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2019年12月3日
各位

公益財団法人イオンワンパーセントクラブ
事務局長 本田 陽生

イオンワンパーセントクラブ 設立30周年記念事業
実施報告書

平素より、私どもの活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
標記の件につき、下記の通りご報告申し上げます。

記

I. 実施期間：2019年10月31日（木）～11月3日（日）

II. 参加者：18か国から331名※次頁詳細
日本歴代ティーンエイジアンバサダー ：80名（男性：37名、女性：43名）
海外歴代ティーンエイジアンバサダー ：251名（男性：111名、女性：140名）
※詳細は別ページ

III. 訪問場所：＜名古屋組＞愛知県 豊田市、知多市
＜千葉組＞千葉県 銚子市、山武市

東京都 港区
IV. 事業の目的

当財団は1989年の設立直後より、日本と海外の高校生による交流事業「ティーンエイジ アンバサダー
（小さな大使）」を行ってきました。本事業は今般、当財団が設立30周年を迎えるにあたり、欧州、南米、
アジア等の17カ国より歴代参加者約250名を日本に招聘し、かつての日本からの参加者たちと旧交を
温めるともに、環境配慮施設やイオンの植樹地訪問、識者による記念講演、及びグループディスカッションを
通して、「持続可能な社会の実現」に向けた自らの行動指針を策定し、問題意識の共有と解決に向けた
行動の促進を図るものです。

V. プログラム内容：
① 視察活動（11/1） ※10/31は各国からの合流日のため実質の活動は11/1から

＜名古屋組＞とよたエコフルタウン
トヨタ会館
イオンの森 知多（植樹地）

＜千葉組＞銚子漁港 第一卸売市場
地球の丸く見える丘展望館
イオンの森 九十九里（植樹予定地）

② 記念講演 ＠TKPガーデンシティ品川
[第一部] 講師：末吉 竹二郎 様 [第二部] 講師：根本 かおる 様
歴代ティーンエイジアンバサダー６名によるSDGsの取り組み発表

③ ディスカッション ＠TKPガーデンシティ品川
下記の４テーマの分科会 ４グループ×10チーム（1チーム8～9名）
[SDGsの目標3：A]  あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活の確保
[SDGsの目標4：B]  すべての人が受けられる公正で質の高い教育の完全普及
[SDGsの目標13：C] 気候変動およびその影響を軽減するための緊急対策
[SDGsの目標14：D] 持続可能な開発のための海洋資源と持可能な形での利用

ディスカッションの中で「未来行動宣言」と歴代ティーンエイジアンバサダーの発表者を決定

④ 記念パーティー ＠TKPガーデンシティ品川



国別 ／ 年代別 参加者数一覧

年度 交流国 外国人 日本人

1990 マレーシア 5

1992 英国 2

1993 タイ 11

1994 ブルガリア 3

ブラジル 10

香港 0

1997 オーストラリア 8

ペルー 20

青島 12

1999 韓国 7

2000 カンボジア 10

2001 マレーシア 6

2002 インドネシア 12

タイ 9

広東 1

2005 韓国 4

2006 オーストラリア 8 4

2007 ベトナム 12 4

2008 ドイツ 4 3

2010 イタリア 5 1

2011 インドネシア 10 4

カンボジア 9 1

ラオス 5 4

ベトナム 2 4

ミャンマー 3 4

2014 フィリピン 10 7

インドネシア 11 7

カンボジア 16 7

ラオス 8 7

ベトナム 3 7

ミャンマー 12 4

インドネシア 8 6

カンボジア 5 6

251 80

2015

2016

2017

小計

331合計

1995

1998

2004

2012

2013



10月31日（金） 初日

【日本集合】 名古屋組

イギリス 2

タイ 20

ブルガリア 3

ブラジル 10

ペルー 20

韓国 11

インドネシア 41

ベトナム 17

合計 124

下記８ヵ国から中部国際空港に集合しました

マレーシア 11

オーストラリア 16

広東 1

青島 12

カンボジア 40

ドイツ 4

イタリア 5

ラオス 13

ミャンマー 15

フィリピン 10

合計 127

下記9ヵ国から成田空港に集合しました

【日本集合】 千葉組

↑日本の歴代ティーンエイジアンバサダーへ
「小さな地球の大きな世界」を推薦

↑海外の歴代ティーンエイジアンバサダーへ
「BIG WORLD SMALL PLANET」を推薦

＜事前の参考図書＞

※海外の歴代ティーンエイジアンバサダーのみ

※同書は（公財）イオン環境財団、東京大学国際高等研究所 サステイナビリティ学連携研究機構、フューチャー・アース
共催による「第3回 イオン 未来の地球フォーラム（2019年2月2日）」でテキストとして紹介されたものです



