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Catalysing our Net Zero Future: working with people to take action on climate 

change 

ネット・ゼロの未来の実現促進に向けて：気候変動へのアクションに向けた協

力 

09:30 - 11:00, 01 Nov 2021 

Tower Base South 

Climate Outreach (information network) and CAST (Centre for Climate and Social 

Transformation) 

気候アウトリーチ（情報ネットワーク）と CAST（気候・社会変革センター）

について 

Adaptation, Loss and Damage 

Panel 

Science and Academia 

 

While systemic government action is critical to our low carbon transition, people also 

want to know what they can do to take climate action. To effectively and fairly tackle 

climate change citizens must be engaged and have access to information that can 

support them to take action. 

This session focuses on the potential for people as agents of change - in different roles 

and different ways - to contribute to a Net Zero and climate resilient future. Bringing 

together cutting edge data and expertise from academics and practitioners, the session 

will offer different examples of how to understand the barriers people face to taking 

action, and solutions on how to break them down. 

The session will cover the spectrum of actions people can take, from low-carbon 

lifestyles; to changing social and cultural norms; providing social mandates for change; 

to pushing for systemic change through activism and advocacy. 

As well as sharing our own research, we will use audience engagement to bring 

everyone into conversation about how we can catalyse our low carbon and climate 

resilient future. 

Speakers: 

https://ukcop26.org/the-conference/green-zone-programme-of-events/


Dr Katharine Steentjes, CAST 

Dr Lewis Akenji, Hot or Cool institute 

Dr Susie Wang, Climate Outreach 

Dr Vanessa Timmer, OneEarth Canada 

Chair: Dr. Stuart Capstick, CAST (Centre for Climate and Social Transformations) 

 

低炭素社会への移行には政府による組織的なアクションが不可欠ですが、一方で、

人々は気候変動アクション実行のために何ができるのかを知りたいと思っています。

気候変動に効果的にかつ公平に取り組むためには、市民が積極的に参加し、アクショ

ンを実行できるよう後押しする情報にアクセスできるようにしなければなりません。

このセッションでは、ネット・ゼロと気候変動にレジリエントな未来に貢献するため

に、様々な役割や方法で、人々が変化の担い手となる可能性に焦点を当てます。最先

端のデータと研究者や実務者から専門知識を結集し、人々がアクションを実行する際

に直面する障壁や、その障壁を取り除くための解決策を理解するための、様々な事例

を紹介します。ここでは、低炭素ライフスタイルから、社会的・文化的規範の変化、

社会的変革の必要性、さらには積極的活動と支援運動を通じた体系的な転換の推進ま

で、人々が実行できるあらゆる角度からの様々なアクションを取り上げます。 

スピーカー： 

キャサリン・スティーンチュス博士（CAST） 

ルイス・アケンジ博士（ホット・オア・クール研究所） 

スージー・ワン博士（気候アウトリーチ） 

ヴァネッサ・ティマー博士（ワン・アース・カナダ） 

司会：スチュアート・キャップスティック博士（CAST） 

 

 

Poets for the Planet and Imperial College London present Earthsong: science-

inspired poetry against climate change 

ポエッツ・フォー・ザ・プラネットとインペリアル・カレッジ・ロンドンによ

る Earthsong：気候変動に対する科学的根拠に基づく詩の上演 

13:00 - 14:00, 01 Nov 2021 

Tower Base North 



Poets for the Planet 

ポエッツ・フォー・ザ・プラネット 

Adaptation, Loss and Damage 

Workshop 

 

Award-winning poets and spoken word artists from around the world have been 

matched with researchers from Imperial College London and beyond studying the 

causes, effects of, and solutions to climate change. In a mixture of exciting live 

performances and subtitled recordings, they’ll present poetry in a range of languages, 

with time for questions and answers from the live performers afterwards. The result will 

be a cross-cultural feast of poetry and science, investigating the danger our natural and 

human landscapes are facing across the globe and what we can do about it. 

Poets: Santiago Acosta, Adnan Al-Sayegh and Jenny Lewis, Luca Bernardini, Annsh 

Chawla, Moya De Feyter, Harry Josephine Giles, Tammy Lai-Ming Ho, Robin 

Lamboll, Yang Lian, Ian McLachlan, Jérôme Pinel, Pieta Poeta, Jacqueline Saphra, 

Marvin Thompson, Anton Trubaïchuk, Debra Watson, Tamar Yoseloff, Sindiswa Zulu. 

