
  

Ⅰ．国際協力、フェアトレード普及・啓発事業 

1. モザンビーク海外支援事業 

 
モザンビークにおける持続可能な社会の実現のために、現地 NGO・CCM(モザンビークキリスト

教評議会)との連携により、対象地域における武器回収・不発弾処理と自転車等支援物資の供与、

小学校と拠点としたコミュニティ開発を「エコ＆ピース」プロジェクトとして実施した。対象地域は、マ

プト州モアンバ郡マレンガーネ地域の 4つのコミュニティ(ボンドイア、ビジランシェア＝モブト、シニャ

ングアニーネ、ワマニャンガ)、ガザ州シャイシャイ郡マシエネ地域である。今年度実施した事業は下

記の通りである。 

 

【モザンビークにおける活動】 
①支援物資受取配布 

5月 7日に支援物資(2009年 7月 12日に輸送（の配布

セレモニーを実施、コミュニティの人々に加え、モザンビー

ク政府関係者等が列席した。配布物資のモニタリングとし

て、自転車の活用に関する調査をボンドイアにて実施し、

報告書にまとめた。また、マプト市を通じてスポーツ用品

(バドミントンシャトル等)をバトミントン協会へ寄贈した。日

本企業から寄贈を受けた工業用ミシンの利活用の可能性

について、2団体への調査・意見交換を行った。 

②小学校補修事業 

マレンガーネ地域でのききとり調査・話し合いの結果、生徒増加によるボンドイア小学校の 1～3

年生用の教室の補修事業を実施した。天候等の事情もあり年度内に完了しなかったが、2011年 5

月初旬完成予定である。 

          

 

 

 

 

 

ボンドイア小学校の教室修繕前 ＇2010年 9月（         修繕中 ＇2011年 3月（ 

 

③縫製事業 

NGO連携無償資金協力申請「地域間連携に基づく縫製事業」に関しては、申請書作成にとどま

り、三井物産環境基金申請「環境教育 ESD促進事業」に関しては、採択に至らず実施できなかった

が、マレンガーネ地域での話し合いの場を持ち、ボンドイア小学校における縫製訓練の参加者を募

⇒ 
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り、参加希望者からの基礎データ収集＇個人情報、縫製経験、生活レベル等の情報含む（、縫製指

導者の選定、トレーニングスケジュールの作成、マーケットリサーチ、研修生のフォーロアップ等を

行ったほか、マシエネ地域では「マママシエネ」＇マシエネ教会を拠点とした縫製訓練所（の発足に立

ち会い、刺繍デザイン等の指導・仕入れを行った。 

 

④調査・視察協力 

■金城産業業務委託 

現地訪問のアレンジ・アテンド、現地調査の実施・報告書作成、また、モザンビーク企業関係者の

訪日する際の渡航手続き等に関する協力をした。 

 

■愛媛大学教育学部「食文化及びフェアトレードに関する研

究調査」協力 

愛媛大学教育学部「食文化及びフェアトレードに関する研

究調査」の一環として白松賢・愛媛大学教育学部准教授、藤

原一弘・新玉小学校教員、谷村晴香・愛媛大学教育学部 4

年生の渡航時の事前アレンジ、プロジェクトサイト地訪問の

アテンドを行い、活動全般への理解促進、今後の連携につい

ての意見交換を行った。 

⑤事務所運営 

ニコラウ・ジェミュッセ・ルイス・現地コーディネーターの自宅を事務所拠点とし、2名の現地コーデ

ィネーターを雇用・運営した。労働契約書の整備、現地外務省への団体登録手続き、労働許可書の

取得等の手続きに関してほぼ完了した。  

また、会計のフォーマット・ルール作り、週報・月報・進捗状況確認表のフォーマットの作成・活用、

事務処理規程案の作成等を行い事務作業の効率化を図った。愛媛県 NPO法人活動助成事業費

補助金をスタッフ人件費として充てた。 

 