11月1日（金） 2日目

↑水素のパワーを体感する参加者
↑バス移動の際も再生エネルギーについて学ぶ

訪問目的：自動車は温室効果ガスの発生原因となっており、
脱炭素社会に向けた自然に優しい最先端技術について学ぶ
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↑水素自動車の説明を聞く参加者

【視察活動】 愛知県周辺 （海外ティーンエイジアンバサダーのみ）

訪問目的：農村と都市部が共存する豊田市の取組から、持続可能な社会に向け
日々進化している住宅や車を紹介し、自分のこととして捉えてもらう

↑電気バスに乗車体験をする参加者

↑小型電気自動車の説明を聞く参加者 ↑充電のシステムについて聞く参加者

訪問目的：海を埋立ててゴミを処分した場所からの再生（生物多様性の視点で）に関する視察。
風力発電やLNGなど再生エネルギーに関する考察も実施

↑イオン環境財団 西原氏の説明を聞く参加者 ↑知多市企画情報課 細川課長に質問する参加者



11月1日（金） 2日目

【視察活動】 千葉県周辺 （海外ティーンエイジアンバサダーのみ）
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訪問目的：温暖化による海面水位上昇と津波の発生・被害について理解を促す

↑イオン環境財団 板谷氏の説明を聞く参加者たち
↑千葉県農林水産部北部林業事務所

小森谷副主幹に質問する参加者

↑気候変動の説明を聞き、実際の魚を見る参加者 ↑銚子市水産課 浪川課長に質問する参加者たち

訪問目的：日本初の沖合洋上風力発電の実証設備が見える場所から
日本の風力発電の現状と再生可能エネルギーについて見識を深める

↑銚子市 企画財政課 銚子創生課・洋上風力推進室
信太（しだ）室長の説明を聞く参加者たち

↑記念撮影をする2010年イタリア参加者たち

訪問目的：災害対策をしていた銚子港としていなかった九十九里の対比等を通して、
イオンの森づくりの考えと環境保護へのヒントを探る



11月2日（土）最終日

【記念講演】 ＠TKPガーデンシティ品川
開会のあいさつ
公益財団法人イオンワンパーセントクラブ 横尾 博 理事長

第一部

（スピーチより抜粋）
今回、当財団の設立３０周年を機に、社会の中心世代に成
長された、歴代ティーンエイジアンバサダーの方々にお集まりいた
だき、このかけがえのない地球を守り、次の世代に引き継ぐために
自分たちは何が出来るか、考えていただこうというのが、今般の記
念事業の趣旨です。
地球の未来を話し合い、今日を、明日を変えていきましょう！

国連環境計画・金融イニシアティブ 特別顧問、WWFジャパン 会長

末吉 竹二郎氏によるご講演
「持続可能な社会の実現 そのために私たちができること」

↑1990年参加 マレーシア
ロシダ アブドゥル マジドさん
「持続可能な建築」

↑2006年参加 オーストラリア
カレン マイケルさん
「気候変動について」

↑2015年参加 インドネシア
プラディカ ファルハンさん

「プラスチックについて賢くなろう」

歴代ティーンエイジアンバサダーが自分たちのSDGsに関する取り組みについて発表

（講演より抜粋）
CO2排出を減らすという低炭素化だけでは

足りない。脱炭素化というゼロの世界にしなけ
れば持続可能な社会ではなくなってしまうとこ
ろまで来ている。
（中略）
ネイティブアメリカンからの教訓で、「地球を大
切に扱いなさい」また、「７世代先まで考えて
決定せよ」という言葉があります。
地球は親から相続でもらったものではなく、
それは子供たちからの預かりものなのだというこ
とをよく考えて行動していただきたいと思います。