Poets for the Planet is a community of kindred poets, performers, artists and creative 

activists raising their voices to engage with climate and ecological emergency through 

poetry in all its forms. 

Website: poetsfortheplanet.org 

Facebook/Instagram/YouTube: @poetsfortheplanet 

Twitter: @poets4theplanet 

The Grantham Institute at Imperial College London provides world-class research, 

training and innovation towards effective action on climate change and the environment. 

Website: imperial.ac.uk/grantham 

Twitter: @Grantham_IC 

世界中の受賞歴のある詩人やスポークン・ワード（文学芸術パフォーマン

ス）・アーティストたちと、インペリアル・カレッジ・ロンドンをはじめとす

る大学から気候変動の要因、影響、解決策を研究している研究者たちが出会い

ました。エキサイティングなライブパフォーマンスと字幕付きの録音を組み合

わせて、様々な言語で詩を披露し、その後ライブパフォーマーとの質疑応答の

時間を設ける予定です。最後には詩と科学が織りなす異文化の饗宴で、自然と

人々が暮らす街が世界中で直面している危機と、私たちがそれに対して何がで

きるのかを探ります。 

詩人：サンティアゴ・アコスタ、アドナン・アルサイエグとジェニー・ルイ

ス、ルカ・ベルナルディーニ、アンシュ・チャウラ、モヤ・デ・フェイター、



ハリー・ジョセフィン・ジャイルズ、タミー・ライミン・ホー、ロビン・ラン

ボル、ヤン・リエン、イアン・マクラクラン、ジェローム・ピネル、ピエタ・

ポエタ、ジャクリーン・サフラ、マーヴィン・トンプソン、アントン・トゥル

ベイチュク、デブラ・ワトソン、タマー・ヨセロフ、シンディスワ・ズールー 

Poets for the Planet（ポエッツ・フォー・ザ・プラネット）は、意気投合した詩

人、パフォーマー、アーティスト、クリエイティブな活動家が、あらゆる形態

の詩を通して、気候変動と生態系の危機的状況に取り組むために声を上げるコ

ミュニティです。 

ウェブサイト: poetsfortheplanet.org 

Facebook/Instagram/YouTube: @poetsfortheplanet 

ツイッター: @poets4theplanet 

インペリアル・カレッジ・ロンドンのグランサム・インスティテュートは、気

候変動と環境に関する効果的なアクションに向けて、世界レベルの研究、トレ

ーニング、イノベーションを提供しています。 

ウェブサイト: imperial.ac.uk/grantham 

ツイッター: @Grantham_IC 

 

 

Musicians In Exile 

亡命中の音楽家たち 

15:00 - 16:00, 01 Nov 2021 

Tower Base South 

The Glasgow Barons 

グラスゴー・バロンズ 

Adaptation, Loss and Damage 

Performance 

Musicians in Exile, Glasgow’s asylum seeking and refugee musicians, perform their 

homelands’ music, with new songs created for COP26 about climate change’s impact 

on refugees. 

With Eyve Madyise from Zimbabwe, Jose Rojas from Chile, Midya Jan from Syria, 

Aref Ghorbani and Milad Gharibi from Iran, Angaddeep & Param Singh Vig from 

India/Afghanistan and Calum Ingram from Scotland. 



Founded in 2018, this group provides free instruments, rehearsal space, travel expenses 

and gigs to Scotland’s most vulnerable musicians. Shortlisted for this year’s European, 

and The Herald, Diversity Awards, a project of The Glasgow Barons, Govan’s orchestra 

www.glasgowbarons.com 

グラスゴーの亡命者や難民の音楽家である”Musicians in Exile （亡命中の音楽家たち）”

が、気候変動が難民に与える影響をテーマにした COP26 のために制作した新曲ととも

に、それぞれの母国の音楽を演奏します。 

ジンバブエの Eyve Madyise、チリの Jose Rojas、シリアの Midya Jan、イランの Aref 

Ghorbani と Milad Gharibi、インド/アフガニスタンの Angaddeep & Param Singh Vig、ス

コットランドの Calum Ingram とともに。 

2018 年に設立されたこのグループは、スコットランドの最も脆弱性の高いミュージシ

ャンに、無料で楽器、リハーサルスペース、旅費、コンサートなど演奏の機会を提供

しています。今年のヨーロピアン、そしてヘラルド・ダイバーシティ賞の最終候補者

名簿に入った、ゴバンのオーケストラ「グラスゴー・バロンズ」のプロジェクト 

www.glasgowbarons.com 

 