【日本国内における活動】 
①帰国報告会の開催 

 現地事情、活動についての報告会をフェアトレードカフェ＆雑貨 WAKUWAKUで実施し、支援者へ

の説明、事業の理解促進を図った。 

 

②街頭募金 

城西中学校ボランティア＇新玉小学校卒業生（とともに 2010年 10月 31日に実施した。 

 

④募金箱設置店 

支援物資輸送のための募金箱を愛媛県内の企業・店舗へ設置してもらい、合計 65店(団体・企

業)、 158,756円の募金協力を得た。 
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2.フィリピン交流 

 

松山市国際交流センター・民間国際交流団体助成金を

得て勉強会を開催した。フィリピン・ミンダナオ島は肥沃な

土地や鉱物資源に恵まれ、成長の可能性を秘めているに

も関わらず政府とモロ・イスラム解放戦線(Moro Islamic 

Liberation Front: MILF)間の紛争が長期化し、同国内で最

も貧困率の高い地域となっている。フィリピン・ミンダナオ

島の研究者・石井正子氏＇大阪大学グローバルコラボレ

ーションセンター特任准教授（を講師として招き、政治的不安定な地域の現状や具体的な国際交

流・協力活動に関する意見交換を行った。 

 

3.フェアトレード普及・促進事業 
 

カフェにおいてのアフリカ・モザンビーク料理、フェア

トレードコーヒー等の安心・安全な食材を使った飲食の

提供、商品展示販売によるフェアトレードの理解促進、

普及・啓発資料の提供、国際協力・交流に関する質

問・相談の対応、視察・ボランティア受入、フェアトレー

ド商品を使った教材開発を行った。为な内容は以下の

通りである。 

 

■カフェ運営 

営業時間 11時～19時でのサービス提供を行った。メニュー・店内ディスプレイの改善も随時行っ

た。 

 

■イベント企画・出店 

国際協力に関するイベント、ワン・デイ・シェフ企画の実施および会議室として活用した。また、国

際協力・NPO関係のイベントへ出店し、より多くの方へ当団体の活動を知ってもらう機会となった。

詳細は別紙 1の通り。 

 

■ボランティア・視察の受入・相談対応 

調理補助・商品ディスプレイ等、ボランティアに関わってもらった。来店者にはフェアトレードや当

団体の活動等について随時説明を行い、国際協力・交流に関する質問等に対応した。 

 

■広報 

ブログ、チラシの作成、店内外展示の充実に努めた。また、知ってもらうために新聞・雑誌等の取

材対応、チラシ・ショップカードの設置依頼、イベント情報の発信を行った。 

 

■「フェアトレード」教材開発 

愛媛大学教育学部と連携し、モザンビーク・マシエネで制作されたバナナ紙を教材に総合学習で

の試験授業を実施し、教材開発を行った。 
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Ⅱ．環境保全事業 

1. 大川清掃活動・めだか調査 

 
愛媛県「愛リバーサポーター制度」に登録しており、

護国神社前を流れる大川の清掃と松山市が実施する

「めだか調査」を 6月 5日と 10月 31日に行った。参

加者はそれぞれ 44名、28名あり、河川の清掃・めだ

か調査とともに、去年に引き続き水質検査も行った。

10月は雨天であったため、カーボンオフセット事業に

関連した代替イベントを実施した。 

5 月の清掃には東雲小学校の生徒、愛媛大学学生、

10月は松山大学学生の参加が多く、大川近隣校区の

生徒・保護者、学生に参加してもらうことで地域ネット

ワークが広がった。 

 

 

2．自転車利用促進によるライフスタイルの見直しとまちづくりを発信する啓発

イベントと自転車整備＇平成 22年度カーボンオフセット年賀寄附金配分事業) 
 

