ［五十音順］ 

一般財団法人北海道国際交流センター、一般社団法人環不知火プランニング、一般社団法人

長野県環境保全協会、NPO 法人持続可能な開発のための教育推進会議、NPO 法人日本ジ

オパークネットワーク、大牟田市教育委員会、岡山 ESD 推進協議会、環境教育ネクストステップ

研究会、北九州 ESD 協議会、近畿 ESD コンソーシアム、公益財団法人キープ協会、公益財

団法人京都市環境保全活動推進協会、公益財団法人五井平和財団、公益財団法人水島地域

環境再生財団、公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター、公益社団法人日本ユネスコ協会

連盟、国連大学サステイナビリティ高等研究所、JICA 広報室地球ひろば推進課、信州 ESD コ

ンソーシアム、新宿ユネスコ協会、地球環境パートナーシッププラザ、筑波大学附属坂戸高等

学校、津山圏域クリーンセンターリサイクルプラザ、独立行政法人国立女性教育会館、豊橋ユネ

スコ協会、日本 ESD 学会、認定 NPO 法人開発教育協会、認定 NPO 法人地球市民の会、認

定 NPO法人日本ボランティアコーディネーター協会、藤クリーン株式会社、羅臼町教育委員会、

立教大学 ESD研究所 

■日時 平成 30 年 11 月 30 日（金）13:00-18:00 

12 月 1 日（土） 9:30-14:30 

■会場 国立オリンピック記念青少年総合センター 

      カルチャー棟小ホール（定員 300 名）等 

 

■開催目的 

1. ESD に関する最新の国際動向、国内動向を共有するとともに、「ESD 推進ネットワーク」

のこれまでの到達点を共有する。 

2. SDGs 達成に向けた意識・行動変革を進める ESD という意識の共有をすすめる。 

3. 「ESD 推進ネットワーク」において重要な役割を担う地域 ESD 拠点の活動と可能性につ
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いて、具体的活動事例に基づいた経験の交流を行うことで、地域 ESD 拠点間のつながりを

深め、活動の深化、高度化を図る。また、地域 ESD 拠点の活動を学ぶことにより、地域

ESD 拠点への関心を喚起し、地域 ESD 拠点登録の促進を図る。 

4. 分野、セクターを超えて多様な主体が連携・協働して ESD を推進（質的向上・量的拡大）

するために、お互いに面識をつくり、地域を越えて実践例をもとに学び合い、ESD 推進方

策について意見交換を行う機会とする。 

 

 

■プログラム概要 

  

11 月 30 日（金） 

 

12 時 15 分 受付開始 

13 時 00 分 開会 

13 時 00 分~ 

13 時 15 分 

開会挨拶 

大山 真未さん（文部科学省 国際統括官） 

中井 徳太郎さん（環境省 総合環境政策統括官） 

阿部 治さん（ESD 活動支援センター センター長） 

 

13 時 15 分~ 

13 時 40 分 

（25 分） 

フォーラム導入 

①フォーラムの目的とプログラムの概要 

  鈴木 克徳さん（ESD 活動支援センター 副センター長） 

②ESD 推進ネットワークの「可視化」（見える化）の意義 

  佐藤 真久さん（東京都市大学大学院環境情報学研究科 教授／ESD 推進ネットワー

クの可視化に関するタスクフォース 座長） 

 

13 時 40 分~ 

15 時 20 分 

（100 分） 

セッション 1：基調パネルディスカッション 

S D G s
持続可能な開発目標

を地域で達成していくための人づくり・ESD のさらなる展開に向けて 

 

地域の課題の解決をめざす様々なセクターの実践についてお話をうかがい、異なる分

野や組織の活動が「つながる」ことで、地域レベルでの SDGs の達成、持続可能な地

域づくりに貢献する人づくりを効果的に行う方法について学び合います。 

 

モデレーター 

関 正雄さん（損害保険ジャパン日本興亜株式会社 CSR 室 シニアアドバイザー／明

治大学経営学部 特任教授） 

パネリスト 

【企業の立場から】百瀬 則子さん（ユニー株式会社 顧問） 

【学校の立場から】大澤 厚美さん（彦根市立佐和山小学校 校長） 

【地域の立場から】五十嵐 実さん（学校法人 日本自然環境専門学校 学校長／公益財団

法人 鼓童文化財団 理事長） 

【ESD 活動支援センターの立場から】 

澤 克彦さん（九州地方 ESD 活動支援センター） 

柴尾 智子さん（ESD 活動支援センター 次長） 

（10 分） （休憩） 

15 時 30 分~ セッション 2：ポスター発表・情報交流セッション 
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16 時 30 分 

（60 分） 

 

持続可能な社会づくりのための多様な活動紹介 

 

全体会会場前の展示スペースで、持続可能な社会づくり、人づくりにかかわる約 50

の組織・団体の展示を参加者が自由に訪問し、様々な活動について学びます。ポスタ

ー発表も行われます。 

展示そのものは、フォーラム中を通じて行われています。 

 

16 時 30 分~ 

18 時 00 分 

（90 分） 

セッション 3：ESD 関係省庁施策と ESD 推進ネットワークへの期待 

 持続可能な社会づくりのための消費者行動をめぐる諸課題を中心に― 

 

消費者の賢い選択に向けた ESD 関係省庁の具体的施策について学び、実践に活かす

ためのセッションです。 

 

モデレーター 

二村 睦子さん（日本生活協同組合連合会 組織推進本部長） 

 

