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Environmental Partnership Office Chubu （７）ＥＳＤ（Education for Sustainable Development：持続発展教育）中部イニシアティブ  

（１）事業概要 

北陸ESD

EPO
中部

ESD中部イニシアティブプロジェクト

愛知県

総合教育

センター

平成20-21年度

環境教育の在り方に関する研究

ー持続可能な社会構築を目指してー

小中高校教員

平成23年度「生きる力をはぐくむESD

実践カリキュラムの開発に関する研究」
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ESD市民推進会議

かすがい
KIZUNA

ESD-T

2005―2008年

地域へのESD普及のためNPO/市民の

ネットワーク組織ESD-Tを結成。講

座・セミナー・事例調査を実施。中部

ESD拠点市民推進会議が結成された

ためゆるやかなつながりになっている。

環境省ESD促進事業と

して2006年に事業開

始。2008年まで。現

在は休止中。

国連・
海外ネットワーク

EPO
中部

ESDフォーラム（ミーティング
２００５年度より毎年開催 ESD普及・ネットワーキング

の場として実施

事業スキームと推進体制 

年度 EPO中部ミッション 地域 学校 大学 Etc 

2005

年 

ESD 概念の普及啓発（主に

企業と地域を対象） 
地域の ESD活動の調査 
ESD実践者ネットワーク化 

ESD 普及のためのしくみづ
くり 
ESDコーディネーター育成 

ESD-T発足 

東海地域 ESD キックオフミーテ

ィング 
ESD-T（東海）（月 1回の例会） 
ESD-H（北信越）発足 

   

2006
年 

国内実施計画意見交換会 IN北陸 
国内実施計画意見交換会 IN中部 
ESD-T担い手会議による ESD講座

（計 12回） 
ESD-Tによる事例調査（10件） 
ESD地域ミーティング石川 

ESD－Jとの連携 
名古屋国際交流センターとのシ
ンポジウム 

 中部 RCE 拠点に関する意
見交換会議 

環境省 ESD
促進事業キ
ックオフミ

ーティング 

かすがい KIZUNAとの連携（春日井市内小学校・中部大学・地域住民・環境省） 

2007
年 

ESD－Tによる ESD講座（計 3回） 
ESDコーディネーター講座 
ESD 普及のためのイベント実施

（5回） 
ESD-Jとの連携 
ワールドコラボフェスタ（名古屋

国際センター・愛知県国際交流協
会・JICA 中部・名古屋 NGO セン
ター）ESD企画 

環境省受託事業 ESDフォーラム 

 中部 ESD 拠点会議（運営
委員として） 
 

 

かすがい KIZUNAコーディネーション（春日井市内小学校・中部大学・地域住民・環境省） 

2008
年 

学校・教育委員会、行政と
の協働体制の構築 
ESD 主体基盤プロジェクト

発足 
３年間の ESD事業から課題
と提案の社会化 

ESD教材づくり 
ESD 中部イニシアティブ結
成（メンバー25名） 

教員のネットワーク強化 
ESDと生物多様性 
北陸 ESD活動との連携 

ESD講座実施（先進事例紹介、地
域の教育へのニーズ把握） 
（計 6回） 

ESD事例調査（学校、NPO、企業 5
件） 
ワールドコラボフェスタ（名古屋

国際センター・愛知県国際交流協
会・JICA 中部・名古屋 NGO セン
ター）ESD企画実施 

ESD 主体基盤強化プロジェクト
会議（計 5回） 

愛知県総合教育センター
「環境教育の在り方に関
する研究」（教員 6名）・中

間成果発表 
ESD 教材づくりプロジェク
ト（計 7回） 

 

 安城市職員
対象 ESD 研
修実施 

かすがい KIZUNA 会議・シンポジ
ウム開催 

   