11月2日（土）最終日

【記念講演】 ＠TKPガーデンシティ品川

第二部

↑1998年参加 ペルー
「健康と幸福」

↑2008年参加 日本
「全ての人へ適切な
医療サービスの提供」

↑2008年参加 ドイツ
「SDG4–課題と努力」

第一部と同じく、歴代ティーンエイジアンバサダーが自分たちのSDGsに関する取り組みを発表

国連広報センター 所長

根本 かおる氏によるご講演
「SDGsを 自分事化して 世界を変革する担い手に
～世界規模の思考力と 足元の行動力を 育むために～」

閉会のあいさつ
イオン株式会社 執行役 環境・社会貢献・PR・IR担当 三宅 香

イオンの取り組みを説明
・脱炭素ビジョン2050
・MSC認証／ASC認証
・幸せの黄色いレシートキャンペーン
・チアーズクラブ etc

緒方貞子さんに追悼の意を述べた後、Think Globally Act locallyの実践について触れ、
第二部で登壇した３人へ労いの言葉とSDGsの総合的な総括をしていただく。
また、女性の視点を生かした国連の活動についてのお話や「誰も置き去りにしない」等、
SDGｓについての行動の紹介がなされた。最後の言葉は偶然にも末吉氏と同じく
「地球は子供たちからの借り物」で、返す時は、同じか綺麗にして返すよう参加者たちに行動を促した。



11月2日（土）最終日

今回の参考図書「小さな地球の大きな世界」の訳者であるフューチャーアース シニアアドバイザー 谷 淳也氏を
メンターに迎え、ディスカッションのサポートをいただいた。

４グループ×１０チーム（１チーム：8～9名）に分かれて、『未来行動宣言』を策定。

【ディスカッション】 ＠TKPガーデンシティ品川

各チームごとの未来行動宣言を策定した後、チームリーダーが集まり、グループの代表を決めるディカッションを実施

４グループの代表がそれぞれの未来行動宣言のプレゼンを行い、参加者全員でパーティーでの宣言者を決定

SDGｓ14のプレゼンを行ったD7チームを代表に選出

↑2006年参加
オーストラリア

↑2015年参加
日本

↑1995年参加
ブラジル

↑1997年参加
オーストラリア

A B C D



11月2日（土）最終日

【記念パーティー】 ＠TKPガーデンシティ品川
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未来行動宣言
1. 2025 年までにWHO のガイドラインに従って、

国民健康計画宣言をする
2. 社会から取り残された人々に教育の機会を提供するように

国際機関に要求する
3. ローカル、国、地球レベルで脱炭素社会を促進する

仕組みづくりをする
4. 企業が少なくとも利益の１％を

プラスチックの再利用やリサイクルに向けて使う。
世界共通の仕組みづくりを行う

2006年日本ベトナムティーンエイジアンバサダー（左） イオン１％クラブ創設者 岡田 卓也 名誉会長相談役（右）

御
礼
の
こ
と
ば

（スピーチより抜粋）
国籍も年齢も異なる皆さんが策定した行動宣言

は非常に力強く、素晴らしいものだと感じました。
SDGs達成に向けて国連が活動を加速化する中、
宣言に基づいた具体的なアクションを起こしていた
だきたいと思います。

若宮 健嗣 外務副大臣

（お手紙より抜粋）
私たちに貴重な交流と体験の機会を作ってくださった岡田
名誉会長に、改めて深く感謝いたします。私たち歴代
ティーンエイジアンバサダーは、このプログラムで得た経験や
つながりを大切にし、環境問題に対する意識を高めつつ、
持続可能なよりよい社会の担い手になっていきます。

18ヵ国の歴代のティーンエイジアンバサダーが登壇し、代表として2006年に参加した山川綾菜さんから
イオン１％クラブ創業者である岡田卓也名誉会長相談役への感謝のお手紙を読み上げ、贈呈。

代表の2005年参加者と1997年オーストラリア参加者が
未来行動宣言を若宮外務副大臣へ手交しました。

18か国：
イタリア、インドネシア、英国、
オーストラリア、韓国、カンボジア、
タイ、中国、ドイツ、日本、
フィリピン、ブラジル、ブルガリア、
ベトナム、ペルー、マレーシア、
ミャンマー、ラオス



