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参加年齢 参加者合計

開催形態

言語

1965 年、福井県生まれ。早稲田大学、ソルボンヌ大学留学を経て、1988 年、NHK 入局、報道番組のディレクター。
2006 年よりプロデューサー。NHK環境キャンペーンの責任者を務め、気候変動や SDGs をテーマに数多くの番組を
放送。2021 年 8月、株式会社NHKエンタープライズに転籍。日本環境ジャーナリストの会副会長。環境省中央環境
審議会臨時委員。文部科学省環境エネルギー科学技術委員会専門委員。世界経済フォーラムGlobal Future Council 
on Japan メンバー。

サステナブル先生： 堅達 京子 （GENDATSU KYOKO）先生

「教えてサステナブル先生！」では、さまざまな分野の専門家を招き、参加者からのサステナブルについての質問
に回答いただく。サステナブルについての視野を広げることを目的とし、参加者が今後の生活や仕事上でサステナ
ブルを取り入れるきっかけを作る。

■ 開催の目的：

月一回、サステナブルの専門家が参加者の質問に直接回答。オンライン質問投稿ツールをいかした双方向のコミ
ュニケーションが特徴。

■ 概要：

41名

MESSAGE FROM  GENDATSU KYOKO
いま、私たちは大きな分岐点に立っています。

気候危機を食い止め、みんなが幸せに自分らしく暮らせるサステナブルな社会をつくることができるのか。それとも、
地球の防衛ラインといわれる産業革命前からの1.5度の気温上昇を突破して、温暖化のドミノ倒しが起きかねない、
危険な世界で生きていくのか。

大量生産・大量消費・大量廃棄というこれまでの経済のあり方では、地球の限界を超えてしまいます。未来を変えるカギ
を握っているのは、実際に、この新しい激動の時代を生きていく若者たちです。

今年は、国連IPCCの第６次評価報告書の発表、生物多様性のCOP15、そして気候変動のCOP26という人類の未来を決
めるイベントが相次ぐ、重要な年。若者たちに何ができるのか？　気候危機の現状を知り、どうやって行動を起こして
いけるのか？　一緒に考えていきましょう。

           ～ NHK エンタープライズ～エグゼクティブ・プロデューサー~

Overview



参加登録者データ
［職種］
会社員 26%
博士課程　　  5%
大学 19%
高校生　　　31%
自営業               5%
公務員　           5%
アルバイト　   2%
無職　　　　   2%
年金生活者　   2%

［専門分野］
・経営
・電力統工学
・ 環境再生
・マーケティング
・国際関係
・データ推進部
・オンライン事業
・気候変動交渉

[ ジェンダー ] 

今回は高校生の参加者が多く、若者の参加者がサステナブルに関して抱いている疑問が明らかになった。セミナー
を通して知識を得ると同時に、日頃からサステナブルな生活の実現について考えることの重要性を共有した。

■ 成果：

集客について：目標は 35~50 人。もう少し早めの集客をしたい。
運営について：インタラクティブな形式が良かった。ワークショップ形式も良い可能性がある。
内容について：1年を通したテーマ設定を考えても良い。

■ 今後の課題：

■ レポートについて：
※本レポートの内容はイベントやアンケートの内容をまとめたものです。

 男性
41.5%

 女性
46.3%

回答しない
12.2% [ 年齢層 ] 

