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Ⅰ．国際協力事業 

 

1. モザンビーク海外支援事業 

 

【モザンビークにおける活動】 

 

① 縫製訓練プロジェクト 

 シニャングァニーネ村の女性 9 名を対象とし、縫

製訓練、フェアトレード商品づくりを実施した。昨

年度より取り組んでいるくるみボタンのヘアゴム

作成に加え、今回は ESD 刺繍の作成を行った。

今までに刺繍をしたことがない人も多い中、1 つ

1 つ異なるデザインの刺繍を作成することができ、

商品化に向けて新しい取り組みを進めることがで

きた。村滞在中の約 3 日間で、ESD 刺繍 100 枚、

くるみボタンのヘアゴム 100 セットを作成し、仕入

れを行うことができた。くるみボタンのヘアゴムについては、昨年に引き続き「フェアトレ

ード商品」として日本での販売を行った。また、本女性グループのグループ名についても

検討を行い、今後村民自らで「行動」していきたいという思いを込め「ACTION」に決定し

た。 

② 公民館建設 

 シニャングァニーネ村公民館建設の基礎工事に取り掛かるため、モザンビーク事務所

長とのスカイプ会議を週 1 回実施し、進捗状況を把握するよう努めた。壁材として必要

となるコンクリートブロックの製作を村民に発注するための計画や予算についても検討

を重ね、次年度より本格的に建設に取り掛かる準備を整えた。これに合わせ、2006 年

から村民が自ら建てた小学校のドアと窓の取り付けについても検討した。 

③ ニーズ再調査・象の脅威に関するヒアリングの実施 

 現地の労働環境の変化に伴い、縫製訓練プロジェクトのステップアップの方向性、新規

案件の立案を検討した。 

 象の出没時間や頻度、村民の家屋との距離などについて日本の専門家に相談するた

めに必要な情報収集を行った。 

④ 人員体制の整備 

 事務所およびプロジェクトの企画運営管理において、日本人スタッフの在駐は必要不可

欠なことから、「外務省 NGO インターン・プログラム」、「JICA・NGO 活動支援制度」を活

用した人材募集を行ったが、適任者の選出を行うことはできなかった。人材の募集は次

年度も引き続き行っていくこととした。 
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⑤ モザンビーク訪問・連携促進 

 2014 年 3～4 月、竹内よし子（代表）、山下貴

史（アルバイト・インターン）、正会員 5 名の計 7

名、2014 年 8 月、竹内よし子、髙山莉菜（職

員）、山下貴史、関家麻希（アルバイト・ボラン

ティア）の 4 名がモザンビークを訪問し、「ESD

スタディツアー」としての実施を検討した。 

 同訪問の際、元研修生アデリアが勤務する孤

児院において ESD 刺繍を実施し、シニャングァ

ニーネ村の縫製訓練との関連を持たせながら

孤児院とのパートナーシップ構築について検

討することができた。 

 シニャングァニーネ村の小学校に絵本 4 冊を

新たに寄贈した。今回、愛媛大学のモザンビー

ク留学生によるポルトガル訳への協力のほか、

清水小学校図書支援員によるブックコーティン

グや本の保存方法についての指導を受けて、

絵本を寄贈することができた。 

 シニャングァニーネ村の小学校では絵本の読

み聞かせのほか、当団体と村とのこれまでの

歴史について紹介した。また、モザンビークの

子どもたちが描いた絵を、新玉小学校、東雲

小学校に寄贈し、生徒同士の交流につなげる

ことができた。 

 CCM と意見交換を実施し、HIV/AIDS や気候

変動・地球環境問題に取り組む部署との連

携・協働の可能性を検討した。 

 2012 年に寄贈された工業用ミシン、2013 年度

に寄贈された車両等の活用について、モニタリング、ヒアリングの実施を予定していた

が、現地スタッフの体調不良により実施することができなかった。 

 

