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プログラム　1日目　−2017年10月26日（木）−

10:00～12:00 開会式 「鳳凰」
主催者挨拶 斎藤 十朗 （地球環境行動会議（GEA） 会長）
お こ と ば 皇太子殿下
来 賓 挨 拶 安倍 晋三 （内閣総理大臣）
基 調 講 演 ローレンス・トゥビアナ 
 （前フランス気候変動交渉担当大使・COP21特別代表・欧州気候基金 CEO）

12:00～13:00 昼食会 「桐」

14:30～14:45 コーヒーブレイク 「ホワイエ」

13:00～14:30 セッション1: ＳＤＧｓ実施状況と各ステークホルダーの役割

開会の辞: 全体議長 広中 和歌子 （地球環境行動会議（GEA） 事務総局長）
議　　　長 竹本 和彦 （国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS） 所長）
プレゼンテーション トーマス・ガス （国連経済社会局（UNDESA） 事務次長補）
 フルヴィオ・グアルネリ 
 （ユニリーバ・ジャパン・カスタマー・マーケティング株式会社プレジデント＆CEO）

 村上 周三 （一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構 理事長）
自 由 討 論

～企業や都市の取組現況、都市づくりなど～

14:45～16:15 セッション２: 脱炭素化に向けた長期戦略（2050）　Part 1: 国家戦略
～主要国の国家戦略: ドイツ、英国、フランス、日本など～

議　　　長 ペーター・へニケ （ドイツ ブッパタール研究所 顧問）
プレゼンテーション 浜中 裕徳 （公益財団法人 地球環境戦略研究機関（IGES） 特別研究顧問）
 高村 ゆかり （名古屋大学大学院環境学研究科 教授）
 バロネス・ブラウン・オブ・ケンブリッジ（ジュリア・キング） 
 （英国 気候変動委員会 副会長・気候変動委員会適応小委員会 会長）

 リシャール・ラヴェルニュ 
 （フランス経済・財務省 経済・産業・エネルギー・技術審議会 エネルギー・気候担当常任委員）

自 由 討 論

16:15～16:30 コーヒーブレイク 「ホワイエ」

16:30～18:15 セッション３: 脱炭素化に向けた長期戦略（2050）　Part 2: 企業戦略
～脱炭素社会実現への道筋、変革と行動～

議　　　長 山本 良一 （東京大学 名誉教授・一般社団法人日本エシカル推進協議会 会長）
プレゼンテーション ベルナール・デルマス （ミシュラングループ 上席副社長・日本ミシュランタイヤ株式会社 会長）
 石田 建一 （積水ハウス株式会社 常務執行役員 環境推進部長）
 加藤 茂夫 （株式会社リコー 執行役員 サステナビリティ推進本部長）
自 由 討 論

2017年10月26日（木）1日目

19:00～20:30 外務省主催　歓迎レセプション 「飯倉公館」

挨　　　拶 河野 太郎 （外務大臣）
 中川 雅治 （環境大臣）　 12:00～13:00 昼食会 「桐」

15:00～15:30 コーヒーブレイク 「ホワイエ」

10:00～12:00 セッション４: 気候変動対策と科学技術

議　　　長 ハワード・バムジー （緑の気候基金（GCF） 事務局長）
プレゼンテーション スレンドラ・シュレスタ （アジア工科大学（AIT） 開発担当副学長）
 沖 大幹 （国連大学 上級副学長・国連 事務次長補）
 カナヤツ・コシー （インド環境資源研究センター（ERRC） サステイナビリティ名誉教授）
自 由 討 論

～緩和、適応、脱・低炭素技術とイノベーション、国際協力～

13:00～15:00 セッション５: 金融グリーン化の動向
～ＥＳＧ投資、環境に配慮した金融商品・保険、グリーンボンド、環境関連融資、
　金融機関・年金基金等機関投資家の役割、資本市場ほか～

議　　　長 河口 真理子 （株式会社大和総研 調査本部 主席研究員）
プレゼンテーション アンソニー・コックス （経済協力開発機構（OECD） 環境局長代行）
 フィオナ・レイノルズ （責任投資原則協会 マネジング・ディレクター）
 引間 雅史 （上智大学 特任教授・学校法人上智学院 理事）
自 由 討 論

18:00～19:30 フェアウェルレセプション 「桐」

15:30～17:30 総括セッション
第1～第5セッション議長からの報告
議長総括
閉 会

2017年10月27日(金) 2日目

挨　　　拶 秋元 司 （国土交通副大臣）
 谷合 正明 （農林水産副大臣）
 平木 大作 （経済産業大臣政務官）

挨　　　拶 新妻 秀規 （文部科学大臣政務官）
 小池 百合子 （東京都知事）
 鈴木 俊一 （東京オリンピック・パラリンピック担当大臣）
 ローレンス・トゥビアナ
 （前フランス気候変動交渉担当大使・COP21特別代表・欧州気候基金 CEO）
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プログラム　2日目　−2017年10月27日（金）−