当団体は、途上国に松山市の放置自転車を提供する活動を通し、先進国の大量生産・大量消費

について問題提起し、ものを大切に使うことの重要性を訴えてきた。世界では自動車の 2倍となる

1億 3千万台の自転車が 1年間に生産され、日本全国で年間廃棄される自転車は 54万 1千台に

達すると概算されており、放置自転車の撤去や廃棄による CO2 排出量は看過できない問題である。

一方、自転車による交通は環境への負荷を生じないことや、街や島を巡る観光のツールとしての魅

力をもっと認識すべきである。しかし、市街地の駐輪場の確保の問題や、心無い駐輪が緊急車両の

通行を妨げるなど、まちづくりの大きな問題ともなっている。適切な自転車利用を促進するためには、

自転車に係る課題を社会的に捉え直し、市民を巻き込んだ継続的なまちづくりの取り組みが不可欠

である。 

 

市民のまちづくりへの参画やライフスタイルの再考を促し、自転車利用促進の定着化を図ること

により、放置自転車の発生を防止し、撤去や廃棄の減尐および、自転車が自動車と代替することに

よる CO2の排出量削減によって地球温暖化防止に寄与することを目的に郵便事業株式会社から

助成を受け、(株)アドバンテックの協力を得て当事業を実施した。 

 

自転車利活用によるライフスタイルの見直しとまちづくり

を発進するための「マイチャリフェスタ」イベントを実施した。 

 

イベント開催を通して、自転車という身近なテーマから国

際・環境・福祉・人権等さまざまな課題について知ってもら

い、自転車の魅力・可能性を多くの方に感じてもらう機会と

なった。事業実施の報告は HPへ掲載した。为に四国の自

転車関係者のネットワーク化が進み、2011年 4月からは

「コグウェイ四国」として当団体で事業化することとなった。 
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3. NGO／NPO地域活動交流対話等業務 
 

生物多様性条約会議＇COP10（が10月に開催される

のを機に、生物に関連する活動を行っているNGO等

の連携を促し、四国における生物多様性の保全にど

のように取り組むべきかを検討する機会を設けること、

並びに、市民に対して生物多様性の保全とその持続

可能な利用について普及・啓発することを目的として、

以下の通り事業を実施した。 

 

■ＮＧＯ等地域対話の実施 

日 時：平成22年7月8日＇木（13:00～16:00 

場 所：四国EPO、参加者：21名 

内 容：四国各県の生物多様性の保全に取り組むNGO等の関係者が集まり、生物多様性交流フェ

ア＇COP10サイドイベント（の四国ブース展示での内容と担当団体、展示物制作の進め方について

意見交換を行い、合意形成を図った。 

 

■生物多様性交流フェア＇COP10サイドイベント（の四国ブース運営 

NGO等地域対話や、メーリングリスト等を活用し

て準備を行い、10月10日～29日のフェア開催期間

に展示を行った。 

展示内容は、四国全体の自然環境の多様性を

紹介する常設展示と、各団体が保全活動を行って

いるフィールドにおける取組を紹介する企画展示を

行った。＇詳細は下記の通り（ 

 また、twitterを活用して会場の様子をリアルタイム

で発信した。さらに、四国EPOやえひめグローバル

ネットワークのホームページでもtwitterへの投稿内

容を閲覧できるようにすることで、幅広く情報を発信

することができた。 

 

【総括】 

生物多様性交流フェアのブース展示は、各地のEPOが地域で生物多様性の保全に取り組む

NGO／NPOと協力し合って展示物の製作と運営を行ったが、四国のブースは四国CBDネットと連携

することができたことにより、他の地域と比べ、多くの団体に为体的に関わっていただけた。その結

果、『展示内容が具体的で説得力があった、展示担当団体のメンバーが現場に足を運んで来場者

への説明やブース運営に関わることができた、各団体が「伝えるためには何が大切か」を学ぶこと

ができた、国レベルの決定事項を地域でどのように実践していくべきかについて考察する機会とな

った』など、多くの効果と学びがあった。 
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Ⅲ．地球市民教育・持続可能な開発のための教育の普及  

