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令和２年度事業報告書 

 

１ 業務の内容 

 財団設立目的である地球環境保全に関する知識及び思想の総合的な普及啓発等を

通じて､人間と地球環境との関わりについての理解の増進及び意識の高揚を図り､人

類生存基盤の水と緑の惑星である地球の環境保全に寄与することに努めました。 

事業については、生物多様性等自然環境保全に係わる普及啓発事業、環境保全型

社会・循環型社会に係わる普及啓発事業、公害・環境汚染による健康被害等に係わ

る普及啓発事業、地球環境問題解決に資する政策立案や国際世論形成等、地球環境

行動会議に係わる普及啓発事業の４項目を柱として推進してきましたが、昨年度同

様にコロナ感染禍により、財団が長年、関係省等の環境事業に応札してきた事業が

全て開催中止となり、今年度も地球環境問題解決に資する政策立案や国際世論形成

等、地球環境行動会議に係わる普及啓発事業を中心に実施した次第です。 

コロナ感染拡大は財団の財務状況を圧泊し続けておりオンライン講座などを積極

的に展開していくことで活路を見いだしていきたいと考えております。 

なお、前年度は延期せざるを得ない状況に追い込まれましたが、コロナ禍が一旦

沈静化したこともあり、1992 年から 2017 年まで 25 年間に亘り隔年で関係 6 省と共

催してまいりました、歴史ある「ＧＥＡ国際会議２０２０」を 2020 年 12 月 14・15

日に天皇皇后両陛下および菅義偉総理大臣を迎え、無事に開催することができまし

たことが唯一の救いでした。 

  

２ 事業別概要 

I. 地球環境行動会議に係わる普及啓発事業 

（１）：オンライン講座（勉強会）開催 

外務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省と

共催して開催する「GEA 国際会議２０２０」の事前準備として２回に亘

り、有識者を講師にオンライン講座を開催し国際会議の議論を活性化する

事に努めました。 

本番の国際会議の内容を充実する一環として多様な地球環境問題の現状

を認識し何を議論すべきか有意義なテーマ選びに眼目を置いて、2 回開催
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しました。また、視聴者からの質問を受け付け、講師の回答をオンライン

上で閲覧できる仕組みを作りました。詳細は以下のとおりです。 

 

①  第 1 回 令和２年１０月１２日～１１月１１日（公開期間） 

     講 師：環境省大臣官房審議官 瀬川恵子  

     演 題：気候変動に関する最近の国際動向 

        Ａ ＣＯＰ２５の結果「オンラインプラットフォームの設置 

          中国、欧州、米国などの動きについて」 

        Ｂ 「３つの移行」による経済社会のリデザイン（再設計） 

          令和３年度環境省重点施策から 

        Ｃ 関連情報及び施策 

          世界の異常気象、エネルギー起源 CO2 情報、 

          途上国支援・インフラ輸出等関連施策 

 

②  第 2 回 令和２年１０月２６日～１１月２５日（公開期間） 

     講 師：芝浦工業大学工学部土木工学科教授 平林由希子 

     演 題：地球温暖化による世界の洪水リスク 

       A 地球温暖化で世界の気候と洪水はどう変わる？ 

       B すでに世界で洪水は増えつつあるのか？ 

       C 近年の日本の洪水と今後の対策 

 

（２）地球環境行動会議「GEA 国際会議２０２０」の開催 

名 称：環境と経済の統合～環境と成長の好循環を目指して～ 

期 日：２０２０年１２月１４日（木）～１５日（金） 

主 催：地球環境行動会議（GEA） 

共 催：外務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省 

環境省、国連大学サステイナビリティ高等研究所 

概 要：世界の危機的な地球環境の状況を明らかにすると共に、新型コロナ 

ウイルス感染症の流行を乗り越え、環境と経済の好循環実現に向け 

た提言を世界に向けて発信していくことを目的としている。 

            ＊オンライン参加あり 

プログラム：添付書類参照 
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II. 地球環境保全に関する知識及び思想の普及啓発事業 

（１）「持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム ISAP2020」を後援 

名 称：アジア太平洋地域での持続可能な社会構築に向けた公正な移行： 

COVID-１９を超えてよりよい未来を創る  

期 日：２０２０年１１月９～１３日【テーマ別会合】３０日【全体会合】 

主 催：公益財団法人 地球環境戦略研究機関（IGES） 

後 援：環境省、神奈川県、兵庫県、横浜市、北九州市、川崎市、国立環境 

研究所（NIES）、イクレイ日本、国際協力機構（JICA）、地球環境 

行動会議（GEA）、日本経済団体連合会 

形 式：オンライン参加及びオンデマンド配信 

報告書：ISAP_report_j_A4.pdf (iges.or.jp)  

＊こちらのサイトよりダウンロードが可能です。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://isap.iges.or.jp/2020/pdf/ISAP_report_j_A4.pdf
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添付書類 

 

 令和２年 1２月 14 日現在 

    GEA 国際会議２０２０ プログラム 

環境と経済の統合～環境と成長の好循環を目指して～ 

ザ・キャピトルホテル東急 １F「鳳凰の間」 

 

