
ESD・SDGsツアー×気候変動教育



名前：松浦 英人(46)

①東みよし町 観光担当（11年）

②(一社)そらの郷出向（2017～ 5年）

③東みよし町 土木担当（2022～ 1年目）

観光地域づくりマネージャー
ESD-J理事

風来坊連 18代目連長
探偵ナイトスクープ大食い担当

まつうら ひでと



Journey



【景気上昇する要因】









刀 CEO 1972年生まれ。
96年P&G入社。P&G世界本社勤務などを経て、2010
年にUSJ入社。

CMOとして同社を再建。
17年、マーケティング精鋭集団「株式会社刀」を設
立。



1931年9月21日（91歳）
出身：愛媛県宇摩郡新立村

CO2濃度が2倍になると地球の温度が約2度
上がることを世界で初めて詳細な計算で
明らかにした。

2021年のノーベル物理学賞





2015/12/12パリ協定で合意された2℃上昇までの

CO2総排出量は、約3兆トンと言われています。
これに対し、既に排出した分は約2兆トン。

残りの1兆トンは、今の世界の排出量で計算すると、
あと10～20年で到達すると考えられています。

エネルギーの問題

地球温暖化の主な原因である
CO2排出量の削減は大きな課題です。



エネルギーの問題



陸の問題

南米にある世界最大の熱帯雨林アマゾン。

森林火災によってアンデス山脈の氷河の融解が進み、数千万人が水不足に苦し

むようになる恐れがある。

英科学誌ネイチャー（Nature）。

今回の一連の火災は、農作物栽培や放牧を目的とした土地開墾など、人為的な

要因で発生したものだ。

過去10年間で最悪のペースで進む熱帯雨林の破壊が、被害を拡大した。

2019年7月までの12か月間に破壊されたアマゾンの森林面積は前年比43％増に

達している。2008年以来最悪の規模だ。







ＳＤＧｓで世界の潮目が変わる

潮目が変わる
2015年採択された
SDGsは、環境・経
済・社会の調和を国際
社会で取り組む指標

企業の責任が変わる
2030年のあるべき姿に向
け、企業には 責任あるビ
ジネスと影響力の行使を要
請

ルールが変わる
国際標準としてルール形
成が進む

お金の動きが変わる
テーマ４
ESG投資が世界全体で
急増し、2025年には
53兆ドルに達する可能
性があり、世界全体の
運用資産の3分の1を占
める



世界共通の長期目標として2℃目標の設定。1.5℃に抑える努力を追求すること。

主要排出国を含む全ての国が削減目標を5年ごとに提出・更新すること。

全ての国が共通かつ柔軟な方法で実施状況を報告し、レビューを受けること。

適応の長期目標の設定、各国の適応計画プロセスや行動の実施、適応報告書の提出と定期的更新。

イノベーションの重要性の位置付け。

5年ごとに世界全体としての実施状況を検討する仕組み（グローバル・ストックテイク）。

先進国による資金の提供。これに加えて、途上国も自主的に資金を提供すること。

二国間クレジット制度（JCM）も含めた市場メカニズムの活用。

パリ協定概要

出典 外務省

2020年以降の気候変動抑制に関する多国間の国際的な協定（合意）



ルールが変わるとは

１ 国連機関等が採択した行動規範や原則
２ 国家間で結ばれた議定書や協定
３ 国際機関等が定めた基準・規格
４ 国が定めた法令
５ 民間企業や任意団体が定めた認証制度
６ 企業標準（国際規格）
７ ビジネスの仕組み、業界のイニシアチブ

日本
プラスチックに係る資源循環
の促進等に関する法律

製品の設計・製造から廃棄物
の処理に至るまでのライフサ
イクル全体を通じたプラス
チック資源循環の促進を図る

G20
大阪ブルー・オーシャン・ビ
ジョン

日本は2050年までに海洋
プラスチックごみによる追加
的な汚染をゼロにまで削減
することを目指す

ＥＵ
国境炭素税、２０２６年から
全面実施

ＥＵ企業が温暖化対策のコス
トを一方的に負担し、規制の
緩い域外国企業との不公正
な競争にさらされることを
阻止する



ルールが変わるＥＵ

持続可能な社会の実現を目指す 欧州グリーン・ディール政策
EU加盟国の政府主導で、全てのセクター（産業、行政、家庭、学校）の行動を変えてネットゼロ社会を目指す。
20年 1月 欧州グリーン・ディール投資計画

20年 3月 欧州気候法

20年 3月 欧州新産業戦略

20年 3月 新循環型経済行動計画

20年 5月 Farm to Fork戦略

20年 5月 EU生物多様性戦略2030

20年 7月 エネルギーシステム統合戦略

20年 7月 水素戦略

20年10月 リノベーション・ウェーブ（建物の改修促進）

20年10月 メタン排出削減戦略

20年11月 洋上再生可能エネルギー戦略

20年12月 持続可能でスマートなモビリティ戦略

2023年 国境炭素税導入計画 EU域外の製品についてCO2排出分を課税

（4）ごみ削減
ごみの発生抑制と、2次原材料への加工に焦点を
当て、ごみ分別とラベリングについてEU共通モ
デルの策定を検討する。尚、循環型経済行動計画
には、域外へのごみ輸出の最小化と違法輸送対
策も盛り込む

