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2019年6月9日 G20大阪市民サミット全体宣言文へのご賛同をお願いします B

2019年6月7日 ポジションペパ ・提言案へのご賛同をお願いします'

2019年6月7日 G20大阪市民サミットのチラシを公開します E

G20 OSAKA Citizens' Summit 
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関連イベン卜等のお知らせ

E軍司 2019年6月20日 lA)6/21 Strike for Climate in Osaka (気候を守るためのストライキm大阪)を開催します!

E蓋墨田 2019年6月9日 C20サ ミット)6/20 rG20サミッ ト首脳会合直前 C20政策鑓言書2019から学ぷ~私たちが考える社会の課題~J を
開催します I

E軍司 2019年6月9日 2q 6.パ，6/22，7/20第3回トライセクタ ・リ ダシ、yプセミナを開催します I

E軍司 2019年5月28日 3E)6/22勉強会 fシングルマザ-xSOGI+LG8TQJを開催します。

h::hヨ2019年5月18日 38)5/25 Jわたしゴ卜をみんなゴ卜に I~教育現場を取り巻く環境をみんなでここから変えていく~B 開催終了

のご報告

3夜間違イベントのお問い合わ世につきまじては、各主催者までお願い申し上げます

主催者ごあいさつ

G20大阪市民サミットを一緒に盛り上げ大阪関西から声在あげていきまぜんか，

2019年6月28.29日のG20大阪ザミット[孟、世界から主要国のリ ダたちが集まり、地線上のさまざまな問題揺

決に向けて話レ合い、その催決を探求する貴重な栂会です。私たち市民社会組蟻 (CSO)(<1:， G20の公式の連続聾

団EngagementGroupであるC20としてこれまで国際的な連帯を通じて世界各国への政策提言活動をしてきまし

た。開催謂ゆCSOが結びヨとなって活躍し、今茸ちすでに日本でC20会合が聞かれ政策提言がされています.

私たちcsotJ'率先して催提在していかなければZよらない問題は、身近な地域にち世界にち山積しています。その解

決に向けて、私たちは政府部門や民陪営制吉日円の活動在促進するととちに、 CSO相亘間そして他の部門とのパート

ナ シップを栂黛していくことが大切です.その実現のためには、 人ひとりの市民、 モレて つつのCSOが相

Eに呼応レ連携しながう、これうの声在集品、それを地j葺に、各国にそして世界に伝えることが決定的に重要だと

考えています。号1自の大阪でのぢミット開催は、大阪関西の地域に基盤在墨く市民やcsoが活躍できる貴重な融

会ですし、日本や世界のCSOと遠鏡レて各国首脳に働きかえることができる絶好の機会でしょう。

私たちG20大阪市民ザミット1立、この白書のために、 G20大阪サミ、yトに平行レて市民社会ザミット在開催するこ

とにいたしまレた.多くの市民の皆様方モレて市民社会組織の皆様方のご普加をお待古いたレております。

共同委員長 新川 達郎 (にいかわたつろう)

同志社大学大字院総合政策科学研究明教授政策宇都教指

早稲田大学大学院政官宇研究科修了、東北大学助教綬等を経て現感。事門は行政字、市民参加。市民社会

論、ソーシャルイJベーション論。京のアジェンダ21フ方ーラム代表、NPO法人本環壇ネット東北

代表理事、 N同法人日本サス子ィナブル コミュ二子ィーセンヲ一代表理事、公益軒団法人京都地域創造

墨金理事吾、 般財団法人池峰公共人材開発構樟理事長、 般社団法人JlutJ;草地滋づくりコンソ シアふ代

表理事など。著書に『公的刀パナンスの動態研究1 (編著、ミネルヴァ書房)、 『政策芋入門! (編著、法

律文化社)、 『京都の地Il.ltJ再生と協甑の実鵠! (編著、法律文化社)、 『レイチエルカ ソンから考える

現代環境謹1 (共福着、法律文化社)など.