【日本国内における活動】 

① モザンビーク勉強会・帰国報告会の開催 

 モザンビークスタディツアー実施前後に関係者とモザンビーク人留学生を交えてモザン

ビークの勉強会を開催した。当団体が現地で行っているプロジェクトについても事前に

情報提供を行うことで、現地での学び・発見につながるようサポートを行った。 

 5 月 24 日（土）に開催した総会、10 月 4 日（土）に開催した臨時総会に合わせて 3 月～

4 月、8 月に実施したスタディツアーにおける帰国報告会を 2 回開催した。スタディツア

ー参加者全員がそれぞれ担当を決めて発表を行うとともに、来場者との交流も交えな

がら理解促進を図ることができた。なお、本報告会の様子は愛媛新聞（2014 年 5 月 26

日）に掲載され、モザンビークでの活動内容について、一般市民に対しても広く活動の

PR を行うことができた。 
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② 武器アート展示 

 第 23 回葉山芸術祭（神奈川県、2015 年 5 月）、

国立民族学博物館（東京芸大、2015 年 10 月

～11 月下旬）、アースプラザ（神奈川県、2015

年 11 月下旬～1 月中旬）より武器アート展示の

依頼があり、関係者と連絡調整しながら手続き

を進めた。これを受けて、貸出要綱および借入

申請書を作成し、武器アート貸出に係る規定等

を整えることができた。 

 松山市が開催する「平和資料展」への展示協力

を行い、武器アート、ESD リレー刺繍、平和関連資料の掲示を行った。 

③ 帰国隊員 NGO 活動支援制度の活用等によるインターンの受入 

 JICAのスキームである「帰国隊員NGO活動支援制度」の活用を前提とした、モザンビー

ク青年海外協力隊OVのインターン受け入れ募集を行ったが、適当な人材確保ができな

かった。 

 愛媛大学、松山大学、聖カタリナ大学の学生インターンを7名受け入れ、資料整理とフェ

アトレード商品開発に関わる研修を実施した。 

④ 公民館建設に向けたファンドレイジング 

 公民館建設のための寄付を、会員や一般向けに呼びかけた。 

 新玉小学校 6 年生、東雲小学校 6 年生、宮前小学校 6 年生、愛媛大学附属小学校、

西条高校が、公民館建設のための募金活動、支援物資の回収を行った。 

 愛媛県内の企業・店舗で「募金箱の設置協力」を依頼した。これまで継続して設置してく

れている店舗に引き続き協力を依頼した。 

2. フェアトレード普及・促進事業 

①フェアトレード商品等販売 

 2014 年 7 月末にて「まるみ食堂」が閉鎖されたことを受

け、「フェアトレードカフェ＆雑貨」のリニューアルを行い、

本部事務スペースの整備と確保、フェアトレード商品販売

のスペースを確保するよう改築工事を行った。 

 「協働オフィス」において、フェアトレード商品、フェアトレ

ード応援商品、311 震災支援商品等の展示・販売コーナ

ーを整備して、販売を促進するための検討を行った。 

 小野中学校、愛媛大学附属小・中学校、高校、松山工業

高校等と連携してバナナペーパー、カプラナ、マサラなど

を活用したフェアトレード応援商品や寄付付商品開発に

向けて、試作・検討を進めた。 

 「ママ・シニャングァニーネ」のフェアトレード商品づくり支

援、PR、販売を行った。 
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②イベント企画・出店 

 国際協力・環境保全などの普及啓発、フェアトレードの理解促進、ネットワークづくり等

のため、各種関連イベント等への企画・出店を行った。 

③高校生によるフェアトレードの普及促進 

 松山東高等学校 SGH 部の生徒のボランティア受け入れを行い、フェアトレードの普及・

促進を行った。 
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Ⅱ．環境保全事業 

 

1. 環境省「四国環境パートナーシップオフィス(四国 EPO)」 

 

