
COP10 から 10 年。
SDGs 達成に向けた生物多様性の取組を、世代を超えて議論します。

SDGs AICHI EXPO 2020 併催イベントSDGs AICHI EXPO 2020 併催イベント

Aichi Sky Expo
（愛知県国際展示場）愛知県常滑市セントレア５丁目１０番１号

多様な世代･主体が交流しながら生物多様性保全を切り口として SDGs を推進するため、
①シンポジウム ②多世代ワークショップからなる「生物多様性と SDGs 多世代フォーラム」を開催します。
各プログラムから構成されますので、ご関心のあるプログラムにお申込ください。

愛知県は「SDGs 未来都市」として、
SDGs の普及を推進しています。※当日、プログラム等が一部変更となる可能性があります。

ブラザー工業（株） 法務･環境･総務部 環境推進グループ
柳原 賢一 氏

島を美しくつくる会 会長
鈴木 喜代司 氏

命をつなぐ PROJECT
学生実行委員会

L3-L6 会議室

事前申込制

定員 200名

国際自然保護連合日本委員会 副会長兼事務局長
日本自然保護協会 広報会員連携部長　道家 哲平 氏

『SDGs 達成に向けた
 生物多様性保全の役割』

■ 10:45～11:25　基調講演

■ 11:25～12:15　パネルディスカッション

※参加申込は裏面

※参加申込は裏面

『多様な世代･主体による愛知の生物多様性保全の取り組み』

①生物多様性と SDGs シンポジウム（10:45～12:15）

M3,M4,M5会議室
（3 会場同時）

事前申込制

定員 75名
（25名×3会場）

②生物多様性と SDGs 多世代ワークショップ（13:00～16:00）

M3会議室［定員 25 名］

生物多様性とひとづくり 生物多様性を育む持続可能な森･みどり 生物多様性を地域の魅力に

M4会議室［定員 25 名］ M5会議室［定員 25 名］

次世代に向け、生物多様性保全や SDGs
を進める基盤となる「ひと」づくりの
ための取組を考える。

豊かな生物多様性を育む森林・緑地に
ついて、持続可能な活用と保全の取組を
考える。

生物多様性を地域の魅力につなげ、地域
の活性化や課題解決と同時に保全する
取組や発信を考える。

ファシリテーター
愛知教育大学 教授
大鹿 聖公 氏

■ 取組発表（60 分）
・（株）加藤建設　鈴木 則志 氏
・ネイチャークラブ東海　篠田 陽作 氏
・愛知教育大学 学生団体 SAGA
■ ワークショップ（90 分）

ファシリテーター
グリーンフロント研究所（株）
小串 重治 氏

■ 取組発表（60 分）
・奥三河自然と歴史にふれあう会 加藤 博俊氏
・（一社）奏林舎　唐澤 晋平 氏
・命をつなぐ PROJECT 学生実行委員会･
　連携企業
■ ワークショップ（90 分）

ファシリテーター
ビオトープ･ネットワーク中部
会長 長谷川 明子 氏

■ 取組発表（60 分）
・人間環境大学 講師　西田 美紀 氏
・渥美半島☆自然感察ガイド　藤江 昌代 氏
・島を美しくつくる会　鈴木 喜代司 氏
・GAIA
■ ワークショップ（90 分）

A B C

■ ファシリテーター

大同大学 情報学部総合情報学科 教授
知多半島生態系ネットワーク協議会 会長
大東 憲二 氏

生物多様性から SDGs へ、持続可能な社会につながる取組について、COP10 以降、近年の国際潮流や、
愛知の多様な世代･主体による取組内容を踏まえて考えます。

テーマ毎に 3 つの会場に分かれ、生物多様性保全を SDGs につなげる取組について、
多様な世代･主体で意見交換しながら考えるワークショップを行います。

■ 3 会場でのリモート共有･まとめ（30 分）



生物多様性と SDGs 多世代フォーラム
受付事務局（株式会社新東通信内）

メール：mail@biodiversity-aichi.info
電　話：052-957-7444（10:00～17:00 土日祝除く）　FAX：052-962-3256
住　所：〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3-16-29　