 

02 Nov 2021 

The Farewell Glacier by Nick Drake 

ニック・ドレイクによる「別れの氷河」 

12:30 - 13:30, 02 Nov 2021 

Tower Base North 

Edel Rae 

イーデル・ライ 

Adaptation, Loss and Damage 

Indigenous Peoples 

Nature 

Science and Academia 

Youth 

Join us for a journey into the mysteries, wonders and climate emergencies of the high 

Arctic. 

Scottish Composers, Emma Donald and Isbel Pendlebury, in collaboration with poet 

and playwright Nick Drake, have created a compelling, informing and emotionally 



powerful event of music and poetry for COP26. Award-winning Scottish actor, Peter 

Mullan will read the poems inspired by Nick's voyage around the Svalbard archipelago. 

‘The Farewell Glacier’ gathers together voices both human and non-human from across 

the Arctic's past, present and future to tell a story of exploration, exploitation and 

imagination. From the first European explorers and whalers to ice-cores, mercury and 

even the Future herself, this is a story of the power and beauty of ice, the calamity of its 

loss, and a call to the imagination of every one of us to change the future for the better. 

The Company 

Peter Mullan - Reader 

Nick Drake - Poet/Playwright 

Emma Donald - Composer/Fiddle 

Isbel Pendlebury - Composer/Clarsach 

Serena Hill - Creative Associate 

Edel Rae - Producer 

The Farewell Glacier’ is performed by kind permission of the publishers Bloodaxe 

Books Ltd. Music copyright Emma Donald and Isbel Pendlebury We gratefully 

acknowledge the support and generosity of: The Pebble Trust The Highland Museum of 

Childhood The individual supporters who, for the sake of the climate, invested their 

trust and money in our story. 

 

高緯度北極圏の神秘、不思議、そして気候変動の緊急的な状況を体験してみま

せんか？スコットランドの作曲家、エマ・ドナルドとイスベル・ペンドルベリ

ーは、詩人であり劇作家でもあるニック・ドレイクとのコラボレーションによ

り、COP26 のために人々を引き付ける情報に満ちた、感動的な音楽と詩のイベ

ントを作り上げました。数々の賞を受賞したスコットランドの俳優、ピータ

ー・マランが、ニックのスヴァールバル諸島での航海からインスピレーション

を得た詩を朗読します。”The Farewell Glacier” は、北極圏の過去・現在・未

来から、人間と非人間の両方から声を集めて、探検、開発、創造の物語を教え

てくれます。最初のヨーロッパの探検家や捕鯨船から、氷床、水銀、そして未

来の自分に至るまで、これは氷の力と美の物語であり、かつ氷が失われる悲惨

な物語でもあり、未来をより良い物へと変えるために私たち一人一人の想像力

へ呼びかけるものでもあります。 

ザ・カンパニー 

ピーター・マラン：朗読者 



ニック・ドレイク：詩人・劇作家 

エマ・ドナルド：作曲家・ヴァイオリン 

イスベル・ペンドルベリー：作曲家・ハープ 

セレナ・ヒル：クリエイティブ・アソシエイト 

イーデル・ライ：プロデューサー 

The Farewell Glacier は出版社 Bloodaxe Books Ltd.の許可を得て演奏していま

す。音楽の著作権はエマ・ドナルドとイスベル・ペンドルベリーにあります。

以下の方々のご支援とご協力に感謝いたします。The Pebble Trust、 The 

Highland Museum of Childhood、気候のために私たちの物語を信じて資金を投

資してくださった個人支援者の方々。 

 

Visualising Climate: Young People’s Responses to the Climate Emergency 

気候の可視化：気候の緊急事態に対する若者たちの反応 

13:30 - 14:30, 02 Nov 2021 

Science Show Theatre 

University of Plymouth 

プリマス大学 

Film 

Panel 

Youth 

This session seeks to empower the generation who will be most impacted by the effects 

of climate change. Young people’s voices are crucial to adaptation and resilience and 

film provides a powerful tool to convey their hopes and fears. Professor Alison 

Anderson will discuss innovative ways in which young people can be engaged with 

climate change. Through this event participants will be introduced to an ‘interactive 

game’ using illustrated visual icons created by Carey Marks of SCARLET Design, used 

in a series of workshops held with young people aged 16-18 in South West England. 