①持続可能な社会の実現に向けた協働取組の支援 

 NPO 等と企業や行政並びに教育関係者、

社会教育施設等との連携推進のため、

NPO 等に役立つ情報収集とニーズ把握を

行った。 

 エコアクションや公民館関係者など、これま

であまりつながりのなかった主体とのつな

がりを構築した。 

 多様な主体との協働を促進するために、必

要とされる情報をつなぐ取り組みが重要で

あり、継続の重要性を再認識した。 

 

②NPO 等と多様な主体との協働取組の橋渡し（コーディネート）の実施 

 NPO 等の協働先となり得る企業や行政並

びに教育関係者、社会教育施設等の会合

や講演などに参加し、JICA や外務省、消

費者庁、自治体、公民館や学校関係者、

企業などとの協働取組の橋渡しを行った。 

 どの分野も必ず環境に関係していることを

確認し、協働を生み出すための目的の共

有や異なる主体との連携スキルの重要性

を認識。中間支援機能の見える化（指標化）

も含め、コーディネートの機能強化を進める必要性を認識した。 

 

③NPO 等への交流可能な場への参加促進と情報提供 

 愛媛県や香川県において、公民館との連

携が実現した。地域教育実践交流集会で

は、実行委員として参画し、ワークショップ

や事例紹介で四国四県の取り組みを紹介

するなど、異なる主体との連携が促進され

た。 

 

④意見交換会や個別相談の実施 

 事業型の取り組を行う NPO や企業等が、

公的資金に依存しないビジネスモデルの展開を図るために、愛媛県と徳島県で意見

交換会を実施するとともに、四国各県で情報提供やコーディネートを行った。 
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⑤ＥＳＤによる取組強化促進業務 

 ESD に関する相談や、ネットワーク構築に

向けた団体や学校情報の収集を行った。 

 ESD 関連国際会議やイベント、セミナーの

周知と会議やイベントへの出席による情報

収集を行った。 

 ユネスコスクールや関心のある学校や団

体の調査を行った。 

 ＥＰＯ東北や休暇村五色台等と連携し、Ｅ

ＳＤ研修会や職員研修を実施した。 

 

⑥ESD 四国ネットワークによる情報共有と学びあい 

 四国各県の ESD 実践現場である小中高

等学校や大学等を訪問し、四国 EPO の活

動や ESD 実践事例、考え方を踏まえた説

明や講義、ワークショップを行った。ヒアリ

ング等を通して、流域単位での面的展開

等が重要であることを確認した。 

 ユネスコスクール登録あるいは、ESD を実

践している小中学校等の調査を行い、事

例を収集した。取り組みが始まって間もない学校は、どのように取り組んで良いか分

からないといった課題を抱えており、各段階に応じたフォローやアドバイスが有効で

あることを確認した。 

 各学校訪問を通して、環境教育の課題やノウハウの抽出を行うとともに、環境省で

作成された ESD プログラムガイドブックやリーフレット、こども環境白書等の活用を通

じて ESD への理解促進や普及啓発を行った。 

 

⑦持続可能な社会をテーマとしたワークショップ開催 

 持続可能な社会をテーマとしたワークショッ

プを愛媛県及び徳島県で開催した。愛媛県

新居浜市で開催した勉強会は、全国 EPO

連絡会ならびに地元一般向け研修会と新居

浜市教育委員会の共催で実施した。また、

八幡浜市で開催した勉強会は、EPO 東北と

連携して震災の教訓を活かすことをテーマ

に実施した。 

 休暇村讃岐五色台の職員向け研修で、ESD

ワークショップを開催。ESD という言葉を初めて聞いた職員が、積極的にワークショッ

プに参加する姿が見られた。 

 SDGｓや ESD、地球環境基金等の専門家を招き、助成金や食品ロス等に関するミニ

講座を開催した。 
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⑧地域活性化に向けた協働取組加速化事業支援 

 採択となった、うどんまるごと循環コンソー

シアムと土佐の森・救援隊の協働取組支援

を行った。 

 エコプロダクツ展 2014 に出展し、四国の取

り組みを全国に発信した。 

 

