スペシャルプログラム ESD情報展示

ESDの10年
地球市民会議

「ESDテーマ会議2012」の会場では、
日本の多彩なESDステークホルダーによる
情報展示プログラムが実施されました。

ESD
テーマ会議

ESDテーマ会議2012とは

特別協賛：日能研

私たち「ESDの10年・世界の祭典」推進フォーラムでは、５つのESDテーマを切り口に、
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（島根県大田市教育委員会教育長）

宮本 武

（平泉文化遺産センター所長補佐）

（株式会社損害保険ジャパン 理事 ＣＳＲ統括部長）

（日本労働組合総連合会総合政策局社会政策局部長）

（株式会社あらたサステナビリティ認証機構取締役）

（公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 常任顧問）

（一般社団法人グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク事務局長）

加藤 久雄

安田 昌則

大國 晴雄

千葉 信胤

手島 利夫

貧困撲滅と
社会的公正のための教育

2014年秋 「ESDテーマ会議」の集大成として「ESDに関するユネスコ世界会議」の開催と連携した
「ESD地球市民村」
（仮称）の開催を目指します。

廣野 良吉

星野 智子

ESDのグッドプラクティスやベストプラクティスをクローズアップさせると同時に、その経験と手法を共に学ぶ為の情報交流と、
ポスト2014年の「ESDナショナルセンター機能」の在り方を試行して参ります！
スタート年となった2012年は、５つのテーマの特色を生かしながらコアメンバーを中心としたワーキング活動を起動し、
今後の推進方針を取りまとめました。

ESDテーマ会議2012

「ESD地球市民村」とは
ESDの実践的なグッドプラクティスを一同に介し、一般の人々が身近にESDを参加体験出来る産官学・市民協働で実施する
事業として、
「ESDの10年・世界の祭典」推進フォーラムが実施を提唱する事業です。

（成蹊大学名誉教授、
元国連経済社会理事会開発政策委員会議長、
ESD-J顧問、
「ESDの10年・世界の祭典」
推進フォーラム理事）

（一般社団法人環境パートナーシップ会議副代表理事）

「国連ESDの10年」最終年である2014年を重要なタイムターゲットとして活用しながら、

「ESD地球市民村」事業構成案

推進コアメンバー

川嶋 直

（財団法人キープ協会環境教育事業部シニアアドバイザー、
公益社団法
人日本環境教育フォーラム常務理事、
「ESDの10年･世界の祭典」
推進

歴史文化遺産と人材育成

その成果発表と共有を行う会合が「ESDテーマ会議」です。

テーマ名

持続可能な生産と消費

2014年、
「 E S D 地 球 市 民 村 」を 成 功 さ せ よ う ！

その推進課題の共有と実践的な事例紹介を核に、日本のESD運動を高め、広めて参ります。

ウー・チーン

竹本 和彦

（国連大学高等研究所上席研究員、
「ESDの10年・世界の祭典」
推進
フォーラム理事）

及川 幸彦

（気仙沼市教育委員会 副参事兼指導主事）

主催者の情報展示事業

小金澤 孝昭

ユネスコ／日本政府（文部科学省／環境省／外務省／
ユネスコ国内委員会を中心に、開催主体 機関による
「ESD推進ビジョン」と「推進プロジェクト」の紹介。

（北京外国語大学、
英語学科教授／北京農家女文化発展センター委員／雑誌
「Rual Women Knowing All（現、
Rual Women）
」
アドバイザー、基金調達担当）

