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ESD 推進ネットワーク全国フォーラム 2019 

SDGs を地域で達成していくための人づくり： 
ESD for 2030 を見据えて 

2019 年 12 月 20 日（金）、12 月 21 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（以下「全国フォーラム」）は、原則毎年 1 回、ESD 推進ネット

ワークの主たる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、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ています。 

2019 年は、ESD に関するグローバル・アクション・プログラム（GAP）の最終年であり、GAP 後継プ

ログラムが国際的に策定される年であることを反映し、次のステップに進むための意見交換を中心とし

たプログラムを行います。 

■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 ESD を推進する全国・地方の組織団体（出展団体）及び地方 ESD 活動支援センター（北海

道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州） 

■開催日時

2019 年 12 月 20 日（金）13:00-18:15、12 月 21 日（土）9:30-13:00 

＊12月21 日（土）14:30-17:00 教員を主たる対象とするセミナーを実施します。 

■会場 国立オリンピック記念青少年総合センター 国際交流棟国際会議室、他

■想定する参加者

1． 地域 ESD 活動推進拠点（地域 ESD 拠点）及び地域 ESD 拠点の登録に関心を持つ組織・

団体 

2． SDGs 達成のための人づくりに関心を持つ ESD ステークホルダー（教育関係者、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、その他） 

3． 関係省庁 

4． ESD 活動支援センター（全国、地方）およびその関係者 

■テーマ

SDGs を地域で達成していくための人づくり：ESD for 2030 を見据えて 

■目的

1． ESD 推進ネットワークのこれまでの成果について確認する。 

2． ESD に関するグローバル・アクション・プログラム（GAP）の後継プログラムである「ESD 

achieving for SDGs (ESD for 2030)」を踏まえて、その国内実施に向けた提案につなが

る意見交換を行う。 

3． 参加者・参加組織・団体による連携の契機とし、全体として、ネットワークのさらなる発

展に向けた機会とする。 
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12 月 20 日（金） 

12:15～ 受付 

13:00～ 

13:15 

（15 分） 

開会行事 

 開会挨拶 

平下文康さん（文部科学省 文部科学戦略官（国際）／日本ユネスコ国内委員会 

 副事務総長） 

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） 

13:15～ 

14:15 

（60 分） 

【セッション 1】 

ESD の国際動向・国内動向 

本フォーラムでの意見交換の基本となる事項の共通理解のために、国内的・国際的見

地から、文部科学省・環境省施策の動向について情報共有が行われます。 

１．文部科学省施策及び関連国際動向について 

大杉住子さん（文部科学省国際統括官付 国際戦略企画官／日本ユネスコ国内委員会 

事務局次長） 

＊ESD に関するグローバル・アクション・プログラム（GAP）の後継プログラ

ムである「ESD for 2030」紹介及び ESD 国内実施計画レビューの進捗紹介を含

みます。 

２．環境省施策及び関連国際動向について 

三木清香さん（環境省大臣官房総合政策課環境教育推進室 室長） 

＊ESD 推進ネットワークの成果の取りまとめ結果報告及び成果取りまとめを今

後どう反映していくかを含みます。 

14:15～ 

16:05 

（110 分） 

【セッション 2】 

パネルディスカッション：SDGs を地域で達成していくための人づくりとそのためのネ

ットワークのさらなる展開 

地域で ESD に取り組んでいる教育委員会、学校、社会教育、自治体、企業等のセクタ

ー別の実践の例に学びながら、SDGs を地域で達成していくための人づくりについて、

ローカルとグローバルを関連づけながら、ESD がさらに広がり深まるために、今後、

ESD 推進ネットワークをどのように発展させることができるのかについてパネルデ

ィスカッションを行います。 

＜パネリスト＞ 

【教育委員会の立場から】 

齋藤修一さん（福島県只見町教育委員会 前教育長／只見町ブナセンター長） 

【学校の立場から】 

輪湖みちよさん（墨田区立両国中学校 主任教諭） 

【社会教育の立場から】 

山口慶子さん（島根県立しまね海洋館） 

【自治体の立場から】 

東福光晴さん（富山市環境政策課 課長代理） 

【企業の立場から】 

池内計司さん（IKEUCHI ORGANIC株式会社 会長） 

＜モデレーター＞ 

及川幸彦さん（東京大学大学院教育学研究科附属海洋教育センター 主幹研究員） 
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16:05～ 

