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報告書



イベント当日にエジプトで開催中であったCOP27。今回のCOPでは27 回目にして初めて「Children and Youth 
Pavilion(子どもと若者のパビリオン)」と名付けられた、「若者のためのブース」が正式に設けられた。
若者の声の重要性が国際的に高まる今、「サステナブルな社会の実現をめざす若者のプラットフォーム」として活
動する弊社が日本と世界をつなぐ架け橋となり、国際会議の臨場感を味わいながらグローバルに活動する若者リー
ダーたちと共に未来について考える機会を提供することを目的とした。
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会場に第1回COPに参加され、日本のサステナビリティ推進の第一人者である亀山康子氏をお招きし、前半部分で
は「若者カルチャーの発信地・渋谷」と「COP27エジプト会場」を繋いだ英語でのトークセッション、後半には
亀山氏のこれまでのご経験と今後の視座の紹介と共に前半部分を踏まえた上で今後のサステナブルな未来をどのよ
うに作っていくのかについてのトークセッションを日本語で行った。
さらにイベント後には亀山氏に素朴な疑問を投げかけ、自由に対話をする、交流会の時間も設けた。

気候変動の国際会議
 COP27 エジプト会場とのライブトーク 
～日本とMAPAから見える未来～

開催目的

イベント概要

2022年11月12日（土）16:00～18:00開催日時

ハイブリッド開催（対面・配信）開催形態

参加者合計 対面参加178名 

会場 SHIBUYA QWS（東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア15階）
リーチ数合計 リーチ数15,175名 ＋Youtube視聴数 370名（2022年12月01日現在）

言語 英語・日本語

タイムテーブル

 ●  気候変動の現状について亀山様からのレクチャー
 ●  佐座と亀山様でCOP27の意義と16:00~17:00のセッションについての対談・参加者からの質疑応答
 ●  まとめ

16:00 トークセッション  ～日本とMAPAから見える未来～

  登壇者による日本語での解説＆参加者との対話（日本語・渋谷でのリアルセッション）

COP27のエジプト会場ブルーゾーンの「Children and Youth Pavilion」と繋ぎ、トークセッションを開催。
（英語開催・ライブストリーミング）

参加者との交流  

17:00

18:00

19:00 終了

Youtube

配信アーカイブは
QRからご視聴いただけます。
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SPEAKERS

亀山 康子 氏
国立環境研究所 上級主席研究員／

東大サステイナブル社会デザインセンター センター長

Sonali 氏
Mock COP Campaign Coordinator, 

Commonwealth Youth for Sustainable Urbanisation

佐座 マナ 氏
COP26日本ユース代表 /

一般社団法人SWiTCH代表理事

Marie-Claire Graf 氏
Chair of the Youth Constituency YOUNGO of 

the UN Framework Convention on Climate Change

Mock COP メンバー
世界140カ国の若者環境専門家が集まり、
各国のリーダーに18の提言を行った。

COP史上初「若者のためのブース」がCOP27で設置されました。国連の公式交渉区域である「ブルーゾーン」での
ブースは、若者が主導する団体や、若者の参加を支援する組織によって運営されたブースで、ディスカッションや
政策提言が行われました。

渋谷会場

エジプト会場



In collaboration with the top youth climate actors, ”SWiTCH”, ”Mock COP”, “Youth Negotiators Academy”, “Com-
monwealth Youth for Sustainable Urbanisation” organized the “Youth participation in Sustainable Urbanisation” 
talk. It is estimated 80% of global youth live the Global South and is estimated 60% of the urban growth by 2050 will 
be taking place there. However, youth are yet to become stakeholders in urbanisation. At COP27 the Japanese 
youth, Commonwealth youth and Global South youth addressed the need to actively provide trainings on sustaina-
ble urbanisation, support political willingness for youth talks, and establish concrete youth participation in urban 
dialogues for a greener future youth wish to see in the world. These points addressed were followed by a commen-
tary from Ms.Yasuko Kameyama to work on science-based action to achieve the Paris Agreement and supporting 
individual changes that will impact the greater system. Comments from this dialogue were conveyed to the Mayor 
of Shibuya the following day.

気候変動に関する若者のトップアクターである、「SWiTCH」「Mock COP」「Youth Negotiators Academy」
「Commonwealth Youth for Sustainable Urbanisation」が共同で「持続可能な都市化における若者の参加」という
テーマでトークセッションを開催しました。世界の若者の80％は南半球に住んでいると言われており、2050年ま
でに南半球うちの60％が都市化すると言われています。しかし、若者が都市化のステークホルダーとなるにはま
だ至っていません。COP27では、日本・英連邦・南半球の若者たちが「持続可能な都市化に関するトレーニング
を積極的に提供すること」、「若者同士の対話を政府が積極的に支援をすること」、「緑豊かな都市の未来に関す
る対話への若者の具体的な参加方法を確立すること」の必要性を訴えました。その後これらの主張を踏まえた上
で、亀山康子氏より「パリ協定を達成するために科学的根拠に基づいた行動をとること」、「より大きなシステム
に影響を与えるような一人一人の行動の変化を支援すること」が必要であるとの意見が述べられました。さらにこ
のセッションで出たコメントや意見は、翌日開催されたイベントで渋谷区長へ伝えられました。COP27の合意文
書の中にも、若者が気候変動政策を作成するステークホルダーとして認定されました。これから国会や自治体レベ
ルでの若者の政策や都市計画への参加を求めることが必須になるでしょう。

CONCLUSION
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「SWiTCH」は20代の若者が中心となり、自然と人間が共存する循環型の社会を目指し、学びと対話の場を提供す
るプラットフォームです。世代・業界・国境の壁を越えて協力し、地球温暖化にポジティブなアクションにつな
げるさまざまな活動を展開しています。

私たちの熱で地球を冷やす。

 一般社団法人 SWiTCH 
www.switch.bio
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内容　本イベントでは国内ではあまり議論されることのない、国際会議の場に若者が参画することの意義、世界の
若者がどのようなことを考えているのかを学ぶ貴重な機会となったと言える。（Mock COPグローバルアンバサダー
である）弊社代表の佐座がもつ各国のサステナブルへの取り組みを牽引していく若者たちとのつながりを生かし、
弊社だからこそできるイベントであった。今後も、COP開催会場と渋谷会場をつなぐトークセッションは、毎年行
っていきたい。

運営　エジプト会場から本会場を含む数カ所とオンラインで繋いでいたということもあり、接続の不具合などで開
始時刻が遅れてしまうというトラブルがあった。弊社側での準備の徹底はもちろんのこと、相手側の不具合など止
むを得ない場合のトラブルも想定し、補足コンテンツの準備など参加者に対して待機時間を作らない工夫をする。

イベント総括
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後援

協力

協賛

メディアパートナー