G20に参加する国と地j呈の経済規揮をあわ世ると、世界のGDPの80崎在超えます.G20の決定と行動が、どれだけ

私たちの生活に重要な意味をちつかがわかります。また、 グローj(J1Aヒした現在の世界では、いろいろt.t~果題色グ
ローj()~(こ絡み合っていて、 政府だけでは問題を解決できなくなっています.市民社会がG20の議諸に参加するこ

とが大切なのは、そのためです.

世界的には、市民スベスの縮小という懸怠すべき現実があります。市民が自由に発言レ、政策議論に関わること

は、SDGsの重要な理怠でもある民主主義や人権の実現にち欠かぜまぜん.

4月に車京で開催されたC20に続き‘G20大阪市民ザミットでち、 fフェミ二ストで行こうJ rヲミ、y卜の場に来ら

れない人たちの声在箇こうJr平和で豊かで持続可能な未来へのパッションを発信しよう』の3点在大切にしま

す。

6月の大阪で、未来司沌士告と世界をー諸に考え、行動に移レましょう。

共同委員長 三鎗敦子(みわあっこ)

日本赤十字社外事部(現国際部}、毘連女性開発基金 (現UNWomen)アジア太平津地11llC;..コク事務

所、 (公財}世界人権問題研究センヲ 等において、開発、ジエンダ 、人道支援、人権分野征液々なプロ

グラムの実施支援や調査研究に筏わってきた.2017年より、アジア太平津人韓国盲認センター (ヒュー

ライヅ大飯}所長.国連ウィメン日本協会寄腔事長o 2019 (20ザミット共同議長

協賛・後援

[共催】

2019 G20サミット市民社会プラットフォーム

[後援】

大阪府

大阪市

社会福祉法人大張市社会福祖協議会

般財団法人大阪市コミュ二ティ協会

[寄付】

真釦苑



2019年度栓球環境基金

[助成】

スケラユール

6月25日(火) 6月26日{水〕

全体会1

Plenary 1 

10:00 -12:00 
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以上につき、スピーチやパネルディスカッション等で紹介し、理解在深め

る.

[岡崎通訳(日英J] [手話通訳{日本手話J]

(昼食)

12:00・13:00

分科会1

Working Group 1 

13:00・15:00

[1A]気侯 ーエネ凡足 跡炭素化と再エネ100情実現へのアクシヨ

ノ

[19] 2030年に同けて、 市民、地域からはじまる社会の変化・変革

~各地域のSDGs取り組み¢事例とKANSAI-SDGs市民アジエンダ在通

じて考える市民社会 (csoJの可能性~

[1C]子どちとSOGs 子どちの権剥・子どちの人権擁護

[10] SOGsと聖洲万構 曹淵のりスクとポ子ンシャル

[1E】国際連帯税と保健医癒へのアクセス rすべての人に健康在j

実現に向けて

(休憩)

15:00 -15:30 

分科会2

WorkingGro叩 2

15:30 -17:30 

[2A] G20 r質の寓いインフラ」議論と日本の 「インフラ輸出戦略」

の課題

[29]外国にルーツをちつ市民の人権 :とくに移住労働者!こ焦点をあ

てて

[2C】世界に宇び、大阪 騎西で行動する ジエンダ一課題の鍍決の

ために

[20]世界の人口高齢化に立ち向かう市民社全のチャレンジとは

[2E]ヒロシマナガサキから世界へ核兵器の装止 ー廃絶在

参加者によるレセプション (懇親会)

18:00・20:00

分科会3

Working Group 3 

10:00 -12:00 

[3A] r切らない支援」在目指して:大阪におけるホムレス宣援

の現場から

[39]教育1見場の織量的課題在採る 1 縦と績の緊がりと共感を広

げるチャレンジ

[3C]アジア諸国における多数者と些数者の和解 ・平和に生きる権

奪1]"在地域住民の視守から

[3D]地j重から世界八住民主体の政策立案ー 政策信也をめさして

[3E]大阪から世界へ、 SOGIにまつわる差別撤廃のための提言書

(昼食)

句2:00-13:30 

全体会2

Plena町 2

13:30 -15:30 

- 名分間会の報告、全体宣言葉および分制会名健言葉の紹介.

