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日本のＵＮＥＳＣＯ加盟70周年を迎えて
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公益社団法人日本ユネスコ協会連盟会員の皆様へ



１.日本のＵＮＥＳＣＯ加盟と日本ユネスコ国内委員会

1946年 ＵＮＥＳＣＯ創設

1947年 仙台ユネスコ協力会（当時）発足
※民間ユネスコ運動発祥

1951年 日本のＵＮＥＳＣＯ加盟
※戦後初の国連機関への加盟

1952年 日本ユネスコ国内委員会設置

1956年 日本の国際連合加盟



２.日本ユネスコ国内委員会とは

教育・科学・文化の各分野を代表する者等60名以内の委員で構成。
（任期3年、文部科学大臣が任命）
※60人中11人は、地域的なユネスコ活動領域を代表する者

＜主な活動＞
＊ 我が国におけるユネスコ活動に関する助言、企画、連絡及び調査
＊ 我が国におけるユネスコ活動の基本方針の策定
＊ 国内のユネスコ活動関係機関及び団体等との情報交換
＊ ユネスコ活動に関する調査並びに資料の収集及び作成
＊ ユネスコ活動に関する普及のために必要な事項の実施

「ユネスコ活動に関する法律」に基づき、
文部科学省内に設置されている特別の機関



３.日本ユネスコ協会連盟と日本ユネスコ国内委員会

日本ユネスコ協会連盟
佐藤美樹会長

（出典：日本ユネスコ国内委員会HP）

UNESCO オドレー・アズレー 事務局長

日本ユネスコ
国内委員会

濵口道成会長



４. 2020年12月 専門小委員会組織改編

専門小委員会

運営小委員会

選考小委員会

日
本
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会

文 化 ・
コミュニケーション
小 委 員 会

科 学 小 委 員 会

教 育 小 委 員 会

＜改編後＞
（2020年12月より）

教 育 小 委 員 会

自 然 科 学 小 委 員 会

人文・社会科学小委員会

文 化 活 動 小 委 員 会

コミュニケーション小委員会

普 及 活 動 小 委 員 会

＜改編前＞



５.国内委員の紹介(民間ユネスコ関係者)～2021年11月末

教育小委員会
文化・コミュニケーション

小委員会

仙台ユネスコ協会

見上一幸

【東北】

厚木ユネスコ協会

石井尚子

【関東甲信越】

久留米ユネスコ協会

市丸祥子
長浜ユネスコ協会

片山勝

【近畿】 【九州】

日本ユネスコ協会連盟会長

佐藤美樹

【全国的連合組織】

宮島ユネスコ協会

岡崎環
朝日生命ユネスコクラブ

木間明子

【関東甲信越】 【中国】

日本ユネスコ協会連盟元理事

鈴木郁香

【全国的連合組織】

旭川ユネスコ協会

林朋子

岐阜県ユネスコ協会

箕浦有見子

【北海道】 【中部】

科学小委員会



６.ＵＮＥＳＣＯの主な動き

新型コロナウイルス感染症対策

「ESD for 2030 」スタート

「持続可能な開発のための国連海洋科学の10年（2021～2030）」スタート

○ESDに関するユネスコ世界会議 2021.5.17～19 UNESCOとドイツ政府主催
「持続可能な開発のための教育（ESD）に関するベルリン宣言」を採択。
2030 年に向けて、SDGs 全ての目標達成の鍵であるESDの推進を確認。

ESDに関するユネスコ世界会議

○ユネスコ・グローバル教育会合臨時会合（Global Education Meeting（GEM））2020.10.22
教育大臣級会合。コロナ禍の危機的状況を受け臨時に開催。「2020GEM 宣言」のとりまとめ。

（安全な学校再開、教師への支援、若者や成人への職業上の技能訓練、ICT 等を利用した学習の実現等）

○ユネスコの政府間海洋学委員会（IOC）が実施計画策定機関
2017年12月第72回国連総会にて採択。
SDGsの目標14「海の豊かさを守ろう」等の達成に向け10年間に集中的な取組みを実施。