The game provides a visually exciting means to engage young people in discussing the 

issues, including how mainstream media are covering them. 

Following this there will be a screening of a film produced by Fotonow – capturing the 

voices of a selection of the young people from diverse backgrounds as well as 

journalists and editors. The session will be of particular interest not only to young 

people but also to teachers, journalists and policymakers. 



The team 

Professor Alison Anderson (School of Society and Culture, University of Plymouth, 

UK, and Adjunct Professor in the School of Social Sciences, Monash University, 

Australia) 

James Ellwood (film-maker and Director of Fotonow CIC) 

Carey Marks (photojournalist and science communication designer, SCARLET Design) 

このセッションでは、気候変動の影響を最も受ける世代の能力強化を目指しま

す。若者世代の声は適応とレジリエンスに不可欠であり、映画は彼らの希望と

不安を伝達する強力なツールとなります。アリソン・アンダーソン教授が、若

者が気候変動に関わることができる革新的な方法について議論します。このイ

ベントを通して、SCARLET Design のキャリー・マークス氏が作成したイラス

ト付きのビジュアルアイコンを使った「対話式ゲーム」を参加者にご紹介しま

す。このゲームは、イングランド南西部の 16 歳から 18 歳までの若者を対象と

した一連のワークショップで使用されました。また、このゲームの視覚的に刺

激的な面が、主要メディアがどのようにこの問題を取り上げているかを含め、

この問題について議論するにあたり若者たちを取り込んでいくのに役立ちま

す。続いて、Fotonow 社が制作した、様々な経歴を持つ若者やジャーナリス

ト、編集者の声を選んで収録された映画の上映会が行われます。このセッショ

ンは、若者だけでなく、教師、ジャーナリスト、政策立案者にとっても興味深

いものになるでしょう。 

チームメンバー 

アリソン・アンダーソン教授（イギリス・プリマス大学社会文化学部、オース

トラリア・モナシュ大学社会科学部兼任教授） 

ジェームズ・エルウッド（映画監督、Fotonow CIC ディレクター） 

キャリー・マークス（写真家ジャーナリスト、科学コミュニケーションデザイ

ナー、SCARLET Design） 

 

 

“Unlocking the nature/net zero balance” – exploring the twin challenge of tackling 

climate change while preserving and enhancing our natural environment 

「自然とネット・ゼロのバランスを解き明かす」気候変動への対策と自然環境

の維持・強化の 2つの課題を探る 

13:30 - 14:30, 02 Nov 2021 



Tower Base South 

Water UK 

ウォーターUK 

Adaptation, Loss and Damage 

Nature 

Panel 

Nature is behind every drop of water that we consume, keeping us healthy and fed, 

powering industry and the economy. Our aquifers, lakes and wetlands provide us with 

water storage; our rivers and streams convey water along vibrant wildlife corridors; 

while our coastal saltmarshes serve as both a natural barrier against storms and as a sink 

for carbon. 

In 2020, water companies in the UK spear-headed the industry’s low-carbon journey 

with the publication of the Net Zero 2030 Routemap – the world’s first detailed sector-

wide plan to reach net zero by 2030. At the heart of the Routemap is a desire to move 

away from traditional concrete and steel solutions to a variety of nature-based solutions 

that bring wider co-benefits beyond net zero. 

In this event, we will bring together representatives from the business and 

environmental communities to explore the opportunities and co-benefits of developing 

nature-based solutions in support of a Blue Recovery, and the key barriers to success. 

We will also offer insights around the challenge and opportunity of delivering net zero 

alongside nature recovery, providing attendees with leading examples from around the 

UK and exploring the role of regulatory frameworks and green finance in supporting the 

roll out and scaling up of nature-based programmes. 