（１日目）２０２０年 12 月 14 日(月) 

 

8:30～9:30 受付・入場・着席 

10:00～11:50 開会式  

・主催者挨拶 竹下 亘  地球環境行動会議（GEA） 会長、衆議院議員、元復興大臣 

・おことば   天皇陛下                    

・来賓挨拶 菅 義偉  内閣総理大臣 

・ビデオメッセージ インガ―・アンダーセン 国際連合事務次長、国連環境計画（UNEP）事務局長 

・記念講演 吉野 彰  旭化成（株）名誉フェロー、ノーベル化学賞受賞者（２０１９） 

12:00～12:50 昼食会（指定席）「桐の間」 

 ・挨拶： 宇都 隆史  外務副大臣 

   宗清 皇一  経済産業大臣政務官  

   中川 俊男 （公社）日本医師会 会長 

13:00~14:45 セッション 1：ＳＤＧｓとパリ協定の実施、そしてポスト 2020 生物多様性枠組へ向けて 

・開会の辞：全体議長 竹本 和彦 国連大学サステイナビリティ高等研究所 客員教授、東京大学 特

任教授 

・議長： 高村 ゆかり   東京大学未来ビジョン研究センター教授 

・基調講演：小泉 進次郎 環境大臣、衆議院議員 

・プレゼンテーション：（各 15 分間） 

武内 和彦     （公財）地球環境戦略研究機関（IGES）理事長、中央環境審議会 会長 

ヤニック・グレマレック 緑の気候基金（GCF）事務局長 *オンライン参加 

二宮 雅也   (一社) 日本経済団体連合会 企業行動・ＳＤＧｓ委員長 

損害保険ジャパン株式会社 取締役会長 

・自由討論 

14:45～15:00 コーヒーブレイク  

15:00～16:30 セッション２: 再生可能エネルギーの革新的推進 

・議長： マイケル・ノートン 欧州アカデミー科学諮問委員会（EASAC） 環境ディレクター  

・プレゼンテーション：（各 15 分間） 

ヘレン・フォン・ライス イケア・ジャパン株式会社 代表取締役社長 兼  CSO 

三宅 香 イオン株式会社 執行役 環境・社会貢献・ＰＲ・ＩＲ担当、 

日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）共同代表  

荻本 和彦  東京大学生産技術研究所 特任教授 

・自由討論  

16:30～16:45 コーヒーブレイク  

16:45～18:15  セッション 3: 気候変動適応と水問題 

・議長： 沖 大幹   国連大学 上級副学長、国際連合 事務次長補 

・プレゼンテーション：（各 15 分間） 

   中北 英一      京都大学防災研究所 教授 

  トーマス・パネラ    アジア開発銀行（ADB）水セクターグループ長  ＊オンライン参加 



5 

 

  竹村 公太郎 特定非営利活動法人 日本水フォーラム（認定 NPO 法人）代表理事兼事務局長 

 平林 由希子 芝浦工業大学工学部土木工学科 教授 

・自由討論  

 

（２日目）２０２０年 12 月 15 日(火)   

 

10:00~11:50  セッション４: 循環経済・海洋プラスチックごみ対策の推進 

・議長： 森口 祐一   国立研究開発法人 国立環境研究所 理事（研究担当）、東京大学大学院工学

系研究科都市工学専攻 教授 

・プレゼンテーション：(各 15 分間)   

 キース・アルバ―ソン 国連環境計画国際環境技術センター（UNEP-IETC）所長 ＊オンライン参加 

 桂川 孝裕       京都府亀岡市長 

ポール・ペリニオ   日本ミシュランタイヤ株式会社 代表取締役社長 

磯辺 篤彦  九州大学応用力学研究所 教授 

・自由討論 

12:00～12:50 昼食会（指定席）「桐の間」   

・挨拶： 高橋 ひなこ 文部科学副大臣 

  岩井 茂樹  国土交通副大臣  

  熊野 正士  農林水産大臣政務官 

13:00～15:00 セッション 5: SDGs 達成に向けた戦略的取組【地方自治体・企業・金融界】 

  ・議長： 玉木 林太郎   (公財）国際金融情報センター 理事長、経済協力開発機構（OECD）元

事務次長 

・プレゼンテーション：（各 15 分間） 

 竹本 和彦       国連大学サステイナビリティ高等研究所 客員教授、東京大学 特任

教授 

金井 司        三井住友信託銀行 経営企画部フェロー役員、チーフ・サステナビリ

ティ・ 

オフィサー 

 ベルナディア・チャンドラデウィ 都市自治体連合・アジア太平洋支部（UCLG-ASPAC）事務局長 

     ヨーク・ラウパッハ-スミヤ  立命館大学経営学部国際経営学科 教授 ＊オンライン参加 

・自由討論 

15:00～15:30 コーヒーブレイク  

15:30～17:30 総括セッション 

・全体議長： 竹本 和彦  国連大学サステイナビリティ高等研究所 客員教授、東京大学 特任教授 

・第 1～第 5 セッション議長からの報告及び自由討論 

・議長総括 

・閉 会 

         

 