⑨中間支援組織等との連携（共通課題に関する事業の協働実施） 

 四国地域内の中間支援組織等と連携し、各

県ごとの情報を集め、共通の環境課題等に

ついて情報交換を行い、効果的かつ効率的

な支援体制を検討するためミーティングを実

施した。共通するテーマとして、必ず ESD を

入れるようにし、打ち合わせや説明の機会

では、資料提供を含めた発信を行った。 

 具体的な連携として、イベントへの協働出展

や勉強会等での講演や共催・後援依頼、委

員としての出席等につながり、目に見える活動につながった。 

 

⑩環境関連情報の収集と発信 

 四国 EPO の HP の英語化、HP 記事「四国

のすごい!!」の多言語化（英独仏ポルトガル語）

を行った。 

 ホームページやフェイスブック、メーリングリス

ト、メールマガジン等による情報発信をと環境

関連情報のデータベース化を行った。 

 四国内の中間支援組織と連携し、スカイプ等

による助成金説明会や勉強会の共同実施を

行った。 

 

⑪四国共通テーマ事業の実施支援、普及啓発 

 瀬戸内海国立公園 80 周年に関するイベントへの参加や普及支援、「里海」づくり、「と

さっ子タウン」、生物多様性などの普及支援を行った。 

 ポスト ESD の 10 年に関する取組みやポスト MDGｓに位置づけられる SDGｓに関する

動向の共有等、必要に応じた情報収集と勉強会やシンポジウム開催を支援した。 

 

⑫環境政策提言支援 

 ESD 提言フォーラムを実施した。 

 政策提言フォーラムで最優秀賞を受賞した高知

県立牧野植物園と共催で名古屋議定書・生物多

様性勉強会を実施した。 
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2. Green Gift プロジェクトの実施支援 

 

東京海上日動火災保険㈱の支援により、日本ＮＰＯセ

ンターが受託を受けて、全国で開催するイベント事業の四

国窓口を担当し、ＮＰＯ法人アーキペラゴが実施するビー

チコーミングイベントの開催支援を行った。 

 

 

3. ＥＳＤに関するユネスコ世界会議後のフォロ

ーアップ会合調査 

 

平成 26 年 11 月 4 日から 11 月 12 日まで岡山県岡山

市及び愛知県名古屋市で開催される「持続可能な開発の

ための教育(ESD)に関するユネスコ世界会議」（以下「世界

会議」という。）後の 11 月 13 日に開催されるフォローアッ

プ会合（以下「本会合」という。）は、教育関係者、地方自治

体、NPO/NGO、企業、学生、有識者などが、世界会議の

成果をフィードバックし、平成 27 年以降、日本国内におけ

る ESD の推進方策について議論を行った。 

この会合に参加し、これまでの事業の中で実践してきた

取組や知見等を広く情報発信するとともに、国内における

ESD 推進の方向性を定めるにあたって、関係者間でどの

ような連携を図っていくか、また、今後の事業活動等にどの

ように活かしていくかに役立つ情報収集を行うとともに、意

見交換や聞き取りによる調査を行った。これらの調査結果

を踏まえ、四国での動きを総括すると、 

 ESD 推進のための「基本型」が「見える化」した。 

 四国四県に設置したワーキンググループにより、

関係者間での目標を確認する機会を定期的に設

け、知識や経験のない多様な主体がともに学び、ESD 知見を深め、地域での普及促進

の担い手としての役割を担うようになった。 

 実行委員やワーキンググループ関係者は、学校、自治体、企業、メディアなど各県それ

ぞれに依頼し、組織的なアプローチを続けることによる、新しい人材発掘を推進するこ

とにより、想定外の相乗効果や協働のきっかけが生まれた。 

 各ワーキングには、それぞれの専門的分野から分析評価が可能な学識経験者に参加

してもらい、実証事業評価を実施してもらうとともに、評価の共有を行う場を設定し、

ESD で大切にしている考え方を多様な視点で確認する体制を整えた。 

などがあげられる。これらの成果を踏まえ、認定 NPO 法人「持続可能な開発のための教育の

10 年」推進会議（ESD-J）が発表した提言の構成を参考に、四国における今後の事業活動方

針やアイデアを進めるべきであることを提案した。 

 