（1）持続可能な製品をEUの規範とする
①持続可能な製品政策に関する法案作成
②EU域内の製品を長寿命化、より容易に再利
用・修理・リサイクルできるようにする
③可能な限りリサイクル材を使用する
④使い捨てを制限し、早期の陳腐化への対策を
進める
⑤売れ残った耐久消費財の廃棄を禁止する

（2）消費者の権利強化
①消費者が製品の修理可能性や耐久性などに関
する情報にアクセスできるようにする
②環境の持続可能性に配慮した選択をできるよ
うにする

（3）①バッテリーの持続可能性向上と循環型モデ
ルへの移行可能性を高めるための規制枠組み
②包装の削減を含む、EU市場における枠組
③プラスチック再生材料の含有量に関する枠組
④マイクロプラスチックと生物由来・生分解性プ
ラスチックへの特別な枠組
⑤食品サービス分野における使い捨て包装・食器
の再利用可能な製品への置き換えに向けた枠組

Farm to Fork戦略 持続可能な食料生産の確立

新循環型経済行動計画

・2030年までに化学農薬の使⽤量とリスクを50％削減
・2030年までにより有害性の⾼い農薬の使⽤量を50％

削減
・⼟壌の肥沃度を低下させずに、2030年までに養分損

失を少なくとも50％削減
・2030年までに肥料の使⽤量を少なくとも20％削減
・2030年までに家畜と⽔産養殖業の抗菌性物質販売量

を50％削減
・2030年までに全農地の少なくとも25％を有機農業と
するための開発促進

© European Union, 2020

資料：欧州委員会





















→美しき日本の残像(朝日文庫)
→→ニッポン景観論（集英社新書)

アレックス・カー氏
アメリカ合衆国出身
東洋文化研究家
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住むヒト・訪れるヒト インフォーマルな教育現
場

クリエイティブ

Type2 travel agency.
It is a corporation called Tourism DMO.
The public and private sectors are working together to promote 
experiential tourism.

This landscape is a natural circulation lifestyle that has 
been designated as a Globally Important Agricultural 
Heritage Site.
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住むヒト・訪れるヒト インフォーマルな教育現
場

クリエイティブ

Promoting the creation of 
sustainable tourism areas with the 
theme of achieving SDGs, against 
the backdrop of Japan's original 
landscape and the lifestyle of the 
Globally Important Agricultural 
Heritage Certified "Steep Slope 
Farming System".
As a Japanese version of DMO, it 
manages regional management 
and tourism strategies of the 
"Nishi Awa-Mt. Tsurugi / Yoshino 
River Tourism Area" in western 
Tokushima Prefecture.
The pillar of education-related 
projects aims to develop the 
qualifications and abilities 
necessary as a leader in creating 
a sustainable society. The main 
activities are as follows.
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住むヒト・訪れるヒト インフォーマルな教育現
場

クリエイティブ

〇 Accept school trips nationwide as 
educational minpaku, and implement 
problem-solving programs in 
collaboration with urban and local 
students.
〇 Implement SDGs career education 
tours for high school students in Japan.
〇 Accept educational trips to Japan 
as educational minpaku and interact 
with schools and village communities.
〇 Seminar training camps and 
corporate training will be accepted in 
steep slope communities, and 
problem-solving programs will be 
implemented in collaboration with 
local students.
〇 Accept inbound education tours, 
interact with the village community, 
and implement service programs.
〇Study tours and internships are 
accepted at registered farmers.
〇Tourism area development 
consulting.



【側面的な収穫】
暮らしの誇り
先人への感謝
未来への希望
生きがい

集落住民

共創アクティブラーニング
※集落課題のひとつに

向かい合う

～気づき～

豊かさの概念
幸せの概念
価値の概念

etc
【側面的な収穫】
生きる知恵
故郷への誇り
将来の目標
田舎暮らしへの誇り
エシカル感

【側面的な収穫】
生きる知恵
地方への思い
将来の目標
田舎暮らしへの憧れ
エシカル感

【実質的な収穫】
現金収入
パートナーシップ
による課題解決
SDGsを認知

【実質的な収穫】
SDGｓ×PBL研修修了
※進路に有効
SDGsターゲット成果
地方の現状を認知
地方との深い繋がり
急傾斜地農業システムを
認知

【実質的な収穫】
SDGｓ×PBL研修修了
※進路に有効
SDGsターゲット成果
地元を再認識
都会との深い繋がり
急傾斜地農業システムを
再認識

（一社）そらの郷／にし阿波〜剣山・吉野川観光圏

徳島県・美馬市・三好市・つるぎ町・東みよし町

【振興計画】
・観光移住交流による地域活力創生への課題
・次世代継承への課題
・安全安心の地域社会形成への課題
・誰もが幸せな暮らしづくりへの課題
・持続可能な地域経済推進への課題

【関係する成果】
関係人口、来訪・宿泊者、SDGs普及・支援、
SDGs地方ビジネス、地方創生･･･etc

共創による、新たな
SDGsターゲット

4.7、12.8 etc

都
会
＋
地
方

日
本
の
Ｅ
Ｓ
Ｄ

高齢化・過疎化・限界集落・後継者問題・TPP・鳥獣被害・環境保全・・





Realization 
of an 
independent 
and 
symbiotic 
society.