40 代
40%

30 代
20%

18-29 歳
20%

60代以上
12%

50 代
8%
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質疑応答

参加者からの質問とサステナブル先生のコメント

■日本のロードマップは海外と比べると野心的ではない。

■家庭部門、産業部門ともに脱炭素への目標としては不足している。

■家庭部門については、消費者も脱炭素が喫緊の課題であることを認識し、少し高くても環境負荷の低い
商品を購入するのが良い。

■気候変動による長期的な経済リスクを考えると、消費行動を少し変えることは損ではない。

■産業部門については、まず最初に石炭火力を規制すべき。

■ドイツでは 2038 年までに石炭火力を無くすことを目標とし、関連産業の当事者たちに細かな合意形成が
されている。

■雇用問題など、起こりうる問題を見越した長期的な戦略が必要。

■原子力発電によるエネルギー供給など、現実的かどうかを考慮すべき項目もある。

■グローバルに事業展開している企業は国際的な脱炭素の流れに気づいてきているが、を変わっているが、
日本にそれを評価する指標がないために手を出せていない。

■CO2 排出を削減したら得をするシステムが整備されなければならない。

■カーボンプライシングに集まったお金は単に回収されるのではなく、格差によって被害を受けている人々
の支援に回すことができる。

■税は取られるより、社会に再分配するという考え。

Q1 日本の脱炭素2030年度のロードマップで本当に脱炭素は成し遂げ
られる？

堅達京子先生のコメント

参加者のコメント
■GDPを指標にした「成長」から新たな指標に転換する必要性についてはどう思われますか？

■日本の活動の遅さは政治・経済の問題が根深いですね。

■消費は投票という言葉がありますが、環境によくても安い方を選んでしまいます。

■正直、今の経済状況でこれ以上家計の負担が上がるのはしんどいところもあります。コロナで家計が危
ないです。

■地球温暖化による悪影響を身をもって体験したことがないから、サステナブルに取り組まない。

■短期的な目線ではなく中長期的な視点でひとりでも多くの国民が真剣に考えることが、国や自治体、政
治が変わるために必要だと個人的には思ってます。



質疑応答

参加者からの質問とサステナブル先生のコメント

■今のプランではパリ協定の 2℃目標の達成は難しく、この 1~2 年が分岐点である。一定以上にいくと、

手遅になってしまうので野心的な戦略を考えなければならない。

■他国では裁判所や国が若者の権利や気候危機への取り組みに関する目標を少しでもあげようとしている。

目標をよりアップグレードし、脱炭素の世界でリーダーシップをとっていかなければならない。

■例えば、ドイツは投票率が非常に高く、洪水があったため次の選挙の目玉は気候変動になるだろう。ア

メリカもトランプ元大統領がいたとはいえ、民主主義の傾向は濃厚である。

■日本は本来水害にもっとも気をつけなければならない国だが、あまり関心がない問題がある。

■現状 1.2℃上昇の段階でも既に毎年の異常気象。2030 年までに海面上昇が 2.2m に達成する可能性を排除

しないと報告されており、2050 年には 5m の海面上昇によって東京下町が水没する可能性があるが、選

挙のテーマにはなっていない。

■国によって様々な状況を抱える中、なんとしても同じ目標に向かっていかなければならないのが難しい
ところですね。

■国際的なニュースを追うととても焦ります、日本国内が悠長なのがよくわかります。

■先進国と途上国のギャップもネックになっているように思えます。

■日本は目標を宣言しても、ちょっと曖昧だと感じています。

■北半球のしわ寄せを食らっている南半球は、国際的な場で発言する力が小さい。

■自然災害などが増え実害が出てきているので、これからは気候変動や生物多様性への取り組みが考慮せ
ざるをえなくなると思います。ちょっと遅すぎますが。

■日本はもともと自然災害が多いため、気候変動に関連していると思っていないみたいです。

■覚悟を決める時だと思います。日々の生活も大切です。しかし、30 年後、60 年後のことを真剣に考えら
れないリーダーは退場して頂きましょう。

堅達京子先生のコメント

参加者のコメント

Q2 果たしてパリ協定に参加している全ての国が気候変動の緩和に
向けて本気で取り組める状況にあるのでしょうか？



質疑応答

参加者からの質問とサステナブル先生のコメント

■メディアリテラシーが市民に求められる時代。マスコミの限界、特性を知った上でネット上の情報を両
方とも使いこなすことが大事。全てにバイアスがかかっていることを知らなければならない。