防災教育と気候変動教育

（仙台広域圏ESD・RCE運営委員会委員長）

カルティケーヤ・サラバイ

古沢 広祐

（インド・環境教育センター
（CEE）
所長）

今井 麻希子

（UNESCO, ESDセクション、
プログラムスペシャリスト）

（
「環境・持続社会」
研究センター
（JACSES） 代表理事）

望月 要子

（IUCN-CEC（国際自然保護連合教育コミュニケーション委員会）メンバー）

森 一彦

（275研究所主任研究員）

ステークホルダーによる展示事業

ESD テーマ展示事業

柴尾 智子

愛知県・名古屋市を中心とする
中部ESD展示事業

（公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター
（ACCU） 事業部次長）

「世界遺産・地域遺産」の保全と教育的・観光
的運用には、多くの専門家の「つながり」が求

ともに経済成長が促進され、一人当たり

めに、持続可能な生産と消費のライフサイクル

められていると同時に、それを支える「知」と

ＧＤＰ、基礎教育・飲料水・衛生へのアクセス

をどうやって実現するかは、社会全体で考えて

「情」と「志」をもった市民の「つながり」が大

は大幅に改善されたが、大半の途上国での貧

経済のグロ−バル化の中で、途上国と先進国

実践すべき課題です。

切です。
「世界遺産」が多様な価値を有する様

困削減の進展は遅延し、先進国を含めて若者

この大きな課題の解決に向けて、主要アク

に、それを巡るESDの役割を「地域モデル」と

の失業率・貧富の格差は上昇しています。これ

ターである、企業・消費者団体・労働組合な

「ナショナルセンター構想」として実践的にア

らの課題は最早社会問題化しており、今後各

プローチします。2012年度は奈良教育大学と

国での政治不安は増幅される見通しの中で、

いの「連携」
と
「学び」の場をクローズアップし

の協働で「世界遺産とESD」の実践を推進す

各国政府、市民社会は迅速に対応策を考えな

ます。

る上での、
「 地域内での重層的なつながり」と

ければならなりません。本テーマでは立場が異

「地域を超えたつながり」の可能性について、

なる市民社会の実践家から、その対応策とそ

日本各地の実践事例と共に討議しました。

岡山市を舞台に展開されてきた
多様なステークホルダー大会の
成果や、多様な主体の「ESDの
10年」の成果を「見える化」する。
（多様なステークホルダーのブー
ス出展等を中心に）
１）RCE
２）ユネスコスクール
３）CLC（公民館運動）
４）ESD-J
５）環境自治体連合
６）グローバル・カンファレンス
など

テーマ

地域

活動の実績を共有し、
そのうえで改めて課題・

し、各国及び「国際社会の持続可能な発展に
貢献したいと考えています。

主体

１）
実践的
「ラーニング・プログラム」
への
参加体験プロジェクトの展開
（一般市民対象）
。
２）
セミナーやシンポジウムの開催
（オピニオンリーダー対象）
。
３）
テーマワークショップの開催
（ESD実践者対象）
。

のための教育の在り方の提言を中心に議論

問題点を析出し、2014年までに解決すべくそ

「ESDテーマ会議」
の成果を
総結集させる。
１）
防災教育と気候変動教育
２）
生物多様性とESD
３）
持続可能な生産と消費
４）
歴史文化遺産と人材育成
５）
貧困撲滅と社会的公正の
ための教育

の道筋を検討しました。

「ESDの10年・世界の祭典」推進フォーラム
TEL 080-2134-3971

FAX 03-3229-1044

あいち・なごや支援実行委員会を
中心に、
「中部ESDの未来像・発
展像」
をPRする事業。

テーマ概要

環境負荷の低いサステナブルな社会の実現、

テークホルダーが現在抱いている問題意識や

川廷 昌弘

（CEPAジャパン代表／博報堂広報室CSRグループ部長）

大野 正人

（日本自然保護協会教育普及部 部長）

前園 泰徳

（福井県勝山市 環境保全推進コーディネーター／東邦大学理学部非常勤講師）

川上 典子

（NACOT：Nacs-J 自然観察指導員 東京連絡会代表）

畠山 信

（NPO法人森は海の恋人 副理事長）

（ラムサールセンター事務局長）

そして社会資源の最適配分と活用を目指すた

今回は企業・消費者団体・労働組合などのス

名執 芳博

（公益財団法人長尾自然環境財団上級研究員、
「ESDの10年・世界の祭
典」
推進フォーラム理事）

中村 玲子

（江東区立八名川小学校長）

ど、多様なステークホルダーの実践、
そして互

生物多様性と ESD

１）
愛知・名古屋のリーダーシップ
２）
中部大学等高等教育機関の
リーダーシップ
３）
グローバル企業のリーダーシップ
４）
ユネスコスクールのリーダーシップ
５）
労働組合のリーダーシップ