・ 全体宣言および分割会各提言在市民ザミットの成果とレて決議、発

表.

・ よ記宣言/提言と、G20に向けた世界の市民社会の狸言 (C20Policy 

Pack:)との咽わりや、次回の2020年サウジアラビアG20サミッ トに

向けて池峰~世界の市民社会が連携じていく意義在確認する.

・ 方、主体宣言/分明会各健言を大阪 ・関西、そじて日本の市民社会

がどう引き継ぎ、実現に向けて動き出すか、その方向性について提起

する.

以ょにつき、スピーチやパネルディスカッション等在通じて議論と確認

を行う。

[同暗通訳{日英J] [手話通訳{日本手話J]



分科会1

lA (Climate and Energy) 

18 (Community and SDGs) 

1c (R'ghts 01 the Ch，ld. SDGs) 

1 D (World Expo and SDGs) 

| 参加…一
[申し込み締切 6t17(月)正午】

分科会一覧

主主棋 エネルギー:肱炭義化と再工ネ100%葺現へのアウション

G20サミνトの話題の1つである気候量動.館五の科学を踏まえ、脱産量化と目録エネルギー100怖をめざすトレンドが、 畠E政府 自治

体 ・企畢怠ど多撮なせとフタ で加速しています.原発再穆晶仲神戸製鋼の石炭史力量電所新設芯どの課題に直面する式版 関西で、持続

可能なエネルギーについて議論します.

[霊塩害]伊与担昌璽 (気候ネットワ--?)、 宮崎芋 (抱13jH_Qtfl市民童謡CASA)、アイリーン蔓諸子スミスさん{グリーンアウショ

ン)、豊田陽介(覧候ネットワ ク)、久畢はるかさん(甲商大学)

2030辛に向けて、市民、地域力、らはりま封土金の変化 変革~各地i草のS白血取り組みの事例とKANSAトSOGs市民アジエンダを通じて

考える市毘社会 (CSO)の可能性~

市民の視点占、ら、地域の社会課題を持続可臣な開尭目農 (SDGs)に繋げ、これまで嘩めてきた語論を共有.2030辛 「詮E取り残さな

いJ r持続可能な社会Jにするにはどんな変化や玖革が必要か.SOGs達成にむけ、 市民世会 (CSO)が意思決定の場へ事画することの

量要性や、Jt海道をはじめとする各地域の尭量事例と課題を共有語論し、市民社会 (CSO)の噛るやか担ネットワキンゲにEつなげ

ます.

[萱塩害]熱昌典子 (アジア也会アジア互の金)、小泉雅弘 (さっぽろ自畠芋校 「遊J)、岩崎宏樺 (関西NGO也託金)、 石原 達也

(NPO活人 間山NPOセンター)、玉域直藁(jC縄NGOセンター}他

子ど古とSOGs 子ど百の曜:f<J 子ど百の人権捷謹

SOGsの中で子どもは埋百れがち.2019辛は日本の子ど琶の権利条約此官25周年.2月には国連子ど150)権利委員会が日本の取組み状況に

副告を出しましたが、新たな課題が措ljjされ、厳しい状官のまま.関西の子ど琶の状況から 『子ど百を詮ひとり取り残さなしリ 連著書を時

ざし、担言づく勺を行凶ます.

[霊塩害]未定

[遅次通訳 {日高)1 C手話通訳 (日本手話)1 

SOGsとF洲万撞 曹淵のリスウとポテンシャル

曹淵で万譜開催フ 事訓{孟『生切多慢性J1¥yトスポッ ト』であり、 『国際コンテナ甑培由中心的揖能』を担う聞西の調法の要.一方、政

弱地韮や台風など、災喜対策古式きな課墨.そして、万撞と力ラノは相容れなし、という批判百聞こえてきます.事F洲以外の会場候補地を

ふくめ、 SOG5と両立する万撞を考えます.