７.日本ユネスコ国内委員会の取組み

日本ユネスコ国内委員会 会長メッセージ 2021年3月8日発信

第148回日本ユネスコ国内委員会総会 2021年3月10日

第149回日本ユネスコ国内委員会総会 2021年9月15日

「コロナ禍の時代におけるユネスコの役割と期待」 会長 濵口道成氏

○ ユネスコスクールの新たな展開に向けて (詳細はスライドNo.11)
○ 日本のユネスコ加盟70周年について (詳細はスライドNo.13)

○ アフガニスタンにおけるユネスコの活動状況
日本ユネスコ協会連盟 佐藤会長より
・アフガニスタンの事務所・寺子屋の状況を報告
・アフガニスタンで活動してきた現地スタッフ・ＮＧＯ職員等の
安全確保を国内委員会としても政府に働きかけることを提案し
賛同を得た。

○ 日本のユネスコ加盟70周年の取組み
・日本ユネスコ協会連盟報告（尼子部長より各地の取組事例紹介）
・ユネスコアジア文化センター報告



８.科学小委員会

○2021年3月3日 科学小委員会

科学小委員会の今後の検討課題について（全体討議）

国内におけるユネスコ活動の取組について

・鈴木郁香委員より科学分野における民間ユネスコ活動についてプレゼンテーション

・信州ESDコンソーシアムより活動紹介

・UNESCOの様々な科学事業と、国内の登録事業、地域ユネスコ協会、ユース、ユネスコスクール
をいかにうまく結びつけ、発展させていくのか。



９.文化・コミュニケーション小委員会

○2021年3月5日・9月7日 文化・コミュニケーション小員会（オンライン）

ユネスコ文化事業および情報・コミュニケーション事業に係る最近の動き（文科省より報告）

＜世界文化遺産＞
・「北海道・北東北の

縄文遺跡群」登録

＜無形文化遺産＞
・「伝統建築工匠の技：

木造建造物を受け継ぐ
ための伝統技術」登録

＜ユネスコ創造都市ネットワーク＞
・新規公募⇒(大分県臼杵市(分野:食文化を推薦))

＜「世界の記憶」事業＞
・政治利用させないため制度改正

＜世界自然遺産＞
・「奄美大島、徳之島、
沖縄島北部及び西表島」登録



９.文化・コミュニケーション小委員会

民間ユネスコ関係の国内委員からの取組み紹介・課題提起

○林朋子委員（旭川ユネスコ協会長）よりプレゼンテーション
・あさひかわ創造都市ネットワークとユネスコ協会の連携事例報告

あさひかわ創造都市 推進協議会
渡辺会長と林委員の対談

○佐藤美樹委員・木間明子委員よりプレゼンテーション
・日本ユネスコ協会連盟の取組み紹介
・各協会の文化・コミュニケーション分野の活動紹介
・課題提起

世界遺産等の目的・趣旨への理解を促進、
地域の活性化に資する活動、ユネスコ協会との連携

※ユネスコ創造都市ネットワーク国内選考基準の改訂。
下記を追記。

１）基本要件
申請内容が、ユネスコの理念と目的及びユネスコ創造都市ネット
ワーク（以下「本ネットワーク」という。）の使命と目的を理解
した上で、それらと整合性があり、かつ本ネットワークに貢献し
うるものであること。

カンボジアスタディーツアー

首里城復興支援



１０.教育小委員会

○2021年2月26日・9月2日 教育小委員会

次期ESD国内実施計画案について（討議）

ユネスコスクールの新たな展開について（討議）

・石井尚子委員より日本ユネスコ協会連盟の教育分野の活動を紹介
ユネスコスクールSDGsアシストプロジェクトの実施

・2020年度の国内委員会報告(YouTubeチャンネル三部作)の制作・発信
・片山勝委員より長浜ユネスコ協会とユネスコスクールの連携事例を紹介

・ユネスコスクールの現状と課題について討議（詳細はスライドNo.11)

・持続可能な開発のための教育に関する関係省庁連絡会議（2016年3月10日）にて決定された国
内実施計画について討議
⇒2021年5月「第２期ESD国内実施計画」および「ESD推進の手引き」（改訂版）発行