1. 講師派遣 
 

総合的学習＇国際理解教育・環境教育・平和教育・人権教育（の講師として、小・中・高校、大学、地

方自治体、その他の会合＇NPO、企業、研修生等（から派遣依頼を受け、別紙 2の通り、延べ 91件

＇平均 7.5回/月（の講演を行った。愛媛新聞との連携で、アフリカンクラフト教室を開設し講師派遣

を予定していたが参加者が集まらなかったため実施に至らなかった。 

 

 

 

 

 

2. 持続可能な開発のための教育＇ESD（普及・促進 
 

 ESD-J＇持続可能な開発のための教育の 10年推進会議（との連携および下記の事業を通して、

ESDの普及・促進に努めた。 

 

■財団法人自治体国際化協会＇CLAIR・クレア（   

昨年に引き続き、クレアのモデル事業「国際交流・国際協力に基づく ESD教

材・カリキュラム開発事業」を为催者の松山市からの委託を受け、パートナー団

体として実施した。当事業では、松山市と松山国際交流協会、小・中・高等学校

や大学の教育機関、NPOなどが連携し、モザンビークとの国際交流活動を通じ

て、途上国の現状を理解し、持続可能な社会づくりに資する教材開発、モデル事

業の開発、アジア・アフリカンキャンプを実施した。2年間の取組みを「国際交流・

国際協力に基づく ESD教材・カリキュラム」冊子としてまとめた。 

■コープ自然派えひめ ESDチーム 

コープ自然派えひめ ESDチームとの共催で下記 4件のイベントを開催した。 

・6月 19日  コミュニティ・レストラン講座入門編＇講師：世古一穂氏（ 

・9月 14日 コミュニティ・レストラン講座ステップアップ編＇講師：世古一穂氏（  

・3月 12日 わくわくワールドカフェ えっ(E)！ステキ(S)！大好き(D)！ 

～知らなかったみかんの秘密～＇講師：高瀬英明氏（ 

・3月 25日 プロから学ぶ！わくわくコーヒー教室＇講師：藤山健氏、東真二氏（ 

謝金額＇対象者別（ 

講師派遣対象者 件数 

謝金合計 

＇円（ 

1件あたりの 

平均額(円（ 

小学生 26 185,600 7,138 

中学生 17 230,110 13,535 

高校生 9 47,600 5,288 

大学生 15 130,750 8,716 

教員 2 219,243 109,333 

地方自治体 3 280,730 109,621 

その他 19 317,215 14,775 

合 計 91 1,422,033 15,626   
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Ⅳ．NGO/NPOおよび地域のネットワーク事業  

1. 環境省「四国環境パートナーシップオフィス(四国 EPO)」 
 

四国における環境保全活動と持続可能な地域づくりが、地域の自然・社会・経済の特性を活かし

ながら、効果的に実施されることを目的に、NPO・行政・企業など様々な为体間の連携・協働をコー

ディネートすることが四国 EPOの役割である。そのために、以下の通り事業を実施した。 

 

①パートナーシップ推進業務 

■ 「四国の中間支援組織間の意見交換会」開催 

＇開催日：9月30日、参加者：11 団体（ 

 各中間支援組織の運営体制、今年度の为な事業について共

有し、さらに課題と感じていることをたな卸ししてアドバイスし合

うグループワークを行った。また、リユース食器の活用や四国

EPOによる情報受発信の紹介し、連携の可能性を探った。 

 

②地域活動支援 

■ 情報発信＇ホームページ、メールマガジン、メーリングリスト（ 

・ ホームページに計737件＇月平均61件（の情報を掲載した。 

・ ホームページ閲覧者数は1,010名／日と、昨年度比216名／日の増加となった。これは、昨年度

から27.2％増加で、07年度比で約3倍。 

・ メールマガジン登録者数は212名であり、新規登録者49名であった。＇登録アドレス不明のため

に26名分を削除したため、昨年度比では23名の増加となる（ 

・ 四国の環境情報の受発信を進めるため情報共有のためのメーリングリストを運用し、登録者は

53名＇昨年度比18名増加（ 

 