などに焦点を当てた情報展示を
展開。
「 愛・地球博」や「COP10」
の成果継承事業として、
積極的に
将来のESD先進地域＝あいち・
なごやをアピールする。

事務局 東京都中野区中野2-3-13 ㈱コミュニケーション・デザイニング研究所 内

E-mail desd@desd.jp URL www.desd.jp （担当：福井聡子）

2009年のドイツ・ボンで行われたユネスコの

「 生 物 多 様 性 条 約 第１０回 締 約 国 会 議

中間年会合の中で、
自然災害や気候変動に対

(CBD-COP10)」の成果のフォローアップと
「国

応しうる社会を作る人材づくりとしてＥＳＤが

連生物多様性の１０年」との連携を積極化さ

掲げられています。

せ、
「 生物多様性」という概念が、
「 生活」と

2011年3月の東日本大震災を受けその実践例 「社会」の基盤であることを「自分ごと化」し、
としてどのようにＲＣＥ仙台広域圏（やＡＣＣ

それぞれが出来ることを「行動化」し、生物多

Ｕ、大学等の研究機関）が取り組んできたか、

様性を基盤とした地域づくりを推進すること

また、アジア太平洋地域のＲＣＥのネットワー

で、政府が目標とする「生物多様性の主流化」

クでの取り組みを共有しあうことで、防災教育

した状態を「見える化」することに貢献するこ

のなかでのＥＳＤの実践にフォーカスをしぼ

とを目指します。今年度は、生物多様性を日本

実施日：2012年11月28日（水）

り、アジアや日本全体でのこれからのあるべき

の社会においていかに主流化していくかを考

会場：国立オリンピック記念青少年総合センター
セミナー棟各研修室およびカルチャー棟小ホール

方向性を探ります。今回はそのキックオフとし

えるために、今年は「生物多様性を用いた地域

主催：
「ESDの10年・世界の祭典」推進フォーラム
助成：地球環境基金平成24年度助成事業（独立行政法人環境再生保全機構）

て、自然災害や急激な気候変動に対応でき

づくり」、
「生物多様性と生活」に焦点を当てた

る、
レジリエンス
（弾力性）
の高い社会をつくる

事例を通じて、ESDによる生物多様性の見え

実践にフォーカスをあてます。特に、国内での

る化手法を検討しました。

東日本大震災以降の実践や、世界での取り組

共催：認定NPO法人「持続可能な開発のための教育10年」推進会議（ESD-J)

みを共有し合いながら、ＥＳＤが果すことので

後援：外務省、文部科学省、環境省、日本ユネスコ国内委員会、日本商工会議所

きる役割について考えました

このパンフレットは平成24年度独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金の助成を受けて作成しました。

ESDテーマ会議2012
テーマ別まとめと全体総括

全体総括

事例報告から提供された視点

国際的動向
気候変動・災害に対応しうる社会をつくることは
先進国、
途上国共通の課題に。

いった、
様々な側面からのレジリエンス
（回復性や

自然でつなぐ

弾力性）
をどう育てるかが重要だが、
それに対して

■自然保護協会

インドの実践から
被災者が自分たちの能力で地域をコントロールし

の関心を広げ理解を深め、地域や国境を越えた普及に貢献する。
（2）
「テーマ」を共有した実践的ESD主体同士の「対話」と「交流」を推
進することで、課題解決の手法や実践内容のさらなる普遍化に結
びつく。
（3）
「テーマ」を切り口に、行政、教育機関、企業、NPO／NGO、市民の
多様な主体が結合した「地域モデル」を戦略的にアピールすること
で、ESDの持続的発展を積極的に推進することができる。