民間ユネスコ関係の国内委員からの取組み紹介・課題提起



１１.ユネスコスクールの新たな展開について

１．登録申請期間の長期化に伴う仕組みの導入

３．登録後の質の担保

ユネスコ本部の基準と、我が国がユネスコスクールに求めている活動について一致していない
部分があるため、国内の審査基準・審査体制の見直しを行う。
※2020年６月以前にチャレンジ期間を開始している学校については、これまでの基準にて申請手続きを行う。

国内手続きを終え、ユネスコ本部に申請段階にある学校を「ユネスコスクール・キャンディデート」
と位置づけ、国内におけるユネスコスクールのネットワークへの加入や活動を可能とする。

登録から経年したユネスコスクールの活動の質を担保していくために、定期的なレビューの導入
について検討する。

※詳細はユネスコスクール公式ウェブサイト参照
https://www.unesco-school.mext.go.jp/

２．審査基準及び審査体制の見直し

＜概要＞



１２.ユネスコ未来共創プラットフォーム事業の紹介

①国内のユネスコ活動拠点を

「つなぐ」

②先進的なユネスコ活動を

「もっと海外」へ！

文部科学省の事業

ユネスコ活動を活性化するための、文部科学省の委託事業

・全国セミナー
（2021年度は12月4日開催予定）
・未来共創ダイアログ
・ポータルサイト開設

目的

取組み



１３.ＵＮＥＳＣＯ加盟７０周年事業の紹介

ロゴマークの作成

（１）ユネスコ加盟時の映像をYouTube配信

（２）ウェブサイトの開設
・ユネスコ未来共創プラットフォームポータルサイトの開設

https://unesco-sdgs.mext.go.jp/
・日本ユネスコ国内委員会ウェブサイトの開設（記念パネル掲載）

https://www.mext.go.jp/

（３）こども霞が関見学デー「ユネスコトークイベント」開催
日本ユネスコ国内員会広報大使のさかなクン、平野啓子さん、

末吉里花さん

（４）政府広報 BS番組での紹介「宇賀なつみのそこ教えて！」
https://www.govonline.go.jp/pr/media/tv/soko_oshiete/index.html 

（５）「次世代国内委員会」立上げ

（６）イベントカレンダーの作成 など

記 念 企 画

平和の象徴である鳩が、同じ方を向き
空へ飛び立つことで、ユネスコの目的
である平和な地球社会を皆でつくり上
げようという想いを表現。
日本の文化として深い歴史を持つ
折り紙をモチーフとし、SDGsカラーを
使用。



ユネスコ加盟70周年記念イベントカレンダー (mext.go.jp)（2021.8.2現在）

https://www.mext.go.jp/content/20210802-mxt_koktou01-000016072_1.pdf


１４.お知らせ・国内委員からのメッセージ

日本ユネスコ国内委員会の情報

ホームページ Facebook
https://www.mext.go.jp/unesco/ https://www.facebook.com/jpnatcom/

国内委員会の最新情報、
会議の議事録や配布資料等

日本ユネスコ加盟
70周年記念ウェブサイト

イベントや募集案内等の
最新情報



１４.お知らせ・国内委員からのメッセージ

日本ユネスコ協会連盟YouTubeチャンネル 国内委員有志主催イベント

https://www.youtube.com/user/NFUAJ



１４.お知らせ・国内委員からのメッセージ

民間ユネスコ運動の代表として選出された
国内委員(１１名)

日本ユネスコ国内委員会

総会 専門小委員会

私たち民間ユネスコ関係の国
内委員は、国内委員会と日本
ユネスコ協会連盟、地域のユ
ネスコ協会・クラブとの連携
強化に取り組んでいます。

国内委員会で各地のユネスコ
協会・クラブのみなさまの活
動を紹介したり、国内委員会
での議論をユネスコ協会・ク
ラブの活動と繋げたりするこ
とを積極的に行っていきたい
と考えています。

私たちも情報収集をしていき
ますが、皆様からも情報発信
をお願いいたします。