11月2日（土）最終日

参議院議員
福山 哲郎様

衆議院議員
古川 元久様

衆議院議員
逢沢 一郎様

公務ご多忙の中、各国大使館、国会議員、各省庁よりご臨席いただいた方々

衆議院議員
青柳 陽一郎様

在日ミャンマー連邦共和国大使館
特命全権大使
ミン トゥ 閣下

在東京タイ王国大使館
特命全権大使
シントン ラーピセートパン 閣下

駐日ベトナム社会主義共和国大使館
特命全権大使
ヴー ホン ナム 閣下

在日マレーシア大使館
次席大使
ファドリ アディラ 様

中華人民共和国駐日本国大使館
公使
郭 燕 様

駐日本国大韓民国大使館
教育官
姜 鐘富(カン ションブ) 様

在日インドネシア共和国大使館
公使参事官
エコ サントソ ジュノル 様

大使館 在本邦ラオス人民民主共和国大使館 参事官 ソムポン ルアンタクーン様

大使館 在日フィリピン共和国大使館 三等書記官 兼 副領事 トーマス フィリップ アキノ様

外務省 地球規模課題総括課長 吉田 綾 様

外務省
アジア大洋州局南部アジア部
南東アジア第一課 協定交渉官

矢間 秀行 様

文部科学省
初等中等教育局参事官

（高等学校担当）付 高校改革事業担当
矢田 裕美 様

【記念パーティー】 ＠TKPガーデンシティ品川
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11月2日（土）最終日

【記念パーティー】 ＠TKPガーデンシティ品川

イオン１％クラブ 横尾 博 理事長

来
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日本ベトナム友好議員連盟
日本タイ友好議員連盟 副会長
日本ミャンマー友好議員連盟 会長

衆議院議員 逢沢 一郎様

ファドリ アディラ マレーシア次席大使

主
催
者
挨
拶

（スピーチより抜粋）
参加者の最年長は現在47歳で、多くの方が現役世
代の中心として活躍しています。今回の集まりがかけが
えのない地球を次世代に引き継ぐという未来への共通
の責任を果たす糧となることを期待しています。
（中略）
当財団も次世代を担う青少年の健全な育成という事
業目的に沿って更なる発展と継続をお約束します。

（スピーチより抜粋）
イオンワンパーセントクラブの活動は設立以来、社会の
持続可能性に貢献する重要な役割を果たしてきまし
た。ひとつは次世代の健全の育成、そして様々な国と
の友好関係の強化です。特にティーンアンバサダー事
業はこうした活動に大きく貢献していると思います。
（中略）
これまでの多大な努力について深く感謝するとともに、
今後も多くの国で若者の育成にご尽力いただくことを
期待しています。

（スピーチより抜粋）
アンバサダーの皆さんを拝見しますと、立派に成長され
ており、素晴らしい30年であったのだと嬉しく思います。
アンバサダー事業のますますの発展と、イオンワンパーセ
ントクラブがアジアの、そして世界の平和に大きく貢献し、
すべての人々が人間らしい生活を過ごせるようになるこ
とを願って、乾杯！

PMF（パシフィック・ミュージック・フェスティバル札幌）アカデミー出身者の方々が演奏を披露

（左から）
ヴィオラ ： 福井 萌様

ヴァイオリン ： 武田 桃子様

ヴァイオリン ： 芹田 碧様

チェロ ： 中条 誠一様



11月2日（土）最終日

【記念パーティー】 ＠TKPガーデンシティ品川
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↑パーティー最後の記念撮影
（前から１列目、左から）
在日マレーシア大使館 ファドリ アディラ次席大使、由紀さおり様、安田祥子様、在日ミャンマー連邦共和国大使館 ミン トゥ特命全権大使、
在東京タイ王国大使館 シントン ラーピセートパン特命全権大使、在日インドネシア共和国大使館 公使参事官 エコ サントソ ジュノル 様、
在日ミャンマー連邦共和国大使館 公使参事官 キン ニラ ソウ様、イオン株式会社 二木 英徳名誉相談役、横尾 博 イオン１％クラブ
理事長、



各国参加者の感想（アンケートより抜粋）

世界中の代表者が持続可能性とSDGsの非常に重要な問題について対話し、議論す
ることができました。このイベントは、考案された将来の行動の宣言だけでなく、持続可能
性の目標を達成するための将来のグローバルなコラボレーションにつながる可能性のある
さまざまな国の専門家間のネットワークの促進からも非常に生産的でした。

（1997年参加）

私にとって非常に重要な経験でした。 これにより私はより良い人間になりました。すべての
スピーチと他の国の参加者とのやり取りで多くを学ぶことができました。 本当にやる気にな
りました！私は行動を起こし、誰も置き去りにしないようにします。 グローバルに考え、ロー
カルに行動するなど、多くの言葉に感動しました！