「問題を解決する力」や「思考力」
「
、連携を促進す
る力」などESDが育む力が財産となり、大きな効
果をもたらす。また、ESDでつなげる地球規模の

つのアクション」

仙台広域圏の事例から

すことができる。

えた防災教育が必要。
復興教育：現在の持続可能でない地域をどのよう

ACCUの取り組みから
環境教育や防災教育の教材づくりや様々な国際
的な交流プログラムの実施を通じて、国際理解、
ESDを一緒に学びあう。

ESDが育む「N助」の力による防災教育の改善
自助､共助､公助＋N助で命を守る
①自助→自分の身を守る力
（判断力）
②共助→共に助け合う力を(協働）
③公助→行政との連携
（組織力）
④N助→NPO/NGO＋Network＝New
自助（危機管理・危機対応力）とESD：ESDが育む力
災害・危機的状況の中では不可欠な能力

ン」の紹介。年金基金などの運用に投資家の意

生産と消費」を議論する上で関連する（背景とな

大切な視点は「ESD meets CEPA（=コミュニ

思を反映させることによる、持続可能な社会形成

る）要素としては、
「 ISO26000」
「 VISION2050

ケーション・教育・普及啓発）」。そしてESDも生

への貢献。

(WBCSD：持続可能な開発のための世界経済人

が無い人への仕掛けは教育における日常化

■ESDをアイコン、イベントで可視化･･･
メディアの報道特性を鑑みた普及啓発。

森は海の恋人

やった感、面白さ、無関心層の欲求に価値転換。

漁師は森を知る生き物。

子どもでつなぐ

制度化と可視化を推進するセクターの役割

■ラムサールセンターの「KODOMOラムサール」

■教育機関

鳥の行動路に添って子どもの活動をつなぐ。

どこでも転用できるサンプル提示成果評価モデ
ルやプロのコーディネーター制度の導入

れる
「ESDに関するユネスコ世界会議」
に連携した運動として、
「テーマ性
をもったESDの実践に光を当てる」
活動をさらに強化・発展させる。

企業報告は重要な社会のインフラ。
事業活動に持
続可能な発展を統合する、企業統合報告の時代
へ：
「伝統的財務報告」
×
「持続可能性報告」

消費者の視点から
消費者は持続可能な発展において重要な役割を
果たす。事業者と消費者の連携の重要性と、そこ
に消費者団体が果たす役割。

企業の視点から
持続可能な社会における企業のコミットメントは
不可欠。
Rio+20におけるコーポレート・サステイナ
ビリティ・フォーラムの成果と企業の役割の増大。

（Rio+20）」など様々な動きがある。こうしたさま
ざまなセクターの取り組みは、共有化が十分なさ
れていない。
「こうした中で我々（ESDを推進するもの）の取り
組みの役割とは：
①ESD関係者に「持続可能な生産と消費」の意
識を持ってもらうこと
②「持続可能な生産と消費」を推進している関係
者にESDの意識を持ってもらうこと
＝すでにある「ESD／持続可能な生産と消費」
両方の取り組みをつなぐこと