Hosted by: Christine McGourty, CEO, Water UK 

Keynote: Tony Juniper, Chair, Natural England 

Panellists: Douglas Millican, CEO, Scottish Water 

Darren Moorcroft, CEO, Woodland Trust 

Ronan Palmer, Associate Director – Clean Economy, E3G 

James Robinson, Director of Conservation, Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) 

Becky Speight, CEO, RSPB 

 

私たちが消費する水の一滴一滴があるのは自然のおかげであり、私たちの健康

と栄養を維持し、産業と経済を動かしています。帯水層・湖・湿地帯は私たち

に水の蓄えを提供し、河川や小川は活気に満ちた野生生物の通り道に沿って水

を運び、沿岸の塩性湿地は、暴風雨に対する自然の防壁かつ炭素の吸収源とし

て役立っています。 

2020 年、イギリスの水道会社は 2030 年までにネット・ゼロを達成するための

世界初の詳細なセクター全体の計画である「ネット・ゼロ・2030 ルートマッ



プ」を発表し、業界の低炭素化を先導しました。このルートマップの本質にあ

るのは、従来のコンクリートやスチールを使ったソリューションから、ネッ

ト・ゼロを超えた幅広いコベネフィットをもたらす、様々なネイチャーベース

ド・ソリューション（自然を基盤とした解決策）へと移行したいという切なる

願いです。このイベントでは、ビジネスと環境の業界の代表者が一堂に会し、

ブルー・リカバリーを後押しするためのネイチャーベースド・ソリューション

開拓のコベネフィットと機会、そして成功への鍵となる障壁を探ります。ま

た、自然再生と同時にネット・ゼロを実現するための課題と機会について、参

加者にイギリス国内の先進的な事例を紹介するとともに、ネイチャーベース

ド・プログラムの展開と拡大を支援するための規制枠組みとグリーンファイナ

ンスの役割についても考察します。 

司会者：クリスティン・マクガーティ（ウォーターUK CEO） 

基調講演：トニー・ジュニパー（ナチュラル・イングランド議長） 

パネリスト：ダグラス・ミリカン（スコティッシュ・ウォーターCEO） 

ダレン・ムーアクロフト（ウッドランド・トラスト CEO） 

ローナン・パーマー（E3G アソシエイト・ディレクター、クリーン・エコノミ

ー担当） 

ジェームズ・ロビンソン（ワイルドファウル＆ウェットランド・トラスト

（WWT）、保全部門ディレクター） 

ベッキー・スピート（RSPB：英国王立鳥類保護協会 CEO） 

 

 

The Need to Be Cold 

寒い環境の必要性 

15:30 - 17:00, 02 Nov 2021 

Tower Base South 

Goethe-Institut (Glasgow) 

ゲーテ・インスティテュート（グラスゴー） 

Adaptation, Loss and Damage 

Indigenous Peoples 



Nature 

Panel 

A conversation and artistic intervention on the effects of global warming that threaten 

the livelihood of Indigenous peoples in the arctic region. For this panel the Goethe-

Institut invites experts to discuss ‘Green Colonialism’ and Indigenous self-

determination in the North. 

The hybrid event is part of the cross-border, interdisciplinary project focusing on the 

Arctic and Boreal regions “The Right to Be Cold”*: It negotiates questions of 

Indigenous rights, ecology, climate justice and culture. The project brings together the 

voices of those who stand up for self-determination and climate-justice and connects 

artists and institutions from Nunavik, Sápmi and Yakutia and other places in the Arctic 

region. Besides the multilingual online platform 

https://www.goethe.de/prj/eco/en/rbc.html , the residency relay and other activities 

contribute to share knowledge and connect discourses in the global North with those in 

the South. 

* The title of the project comes from the long battle of Inuit to have their rights linked 

to climate change. The book of the same name by Sheila Watt-Cloutier (2015, Allen 

Lane Publication), testifies of her pioneering work in connecting climate change to 

human rights. Okalik Eegeesiak, Former Chair of the Inuit Circumpolar Council (ICC) 

used the expression in her discourse at the United Nations Framework Convention on 

Climate Change COP 21 December 3, 2015 in Paris, France. 