（1995年参加）

30周年記念イベントは素晴らしく、そして実りの多いイベントでした。私たちは多くの新
しいことを実施し、イオンの活動を含めたSDGｓの活動について学びました。このイベン

トを通じて、個人レベルの未来への行動を見つめ直すことが出来ました。
（1994年参加）

地球環境についてより深く理解することは私にとって非常に大きな機会であり、私の意
見を世界に印象付ける機会を持つことができました。 もう1つ素晴らしかったことは
19年の時を超えて、古い友人たちに再び会えたことです。 スケジュールは厳しく、疲れ
ましたが、それが次の未来に繋がることを願っています。

（2000年参加）

このイベントは、卒業生としての私の使命を思い出させるものでした。私はしばしは私たち
の惑星に何が起こっているかを気にするのを忘れていました。現在、私は9歳の母親でも
あります。講演の方々がそれぞれのスピーチで述べた「私たちは子供たちから地球を借りて
います」。これは私にとって非常に刺激的であり、母親として、私たちの自然を守るため、
自分のライフスタイルを変えようと思いました。 （1998年参加）

世界中の他の参加者に会う絶好の機会であり、彼らと環境問題について話し合い、自
国の問題について学ぶ大きなチャンスでした。プログラム自体は非常によく組織されて、
イベント中の講義が好きでした。 特に根本さんはとても刺激的でした。 質問にもっと時
間を割いていただけたら、うれしいです。

（2008年参加）

よく組織され管理された素晴らしいイベントでした。 さまざまな国、さらには自分の国から
来た新しい友達と会うことができました。 常に何か新しく発見されたものがあり、以前の3
回の訪問（2002年、2005年、2009年）で学んだこととは多少異なります。 また、
以前のイベントで出会った古い友人にも会うことができました。10年ぶりに再会するのは
心に残るものでした。 （2002年参加）

このイベントのアイデアは本当に素晴らしく、非常に多くの歴代ティーンエイジアンバサダー
がSDGsの非常に大事なトピックについて議論するのは非常に興味深い取り組みでした。
最終日、グループの他のメンバーと話したり、会話したりする機会があったので、私は議論
できたことを本当に感謝しました。他の国の人たちと実際に交流して友情を築く時間が
もっとあるとよかったです。 （2010年参加）

個人的に一番良かったのは歴代ティーンエイジアンバサダーの代表6名のスピーチです。ス
ピーカーの仕事や経歴の多様性から、SDGsに貢献することは誰もが可能であり必要な
ことなのだと実感できました。また、幅広い年代、職業の方と一緒に一つのテーマについて
話を聞いたり議論したりするのはとても新鮮でした。次はぜひ私も何かのプロフェッショナル
として参加したいと感じました。 （2014年参加）



各国参加者の感想（アンケートより抜粋）

このイベントは、ラオスのティーンエイジアンバサダーの最初の再会になりました。 このイベン
トに参加したことは本当に印象的で、約350人それぞれがさまざまな場所で成長してい

ます。 このイベントに参加したすべての人から温かい歓迎と笑顔を感じることができました。
（2015年参加）

18か国のさまざまな年齢および分野から歴代のティーンエイジアンバサダー約350人が参
加しました。 さらに、各国の伝統的な衣装を着ることで、式典がより魅力的になりました。
最初のティーンエイジアンバサダー（1990）として、このグループに参加できたことを非常
に誇りに思っています。 5年後に再び集まることを願っています。

（1990年参加）

さまざまな国のさまざまな世代の多くの人々と出会えたことは素晴らしいことです。私がイ
オン1％クラブにどれほど感謝しているかを正確に表す感謝の言葉を見つけることはできま
せん。最も感銘を受けたのは、イオンワンパーセントクラブのすべてのスタッフの勤勉さと徹
底性です。 またお会いできることを楽しみにしております。

（2016年参加）

さまざまな国や年齢の友人と出会う、重要かつ活発な人格と出会う、そして、1998年に
日本でホームステイをした友人と出会うなど、忘れられない瞬間がたくさんありました。
このプログラムに参加できることを誇りに思うとともに感謝もしています。最後に、日本につ
いてもっと知りたいと思いました。

（1998年参加）

非常に記憶に残るイベントでした。 誰もが他の歴代ティーンエイジアンバサダーに会い、
お互いに十分なお話しをすることができました。最終日のディスカッションプログラムは非常
に成功したと思います。なぜなら、私は医学生として、他の国の医療プログラムに関する
多くの洞察を得たからです。このことは私にとって非常に役立つと感じました。

