UNCRD 50th Anniversary Commemorative Event

UNCRD 設立50周年
記念シンポジウム
2022
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UNCRD（国際連合地域開発センター）
設立 50 周年記念シンポジウムを開催。
会場とオンライン両方で開催いたします
ので、それぞれの申込フォームから参加
申込をお願いいたします。

［水 / 祝］

時

間｜ 14:00〜17:30（受付開始 13:30）

会

場｜ 名古屋国際センター

別棟ホール

会場でのご参加 ［定員：100 名］

〒450-0001 名古屋市中村区那古野１丁目４７−１

主

催｜ 国際連合地域開発センター (UNCRD)

共

催｜ 国連センター協力会

後

援｜ 外務省

参加無料

右記フォームへお申込みいただき、
直接会場へお越しください。

zoom でのご参加［定員：300 名］
右記フォームへお申込みいただきましたら、
前日までに zoom リンクをお送りいたします。

事前申込制

［先着順］※定員に達し次第、受付は終了させていただきます。

基調講演

「地域開発とインフラ」 〜経済発展、防災、環境指向を支える技術〜

吉岡 幹夫 氏

技監

1986 年東京大学工学部を卒業、建設省入省。国土交通省道路局高速道路課長、
道路局企画課長、北陸地方整備局長、道路局長等を経て 2021 年 7 月より現職。

特別講演

「人新世における UNCRD の役割」〜カーボンニュートラル、QOL の主流化と SDGs に向けた地域開発の大転換〜
中部大学 卓越教授、ローマクラブ日本 代表

持続可能な開発に向けた UNCRD の軌跡とこれから

プレゼンテーション
進

行：

UNCRD 所長
遠藤 和重

林 良嗣 氏

国際教養大学 理事長・学長 モンテ・カセム氏「UNCRD での活動の振り返り」
豊田市長 太田 稔彦氏「UNCRD と自治体との連携」
政策研究大学院大学 教授 廣木 謙三氏
「水と災害に関するハイレベルパネル (HELP) の活動と成果」
UNCRD 環境プログラムコーディネーター C.R.C. モハンティ
「環境的に持続可能な交通 (EST) / 3R・循環経済推進フォーラムの歴史と成果」

発表者：

パネルディスカッション
モデレーター：
パネリスト：

ジブリパーク

SDGs

地域と暮らし

未来と子ども （仮題）

株式会社ジブリパーク 取締役 プロデューサー兼運営本部長 岡村 徹也氏
名古屋市 副市長 杉野 みどり氏
MID-FM761 むつみのSuper Tuesday! パーソナリティ、
（愛知県議会議員） 寺西 むつみ氏

主催｜国際連合地域開発センター (UNCRD)

共催｜国連センター協力会

後援丨外務省

UNCRD 50th Anniversary Commemorative Event

UNCRD 設立50周年記念シンポジウム
プログラム
入場受付

13:30〜14:00

1. 開会の挨拶 国連経済社会局 (UN DESA) 持続可能な開発目標部 (DSDG) 部長代行 アレクサンダー・トリペルコフ氏
14:00〜14:30

日英同時通訳

2. 基調講演
14:30〜15:00

日英同時通訳

外務省（調整中）
環境省大臣官房審議官
愛知県知事
名古屋市長

森光 敬子氏
大村 秀章氏
河村 たかし氏

「地域開発とインフラ」 〜経済発展、防災、環境指向を支える技術〜
技監

吉岡 幹夫氏

1986 年東京大学工学部を卒業、建設省入省。国土交通省道路局高速道路課長、
道路局企画課長、北陸地方整備局長、道路局長等を経て 2021 年 7 月より現職。

3. 特別講演
15:00〜15:20

日英同時通訳

「人新世における UNCRD の役割」

〜カーボンニュートラル、QOL の主流化と SDGs に向けた地域開発の大転換〜

中部大学 卓越教授、ローマクラブ日本 代表

林 良嗣氏

4. プレゼンテーション
日英同時通訳

進
15:20〜16:20

持続可能な開発に向けた UNCRD の軌跡とこれから

行： UNCRD 所長

遠藤 和重

発表者： 国際教養大学 理事長・学長 モンテ・カセム氏「UNCRD での活動の振り返り」
豊田市長 太田 稔彦氏「UNCRD と自治体との連携」
政策研究大学院大学 教授 廣木 謙三氏
「水と災害に関するハイレベルパネル (HELP) の活動と成果」
UNCRD 環境プログラムコーディネーター C.R.C. モハンティ
「環境的に持続可能な交通 (EST) /3R・循環経済推進フォーラムの歴史と成果」

休

16:20〜16:30

5. パネルディスカッション

ジブリパーク

SDGs

憩

地域と暮らし

未来と子ども （仮題）

16:30〜17:20

モデレーター： 株式会社ジブリパーク 取締役 プロデューサー兼運営本部長 岡村 徹也氏
パネリスト： 名古屋市 副市長 杉野 みどり氏
MID-FM761 むつみの Super Tuesday! パーソナリティ （愛知県議会議員） 寺西 むつみ氏

17:20〜17:30

6. 閉会の挨拶 UNCRD 所長

シンポジウム
終了後

遠藤 和重

7. 名刺交換会［自由参加 /30 分程度］

参加申込
参加申込締切：2022 年 2 月 21 日（月） ［先着順］※定員に達し次第、受付は終了させていただきます。

会場でのご参加 ［定員：100 名］

zoom でのご参加［定員：300 名］

右記フォームへお申込みいただき、
直接会場へお越しください。

右記フォームへお申込みいただきましたら、
前日までに zoom リンクをお送りいたします。

［URL］https://forms.gle/WPHfZMLkTqQsNatt6

［URL］https://forms.gle/kqL2VwVppEcCyUp68

［新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策とご協力のお願い］
○新型コロナウィルス感染症の感染拡大状況により、会場参加をご遠慮いただく場合がございます。
○受付の際に、検温と手指の消毒をお願いいたします。○来場、イベント開催中、退場までマスクの着用をお願いします。
○会場内での飲食はご遠慮ください。○会場内での大きな声での会話はお控えください。○スタッフはマスクを着用します。
■以下のいずれかに該当する方はご来場をお控えください
①37.5℃以上の発熱がある方、または発熱が続いている方
②咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、眼の痛みや結膜の充血、頭痛、関節・筋肉痛、
下痢、 嘔気・嘔吐などの、新型コロナウイルス感染症を疑われる症状のある方
③新型コロナウイルス感染症陽性とされた方と濃厚接触がある方
④過去 2 週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への訪問歴及び当該在住者との
濃厚接触がある方 ⑤ご自身の体調にご懸念・ご不安のある方

お問合せ先
国際連合地域開発センター（UNCRD）
〒450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1
名古屋国際センタービル 6 階
TEL ：052-561-9544 ／ 9377
Email：pr@uncrd.or.jp