以上を踏まえた2013年の目標
「持続可能な生産と消費」という切り口で持続可

に対する誇りを持たせ、「子供の学びに火をつ
ける」。

世界遺産の「石見銀山」を生かし、ガイド養成や
教材化を通じて「銀山学習」を学校教育に活用、
現地学習を必修に。

平泉モデル（平泉文化遺産センター）
一関市、奥州市、平泉町の２市１町で「ときめき
世界遺産塾」を展開。
（ 広域訪問も含めて年５〜
６回）OBも活用。

大牟田モデル（福岡県大牟田市）
近代化産業遺産を中心とする歴史文化遺産教
育プログラム「子ども大牟田検定」を推進。世界
遺産登録活動との連携も視野。

能な社会を作る上でESDは何が出来るのか？何

奈良モデル（奈良教育大学）

をすべきなのか？を考える戦略会議（ヒアリング

ユネスコスクールとして「世界遺産教育」を積極

■自治体

ISO26000という指針

ミュニケーション能力

指標生物を設定した地域のポテンシャルマップ

あらゆる組織の社会的責任、という考え方にも

等を通じたキーパーソンへのESD的な意識づ

的に推進。

情報収集・分析力、
意思決定・行動力

で都市構造の情報開示

つづいて策定された国際規格。マルチステークホ

け、相互連携する場の創造など）を積極的に推

教師養成の中で、
「 学ぶ喜び」プロジェクトを戦

■企業

ルダー・プロセスで策定され、社会的課題解決に

進する。

略的に推進。

自然資源を持続可能に利用するため、本業で取

向け重要な問題提起がされた。

そのために、
「持続可能な生産と消費」にすでに

地域の多様な主体と連携して、
「教育」と「観光」

関わっている実践的なESD活動に光を当てて、

を融合させた新しい活動を展開中。
（ESD奈良円

これらの絆は、地域での避難行動や避難所運営

■「多様なステークホルダー」と「ESD」をつなぐ

卓会議）

など危機管理で効果的に機能

■「多様なステークホルダー間」をつなぐ

共助・公助＋N助とESDの機能：ESDは連携を促進
多様な主体の参画と協働

り組むCSR（企業の社会責任）

域を思う心」が養われる。
○歴史文化遺産を学ぶことは、
「地域に対する誇

ま と め

ンドセット、態度を変えること、それが行動、
すなわち政策・制度の変革につながる）。

能性を掘り出す作業と同時に、他地域や海外
とつながる契機となる。
■持続可能なESD指導教員や指導者の育成・
確保の方向性

多様性

はできるが、相対的貧困は残る。

で、人間の意識に差があるのは当然であ

も、人々の意識は多様であり、その中では

り、多様性を充分に認識することが、教育

社会的不公正が残りうる。
■何のための教育か？：絶対的な貧困、絶対

の面でも重要。
▷表面的な多様性だけでなく、内面的な多様

的な社会的不公正の削減を目的・目標とし

地域の歴史文化遺産の価値を伝えることの出来

性を認めることが大事。集団・社会を構成す

た教育であり、それを達成するための方法

る人材の育成と継続的な活躍の場の創出。

る人々が、個々の意識・経験に基づき自分

を各自が、それぞれの立場で考える。完全

の意見をもち、主張・対話・議論（Speak

な貧困撲滅を目標とすると、期待が大きく

up）することが大切。

なりすぎ、却って社会的混乱・不満・不安

（高等教育や生涯学習）
地域の歴史文化遺産を、ESDとしてとらえ、ESD

が募る。

教材をゆっくり指導できる教師の養成。
（子どもの学びに火をつける教育）

解決

■教育は人々の意識の変革を通じて、政策

▷異なった意見を持った人たちが話し合い、
■歴史文化遺産をテーマとした、ESDの拡大と

お互いの差異を認めつつ、共通項を見出し

深化の方策

て相互協力し、長期的ビジョンに基づいた

＜戦略的アプローチ１＞

「ユネスコスクール」
の戦略的推進
学校教育における
「生活科」
や
「総合学
習」の時間を、歴史文化遺産を通じた
「ESDの学びの場」
にする。
連 携

恊 働

政策目標の合意に到達することが不可欠
である。
▷すべての情報公開（Transparency)に基づ
いて形成された政策

(Policy) の実行過

程では、すべてのステークホルダーが負託

ユネスコスクールのシステムを戦略的に

責任（Accountability)を自覚し、計画の策

取り入れて、
地域を超えた
「つながり」
の

定（Planning）に参加（Participation)し、成

成果を取り込む。

果の実現のために協働（Partnership）し、

＜戦略的アプローチ２＞

弱者を助け（Empowerment）、有限な資源