（2014年参加）

この30周年で、20周年記念イベントから10年後に他の国の友人に会うことができ、
本当に嬉しかった。特に、3日目のプログラムは、講義、ディスカッション、パーティーと
もに非常に印象的でした。 以前は経験できませんでした。 他の人と話し合ったとき、
問題の様子を深く学びました。最後の日の議論はこのイベントで最高だったと思いま
す。 （2005年参加）

私は議論の準備のために、日本にくる前から持続可能な社会について勉強しました。イ
オンワンパーセントクラブですべての活動に参加するたびに誇りに思っています。
この活動で私が感銘を受けたもう一つのことは、私は多くの国に多くの娘や息子がいると
いうことです。なぜなら私は彼らのお母さんと同じ年齢だからです。

（2004年参加）

日本の美しさとに加え、国や世代を超えてアイデアを共有し、変化を起こすことができる
と感じられた今回のイベントは、非常に貴重な機会でした。変化に向けて個人や政策
のアイデアを作成することに全員を参加させることは素晴らしいアイデアだったと思います。
私たち全員が活力を感じ、個々の行動を通じて生きる世界を形作り、政策に取り組
むことができました。 （1992年参加）

私は世界の他の地域とのつながりをより強く感じました。歴代のティーンエイジアンバサダー
のような才能があり、潜在能力も高いグループで過ごせたことは、一生になかなかない機
会と思いました。また、 世界の問題と個人レベルで何ができるかについて深く考えさせられ、
日本だけでなく他の国の文化や慣習についても学び、「国際的な心」という言葉の精神を
感じられました。 （ 2007年参加）



パリ協定とSDGsが世界の価値観を変えた
2015年のパリ協定とSDGsをきっかけに世界の価値観が変わり始めました。パリ協定は「低炭素
化」ではなく、CO2排出をゼロにする「脱炭素化」を要求しました。CO2を減らすだけの国や地域、
企業はゼロを目指すものに負ける時代が始まったのです。こうした中、車産業ではEVが開発され、
アメリカのAmazonは2030年までに10万台のEVを導入し、2040年までのゼロエミッション達成
を宣言しました。国連気候行動サミット2019の開催時点でも77カ国がゼロエミッションを宣言して
います。

ゼロエミッションを実現する再生可能エネルギー
ゼロエミッションに大きな役割を果たすのが再生可能エネルギーです。現在、世界には太陽光発電
と風力発電だけで10億kWの電力を供給できる設備があります。これは日本全体の発電量の4
～5倍であり、今や発電市場は再生可能エネルギーが主役になっていると言えます。そして
「RE100」のようにビジネスに用いる電力を全て再生可能エネルギーで賄うことを目標とする企業も
増え始めています。

サステナビリティを評価する会計基準が登場
国連のSDGsの冊子の表紙には「Transforming our world（世界を変えよう）」と書いてあり
ます。そのためには経済も循環型モデルに変革することが必要です。そうした中、サステナビリティを
基準に企業を評価する新しい会計基準が生まれ、企業はサステナビリティに関する正しい情報開
示を求められるようになりました。金融業界でもPRI（責任投資原則）が登場し、融資を受ける
企業はSDGsとパリ協定に役に立つかをチェックされます。また、TCFD（気候変動関連財務情報
開示タスクフォース）は気候変動のリスクを財務情報と捉え、企業を評価しています。

株主第一から社会第一主義へ
かつてアメリカの大企業では株主への貢献が第一とされてきましたが、今年8月のビジネス・ラウンド
テーブルにおいて、これからは社会への貢献を第一にするべきという価値観の大変革が示されました。
企業カルチャーが変わり始めたのです。日本企業でもこれまでは国の考えに反する考えを示すことを
避けてきましたが、何を目指すべきかを自ら決め、社会を理解しながら前進する文化が生まれてい
ます。

情報収集・議論・ベストチョイスが重要
SDGsを取り巻く状況を理解いただいた上で、皆さんにお願いとアドバイスがあります。まずClimate 
Change（気候変動）はもはやClimate Crisis（気候危機）になっています。人類が地球を
滅ぼしてしまうAnthropocene（人新世）は避けなければなりません。そのために重要なのは情
報です。ゴールへのルートはいくつもありますが、ルートを探るためにはデータに基づいた議論が必要
であり、その中でベストチョイスを取っていくことが重要です。