■ 各種相談への対応 

・ 相談件数は134件で、相談の为体はＮＰＯ58件＇43％（、行政25件＇19％（、個人18件＇13％（、企

業13件＇10％（が多く、その他では中間支援組織が8件、学校3件、メディア3件、その他6件＇財

団法人、社団法人、協同組合等（ 

・ 相談者の地域内訳：香川61.9％、愛媛19.4％、高知5.2％、徳島4.5％、四国外9.0％ 

・ 为な相談テーマの割合：地球温暖化22.4％、環境教育20.9％、環境事業10.4％、エネルギー

9.7％ 

・ 为な要望の割合：NPO等＇個人を含む（の活動に関する情報20.9％、専門的な情報15.7％、広

報14.2％、行政に関連する情報9.0％ 

 

③環境教育活動支援 

■ 小学校・中学校における環境教育アンケート調査 

四県の県及び市教育委員会と連携し、県庁所在地の市立小学校＇徳島市31 校、高松市49 校、

松山市56校、高知市43 校（及び、中学校＇徳島市15 校、高松市23 校、松山市29 校、高知市

19 校（に対して環境教育に関する実態やニーズに関するアンケート調査を実施し、集計を行っ

た。アンケートは100％回収することができ、環境教育の実態やニーズを把握することができた。

また、教員が環境教育を充実させるために活用しやすいよう環境教育のＨＰページをリニュー

アルした。 

 

■ 学校における協働による環境教育事例収集 

地域住民やNPO・企業とのパートナーシップによる環境教育の事例として、四国各地の小・中学

校、高等学校の活動について情報収集を行い、環境教育のHPページへ掲載した。 
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④広域での環境保全活動支援 

テーマ毎に四国各県の関係者による意見交換会を開催し、ネットワークづくりや情報共有を行っ

た。 

■ 「生物多様性に関する意見交換会」開催＇開催日：7月8日、参加者：21名（ 

四国内での生物多様性関連団体のネットワークの在り方や、COP10 サイドイベントである「生物

多様性交流フェア」への出展、全国のネットワーク組織である「CBD市民ネット」との連携について話

し合った。 

 

■ 「四国の生物多様性ネットワーク意見交換会」開催＇開催日：11月27日、参加者：23名（ 

COP10生物多様性交流フェアの参加報告や、COP10での決議内容とその後のNGOの動きなど

についての情報提供を行った。また、四国の生物多様性保全のためのネットワークの今後について

意見交換を行い、緩やかなネットワーク組織として情報共有を進めることや、何かがあった時には

作業部会などで対応してはどうかといった意見が出た。 

 

■ 「リユース食器貸出拠点意見交換会」開催 

＇開催日：2月23日、参加者：7名（ 

 地球温暖化防止活動に関わる意見交換会の一環としてリユー

ス食器貸出拠点団体が集まり、リユース食器の貸出状況につい

てそれぞれの取り組みを共有するとともに、エコイベントの現状や

課題について意見交換を行った。リユース食器活用促進のため

には、広報媒体の充実が必要などの意見が出た。 

 

■ 「地球温暖化防止に関する意見交換会」開催 

＇開催日：3月8日、参加者：9名（ 

四国各県の地球温暖化防止活動推進センター及び環境省、経済産業省担当者が集まり、各組

織による地球温暖化防止に関する取り組みや課題等を共有し、活動の活性化や事業連携の可能

性を探った。今回の協議を基に、来年度事業での連携について今後も検討していく。 

 