を効率的に使用し（Efficiency）、目的合理
性を持ったアプローチ・施策・手段を選択

自治会、
コミュニティーとの連携
（共助）

ぶこと。その中核に歴史文化遺産はあ

し（Effectiveness）、成果の公正な配分

行政機関、
関係機関との連携
（公助）

る。

(Equitable Sharing)に徹することが大切で

「観光」
は、物見遊山から、参加体験楽
習に焦点化。

ある。すなわち、TAP4E4Sの原則の遵守は
必須。

「観光」
は社会人のESDの入り口。
（社会
人の観光ESD）

故郷の伝統を受け継ぐ心

現場における教育
▷学校教育、社会教育、企業内教育、すべて

地球市民としての資質

歴史文化遺産をテーマとした

国や地域を結ぶ絆

ESD運動の全国津々浦々化

未来をデザインする力

において教育のあり方は国や地域によって
大きく異なる。ただし、コミュニティーの資
源をベースにした教育のあり方を大切にす
ることが重要。

ESDを基本理念とした復興教育の推進

▷相対的に豊かな地域は恵まれない地域に
支援していく必要がある。支援することは自
分のためにもなる。

PHOTO

くすることはできる。

■社会的公正：経済的な公正は達成できて

「観光」
とは、
国の光
（人・モノ・コト）
を学

自然環境と共生する心

きないかもしれないが、社会的格差を少な

▷地理的広がり、世代間、男女間、職種間等

「観光のESD化」
の戦略的推進

復興に向けたESDの視点

■貧困の撲滅、社会的公正は永遠に達成で

■貧困の撲滅：絶対的貧困は削減すること

り」を育成する。
○歴史文化遺産を教材化することは、地域の可

大田モデル（島根県大田市）

批判的思考力、体系的思考力、包括的思考力、
コ

NPO/NGO，
企業、
大学との連携
（N助）

「ESDテーマ会議」
は、
以上の総括視点を踏まえて、
2014年11月に開催さ

生活

の視点、暮らしの視点による一般化

流域でつなぐ
■NPO法人

■ESDを学校教育の中で深める制度化･･･興味

タチ。

子どもからの提言で地域を客観的に見る。

会議)」
「消費者教育推進法」
「グリーンエコノミー

企業評価の視点から

自然資源、歴史、地域文化、その連携がESDのカ

■福井県勝山市

変革をもたらすことが教育の真髄である（マイ

地元・深川の歴史文化遺産を学ぶことで、地域

自然の姿だけでなく、社会の姿を同時に学ぶ。

地域でつなぐ

○歴史文化遺産を学び、人と出会うことで、
「地

八名川小モデル（江東区立八名川小学校）

な所ですでに議論されている。また「持続可能な

化が必要。

ローチ。

教育の重要性

責任に関する円卓会議（SR円卓会議）」など様々

ざす。

学ぶ」
「世界へ発信する」
ことで知の連鎖を生み出

■歴史文化遺産のESDでの活用の有効性

連合「ワーカーズキャピタル責任投資ガイドライ

多様性」という概念の共有が重要で、そのために

【貧困撲滅と社会的構成のための教育】

５つの事例から

労働組合の視点から

■自然観察指導員東京連絡会

ネットワークを生かして、防災の知恵を
「世界から

「持続可能な生産と消費」については、
「 社会的

ジアの人々の精神の基盤とも言える。いま「生物

物多様性も、理解促進のためには制度化と可視

のための努力。

マルチステークホルダーからの視点

【歴史文化遺産と人材育成】

り、
「 自然との共生」をしてきた日本人、そしてア

生物多様性を守り、自然を尊重する社会をめ

都市で行う自然体験、イベントなど多様なアプ

地域ごとに被害が異なる。
地域環境や特性を踏ま

【持続可能な生産と消費】

「生物多様性」とは、社会、経済、文化の基盤であ

事例から浮かんだ「生物多様性とESDをつなぐ4

興にはインフラ、個人や組織の資質・能力、心と

に復興させるか。

（1）
「テーマ」を明確にもったESDの実践に光を当てることは、ESDへ

ESDはプロセス、
生物多様性は基盤。

ESDと防災教育には高い親和性がある。
防災・復

ESDは、
「 テーマ」と「主体」と「地域」の複合力が重要である。特に

を当てる活動が大切である。

災害教育に向けたESDの視点
（気仙沼の事例を軸に）

科学的分析から災害リスク削減のための教育へ。

ていくのだという気持ちをもつ＝持続可能な開発

「テーマ」を切り口としながら実践的にESDに取り組んでいる事例に光

【生物多様性とESD】

【防災教育と気候変動教育】

（ESDテーマワークショップ2012）

の転換、制度の変化につながらなければ、
社会全体の変革はおこらない。