ESD 関係省庁からの発表 

米山 眞梨子さん（消費者庁消費者教育・地方協力課 消費者教育推進室長） 

倉見 昇一さん（文部科学省初等中等教育局教育課程課 主任学校教育官） 

中川 一郎さん（農林水産省大臣官房政策課環境政策室長） 

鈴木 弘幸さん（環境省環境再生・資源循環局 リサイクル推進室 室長補佐） 

 

  

 

 

18 時 30 分~ 

20 時 00 分 

 

懇親会（希望者のみ、会費制） 

場所：カルチャー棟 2 階 レストラン「とき」 
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12 月 1 日（土） 

 

 9 時 00 分 受付開始 

9 時 30 分~ 

11 時 30 分 

（120 分） 

セッション 4：分科会 

地域 ESD 拠点：活動成果と可能性 

 

5 つの分科会テーマごとに、原則、地域 ESD 拠点に登録済みの組織・団体の ESD 実

践について、プロセス、成果、課題等を含めて共有します。それぞれの発表実践例が

参加者の活動にヒントを提供し、さらに、地域 ESD 拠点の登録への関心につながる

ことが期待されます。 

 

■分科会 1■ 学校と地域ですすめる ESD 

ファシリテーター 

中澤 静男さん（奈良教育大学次世代教員養成センター 准教授／近畿 ESD コンソー

シアム 事務局長） 

実践発表 

水谷 瑞希さん（信州 ESD コンソーシアム・信州大学教育学部附属志賀 自然教育研

究施設 助教） 

加藤 明子さん（福島工業高等専門学校グローバル化推進センター センター長） 

コメンテーター 

原 理史さん（中部地方 ESD 活動支援センター） 

進藤 由美さん（公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター(ACCU)  

国際教育交流部長） 

 

■分科会 2■ 自然災害に備える人づくり 

ファシリテーター 

松原 裕樹さん（NPO 法人ひろしま NPO センター 事務局長／中国地方 ESD 活動支

援センター） 

実践発表 

大野 覚さん（認定 NPO 法人茨城 NPO センター・コモンズ 事務局長） 

前田 眞さん（NPO 法人えひめリソースセンター 2018 年 7 月豪雨災害支援南予担当

／愛媛大学社会連携推進機構 教授（地域連携コーディネーター）） 

コメンテーター 

蒔田 尚典さん（近畿地方 ESD 活動支援センター） 

佐々木 克敬さん（宮城県多賀城高等学校 校長） 

 

■分科会 3■ 地域と「国際」をつなぐ ESD 

ファシリテーター 

松本 一郎さん（島根大学大学院 教育学研究科（教職大学院） 教授） 

実践発表 

池田 誠さん（一般財団法人 北海道国際交流センター(HIF) 事務局長） 

岩永 清邦さん（認定 NPO 法人 地球市民の会 事務局長／公益財団法人 佐賀未来創

造基金 副理事長） 

コメンテーター 

井上 郡康さん（東北地方 ESD 活動支援センター 統括） 

齋藤 克義さん（独立行政法人国際協力機構（JICA）広報室 

地球ひろば推進課 課長） 

■分科会 4■ ユースの関わり、ユースの巻き込み 
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ファシリテーター 

青山 真弓さん（公益財団法人 京都市環境保全活動推進協会） 

実践発表 

下枝 洋さん（名古屋ユネスコ協会 会長） 

塚原 佑奈さん（北九州 ESD協議会 サブコーディネーター（北九州市立大学 地域創生

学群 3年）） 

コメンテーター 

伊藤 博隆さん（関東地方 ESD 活動支援センター） 

高橋 尚也さん（日本科学未来館科学 コミュニケーター） 

 

■分科会 5■ 体験活動を提供する施設の ESD 

ファシリテーター 

大崎 美佳さん（北海道地方 ESD 活動支援センター／環境省北海道環境 パートナー

シップオフィス（EPO 北海道）） 

実践発表 

是安 聰一郎さん（国立大雪青少年交流の家 企画指導専門職） 

鳥屋尾 健さん（公益財団法人キープ協会環境教育事業部 事業部長／山梨県地球温暖

化防止活動推進センター 事務局長） 

コメンテーター 

大本 晋也さん（独立行政法人 国立青少年教育振興機構 理事／ 

国立淡路青少年交流の家 所長 ） 

重 政子さん（NPO 法人 持続可能な開発のための教育推進会議（ESD-J） 代表理事

／公益社団法人ガールスカウト日本連盟 成人トレイニング特別委員

会委員） 

 

（90 分） （昼食休憩） 

13 時 00 分~ 

14 時 25 分 

（85 分） 

セッション 5：全体総括 

分科会成果を共有します。また、フォーラム全体をふりかえり、成果と今後の展望を

共有します。 

 

モデレーター 

安田 昌則さん（大牟田市教育委員会 教育長） 

分科会成果報告 

 各分科会代表による発表 

総括コメント 

竹内 よし子さん（四国地方 ESD 活動支援センター 統括／NPO 法人えひめグロー

バルネットワーク 代表理事） 

及川 幸彦さん（東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センター 主幹研究員／

日本ユネスコ国内委員会 委員） 

 

14 時 25 分~ 

14 時 30 分 

（5 分） 

閉会挨拶 

大本 晋也さん（独立行政法人 国立青少年教育振興機構 理事／国立淡路青少年交流の

家 所長）  

 

14 時 30 分 閉会 

総合司会： 

腰塚 安菜さん（ESD 活動支援センター平成 28 年度・平成 29 年度社会人ユース ESD レポーター） 


