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大都市（人口 180 万人まで） 

ボン:

国連組織に加えて、持続可能性にとりくむ約 150 の NGO があります。ESD につ

いての活発な情報交換や知識伝達により、国際的なネットワークやプロジェクト

への参加が促されています。www.bonn.de

ドレスデン:

ドレスデンは、自治体の計画及び行動プロセスに、はっきりと持続可能性を結び

つけています。特に自治体の教育計画づくりの面です。「ドレスデンのためのロー

カルアジェンダ21協会」が大変活躍しています。www.dresdner-agenda21.de

フランクフルト:

フランクフルトでは、諸機関、企業、市民社会の様々なアクターが集まって

2008 年に設立された「フランクフルトで持続可能性を学ぶ」というネットワーク 

を中心とするプログラムを展開しています。「フランクフルト・アム・マインの環境 

テーマ協会」が、この町の ESD 活動をコーディネートしています。

www.bne-frankfurt.de

ハンブルク:

自由ハンザ都市ハンブルクは、すでに 2005 年に「ハンブルクは持続可能性を 

学ぶ」イニシャチブをスタートさせ、持続可能な開発の目標、をすべての教育領域

に取り入れました。官庁、市民団体、協会、企業、個人が、一丸となって協力して活

動しています。www.hamburg.de/nachhaltigkeitlernen

ミュンヘン:

ミュンヘンの持続可能な開発は、政治、行政、市民社会を横断するテーマとなって

います。都市という環境で、持続可能性を長期的に定着させるために、ミュンヘン

では「持続可能性の文化」を作り上げようとしています。このために設立された 

 「BenE 協会」は、バイエルン州の首都であるミュンヘンの活動を支援しています。 

www.bene-muenchen.de

中規模都市（人口規模 25 万人まで）

エアフルト:

エアフルトでは、多くのアジェンダ21プロジェクトが政策や仕組みに結びついてい

ます。行政、NGO、学校内外の教育主体、経済界が、ESD 実践で協働しています。 

www.erfurt.de/engagiert

フライブルク:

フライブルクはすでに長いこと、持続可能性の原則を重視し、義務化してきま 

した。専門家、地区議会、行政、市民社会の代表からなる委員会「フライブルク持

続可能性評議会」が設置されています。www.freiburg.de

ゲルゼンキルヒェン:

ローカルアジェンダ21から始まった、市民、緒機関、団体、協会、経済界からの 

参加が、持続可能性プロセスの中心点となっています。www.agenda21.info

ハイデルベルク:

ハイデルベルクでは、都市生活の多くの分野で ESD が実践されており、ESD の 

幅広い領域すべてを統合することを目指しています。ハイデルベルク市環境局の

アジェンダ事務局が、活動をコーディネートしています。www.heidelberg.de/bne

オスナブリュック:

すでに、持続可能性のテーマは長い伝統を持っています。20 年にわたり、様々 

な教育の分野が高度に結びつけられてきた中で、ローカルアジェンダ 21 が活発に

展開され、持続可能性戦略が策定されてきました。www.bne-osnabrueck.de

ゾーリンゲン:

ESD はゾーリンゲンの中核となっています。「ゾーリンゲンアクションプログラム

2013」では、環境、気候、資源保護、国際交流教育などの分野で、多くのプロジェ

クトやキャンペーンが行われています。www.solingen.de/bne

小都市（人口規模 8 万人まで） 

アーレン:

アーレンでは、行政のトップ、政治家、市民から、アジェンダ議会が立ち上げられ、 

ESD 実践に取り組んでいます。学際的なプロジェクトとして、ローカルアジェ 

ンダ 21 と学校（大学との協力も含む）の分野に重点を置いています。

www.aalen.de/bne

バード・ホネフ:

 「健康に生き、環境を守り、未来を作る」というモデルを掲げ、ESD 関連の活動を

通じて、ともに健康な人生を積極的に作っていくことを市民に働きかけています。

ここでは毎年、健康見本市と持続可能性会議が行われています。

www.bne-bad-honnef.de

ディンスラーケン:

ディンスラーケンでは、アジェンダ事務局が地域のつながりづくりを支援し、国内

外のキャンペーンに参加しています。ESD は学校だけでなく、一般の市民にも働

きかけています。www.dinslaken.de

ミンデン:

 「ミンデン平和週間協会」という活動コミュニティが、ESD 実践をコーディネート

しています。「北部旧市街ミンデン」ネットワークには、約 25 の運動団体、教会、

公的機関、民間企業など、様々な市民層が集まっており、すべての活動のいわゆる 

 「母胎」となっています。www.friedenswoche-minden.de

ノイマルクト・イン・デア・オーバープファルツ:

ESD の重点を気候変動に置き、数多くの教育推進プログラム、グローバル学習プ

ロジェクトの実施などを行っています。ESD 活動をとりまとめるために、持続可能

性推進局が設置されました。www.neumarkt.de

お問い合わせ

国内委員会　代表オフィス

ベルリン自由大学　

アルニム通り9
14195　ベルリン
電話番号: +49-(0)30-838-55890
ファックス番号: +49-(0)30-838-53023
Eメールアドレス: arbeitsstelle@esd.unesco.de