I want to 
create a 
partnership 
business 
that will be a 
great start 
today.







お客様のご要望に応じた
（日程、人数、行きたい場所・・・etc）

プライベート企画を
コ・クリエイトし、

オリジナルコンテンツを
テーラーメイドする人材。



さまざまな嗜好(しこう)や希望をもつ
人々同士の組合せについて研究する経済学理論

2020年9月、東京大学にマーケットデザインセンター（UTMD）設立。
所長は、気鋭の経済学者・小島武仁氏。

人と人、人とモノ・サービスの最適な組み合わせを実現する方法・制度設計を研究し、社会実装につなげる「マーケットデザイン」は、近年の経済
学で注目されている分野。2020年のノーベル経済学賞が、マーケットデザインの一領域の研究者に授与されたことは記憶に新しい。

東京大学経済学部を総代で卒業後、米ハーバード大学院、スタンフォード大学でノーベル経済学賞受賞者らに教えを受け、共に研究活動を行ってき
た。自身も国際的に高く評価され、スタンフォードでテニュア（終身雇用資格）を得ながらも、母校の東大に拠点を移し、日本での研究活動、人材
育成、社会課題への取り組みに意欲を燃やしている。

https://kotobank.jp/word/%E7%90%86%E8%AB%96-659842


ヒント
①観光開発したい「モノ」は？
②趣味・特技を体験コンテンツ化できないか？「コト」
③時間を超えるファクターは？「トキ」

「タイトル」「内容」「ウリ／ならではの部分」
最後に「ＳＤＧナンバー」をみんなで考察



homework



リベラルアーツとは元来、人間を良い意味で
束縛から解放するための知識や、生きるため
の力を身につけるための手法を指します。

天才と呼ばれるレオナルド・ダ・ヴィンチは学校教育を受け
ていない。

しかし、アートから音楽、建築学、気象学、光学、数学、文
学などを、好奇心のままムダな「寄り道」をして、専門分野を
ゆうゆうと飛び越えた。



◯

●テーマ（複数選択可）

〇

●プラン内容

 

 

 

 

 

 

特典等

手仕舞日 出発日の４日前

料金に含まれるもの 食事代、体験料

販売手数料 販売額の10%

申込み受付締切り 出発日の４営業日前まで

取消料・違約料 出発日の８日前まで０％、７～２日前まで３０％、１日前（前日）４０％、当日
出発前まで５０％、無連絡・不参加１００％

料金 6000円

予約先 民宿うり坊：０９０－４３３８－２９８５

手配先

時間 ２～３時間

設定人員 ２～8名

最少催行人員 ２名

実施場所(集合場所) 民宿うり坊（徳島県三好郡東みよし町東山字内野２９番地）
設定期間 通年

設定除外日 なし

EXPLORATION プラン説明
CULTURE 集落に広がる傾斜畑で野菜を収穫し、ジビエはハンターである主人が仕留

め丁寧に処理したものを使います。水は集落の人たちが管理する湧水を使
い、都会のレストランでは味わえない、ここだけの食体験です。

LIFE
SPIRIT

商品タリフ作成用　情報記入シート

<設定期間　年月日　～　年月日>

個人型 プラン名称
団体型

傾斜地集落で味わう、絶品ジビエランチと周辺散策

●参加条件

●注意事項

●行程等

●画面記載・その他注意事項

●紹介画像

写真

場所 Location

説明 Explanation

写真

場所 Location

説明 Explanation

払戻し、取消の取扱い

写真

場所 Location

説明 Explanation

年齢等
天候等 警報等の発表される悪天候の場合中止
その他 歩きやすい靴、服装で参加

　

　 　 　





ご清聴ありがとうございました。

名 称 一般社団法人そらの郷
所 在 地 〒778-0003 徳島県三好市池田町シマ995番地1
代 表 者 理事長 藤田元治 （美馬市市長）
TEL/Fax 0883-76-0713／0883-72-0753

旅行業登録番号 徳島県知事登録旅行業第2-148号

Thank you for your attention.



”土に根をおろし、風とともに生きよう。
種とともに冬を越え、鳥とともに春を歌おう。”

資料：©1986 スタジオジブリ『天空の城ラピュタ』

ゴンドアの谷の歌

どんなに恐ろしい武器を持っても、たくさんの可哀想なロボットを操って
も、土から離れては生きられないのよ
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