GIAHS ユース宣言
私たち GIAHS である能登、佐渡と宮崎の３地域のユースは、「2021 年
GIAHS 国際会議」の場に集い、私たちの GIAHS の未来を守り、持続可能な
社会を構築するために、自分たちができることを考えました。
私たちは、GIAHS を守り、さらに良いものにするために、次のように行動し
ます。
GIAHS の農業生物多様性や里山と里海の環境を守っていくために；
1. ごみ拾いなどの活動に参加し、自分の体験を通して GIAHS 地域とふれ
あい、GIAHS の理解を深めます。
2. 若者が集まるグループをつくり、自分たちが自ら里山里海について学
び、知識をつけます。
GIAHS の農業システムを改善し、地域経済を活性化するために；
3. 地域経済をより身近なものとし、問題を解決するために小さなアクシ
ョンを積み重ねます。
4. GIAHS 地域に密着した商品やプログラムのアイデアを考えます。
伝統文化を守り、GIAHS のコミュニティの絆を深めるために；
5. 伝統文化の喜びや楽しみを共有し、地域内外に後継者を増やします。
6. 学校行事での料理教室の開催や商品作り・販売などに取組みます。
GIAHS を将来の世代に伝え、より多くの人々に GIAHS を守っていくための
活動に参加してもらうために；

7. 身近な人たちから地域の魅力や課題を学び、GIAHS を中心とした楽し
く飽きない体験プログラムを作ります。
8. 自分達が学んだ地域の魅力を発信し、全ての人の関心度を高めます。
そして、私たちの GIAHS を未来に引き継いでいくために、下記を呼びかけま
す。
GIAHS 認定地の大人たちへ
9. 私たちは一緒に GIAHS 地域の伝統文化を継承していく仲間づくりの場
を希望します。
10. 私たちは学校教育において地域の伝統文化や自然環境について学ぶ機
会を希望します。特に地元の食材を使った郷土料理を学校給食で提供
するなど、GIAHS の食に触れる機会を希望します。
11. 私たちは、GIAHS 地域の自然環境を守るために、開発の抑制や、その
代替えとなる案を、共に作り出すことを希望します。
12. 私たちは生物多様性を守り、人と生き物がより良い形で共生するため
の研究が進むことを希望します。
世界の GIAHS 認定地のユースへ
13. 私たちと一緒に GIAHS のことをもっと知り、地域とつながり、積極的
に行動して、GIAHS の輪を広げていきましょう！

2021 年 11 月 26 日
日本石川県七尾市にて

GIAHS Youth Declaration
We, the Youth of the Noto, Sado and Miyazaki GIAHS in Japan, gathered at
International Conference on GIAHS 2021, join our voices and efforts to
conserve our GIAHS and build sustainable societies for our future.
We will take the following actions to conserve and improve our GIAHS:
To conserve agrobiodiversity and maintain the landscapes and seascapes
features of our GIAHS, we will:
1. Find opportunities for hands-on experiences and deepen our
understanding of GIAHS through everyday activities such as garbage
picking—and more.
2. Create youth groups to learn and gain knowledge about landscapes and
seascapes.
To improve the agriculture systems and rejuvenate local economies of our
GIAHS, we will:
3. Make the local economy more accessible and take small actions to solve
problems.
4. Generate ideas for products and programs that are closely related to
GIAHS.
To preserve our traditional culture and strengthen the community ties of our
GIAHS, we will:
5. Share the value of traditional culture and support cultivation of
successors of the knowledge and practices, both inside and outside the
region.
6. We will hold cooking classes at school using ingredients from GIAHS and
support development and marketing of GIAHS products.
To ensure that our GIAHS is passed on to future generations and encourage
more people to join us in conserving our GIAHS, we will:

7. Learn the charms of GIAHS and the challenges they face from those
around us, and engage in fun and timeless experience centred on GIAHS.
8. Promote the charm of GIAHS and share what we learn to raise
everyone's interest in GIAHS.
As GIAHS is our common heritage, in one unified voice, we also call upon all
adults of GIAHS to:
9. Build a place where everyone collectively preserves traditions and
culture of GIAHS together.
10.Create opportunities in which we can learn about the traditional culture
and natural environment of GIAHS in school, as well as experience
ingredients and food from GIAHS in local dishes, including school lunch.
11.Work together to discourage excessive development and create
alternative solutions to protect the natural environment of GIAHS.
12.Conduct research that facilitates conservation of biodiversity and
peaceful coexistence of humans and nature.
All the Youths of GIAHS around the world to:
13.Together learn more about GIAHS, connect with the GIAHS community,
proactively take action to conserve GIAHS, and expand the circle of
GIAHS!
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