[萱塩害]未定

国際連警税と保健医療へのアウセス 『すべての人に健康を』実現に向けて

90年代、エイズ危機で顕E化レた 「泊康へ刀アクセス」と企轟の 「知的財産権謀謹」の対立.そんな誕腿決のた晶 「匡際通著書貌」 在憤

って設立された国際機関 rUNIT.刈OJは、 多くの人の命を助ける一万、課霊五山積.この分科会で邑新の世界の議論を知り、 共に考えま

1 E (Universal Health Coverage) しよう.

分科会2

2A (tnfrastructure) 

28 (Migrant and Human rights) 

2(， (Gender) 

2D (Aging. Health) 

[董塩害]稲唱雅紀 (SOGs市民社会ネットワ--?)他

[逐次通訳{日英)1 

G20 r賀の高いインフラJ，革論と日本の 『インフラ姶出戦略Jの課題

本分科会ではG20A阪ザミットの主要論点のひとつである 「質の高いインフラjについて、 G200J議論動向、日窓のインフラ輸出の政策

課題、途よ国で生じている問題等を踏まえて、 『買の寓いインフラ』原則の内容と日本政府のインフラ輸出方針の課題について議論を行

う.

[萱塩害lffi辺有輝 (JACSES)、車多江秀摂 (FoEJapan)、 DwiSaung (WAlHI)伯

升固にルーツを百つ市民の人橿 とくに静主労品渚に薫点をあてて

本分科会では、移桂労晶日曹の送出国 聖入園町双方が草まるG20という械金をとらえ、あらた拍て、移住労働者について 「人権』という

観朝 こ立ち、職責につ凶ての理躍を豆町、また、国照的な鳳組 日本国内の舵阪万を視野に入れつつ、今瞳の取組について議論しま

す.

[共曜1この分科会は国際問量学会社会連盟草委員会による共催をう廿ています.

[萱塩害]申阜崎直美 (RINK事務局長)<2)山田妻和 (ジヱ トロ アジア程揖研究所新援活研究センター 活 制度研究ゲループ星1

2山田ロサリオ(呂本ポリビア人協会 理事長)I向島克樹 (A阪大谷大学教員)

【逐次通訳 {日英)】

世界に学び、大阪ー閏酉で行動する ラエンダー課墨の魁捜のために

C20. W20での議論やジエンター課題在理躍し、市民目線で横討、それぞれが葛らじゃ活動の中で行動を起こすことに繋げます. rヲヱン

ダーに基づく畢力とそれを生むラエンター童謡J r平等な衝き方やケアワークJ rコンフィデンスギャνプJ r政品事加J r揮官葦

Jl.JJ署について話し合う予定.

[萱塩害]三嘘敦子 {ヒユ ライツ大阪所長)他

[手話通訳 {日本手話)1 

世界の人口高齢化に立ち陶力、う市民吐金司》チャレンジとは

2045辛、全世界で高封書数が子どもの教を上回り、2050年には60震以上が先進国で30%、途よ固で20'ゐまで唱加する見通しです.高齢叱

のスピードが先嘩国より早い途上国(立、吐告経軍が成熟していま甘ん.SOGs呂橿3 rすべての人に健康と福祉を』達成に同It，C20で

の誌請をふまえて考えます.

[雪壇者]未定

ヒロヨンマナ刀ザキから世界へ額兵器の禁止廃絶を

2017革、国連で f綴兵器禁止条約』が採択され、ヒパウシャや星埼市をはじめ、世界の多くの都市li幸剖批准を名国政府に求めていま

す.しかし頓大国の政府等は、条約にE対J総監査妨げています.私たちは 『戦争復盟国 日本Jから、 犠兵器禁止条約め紛佳と槙軍縮
2E (Nuclear Weapon 8an， Abolition) による持続可能な閲茸d海道在世界にアピ ルします.