見えないものを見よう
皆さんに意識していただきたいのは社会の様々な人への配慮です。自分のいる場所だけでなく、目
に見えない違う場所や遠い将来までを想像していくことが重要です。アメリカの言葉に「地球は借り
物である」というフレーズがありますが、借りたものはよりきれいにして返すものです。そして次の世代
でよりよい開発をできる余地を残して、世代間の公平も求めなければなりません。

「地球に代わりはありません」
大事なのは自分で考えて行動し、自分で責任を取ることです。自由と規律の確立は民主主義の
基盤をも作っていきます。サステナビリティに取り組むことは民主主義の基盤を作るという気概をもっ
て取り組んでいただくことを期待します。最後に、地球に代わりはありません。皆さんの手で地球を
美しいものにして次の世代へ渡していきましょう。

＜ご参考：末吉竹二郎氏のご講演要旨＞



国連広報センターは国連と日本の架け橋
国連広報センターは国連の活動を日本に伝えるとともに、日本における取り組みを海外に伝えて
います。成功例ではハローキティが国連とパートナーシップを結び、SDGsの伝道師としてYouTube
に動画をアップする活動をしています（*ハローキティの動画を放映）。また、事務所では学生イン
ターンを受け入れて女性が活躍するロールモデルを示しています。難民キャンプなどでは女性だから
こそできる支援に活かされており、SDGsの大前提である「誰も置き去りにしない」につながっていま
す。

地球は人類共通の家
2015年はSDGsとパリ協定がまとまった重要な節目の年でした。SDGsは「このままでは地球を次
世代につなげない」という危機感から生まれたものです。これは宇宙飛行士たちの目線から地球を
「人類共通の家」として捉えた動画で、人類共通の家を守るためにはみんなが力を合わせなくてな
らないというメッセージが投げかけられています（*国連広報センター「Home：家」を放映）。

罪のない国や人々が被害を受けている
2018年3月に訪問したモルディブは、自国でCO2をほとんど排出していないにもかかわらず、他国
のしわ寄せで高潮から逃れるための集団移住が始まっており、世代間や地域間のClimate 
Justice（気候変動への責任）をどう果たすかが突き付けられています。また、世界人口の4割が
水ストレスの中で暮らしており、いずれ7億人が強制移住を強いられると言われています。水や資
源の対立は紛争を生み、紛争による難民は第二次世界大戦以降で最大の7000万人になって
います。そして難民の多くは女性と子どもたちなのです。

行動し続けることで世界は変わる
このような事態を是正するために生まれたのがSDGsです。SDGsは先進国も途上国も責任を負
うことを定めています。SDGs採択のサミットでノーベル平和賞を史上最年少で受賞したマララ・ユス
フザイさんは「誰も置き去りにしない」という言葉の責任を果たすよう訴えました（ *マララさんの動
画を放映）。大切なのは問題を伝えて人を巻き込むこと、そして行動を続けること。それが大きなう
ねりとなってマララさんのように世界を変えられるのです。

ライフスタイルから見直そう
末吉さんの講演で経済を変えるお話がありましたが、ぜひ皆様のライフスタイルも変えていただきたい
と思います。暮らしの中にはプラスチックや食糧、衣類の廃棄問題があります。これらはCO2排出量
の多い産業ですから負荷の少ない形に変えなければいけません。服はファストファッションの流行によ
り15年前に比べて6割多く買い、着用年数は半分になっています。日本の衣服消費における一
人あたりのCO2排出量は世界最大です。私は事務所で着ない服を譲るclothing exchangeを
行っていますが、皆さんにできることも沢山あるはずです。

あなたの声を国連へ
2020年は国連設立75周年ですが、国連は若い人たちとコミュニケーションしたいと思っています
（ *国連による動画『UN75 - the Biggest-Ever Global Conversation Towards the 
Future We Want』を放映）。動画のメッセージである“Let’s shape the future together”
の“together”はゴール17のグローバルパートナーシップに関わる部分です。国連はあなたたちが思
い描く未来や自分たちにできることを受け付けています。最後に、地球は未来の子どもたちからの借
り物です。より美しくしてから返す運動にぜひ皆さんも携わってください。

＜ご参考：根本かおる氏のご講演要旨＞