10:00～12:00 開会式 「鳳凰」
主催者挨拶 斎藤 十朗 （地球環境行動会議（GEA） 会長）
お こ と ば 皇太子殿下
来 賓 挨 拶 安倍 晋三 （内閣総理大臣）
基 調 講 演 ローレンス・トゥビアナ 
 （前フランス気候変動交渉担当大使・COP21特別代表・欧州気候基金 CEO）

12:00～13:00 昼食会 「桐」

14:30～14:45 コーヒーブレイク 「ホワイエ」

13:00～14:30 セッション1: ＳＤＧｓ実施状況と各ステークホルダーの役割

開会の辞: 全体議長 広中 和歌子 （地球環境行動会議（GEA） 事務総局長）
議　　　長 竹本 和彦 （国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS） 所長）
プレゼンテーション トーマス・ガス （国連経済社会局（UNDESA） 事務次長補）
 フルヴィオ・グアルネリ 
 （ユニリーバ・ジャパン・カスタマー・マーケティング株式会社プレジデント＆CEO）

 村上 周三 （一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構 理事長）
自 由 討 論

～企業や都市の取組現況、都市づくりなど～

14:45～16:15 セッション２: 脱炭素化に向けた長期戦略（2050）　Part 1: 国家戦略
～主要国の国家戦略: ドイツ、英国、フランス、日本など～

議　　　長 ペーター・へニケ （ドイツ ブッパタール研究所 顧問）
プレゼンテーション 浜中 裕徳 （公益財団法人 地球環境戦略研究機関（IGES） 特別研究顧問）
 高村 ゆかり （名古屋大学大学院環境学研究科 教授）
 バロネス・ブラウン・オブ・ケンブリッジ（ジュリア・キング） 
 （英国 気候変動委員会 副会長・気候変動委員会適応小委員会 会長）

 リシャール・ラヴェルニュ 
 （フランス経済・財務省 経済・産業・エネルギー・技術審議会 エネルギー・気候担当常任委員）

自 由 討 論

16:15～16:30 コーヒーブレイク 「ホワイエ」

16:30～18:15 セッション３: 脱炭素化に向けた長期戦略（2050）　Part 2: 企業戦略
～脱炭素社会実現への道筋、変革と行動～

議　　　長 山本 良一 （東京大学 名誉教授・一般社団法人日本エシカル推進協議会 会長）
プレゼンテーション ベルナール・デルマス （ミシュラングループ 上席副社長・日本ミシュランタイヤ株式会社 会長）
 石田 建一 （積水ハウス株式会社 常務執行役員 環境推進部長）
 加藤 茂夫 （株式会社リコー 執行役員 サステナビリティ推進本部長）
自 由 討 論

2017年10月26日（木）1日目

19:00～20:30 外務省主催　歓迎レセプション 「飯倉公館」

挨　　　拶 河野 太郎 （外務大臣）
 中川 雅治 （環境大臣）　 12:00～13:00 昼食会 「桐」

15:00～15:30 コーヒーブレイク 「ホワイエ」

10:00～12:00 セッション４: 気候変動対策と科学技術

議　　　長 ハワード・バムジー （緑の気候基金（GCF） 事務局長）
プレゼンテーション スレンドラ・シュレスタ （アジア工科大学（AIT） 開発担当副学長）
 沖 大幹 （国連大学 上級副学長・国連 事務次長補）
 カナヤツ・コシー （インド環境資源研究センター（ERRC） サステイナビリティ名誉教授）
自 由 討 論

～緩和、適応、脱・低炭素技術とイノベーション、国際協力～

13:00～15:00 セッション５: 金融グリーン化の動向
～ＥＳＧ投資、環境に配慮した金融商品・保険、グリーンボンド、環境関連融資、
　金融機関・年金基金等機関投資家の役割、資本市場ほか～

議　　　長 河口 真理子 （株式会社大和総研 調査本部 主席研究員）
プレゼンテーション アンソニー・コックス （経済協力開発機構（OECD） 環境局長代行）
 フィオナ・レイノルズ （責任投資原則協会 マネジング・ディレクター）
 引間 雅史 （上智大学 特任教授・学校法人上智学院 理事）
自 由 討 論

18:00～19:30 フェアウェルレセプション 「桐」

15:30～17:30 総括セッション
第1～第5セッション議長からの報告
議長総括
閉 会

2017年10月27日(金) 2日目

挨　　　拶 秋元 司 （国土交通副大臣）
 谷合 正明 （農林水産副大臣）
 平木 大作 （経済産業大臣政務官）

挨　　　拶 新妻 秀規 （文部科学大臣政務官）
 小池 百合子 （東京都知事）
 鈴木 俊一 （東京オリンピック・パラリンピック担当大臣）
 ローレンス・トゥビアナ
 （前フランス気候変動交渉担当大使・COP21特別代表・欧州気候基金 CEO）