 

北極圏の先住民の生活を脅かしている地球温暖化の影響について、対話と芸術

的対策を行います。ゲーテ・インスティテュートはこのパネルのために専門家

を招き、「緑の植民地主義」と北半球における先住民の民族自決権について議

論します。 

このハイブリッドイベントは、北極圏・亜寒帯地域に焦点を当てた国際的・学

際的なプロジェクト “The Right to Be Cold（寒い環境を持つ権利）”※ の一環で

行われます。このプロジェクトは先住民族の権利、生態系、気候正義、文化に

関する問題を協議するものです。また、このプロジェクトは民族自決権と気候

正義のために立ち上がった人々の声を集め、ヌナヴィク、サパミ、ヤクーチア

など北極圏地域からのアーティストや機関を結び付けています。多言語対応の

オンラインプラットフォーム https://www.goethe.de/prj/eco/en/rbc.html のほか、研

修リレーやその他の活動により、北半球と南半球の知識を共有し、対話をつな

げることに貢献しています。 

 



※このプロジェクトのタイトルは、気候変動に関連する自分たちの権利を持つ

ためにイヌイットが長い間戦ってきたことに由来しています。シーラ・ワッ

ト・クルティエによる同名の本（2015 年アレン・レーン出版）は、気候変動を

人権に結びつけた彼女の先駆的な活動を物語っています。イヌイット周極協議

会（ICC）の前議長であるオカリク・エーゲーシアク氏は、2015 年 12 月 3 日に

フランス・パリで開催された国連気候変動枠組み条約 COP21 における講演の

中で、この表現を使用しました。 

 

 

Fairtrade Farmers: Our Food and the Fight for Climate Justice 

フェアトレード・ファーマーズ：私たちの食糧と気候正義のための闘い 

16:30 - 18:00, 02 Nov 2021 

Tower Base North 

Fairtrade Labelling Organizations International e.V. 

フェアトレード・インターナショナル 

Adaptation, Loss and Damage 

Global South 

Nature 

Panel 

Chair: Mary Kinyua, Oserian Flowers, Kenya and Fairtrade International representative 

to the COP President’s Civil Society and Youth Council 

Speakers: 

• Benjamin Franklin Kouamé, Cocoa Farmer and Fairtrade Africa 

• Andres Gonzales, Sugar Farmer and Latin American and Caribbean Network of Fair 

Trade Producers and Workers 

• Muniraju Shivanna, Sugar farmer and Fairtrade Network of Asian & Pacific Producers 

• Cheryl Pinto, Global Values Led Sourcing Manager, Ben & Jerry’s 

A live, interactive panel discussion with Fairtrade farmer representatives from the 

Producer Networks and business leaders to discuss what further action is needed from 

citizens, business and governments to scale-up global efforts to adapt to and mitigate 

the effects of climate change. 

In order to achieve global climate targets, we need to transform the global food system 

and its relationship with global trade. Those already facing the harshest effects of the 

climate crisis must be a central part of building solutions for a just transition to a truly 

sustainable global food system. 



Farming communities in climate vulnerable nations across the Global South are 

amongst those already experiencing the worst effects of climate change. We’ll hear 

some of the ways they are already taking action to adapt and support their communities 

and transition to more climate-friendly farming methods. 

 

議長：メアリー・キンユア（オセリアン・フラワーズ・ケニア、フェアトレー

ド・インターナショナル COP 議長市民社会・青年協議会代表） 

スピーカー： 

• ベンジャミン・フランクリン・クアメ（ココア農家、フェアトレード・

アメリカ） 

• アンドレス・ゴンザレス（砂糖農家、ラテンアメリカ・カリブ地域フェ

アトレード生産者・労働者ネットワーク） 

• ムニラジュ・シバンナ（砂糖農家、アジア太平洋地域生産者フェアトレ

ードネットワーク） 

• シェリル・ピント（ベン＆ジェリーズ・グローバル価値創出調達マネー

ジャー） 

気候変動の影響への適応と緩和に向けた世界的な取り組みを拡大するために、

生産者ネットワークのフェアトレード農家代表者とビジネスリーダーが、市

民、企業、政府がどのようなアクションを行うべきか議論する、対話型ライブ

パネルディスカッションです。 

世界的な気候変動目標を達成するためには、世界の食糧システムとその貿易と

の関係を変革する必要があります。真に持続可能な世界の食糧システムへの正

当な移行のためには、気候危機の最も厳しい影響にすでに直面している人々が

中心になって解決策を構築する必要があります。 

南半球の気候変動に脆弱な国の農業コミュニティは、すでに気候変動の最も悪

い影響を経験している人々です。ここでは、気候変動に適応し、彼らのコミュ

ニティとより気候にやさしい農法への移行を支援するために、彼らがすでに行

っているアクションをご紹介します。 

 