【萱壇者]木原直治 (広島市原爆複喜者の告 恒堪二世部会)、 崎山里 [全国恒渥二世団体連絡協議会 ・会長)、 稲岡宕蔵 (非醸 平和

のひろばーノーモア ヒパクーや篠廃絶Eー)他



分科会3

3A (Homeless， No one will be le負

behind) 

3B (Education and Network) 

3C (Peace. Settlement. and 

Coexistence) 

3D (Local to Global. Civil Society， 

Advocacy) 

3E (lGBTQ SOGt Sexual minority 

and Human rights) 

f切らな凶支援』在目指して式阪における;t--ムレス宣援の現場から

SOGsのスロー刀ン 『謹一人取り獲さおい祉会J.しかし今 『取り接されている人』に、 その言葉は伝わっているでしょうか.都市イベ

ント閑曜のたび、社会的弱者が排除される現在. r量百苦しい人が、限り残されてしまう社金』にしないため、市民せつターに何を求め

られるか考えます.

[霊塩害]未定

教膏現場の構造的課題を採る ' 縦と横の盟がりと共感を広げるチャレンラ

現場には章裕がなく、国際 政策的議論が昌かない.こうした状況を、個人の努力だけでなく仕組み [樋違)の間皇として担え、その銭

決に取り組んでいけな凶力、 I，根本的課題ζ取り組みながら古現場を買え続けるためにまずは繋がりを広げたい.大きなチャレンジへの

歩をみ駐さんと踏み出したいです.

[萱塩害]未定

アヲア諸国における多数曹と些数者百和信 ・平和に生き否権付在地域控RO)視事』、ら

『一つの国軍』 とはフ 『住民自治j とは?草場住民の視キVi扱け蓮ち、疑童が向けられるー害-~乱ウイグル モンゴル チベット 毘

族平等 互芋互径を忘れた民族弾圧.人権吾喜の葺態.拘ることなく散えて・対話による和官の遁を採り、人聞の宜主力鴇証される笑輩圏

の韮現について考えます.

【宣埴者】 武者小踏まよ呈(&差別匡隈運動1~理事)1判nhide Mushak:oji 

桔玖聞東途(Studentsfor a Free Ti国リ叩arMie chapter)lEito Sa刷 ma

廿ウティ メメテイ(東卜Jドキスタン出島)Jshawuli mohemaiti 

ゴブルド アJレチヤ(商モンゴル芭由民主董動基金理事)IGovrud Archa 

チユイデンブン(アラ:ve由毘主連事協茸合理事)IChoi Oan Ben 

[逐次通訳{日英)l 

地域から世界へ:住民主舶の政策立室 政藁協働をめざして

巴本でも1>しずつ認知されてきたアドポ力シー (人々 の声を政策に繋げ実現する活動).よく知られた国際的立ものだけで拡く、 日本の

地境レベルでの僅ねた事例を紹介対比し、人々やNGo.川POが世界と韓がりながらアドポ力シーや政策実現包&)0)チ力ラをつけ、地埴か

ら民主主義を盲も泊を探ります.

[萱塩害]新I11達郎 (同志社大学)、神ffii6lE(皇京 ー垂斧/東海市民社会ネットワ ク)、加藤良太(あどぽの宇佼)位

大阪から世界へ、 80GIにまつわる差別撤廃のためめ提言書

先進国の多くでLGBTQおよびSOGIEを理由にした差別禁止活や当事者の権利を守る語的保晴力寝現されている中、日本は方針としてまだ

明確にされてしV品 、.今日の日本にお付るLGBTOへの差別や人権侵害がどのように躍決されるべきかを掻々な観者品、ら横討し、 具体的な

E皇室と真誌の機吉とする.

[萱塩害]六色力市子、いのもと、 塩童九十九他

[逐次通訳{日英)l (手話通訳 (日本手話)l 

お問い合わせ
イベン卜に閲するお問い合わ也、および取材のお申込は下記よりお願いいたします.

E置置冨冨E

11刈.."."，，"""'，，"11'.'，，""，，'8 '1IJI.1IRQ1l 