５．収集資料リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料名
小さな一歩で社会貢献

持続可能な未来に向けて

「全国高校生ESDシンポジウム」

協栄産業の取組2014年10月

全国高校生エコ・アクション・プロ

ジェクト2014Autumn

全国高校生環境ネットワーク

主催者
愛知商業高校ユネスコクラブ 協栄産業（株） 全国高校生エコ・アクション・プロ

ジェクト実行委員会

全国高校生エコ・アクション・プロ

ジェクト実行委員会

表紙

1 2 3 4

資料名
全国高校生ESDセミナー 安城市こどもぐるぐるゼミナール 地域と世界を、そして今と未来をつ

なぐ、地球とのフェアトレード

ESDナビ

主催者
全国高校生エコ・アクション・プロ

ジェクト実行委員会

安城市 フェアトレード名古屋ネットワーク 岡崎市ESD研究委員会

表紙

5 6 7 8

資料名
あいち・なごやESD交流フェスタ「み

んなの環境ひろば」

惣（第4号） 惣（第2号） あいち・なごやESD交流フェスタ

主催者
名古屋市 フェアトレード名古屋ネットワーク フェアトレード名古屋ネットワーク 名古屋市

表紙

9 10 11 12

資料名
環境レポート2014

こども環境レポート2014

NAGOYA FAIR TRADE MAP NPO法人AKJ環境総合研究所 臨床環境学「コンサルティング

ファームご案内」

主催者
ユニー（株） フェアトレード名古屋ネットワーク NPO法人AKJ環境総合研究所 名古屋大学

表紙

13 14 15 16
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４．ユニバＥＳＤ大会の実施 

 

環境省「平成 26 年中国四国地域を中心とした青

年層による ESD ユネスコ世界会議等支援事業」を

実施した。詳細は以下の通り。また、開催をきっか

けに ESD 風呂敷を作成。イベント期間中に配布す

るなどして PR を行った。 

 

①「ユニバ ESD 大会」の開催 

 9 月 22～23 日(1 泊 2 日)、岡山国際交流

センター2F「国際会議場」において「ユニ

バ ESD 大会」を開催した。開催にあたっ

ては、中国四国地域の他、九州、近畿、

中部、関東等に呼びかけを行い、岡山 6

名、岡山以外の中国地域 10 名、四国 32

名、九州 3 名、近畿 3 名、中部 1 名、関

東 1 名が参加し、それぞれの取り組む

ESD 活動について発表・展示の場の提供

を行った。また、認定 NPO 法人持続可能な開発のための教育の 10 年推進会議（ESD

－J）等専門家 5 名を講師として参加依頼し、各分科会の充実と参加者の ESD 理解促

進の支援を行ったほか、掲示物、参加者及び来場者への資料配布等を通して ESD の

効果的・効率的な普及啓発を図った。 

 

②「世界会議」サブイベント「My ESD for the future we want!」の開催と「大会」成果発表、展

示並びに同会議に資するための取組み 

 11 月 6 日、岡山シティミュージアム 4F「講

義室」において、スカイプ会場 3 か所（高

知大学 13 名、愛媛大学 31 名、西条総合

福祉センター9 名）とつなぎながら、会場

に来場した大学生 17 人、高校生 11 人、

高校生引率教諭 1 人、中学生 2 人、一般

5 人、関係者 14 人とともに世界会議サブ

イベント「My ESD for the future we want!」

を開催した。 

 「サブイベント」では、9 月の「大会」で発表・共有したさまざまな ESD の表現・取り組み

について、その後、グループごとの打ち合わせやメール・電話等でのやりとり等を通じ

て議論を重ね、深化・進化させてきた 5 つの成果物の共有と発信を行った。発表が効

果的に行われるよう、スカイプでつないで当日会場に参加できなかった関係者等とも連

携しながら行ったほか、ラインを活用してリアルタイムで参加を促進することができた。 
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 また、「世界会議」に資する取り組みとして、サブイベントにおいてインタープリターとし