 



03 Nov 2021 

Inuit Knowledge, Innovation and Infrastructure – Inuit youth perspectives on 

infrastructure for adaptation and resilience 

イヌイットの知識、イノベーション、インフラ―適応とレジリエンスのための

インフラに関するイヌイットの若者の視点 

13:30 - 15:00, 03 Nov 2021 

Science Show Theatre 

Inuit Circumpolar Council 

イヌイット周極協議会 

Indigenous Peoples 

Panel 

Presentation 

The Inuit Circumpolar Council (ICC) will host a panel discussion with Inuit youth from 

across Inuit Nunaat, Inuit homelands and territory, to explore answers to the question of 

how existing Inuit knowledge and Inuit innovation and technologies might help better 

inform climate-resilient infrastructure. Most of Inuit Nunaat already has an 

infrastructure deficit that connects to climate resilience and adaptive capacity. For 

example: 

• Education: Most Inuit must travel far from home for post-secondary education. 

• Power: Many Inuit communities are reliant on diesel generators to provide power. 

• Housing: Lack of sufficient housing is chronic in Inuit communities. In 2017, there 

were almost 900 people in Greenland with no permanent housing. 

• Marine infrastructure: Inuit are coastal people and rely on marine resources. With an 

Arctic Ocean open for more of the year, the seas present opportunities for traditional 

harvesting pursuits, and other opportunities from increased shipping access. But this 

require appropriate infrastructure that is currently sparse in Inuit Nunaat. 

Climate change is a challenge to the integrity of various aspects of our community 

infrastructure. In Alaska, whole Inuit communities are threatened, as big storms are no 

longer buffered by protective shore ice. In other communities, there are concerns about 

the integrity of roads, pipelines, water and sewer pipes, and runways. The whole 

connective tissue of Inuit Nunaat is being challenged by climate change. This event will 

engage Inuit youth in thinking about and describing the sorts of infrastructure that will 

be necessary to withstand the changes already occurring in their home communities. 

 

イヌイット周極協議会（ICC）は、既存のイヌイットの知識やイヌイットのイ

ノベーションや技術が、どのように気候レジリエントなインフラに役立つかと

いう疑問への答えを探るため、イヌイットのホームであり領土であるイヌイッ



ト・ヌナート全域から集まったイヌイットの若者たちによるパネルディスカッ

ションを開催します。イヌイット・ヌナートのほとんどの地域では、すでに気

候レジリエンスと適応能力につながるインフラ不足に直面しています。例え

ば、 

• 教育：ほとんどのイヌイットは、高等教育を受けるためには家から遠く

離れた場所に行かなければなりません。 

• 電力：多くのイヌイットのコミュニティは、電力をディーゼル発電機に

頼っています。 

• 住宅：イヌイットのコミュニティでは、住宅不足が慢性化しています。

2017 年には、グリーンランドで 900 人近い人々がずっと住み続けられる

住宅を持っていない状況でした。 

• 海洋インフラ：イヌイットは沿岸に住む人々であり、沿岸資源に依存し

ています。北極海は 1 年のほとんどの期間中開放されているため、海は

伝統的な収穫の機会を提供し、また増加した船舶アクセスからの他の機

会も提供します。しかし、そのためには適切なインフラが必要ですが、

現在イヌイット・ヌナートにはあまりありません。 

気候変動は、私たちのコミュニティのインフラの様々な側面の完全な状態に対

する挑戦です。アラスカでは、守ってくれていた沿岸氷が激しい暴風雨を防ぐ

ことができなくなり、イヌイットのコミュニティ全体が脅威にさらされていま

す。他のコミュニティでは、道路、パイプライン、上下水道管、滑走路などの

健全性が懸念されています。気候変動によって、イヌイット・ヌナートの密に

連携した組織全体が危機に瀕しているのです。このイベントでは、イヌイット

の若者たちが、自分たちのホームコミュニティですでに起きている変化に耐え

るために必要なインフラの種類について考え、説明します。 