⑤ESDによる環境保全活動 

■ 「ESDフォーラム」開催＇開催日：2月19日、参加者：44名（ 

ESDを広く紹介するため、四国を対象としたESDフォーラムを開催した。ESD事例として高知の「と

さっ子タウン」の取組みを朗読劇の手法で紹介し、実行委員会が直面した課題について意見交換し

た。また、四国各地での事例についてパネル展示を行った。 

 

■ 「ESDミーティング高知2010 地域づくり＆人材づくり～とさっ子タウンの学びから考える～」開

催＇開催日：9月11日、参加者：23名（ 

昨年度開催された「とさっ子タウン」の事業内容や運営方法、大人の関わり方や子どもたちの様

子などについて運営者に説明していただき、「とさっ子タウン」の意義、気づきや学びについて参加

者間で意見交換を行った。また、講師の丹下晴美氏より、ESDについての説明やESDの視点による

「とさっ子タウン」の取り組みについての講評と、各地の持続可能なまちづくりの事例紹介をしていた

だいた。 

 

■ 「ESDミーティング愛媛2010 子どもたちと生産者の皆さんと

囲む食卓」開催＇開催日：11月21日、参加者：27名（ 

有機農業に取り組む3 人の生産者からの報告を聞いた後、有

機野菜とスーパーの野菜の食べ比べを行い、有機野菜を使った

地産地消カレーを作り、昼食とした。「安心・安全な農作物がまだ

まだ広がっていない要因」「私たちはどうすればいいか」につい
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てのグループディスカッションを行い、講師の丹下晴美氏から、ESDの視点からの講評をいただいた。 

 

■ 「ESDミーティング徳島2010ESDを知ろう！」開催＇開催日：12月18日、参加者：22名（ 

丹下晴美氏に日常生活とESDのつながりについて講演をしていただき、ESD事例として、正法寺

川を考える会に学校や地域における環境保全活動について報告をいただいた。その後に、グルー

プディスカッションを行って気付きを共有した。 

 

⑥政策提言能力の向上 

■「政策提言セミナー高知2011 地域の声を政策へ～つぶやき

をカタチにしよう！～」開催＇開催日：1 月22 日、参加者：14名（ 

高知県赤岡町でのまちづくり事例を参考に、個人やグループ

での「こうなったらいいな」というつぶやきを、ワークシートを使っ

て政策提言につなげていくための整理を行った。また、コメンテ

ーターから講評やアドバイスをいただいた。 

 

■「政策提言セミナー徳島2011想いをカタチに！アイデアが社

会をつくる！～」開催＇開催日：2月5日、参加者：20名（ 

NPO法人徳島共生塾一歩会の四国癒しの道美化推進事業の事例から、目指すべきまちの姿を

達成するためのPlan＇計画・準備（を整理した。これを参考に、参加者が個人やグループの課題をワ

ークシートにて整理し、発表やGEOC＇環境パートナーシッププラザ（担当者からアドバイスをいただ

いた。 

 

⑦施設・物品の管理等 

仕様書に基づき適切に運営し、来客対応を適切に行った。 

 

⑧運営委員会の開催 

第1回運営委員会＇6月1日（、第2回運営委員会＇2月1日（、第3回運営委員会＇3月22日（を開催し、

事業についての意見交換等を行った。 

 

⑨全国ＥＰＯネットワーク 

全国EPO連絡会＇4月22日、5月11日～12日、7月13日～14日（へ参加し、情報共有や連携につい

ての検討を行った。COP10 生物多様性交流フェア＇10月11日～29日（においては、生物多様性に関

する市民活動の展示ブースをEPOネットワークで運営した。 

 

【総括】 

今年度は、四国EPOの事業をより四国の環境保全活動と連動させることを考慮し、中間支援組

織との一歩踏み込んだ連携のため意見交換会開催や、教育委員会との連携による小中学校対象

の環境教育アンケートの実施、地域活動と絡めた政策提言事業やESD事業を行った。また、全国の

EPOとはCOP10にて連携し、四国の情報を全国へ発信した。これらの結果を踏まえ、次年度の事業

を行っていく予定である。 

 