ても参加し、一般参加者に対して ESD の普及啓発に努めた。 

 

③「大会」「サブイベント」の広報および「世界会議」の周知 

 「大会」「サブイベント」の開催に当たっては、それぞれチラシを作成し、中国 5 県、四国

4 県の全ての高校、短期大学、大学等に 1 校当たり 30 部を郵送し、生徒・学生の目に

触れる機会の多い場所への掲示を依頼したほか、各種メディア、Web 等により広報を

行った。同時に、「世界会議」についても広く一般に周知を図った。特に、ラジオ出演、

新聞の取材への対応により広く一般に周知を図ることができた。 

 

④世界会議終了後の同会議の成果のフィードバック 

 世界会議の成果について、中国四国地域を中心とした青年層の ESD 活動に対し、ライ

ンや SDGｓに関するミーティング等への参加を通じてフィードバックを行い、当該青年層

を含めた地域の各主体間のネットワークの活性化を図った。 

 

⑤その後の取組の広報等 

 フェイスブックやラインなどの Web、ESD-J（認定 NPO 法人持続可能な開発のための

教育の 10 年推進会議）の広報紙面等により、その後の取組について広報を行い、大

会参加者間で情報共有を行った。 

 また、大会で作成した映像は編集し、他の関連ミーティング等の場で公開するとともに、

Web 上で公開した。報告書については、中国 5 県、四国 4 県の全ての高校、短期大学、

大学宛に郵送した。 

 

５．持続可能な地域づくりを担う人材育成事業に係るＥＳＤ環境教育プログ

ラムの作成・展開業務 

 平成 26 年 7 月 14 日より平成 27 年 3 月 20 日

まで、環境省がとりまとめたモデル的な 39 の

ESD プログラムを基に、四国各県（徳島県、香川

県、愛媛県、高知県）の地域性を踏まえた小・中

学生向けの「地域版 ESD プログラム」を各県の

キーパーソンとともに、環境省四国環境パートナ

ーシップオフィス（以下四国 EPO という。）と連携

しながら作成し、そのプログラムの実証並びに評

価を行った。 

 この動きに沿う形で、愛媛県新居浜市教育委員会がイニシアティブを取り、自治体や公

民館、新居浜市ユネスコ協会や企業と連携し、市内全小中学校 26 校がユネスコスク

ールに申請するような面的な広がりも生まれた。 

 昨年度に引き続き受託した本業務を通じて、四国内のキーパーソンを再度、集結して

実行委員会を形成し、学校、教育委員会、メディア、NPO、大学等の人・組織・仕組み

の相互作用を活用しながら、実行委員会、評価部会、四国 ESD シンポジウムを開催し、
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四国全域の全小中学校や公民館への広報・啓発とともにメディアとの密接な連携によ

る広報用 DVD 作成に取り組んだ。 

 同時に、環境省主催 ESD 関連イベントとの連携、全国のモデル事業実施団体や全国

EPO との連携により、ESD への取り組みに関する全国的な機運の醸成に積極的に努

め、学校・地域の教育現場および社会教育を行う公民館やコミュニティセンター等との

ESD の連携・推進を図った。 

以下は、その詳細である。 

 

①実行委員会および検証作業部会(評価部会)の設置および会議開催 

 四国各県ごとに有識者、NPO、メディア関係者、

行政・教育関係者等を委員とした実行委員会を設

置し、全体で計 3 回の実行委員会を開催した。実

行委員会では、本業務の目標達成のために、事

業計画全般の確認、地域版 ESD 実証プログラム

作成者との意見交換を行った。 

 四国各県の有識者を委員とした検証作業部会(評

価部会)を設置し、2 回の検証作業部会(評価部会)を開催した。検証作業部会（評価部

会）では、本事業の検証や評価方法の策定等を行い、実証後の検証を行うための意見

交換を行った。 

 