地域ワークショップ IN 東海 WITHESD-J 

冊子「未来をつくる『わたし』の ESD 提案発行（行政環境部局、教育委員会に実施したア
ンケート結果、事例掲載など） 
ESDフォーラム in東海 2008 

2009
年 

「ESD×生物多様性」チーム結
成・事例取材活動 

冊子「ESD×生物多様性」作成 
かすがい KIZUNAとの連携 
北陸の ESD活動の取材（ユネスコ

スクール事業・里山保全活動） 
 

愛知県総合教育センター
「環境教育の在り方に関

する研究」（教員 6名）・成
果発表 
高等学校初任者研修 

「教員ネットワーク強化」
チーム結成 
教員対象の冊子及びメル

マガ発行 
小中高の教員を対象にア
ンケート実施 

中部 ESD拠点会議  

ESDフォーラム 2009「現場に聴く今、大切な学び合い」開催  

2010

年 

ステークホルダーとの関

係性をしくみづくりに活
かす 

「ESD×生物多様性」プロジェク

ト 
生物多様性保全活動団体の取材
（５件） 

冊子「ESD×生物多様性」COP10
バージョン版 
ESD-Jとの連携 

愛知県総合教育センター

ESD モデル学校のヒアリン
グ（3件）・Eラーニング教
材作成 

中部 ESD 拠点会議・学習

会の実施（計 3回） 
 

 

東海北陸ユネスコスクール交流会（共催）・金沢大学 

北陸における ESD 普及のための仕組みづくり(北陸 3
県） 
教育委員会講演会への ESD講師派遣（北陸 3県） 

学校教師を中心とする ESD講座（北陸 3県） 
初等中等教育での ESDプロジェクト（北陸 3県） 
広く市民に周知する ESDシンポジウム（北陸 3県） 

北陸 3県マルチステークホルダーESD推進連絡協議会 

ESDフォーラム 2010 ESD再考「持続可能性×教育」開催（EPO中部主催） 
フォーラム「CBD/COP10後を見すえて生物多様性の 10年と CEPAをどうすすめるか」（ESD-J

主催、EPO中部共催） 

 2002年のヨハネスブルグサミット（持続可能な開発に関する世界首脳会議）において、日本は、持続可能な社会を実現する
ために世界中で人づくりに取り組むことを提案し、これを受けて開始されたのが「国連ESDの10年」（2005年～2014年）です。
2006年３月には、ESDの10年推進のための関係省庁連絡会議において「わが国における「ESDの10年」実施計画」を決定し、
各省が連携してESDを推進しています。 環境省では、この10年間の初期段階において、1)普及啓発、2)地域における実践及
び3)高等教育機関における取組への支援を行うことを、重点的取組事業としています。 
 EPO中部では、環境省施策と連動し、多様なステークホルダーとともに、ESDが市民権を得て、学校教育を始め地域の多様
な学習の場に位置付けられるよう、管内地域へのESD普及啓発、主体のネットワーク化とその基盤強化、学校と地域の協働
による事業を推進しています。 

愛知県総合教育センター 
研究部長 井中 宏史氏 

※ （２）（３）については、平成23年度実施したEPO中部の業務評価から抜粋しております。 

１ 

（２）事業の価値～協働運営者による評価 

（４）ステークホルダーとの関係性構築のプロセス 

豊川市立小坂井西小学校 
教諭 原田 みどり氏 

新しい学習指導要領の中で「持続可能な社会」への取組がさらに意識されるようになっ
た。子どもたちに必要な力をつけるために，学校教育と地域社会を結びつける橋渡しと
して必要。 

愛知県総合教育センター 
教科研究室長 櫛田 敏宏氏 

愛知、東海におけるＥＳＤの普及という観点で見れば、ＥＳＤ中部イニシアティブ事業は、
頭脳であり、心臓である。この事業なしではＥＳＤは絶対に広まらない。 

行
政 

学
識 

各学校や教育委員会などに対して、総合教育センターとEPO中部が連名で働きかけをし
たケースが多い。ESDフォーラムへの参加呼びかけから中部ESD拠点や、北陸ESD等外
部に対しても、窓口的役割を担ってきた。 

行
政 

金沢大学環境保全センター 
教授 鈴木 克徳氏 

北陸に対する働きかけを行うことにより、独自のESD活動を展開していた北陸に対して東
海地域との交流を始めるきっかけを作った。このような地域間交流は本来望ましいことで
あり、とくに比較的地理的に近接する東海－北陸の地域交流は双方にメリットをもたらすと
考えられる。 

学
識 

（３）EPO中部の役割・機能～協働運営者による評価 

中部ESD拠点推進会議 事務局 
浅田 益章氏 

①国のESD戦略計画への参画 ②名古屋市、愛知県など地方行政のESD実施計画と
評価への参画 ③ユネスコ・スクールの普及への支援 ④中部ESD推進拠点の活動支
援 ⑤企業のESD支援 
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