16:25 

休憩 

16:25～ 

18:10 

（105 分） 

【セッション 3】 

グループディスカッション：地域で ESD を広め、深めるための課題と工夫  

参加者自身の ESD 実践や関心に基づき、ESD for 2030 の国内実施に向けて、自分ゴ

トとして、グループディスカッションを行います。 

＜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） 

18:10～ 

18:15 

事務連絡 

18:45～ 

20:00 

交流会（会費制懇親会） 

 会場：国立オリンピック記念青少年総合センター内レストラン「とき」 

12 月 21 日（土） 

09:00～ 受付 

09:30～ 

11:30 

（120 分） 

【セッション 4】 

分科会：「ESD for 2030」を見据えた ESD 推進のあり方 

分科会 1～4 のテーマごとに、ESD 実践に関わる話題提供を受け、学校、企業、ユー

ス、体験活動を提供する組織等の視点から、「ESD for 2030」の国内実施計画の策定

に向けての提案のために意見交換を行います。 

なお、分科会 5 においては、「ESD for 2030」で課題となることが想定される技術革

新と ESD のテーマについて学び、他の分科会と同様に「ESD for 2030」の国内実施

計画の策定に向けての提案のために意見交換を行います。 

分科会１ 新しい学習指導要領をふまえ社会とすすめる ESD 

＜話題提供＞ 

①居原田 晃さん（沖縄県竹富町立上原小学校 校長） 

②建元喜寿さん（筑波大学附属坂戸高等学校WWL推進委員会委員長・主幹教諭（農業科）） 

＜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） 

分科会 2 企業がめざす地域における SDGs 人づくり 

＜話題提供＞ 

 ①食とくらしのサステナブル・ライフスタイル研究会 

坂本眞紀さん（味の素株式会社 広報部 ダイレクトコミュニケーショングループ長） 

井上紀子さん（花王株式会社 ESG 活動推進部 マネジャー） 

②高林慎享さん（株式会社タカラトミー社会活動推進課 課長） 

＜ファシリテーター＞ 

石丸哲史さん（福岡教育大学教授） 

 

分科会 3 ユースと共に進めるマルチステークホルダーの連携 

＜話題提供＞ 

①大貫萌子さん（慶應義塾大学 2 年/SDGs-SWY） 

②神垣 匠さん（公益財団法人岡山県環境保全事業団 環境学習センター「アスエコ」／

ESD 日本ユース） 
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＜ファシリテーター＞ 

飯田貴也さん（NPO 法人新宿環境活動ネット 理事・事務局長／ESD 日本ユース） 

 

分科会 4 体験活動を提供する組織内の ESD 意識醸成 

＜話題提供＞ 

①渡邊剛志さん（国立青少年教育振興機構本部総務企画課 課長補佐） 

樋口 拓さん（国立青少年教育振興機構本部調査広報課 課長補佐兼青少年教育研究

センター企画室長補佐） 

②鈴木雄介さん（伊豆半島ジオパーク推進協議会 専任研究員） 

＜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）） 

 

分科会 5 AI 等の技術革新と教育・人材育成について考える 

＜話題提供＞ 

①中村和彦さん（東京大学大学院農学生命科学研究科 助教） 

②秋永名美さん（株式会社リバネス 創業開発事業部/リバネスシンガポール 取締役 CAO） 

＜ファシリテーター＞ 

近森憲助さん（鳴門教育大学 客員教授） 

11:30～ 

11:45 

休憩 

11:45～ 

12:45 

（60 分） 

【セッション 5】 

全体総括 

分科会の共有と全国フォーラム 2019 成果のとりまとめを行います。 

＜モデレーター＞ 

棚橋 乾さん（多摩市立連光寺小学校 校長／全国小中学校環境教育研究会 副会長） 

12:45～ 

13:00 

閉会行事 

閉会挨拶 髙口 努さん（独立行政法人国立青少年教育振興機構） 

事務連絡等 

 

◆展示企画 

全国フォーラム 2019 全期間（12 月 20 日 12:15～12 月 21 日 13:00）を通じて、地域 ESD 拠点、全国規

模の協力団体、関連省庁、ESD 活動支援センター（全国・地方）による展示を行います。 

会場：国際交流棟のメイン会場内および前室周辺 

 

◆関連企画 

全国フォーラム本プログラム終了後（12 月 21 日（土）14:30～17:00）、日本 ESD 学会と ESD 活動支

援センターの共同主催でセミナーを開催します。【会場：国際交流棟 2 階第一ミーティングルーム】 

教員に役立つ！ ESD 実践の視点からの SDGs 深掘りセミナー 

対談：先生と子どもを元気にする ESD-SDGs 

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）

× 

及川幸彦さん（東京大学大学院教育学研究科附属海洋教育センター 主幹研究員） 

  ＊対談後、質疑応答、グループワークと共有を行います。 

 