国連持続可能な開発のための教育の 10 年（2005−2014）は、国
連により宣言されました。これは教育のあらゆる領域において、持続 

可能な開発の原則に基づく取り組みを統合して行くことを目的とし 

ています。ドイツでは、ドイツユネスコ委員会がこの国連の10年を 
コーディネートしています。

ドイツユネスコ委員会、

持続可能な開発のための教育の 10 年事務局
ラングヴァルトヴェーク72
53129　ボン
電話番号:+49-(0)228-688444-0
ファックス番号: +49-(0)228-688444-79
sekretariat@esd.unesco.de

ドイツにおける 10 年の詳細情報は以下のウェブサイトで：
www.bne-portal.de/un-dekade

地域コミュニティ（人口規模 9000 人まで）

アルハイム:

 「アルハイム − エネルギーをフルチャージ!」をスローガンに、次のような包 

括的な分野に取り組んでいます： 社会のエネルギー転換、経済強化、若者から高

齢者までの持続可能な教育、エネルギー、健康、教育の地域づくりと世代のネット

ワークの構築。www.alheim.de

ドルンシュタッド:

ドルンシュタッドでは「ドルンシュタッドの担い手達、一緒に未来へ!」という名の

イニシャチブが、活動の中心となっています。生きるに値する未来を地域社会にも

たらすために、高齢者や若者のための芸術文化プロジェクトが、多くの分野で展開

されています。www.zukunftsgestalter-dornstadt.de

ヘレンタール:

地域コミュニティの未来の姿には、住まい、暮らし、仕事、余暇の質を持続可能 

に発展させていくための仕組みづくりがあります。このため、様々な分野の目 

標に、ESD が取り込まれています。www.hellenthal.de

ヘトリンゲン:

ヘトリンゲンの地域コミュニティは、初等教育に重点を置いています。水道事業を

行う地元企業と協力して、子どもや青少年のための教育内容を提供しています。

www.gemeinde-hetlingen.de

マルクト・エッゴルスハイム:

マルクト・エッゴルスハイムの ESD は、市民の意識を形成する役割を持っています。 

生涯学習、および生活の広い範囲での学習のアプローチによって、あらゆる年齢

層に働きかけおり、個人個人を、ESD の重要な普及者ととらえています。

www.eggolsheim.de
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国連による世界の 10 年

2002 年の南アフリカ、ヨハネスブルクで行われた「持続可能な開

発のための世界会議」を受け、国連総会は、2005 年から 2014 年 

の 10 年間を、国連持続可能な開発のための 10 年とすることを

宣言しました。ドイツではドイツユネスコ委員会がこの実施をコ

ーディネートしています。

持続可能な考え方と行動を早急に実現しなければならないとい

う点については、世界中が賛同しています。持続可能な開発は、

あらゆる環境におけるすべての人によって積極的に実践される 

べき、社会に影響を及ぼす変化のプロセスです。これは、国の 

社会的な諸制度や、民主主義を構成する機関に対してだけで 

なく、各個人に対しても適用されます。

持続可能性に向かうには、教育や、社会コミュニケーションプロ

セス、民主的意思決定のやりとりが必要です。持続可能な開発

のための教育は、社会、ビジネス集団、政治家、環境を対象とし、

保育所、学校、大学、職業研修や継続研修、カリキュラム外 

教育、文化機関や研究機関、企業、公的機関における学習を、 

すべて同等に含むものです。

 「持続可能性の学習のための同盟」の 
構成メンバーである都市と自治体

2005 年に国連 ESD の 10 年が正式に始まって以来、国連 10 年
の制度を使って、1,900 を超える非常に優れたプロジェクトが 

認定され、ドイツ全国に発信されました。さらにこれらは「持続

可能性の学習のための同盟」の公式なイニシャチブに加えら 

れました。

続いて 2007 年から、ドイツの都市と地方自治体も持続可能性 

への取り組みを示す機会を得て、国連 10 年の都市、自治体、 

区域としての認定に申請してきました。今は 21 もの自治体が 

表彰されています。

これら表彰された21自治体には、600 万人以上の 

人が住んでいます。これは、ドイツ全人口の約 7.7% 

が ESD に取り組んでいることを示しています。

ESD を自治体のチャンスに

自治体の政治戦略や開発戦略に ESD を結びつけることは、自治

体が持つ緊急の課題の解決に重要な視点とチャンスを開くこと

になります。ESD によって、理論や実践の知識を通じて、知識、

参画、革新の力、連帯の能力など、既存の潜在的資源をより良く

使うことができます。

ESD は次のような分野で、自治体の将来の生存可能性に貢献 

できます:

1.  ESD は教育内容をより良く、多様に、魅力的にする。

2.  ESD は市民が自分自身の人生とコミュニティに責任を持ち、

未来を作り上げるようにする。

3.  ESD は自治体を、住み、働き、余暇を過ごす魅力的な場所 

にする。

4.  ESD は統合と地球全体への理解を導く。

これからどう進めていくか？ グローバルアクションプ

ログラム（2015 — 2019）への道

パリでの 2013 年 10月の第 192 回会合で、ユネスコ執行部は、 

次期国連総会での提案を目指す「持続可能な開発のための 

教育」のための 5 年間のグローバルアクションプログラムの草稿

づくりを議決しました。

これに伴い、現在ESDで行われているあらゆる取り組みが、プロ

ジェクトから構造に移るために、しっかりした計画づくりを目指

すこととなりました。この機会を広げるには、以下の4つの条件

を満たす必要があります

1.  政治と公共空間において、ESDが持続可能な開発に対して持

つ戦略的な重要性をより明確に提示すること。

2.  すべての教育主体が、あらゆる教育分野をまたぐ構造的で包

括的な統合を中核目標とし続け、そのために政治的な支持を

要求すること。

3.  フォーマル教育が、インフォーマル教育や、ESDの学習機会と

結びつくことで、地域の持続可能な「教育の風景」を拡大して

いくことも目指すこと。

4.  自治体は、教育機関や教育主体の体系的なネットワーク化や

発展にとって、特に重要な意議を持つこと。

ここで戦略の具体化と利害関係者の参加のために、5つの優先

順位が焦点化されました。

この 5 つの優先順位のうちの 1 つが自治体（ローカルレベル）です。 

この挑戦に取り組むためには、地域に応じた対応策が求められ

ます。教育のありようは、緒機関や、学習の場、支援パートナー

たちを結びつけることで、知識社会の未来に大きく貢献するでし

ょう。このネットワークは、新たな知識を構築し、革新的な対応

策を探し続けるために、非常に大きな可能性を有しています。

市長宣言 

2011 年には、13 の表彰自治体の市長達が共同で、連邦政府と

州政府に対し、次のような、ESD のための法的、財政的な促進

策を講じるよう求める宣言を出しました:

 「私たち表彰自治体の市長たちは、私たちの自治体が未来に向け

て発展していくための重要なとりくみとして ESD を支援します。

持続可能な地域発展には、コミュニティの将来を自律的に構築

できるだけの市民の成熟と能力が不可欠です。ここで私たちが

ESD を挙げるのは、問題設定とグローバルイシューに対する感

度を持ち、すべての人が生きるに値する未来と前向きな社会発展

のために必要な価値とコンピテンシーを獲得することを可能と 

するからです。

ESD は私たちから見れば、良い時代の贅沢でも、他よりも人 

気のある教育アプローチでもありません。この包括的でホリス 

ティックな教育･学習構想は、むしろ、現場やグローバルな文 

脈で、私たちの自治体を未来に向けて構築するために、すべての

主体が協働で、生活の質に対する自分たちのビジョンに基づいて

行動できるような基盤となるのです。ESD を、できるだけすべて

のフォーマル教育システムのレベル、また自治体のノンフォーマ

ル教育やインフォーマル学習に定着させ、市民が生涯にわたって

持続可能性を学べるようにしなければなりません。」

自治体による ESD

こんにちの自治体は、多様な期待を寄せられています。社会全

般の問題について、社会、経済、環境の利害関心を等しく配 

慮し、緊縮財政下で、長期的に解決していくために、地域レベル

で応えていくことが期待されているのです。しかしこのため 

には、市民がともに開発し、役割を担い、作り上げて行かなくて

はなりません。

ここで ESD は重要なチャンスを提供します。まさに教育は「現場

で」だけでなく「現場のために」行われることで、地域構造に 

直接影響を及ぼすためです。そのために、「自治体は ESD の 

ために何ができるか」ではなく、「自治体のために ESD は何が

できるか」が第一に問われています。

すでに ESD は多くの自治体で着手されています。たとえ ESD と
いう専門用語が使われていなくても、これまで明示的に行われ

てきたもの以上に、自治体の ESD 関連活動ははるかにたくさん

見られています。しかしそれはまだすべてのポテンシャルを発揮

していません。つまり、この分野の他の主体の活動と一緒に、 

相乗効果を発揮すること、ともに走ることができていないのです。

このポテンシャルを発見し、築き上げ、浸透させ、定着させること

はとても貴重です。早期教育から学校、職業教育、大学に至る 

まで、また同じく重要な領域であるノンフォーマル教育や継続 

教育、インフォーマル学習、そして政治、行政、経済においても、

多くの行動領域が存在します。自治体がどのように ESD を推進

しコミュニティに定着させるかについて、普遍的なアプローチは

存在しません。各自治体は ESD 実施を重要なものとして位置づ

けるための、独自のやり方、ニーズ、そして政治や市民の相互関

係を見つけなければなりません。