②管内各県ごとの地域性を踏まえた ESD プログラムの作成および実証 

 各県大学教授をチームリーダーとし、各県実行委員と実証校教員等を構成員として、

各県の地域版 ESD プログラム作成ワーキングチームを形成し、地域版 ESD プログラ

ムの作成および内容の検討を行った。 

 各県とも検討・作成の段階より、ESD の理念に沿い、地域特性を踏まえたものとなるよ

う、また、学校等の教育現場で実施しやすいものとなることを目指し、基のプログラムを

地域課題に合わせて工夫しながら、それぞれ参加者、実行委員会委員等の意見を汲

み入れながら作成し、実証した。作成したプログラムのテーマ、基のプログラム名は以

下の通りである。 

【徳島県】  

暮らしの中の水を見つめ直そう ～アフリカから学ぶ、ふるさとの安全な水と豊かさ～ 

 対 象：三好市立池田中学校 

 内 容：アフリカの子どもが描いた絵や現地の写

真を通して、子どもの暮らしの中の安全な水や必

要な量の確保の現状を知ると共に、その役割を

子どもが担っており、家の中での仕事があること

について自分の生活との違いを認識する。アフリ

カの歴史や文化、経済を学ぶ中で、遠いアフリカ

の暮らしを知ると同時に、自分たちの身近にある

吉野川の水について知ることで、これから自分た

ちでできることや伝えたいことについて考え、主体的に取り組む行動について話し合

いを行った。
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【香川県】 

山・里・まちのつながりから未来を考えよう ～善通寺弘田川調査からわかること～ 

 対 象：善通寺市立西中学校 

 内 容：昔の生活の中に見られた生物について、

祖父母から聞き取り、現在いなくなった生物の要

因を考えた。「レッドデーターブック」などを使って、

身近な生物で絶滅の危機に瀕している生物を調

べた。レッドデーターブックに載っている生物を確

認するとともに、問題視されながらも改善されて

いない理由を考えた。学校周辺の弘田川で環境

調査をして、現状と環境改善のヒントを探った。持

続可能な社会のためにまちの中にどのような自然が必要なのか？これまでの調査

から、共生社会のイメージについて考えた。人間と動物の「棲み分け」が共生社会の

キーワードであることに気付く。自分たちがやってみたい活動を発表した。
 

【愛媛県】 

よいまちつくろう～菜の花プロジェクト～ 

 対 象：松山市立新玉小学校 

 内 容：地域の玄関口である JR 松山駅の利用者

に笑顔になってほしいという思いから、児童が自

分たちにできることを考え、菜の花の栽培を行っ

た。専門家の指導を受けながら土づくり、種まき、

水やり、草抜き、間引きなどの作業を体験し、植

物の成長を観察した。さらに、JR 駅職員の協力

のもと「駅探検」を実施し、駅構内のどの場所に

菜の花のプランターを飾るかアイデアを出し合うなど、地域の人々と交流しながらプ

ログラムを展開した。また、食用菜の花の栽培により、間引いた菜の花を雑炊にして

食べる体験が可能となり、防災時における菜の花の活用方法について学んだ。 

 

【高知県】 

アサギマダラの飛来する魅力ある地域づくり  

 対 象：香美市立片地小学校 

 内 容：アサギマダラについて知っていることや疑

問などを出し合い、専門家にその生態やマーキン

グの方法、その狙いなどを学んだ。その後、アサ

ギマダラが飛来する里山において捕獲、観察、記

録、マーキングをするとともに、周辺の自然環境

を観察し、生態系等についても学ぶ。卵や幼虫の

数、大きさの変化を記録することで、命の大切さ

などに気付いた。また、地域の人から里山（秋葉山）の歴史、文化を聞き、一緒に地

域の米や水でご飯を炊き、おにぎりを作り味わう中で地域の魅力やつながりを意識

した。これらの体験をふまえ、自分たちがこれから大切にしたいことをわかりやすい

伝えるため、協力し合ってまとめ、地域の人や全児童に対して発表した。 
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③四国 ESD シンポジウム準備部会の設置および開催 