2. 日本・モザンビーク市民友好協会事務局運営 
 

当団体に事務局を置く「日本・モザンビーク市民友好協会」として、7月に駐日モザンビーク大使

館よりベルミロ・ジョゼ・マラテ駐日モザンビーク共和国特命全権大使、駐モザンビーク大使館より

瀬川進特命全権大使が来県された際に市内視察、訪問先のアレンジを行った。また、8月 8日 に

東京・国分寺に拠点を置く特定非営利活動法人 NPO研修・情報センター＇世古一穂代表理事（事

務所内に東京事務所を開設し、オープン記念パーティー、懇談会を開催した。 



 

 

9 

 

3. 四国 NGOネットワーク＇SNN（事務局運営 
  

SNN事務局として、会員・HP・会計管理など全般を行い、233号～270号のメルマガ配信を行っ

た。愛媛大学「四国・国際協力論」(为催：SNN・JICA四国・4大学)のコーディネートを担った。また、

第 13・14回四国 NGO研修、四国 NGOネットワーク総会、JICA四国・四国 NGOネットワーク共催

の会議「NGO ラウンドテーブル」に参加した。 

 

4. 2011年度外務省为催「NGOによるテーマ別能力向上プログラム/ネットワ

ーク NGOの在り方」 
 

JANICからの委託事業としてネットワーク NGOの在り方に関する調査協力を行った。分析実施

団体への支援として、2月 2日～3日に事業型ネットワーク NGOである国際ボランティアセンター

山形を訪問し、分析・助言を行った。また、2月 24日に開催された研究会『自立的なネットワーク

NGOの経営～ファンドレイジング×「共感」』に分析支援団体として参加した。 

 

5. 緊急支援＇東日本大震災支援活動（ 
 

3月 11日に発生した東日本大震災への支援活動として、3

月 15日～28日の 12日間、愛媛大学、聖カタリナ大学、松

山大学、東雲大学の学生達述べ 133名の学生との連携によ

り「街頭募金活動」を実施した。3月に NPO法人ピースウイン

ズ・ジャパン、NPO法人国際ボランティアセンター山形、愛媛

県社会福祉協議会の 3団体を通じて 75万円支援金を寄付

した。 

 

6. コミレスネットワーク四国 
 

9月 14日に開催したコミレス講座ステップアップ編を実施後、四国内のコミ

レス実践者がつながるゆるやかなネットワークとして「コミレスネットワーク四

国」が発足した。メーリングリストの管理・運営を行い、全国のコミレスネットワ

ークとの情報受発信を行った。11月 6日には、(財)地域活性化センター、コミ

レスネットワーク全国との連携で、実行委員会の事務局として「コミュニティ・レ

ストラン全国フォーラム in松山 2010」を開催した。報告書として「四国コミュニ

ティ・レストランのススメ～楽しく働き美味しく食べる～」を作成した。 

 

7. 新しい公共まつやま円卓会議「市民公益税制」説明会 
 

2月 26日に内閣府政策統括官＇経済社会システム担当（付参事官補佐＇総括担当（水田豊氏を

迎えて、政府が進める「市民公益税制」や「新しい公共」の取組みについての勉強会をフェアトレー

ドカフェ＆雑貨 WAKUWAKUで開催した。 
 

8. ご近所ネット 

 
 東雲地域に拠点を置く他分野 NPOが集まり、各団体の取組み・連携促進のための情報・意見交

換を行った。こころ塾＇メンタルヘルスケア（から社会復帰のためのボランティア受入れを行った。 

※その他、他団体セミナー等への参加、イベント開催協力の詳細は別紙 3を参照のこと。 
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Ⅴ．情報提供・相談業務事業 