※2 月 6 日の開催プログラムはユース世代限定となります。

注意事項

※参加された方から感染者が出た場合に、保健所の調査に迅速に協力することができるよう、連絡先のご提供をお願いしております。
※参加の際は、マスクの着用、手指消毒等へのご協力をお願いします。
※利用当日に検温し、発熱その他風邪症状がある方については、参加をご遠慮ください。
※開催当日の Aichi Sky Expo への入場に際しては、「SDGs AICHI EXPO 2020」における新型コロナウイルス感染拡大防止対策を
　遵守してください。（詳細は https://sdgs-aichi.com/）

▎各種お問合せ・Web サイト以外のお申込

①生物多様性と SDGs シンポジウム

参加のお申込は専用の応募フォームまたは下記の申込用紙に
必要事項を記入の上お申込ください。

※応募状況等によりご希望に添えない場合があります。

記載いただいた個人情報は厳重に管理し、「生物多様性と SDGs 多世代フォーラム」の開催に関する業務のみに使用いたします。

・メールの件名を「多世代フォーラム参加申込」と記載してmail@biodiversity-aichi.info へお申込ください。
・メール本文に住所、氏名、電話番号、年齢、所属及び参加を希望されるプログラムを必ず記載してください。

Web でのお申込はこちら https://forms.gle/VgDiEm71wgk6cNed6

各プログラムの参加申込について

FAX（052-962-3256）･郵送用

メールでのお申込

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

所属組織

参加を希望されるプログラムに○を記入し、本用紙を FAX または郵送ください。

歳年齢

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

TEL FAX

②生物多様性と SDGs 多世代ワークショップ［A：生物多様性とひとづくり］い
ず
れ
か
１
つ

②生物多様性と SDGs 多世代ワークショップ［B：生物多様性を育む持続可能な森･みどり］
②生物多様性と SDGs 多世代ワークショップ［C：生物多様性を地域の魅力に］

申込受付期限：2021 年 2 月 1 日（月） ※お申込の受付は先着順となり、定員になり次第受付は終了いたします。
※申込後、受付状況について連絡いたします。

住所
※所属組織が特にない場合は
  「個人」と記載してください。

■ 運営協力：生物多様性と SDGs ユース会議 学生委員会

■  9:30～10:20　オリエンテーション･取組発表
■10:20～16:00　ワークショップ･まとめ
■16:00～17:00　生物多様性と SDGs ユース宣言

■ 2 月 5 日（金）16:00～18:00 L1 会議室

生物多様性とSDGs ユース会議

ユース会議プレセッションも開催！
ユースの意見を反映した会議を実現するため、ユースによる
「学生委員会」が会議の企画･運営に協力しています。
（学生委員会Web ページ ➡ https://www.biodiversity-aichi.com/）

次代を担うユースの視点で、経済･社会の基盤となる生物多様性を切り口に SDGs 推進の
取組について考え、ユースから持続可能な社会の構築に向けたメッセージを発信します。

生物多様性保全及び SDGs 推進に向け、ユース 100 名が集まり、取組内容を
共有するとともに、下記 1～3 のテーマ毎にグループに分かれて議論します。
［テーマ 1］：日常生活でできる持続可能な活動を見える化し、広めるには？
［テーマ 2］：地域の活性化と、生物多様性保全を同時解決する取組を考える
［テーマ 3］：生物多様性や自然について学べるまちづくり

ユース会議参加者のうち、希望者が参加可能な
プレセッションも開催予定！

L5＋L6 会議室

定員 100 名
対象：
大学生等のユース世代
　 （15 才～30 才）

会場
アクセス

名鉄名古屋駅

名鉄中部国際空港駅

最速 28 分（名鉄常滑線）

徒歩 5 分

Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

N
中部国際
空港駅

Aichi Sky Expo
会場入口

ホール
A

会議室
（会場入口から入って右）

Aichi Sky Expo会場入口

https://www.biodiversity-aichi.com/entry

■ 参加申込はこちら（先着順）
下記Webページの申込フォームにアクセス
の上、必要事項を記入し、お申込ください。

「生物多様性と SDGs ユース宣言」を
同時開催中の「SDGs AICHI EXPO2020」
のメインステージで発表します。