■大手メディアはある程度信頼できる情報を出すという良さがあるが、一方でスピード感はなく専門性も
高くない。気候変動に割ける枠も限られている、一方で SNS は偏った情報だけを信じてしまうリスクが
ある。誰の情報だったら信頼できるかという指標を自分なりに持っている必要がある。

■若者が意見を訴えるには、実際にメディアにメッセージを入れたり問い合わせをすることが効果的。

■気候変動はここ 3～4 年が勝負なので、今若者が動かなければ社会の中心になる頃には手遅れです。日本
では気候変動への若者の動きが一部にとどまっています。全く気候変動に関心のない人たちには、環境
配慮した「かっこいい」「かわいい」商品によってフックし、実は環境負荷が少ないと気がつかせるのが
一番ナチュラル。

■今賢くサステナブル化を進めているのはナイキやアディダスなどの先進的な会社だ。キャッチーなこと
をする以外に、企業の発信も大事。

■自分の生活の中で気候変動とのつながりを感じられることも大事です。

■大変な時代は、逆にいうとチャンスとも言える。柔らかい発想で声をあげれば、一気に社会を変えるこ
とができるかもしれない。どんな道に進んでもやりようはあるので革命の起こせる時代と捉えて脱炭素
社会を生きる 1人と認識して欲しい。未来を諦めないで、頑張ってください！

堅達京子先生のコメント

参加者のコメント

Q3 堅達さんが考える理想のメディアの活用、メディアの役割とは
なんでしょうか？

■ネットで得られる情報は日本語圏と英語圏では内容も量も質も大きな違いがあるように思えます。地球
環境に関することも。

■大手メディアの決まった番組の決まった時間帯に継続的にＳＤＧｓのテーマを取り上げるような発信が
必要だと思います。

■特に民報は視聴率を取らないと評価されないという点もあるので、難しいですね。

■メガトレンドを捉えていくことで気候変動の輪を広げたいです！

■学校で COPや IPCC のことを知ることができるように、教師や大人世代も学んでほしい。

■ひとりでも多くの若者たちの本音を多くの大人たちに出来るだけ丁寧に正確に伝えて頂きたいです。大
人はしっかり傾聴することがミッションです。

■サステナブルが就活のためのツールになってしまっているように思います。社会に出た後も継続して環
境問題を考えられる社会にしなければですね。



サステナブル先生：渡邊 智惠子  ～ 株式会社アバンティ代表取締役会長~

第5回「教えてサステナブル先生！」 
次回予定 9月 11 日（日） 10:00~12:00

参加アンケート結果

株式会社アバンティ代表取締役会長。1985 年株式会社アバンティを設立。日本でのオーガニッ
クコットンの製品製造のパイオニア。企業活動以外に、オーガニックコットンの啓蒙普及と認証
機関としてのNPO日本オーガニックコットン協会を設立。グローバルスタンダードの基準作り
にも関わる。
その後、2016 年一般財団法人森から海へ設立、代表理事就任。2017 年一般財団法人 22 世紀に
残すもの　発起人として活動を始める等各分野でも活動している。今年 2021 年 3月には一般社
団法人サーキュラーコットンファクトリーを設立し、繊維の循環システムづくりを目指す。

■ 高校生なのですが、色々な立場の方のお話を聞けていい機会になりました。ありがとうございました。
■ これから脱炭素社会の実現に向けて自分でもできることをやってみようと思いました。
■ ワクワク楽しく学ぶことが出来ました。「気候変動」は深刻な問題ですが、楽しさも重要だと思います。
■ NHK のプロデューサーの方だからこそわかる「中枢が知識をアップデートしない」「内部のプロデューサー
       より市民の声の方がメディアには刺さる」というお話を聞いて、メディア内部のリアルのイメージが湧き、
       今後アクションを考えるヒントになりました。
■ しっかりメディアの方に意見を伝えていきたいと思います。

Overview