1．外務省委嘱 NGO相談員業務 

 
外務省の委嘱を受け、2010年 5月 20日より 2011年 3月 31日まで NGO相談員としての相談業務に

応じた。毎月報告書を提出し、出張サービスを 6 回実施した。相談件数は、合計 492 件、月平均 44件

であった。また、第 1回＇東京（、第 2回＇兵庫（「NGO相談員連絡会議」に出席した。 

 

No. 実施月 出張サービス先 形態 企画概要 为催/場所 

1 10月 
グローバルフェスタ

2010 

相談

対応 

NGO相談員受託団体で共同ブースを設け、市民からの

NGOや国際協力に関する質問等に対応した。 
外務省/東京 

2 11月 えひめ国際まつり 
相談

対応 

JICA四国・愛媛県国際協力推進員と連携してブースを

設け、NGOへの就職やボランティアを考えている来場

者の相談等に対応した。 

愛媛県国際交流

センター/松山 

3 12月 
国際交流市民ボラン

ティア入門講座 

相談

対応 

ブースを設け、フェアトレードについての説明やボランテ

ィアを考えている来場者の相談等に対応した。 

まつやま国際交

流センター/松山 

4 1月 
久米わくわくチャレン

ジサタデー 

相談

対応 

高校 1～3年生約 70名を対象に、アフリカの現状と国

際協力活動について講演した。 

高知県宿毛高等

学校/高知 

5 1月 超就活セミナー 
相談

対応 

ブースを設け、留学・ＮＧＯへの就職やボランティア・イン

ターンを考えている来場者の相談等に対応した。 

「超」就活セミナー

inえひめ実行委

員会/松山 

6 3月 
TICO地球人カレッ

ジ 
講演 

一般約 20名を対象に、国際協力型コミレスとフェアトレ

ードの取組みについて講演した。 

NPO法人 TICO/

徳島 

 

2．ネットワークオフィス運営 

 
  5月にカフェに近い物件を賃貸し「ネットワークオフィス」として、国際・環境等の取組みを行う他団体の

情報受発信を行う拠点として、ネットワークを強化しながら利活用を促進した。5月 22、23日にはオープ

ン記念イベントとして「シタールライブ」、「フリーマーケット」を開催した。 
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Ⅵ．管理運営等  

1．組織運営 
 

①事務局運営・役員体制 

事務局運営は、地域貢献活動雇用助成金を活用したパートスタッフの増加により、11月 8日にスタッ

フ研修を実施、SNN研修＇高知県、愛媛県（へ参加し意識の統一を図った。 

役員体制については、理事・監事・顧問が東京、香川、静岡、愛媛＇松山・西条（に在住であることから

理事メールを活用し、意見交換を図った。5月 30日、12月 18日に理事会を開催し、事業内容および組

織運営に関する意見交換を図った。2010年度の理事体制は以下の通り。 

役 職 氏 名 

代 表 理 事 竹  内  よ し 子 

理 事 

大 平 健 二 

岡 田 奈 知 

小 林 芽 里 

世 古 一 穂 

藤 山 健 

松 本 啓 文 

深 井 浩 枝 

石 丸 裕 司 

監 事 
鈴 木 靖 彦 

萩  森  一  路 

顧 問 

薦 田 伸 夫 

藤 本 豊 實 

矢 野 玄 

 

役員総数：12名＇理事：9名 監事：2名 顧問：3名（ 

 

②広報 

会報は 2010年 3・4月号のみの発行となり、定期的な情報発信としては、会員へのメルマガ配信

を 6回行った。ホームページ、カフェ・ブログ、モザンビーク・ブログについては、随時更新した。 

また、各種メディアの取材に応じ、新聞･テレビにおいて EGNの活動を広く紹介し、NGO活動へ

の理解や参加促進を図った。 

 

③当団体活動紹介・掲載 

他団体および個人による当団体の活動紹介・掲載については、別紙 4の通り。 

以上 
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Ⅰ．その他事業 

1. 不動産貸付業 
  

松山市東雲町 5-6の一部をまるみ食堂へ賃貸した。 

 
 


