中部サステナ政策塾第７期塾生募集

SDGs を学び、行動する
若者リーダー育成塾
今年度の中部サステナ政策塾では、「SDGs 達成のためのポリシー」をテーマにして、社会の諸課
題に対し、社会の仕組みや政策を学びながら、多様な主体（企業人、行政官、政治家、活動市民、
教育者、大学生など）と連携し、持続可能な社会づくりのためのマニフェストづくりを進めてい
きます。

趣旨・目的
１ 中部サステナ政策塾は、サステナブルな社会づくりの
ためのリーダー / ポリシーメーカー（首長、議長、社会
企業家、非営利団体職員、行政官、企業・組織の SDGs
担当者など）を目指す若者（39 歳以下）を塾生として募
集します。
２ 具体的にリーダー / ポリシーメーカーを目指すところ
までいかなくても、まずは、異なる立場・分野の人と仲
間になり、自分にできることから SDGs に取り組みたい
方や仲間と共に SDGs 達成に向けて活動したい方、ある
いは、現職の議員や組織の SDGs 担当者などの塾生への
応募も大歓迎です。
３ 塾生は多彩な講師による講義・ワークショップや
フィールドワークを通じて、SDGs に関連する知識やスキ
ルを習得しながら、持続可能な地域づくりに向けた SDGs
達成のためのポリシーを考えていきます。さらに、SDGs
の諸課題は，バラバラに存在するのではなく、相互に関
わりあっています。そのため、政策塾では、諸課題の相
互関連を踏まえ、「パートナーシップ」で解決にあたるた
めの施策等を考えていきます。
４ これらを通じて、塾生が SDGs の示す課題を自分事と
して捉え、行動できる人材に育つことも政策塾の目標で
す。

参加者募集
名
定員 30

第 1 回講座

2022 年

7 9
月

日（土）

13：30 〜 16：30（受付 13：00 〜）

「SDGs 達成に向けた
ポリシーメーカーとは」
（オリエンテーション）

今池ガスビル ダイアモンドルーム

名古屋市千種区今池 1-8-8
今池ガスビル 7 階
お申込み方法等
詳細は裏面へ

月
締切 7

4日

「中 部 サ ス テ ナ 政 策 塾」と は
「中部サステナ政策塾」は、国連大学（UNU, 本部: 東京）が世界 180 以上の地域で認定しているESD（Education for Sustainable
Development）の地域拠点の 1 つである「中部ESD 拠点協議会」
（設置：2009 年、対象地域：愛知・岐阜・三重県、事務局：中部
大学）が、2016 年度から始めたSDGs 達成に向けた人材育成プログラムです。中部ESD 拠点協議会には、行政機関、大学、市民団
体、企業団体などが参加しており、中部サステナ政策塾は、
これらのさまざまな団体などとのネットワークの中で運営されていま
す。
これまで、塾生は、多彩な講師による講義・ワークショップやフィールドワークを通じて、SDGs 実現に関連する知識やスキルを
習得しながら、持続可能な地域づくりに向けた「マニフェスト」づくり、政策提案づくり、
プロジェクトの企画・立案・試行などを行っ
てきました。
これまで、約 130 名の修了生がいます。

第７期塾生募集応募要領

●募集対象
中部サステナ政策塾の募集対象は以下のような方々です。
以下の中でひとつでも当てはまる人は募集対象者です。
・問題意識をもって社会課題に取り組みたいと考えている 39 歳以下の若者
・異なる立場・分野の人と仲間になり、
自分にできることからSDGs に取り組みたい方
・仲間とともにSDGs 達成に向けて取り組みたい方
・サステナブル社会を実現するため、政治家や起業家をめざす方
・自身の仕事にSDGs やサステナブル社会に関する知識を活かしたい企業人や行政官
・自身の活動を広いネットワークを使って発展させたい市民活動関係者
・SDGs を学び、実践したい大学生や大学院生
・全 10 回の講座のうち 7 回以上参加できる人（オンライン補講あり）
・2023 年 2 月 23 日開催の成果報告会（SDGs フォーラム、
モリコロパークを予定）に出席できる人
●応募条件
・年齢が 39 歳以下であること
・全講座のうち 7 割以上参加できること（オンライン補講あり）
●定員
30 名程度
●受講料
無料
※1. ただし、
フィールドワークや交流会の参加については実費負担あり
●開催日程
2022 年 7 月 9 日（土）〜 2023 年 2 月 23 日（木・祝日）
＊セミナー・ワークショップ：7 回程 ※開催時間は、19：00 〜 21：00
＊フィールドワーク：2 回（流域フィールドワークは 1 泊 2 日）
＊最終発表会：2023 年 2 月 23 日（木・祝日）
●開催場所
名古屋市内（会場開催）

●応募方法
WEB サイトからご応募ください。
http://chubu-esd.net/event/
・氏名
ご応募
は
・性別
コチラ
から
・所属
・連絡先住所
・電話番号
・E-mail
・興味・関心のある社会課題やSDGs の内容
・志望動機（特に、政策塾で何をしたいか？）
●応募締切
2022 年 7 月 4 日（月）23：59 まで

開 催 ス ケ ジ ュ ー ル
回数

テーマ

第1回 SDGs達成に向けたポリシーメーカーとは
第2回 地球規模課題解決に向けた自治体の役割
第3回 市長としてのSDGsへの取組
第4回

文化と環境の多様性
を考えるフィールドワーク

SDGs
SDG17
SDG13
SDG11
SDG15、16

第5回 風土とSDGs

SDG11

第6回 ユース、環境、そして平和

SDG16

第7回

流域を巡り、持続可能な社会
を考えるフィールドワーク

SDG4

第8回 首長の意思決定と政策転換

SDG7、11

第9回 マニュフェストづくり（グループワーク）

SDG10

第10回 成果発表・交流会

SDG17

日時（予定）

講師

7月9日（土）

石田 芳弘氏（元犬山市長、元衆議院議員）

13:30～16:30

竹内 恒夫氏（元環境省課長、名古屋大学名誉教授）

7月27日（水）

杉山 範子氏（世界気候エネルギー首長誓約/日本 事務局長、名古屋大

19:00～21:00

学 特任准教授）

9月8日（木）
19:00～21:00

東海地域 首長

9月末～10月中旬の

上野 薫氏（中部大学 准教授）ほか

土曜日

（祭りと生物多様性プロジェクトとの連携）

10月8日（土）
時間未定
11月7日（月）
19:00～21:00
10月中旬から11月の
土曜日と日曜日
12月15日（木）
19:00～21:00
1月25日（水）
19:00～21:00

若山 滋 氏（建築家、名古屋工業大学名誉教授）
羽仁 カンタ氏（Sustainable Lab Oﬃce Hani）
（櫛田川・宮川・雲出川いずれかの流域）
北川 正恭氏（元三重県知事、早稲田大学マニフェスト研究所顧問）
古澤 礼太氏（中部大学 准教授）

2月23日（木・祝日）

※日程は 2022 年 6 月 15 日時点であり、今後変更の可能性があります。
※講師等の最新情報は、決まり次第、WEB サイトに掲載します。 http://sustena-policy.jpn.org/index.html