 新居浜市関係者とともにシンポジウム部会を設

置し、「四国 ESD シンポジウム」を開催するため、

打ち合わせ会議を 6 回開催し、チラシ・ポスター

の作成を行った。「四国 ESD シンポジウム」は、

各県で取り組んだ実証事業の内容発表や、学校、

地域で面的なつながりを持たせることを目的とし

て、平成 27 年 2 月 28 日（土）、新居浜市ウイメ

ンズプラザにおいて、環境省中国四国環境事務所高松事務所、EGN、新居浜市教育

委員会、新居浜市公民館連絡協議会が主催、四国各県教育委員会、四国 EPO の後

援により開催し、230 名の参加を得た。 

 

④業務の普及啓発 

 小中学校および社会教育施設（公民館・コミュニティセンター）等への普及啓発として、

管内各県小学校 863 校（徳島県 186 校、香川県 175 校、愛媛県 302 校、高知県 200

校）、中学校 416 校（徳島県 85 校、香川県 75 校、愛媛県 139 校、高知県 117 校）、特

別支援学校 57 校（徳島県 18 校、香川県 9 校、愛媛県 14 校、高知県 16 校）の合計

1,336 校、および社会教育施設（公民館・コミュニティセンター）1,102 か所（徳島県 328、

香川県 168、愛媛県 404、高知県 202）に対し、本事業の取り組みの案内、「ESD 川柳・

メッセージ」の募集案内、四国 ESD シンポジウム開催案内、＋ESD 登録案内等の資料

を送付した。 

 広報として実施した「ESD 川柳・メッセージ」の募集については、619 点の応募があり、

選考委員会を設置し、最優秀作品 1 点と入賞作品 10 点を選考した。 

 各県での実証結果について、日本だけではなく、さまざまな地域で誰もが ESD の取組

みを行うことができるよう、その概要を A4１枚程度にまとめて英語に翻訳し、EGN や四

国 EPO のホームページで紹介した。 
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Ⅲ．教育・ネットワーク事業 

 

1. 講師派遣および持続可能な開発のための教育（ESD）普及・促進 

 総合的な学習の時間（国際理解教育・環境教

育・平和教育・人権教育）の講師、あるいは、シ

ンポジウム・セミナー等のパネリストとして、小・

中・高校、大学、教員、その他（NPO、企業、行

政等）からの派遣依頼に応じて、ニーズに合っ

た講演・ワークショップ等を行った。 

 松山市「平和の語り部」派遣事業、松山国際交

流協会ＥＳＤコーディネーター派遣制度、愛媛

県環境マイスター、外務省ＮＧＯ相談員、内閣

官房地域活性化伝道師等、さまざまな仕組み・

制度を活用して ESD の普及を行った。 

 2013 年度の講師派遣、研修等受入の実績は一覧表の通りである。 
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1 15 火
ESD派遣

国際協力に係る仕事「小野中ESD」

えひめグローバルネット

ワーク
小野中学校 教員・ＰＴＡ関係者 1 竹内よし子

2 16 水 ＥＳＤ講習会 新玉小学校 新玉小学校 教員・ＰＴＡ関係者 20
竹内よし子

髙山莉菜

3 10 土

ESD派遣

小中高及び特別支援学校と大学の連携による
消費者教育の在り方の調査・研究

えひめグローバルネット
ワーク

愛媛大学附属 教員・ＰＴＡ関係者 1

4 12 月 大川愛リバーの取り組みについて 清水小学校 清水小学校 小学生 79

5 14 水

国際協力に係る仕事「小野中ＥＳＤ」①

アイスブレイクハンガーバスケット、世界の現
状について

小野中学校 小野中学校2年生 中学生 20
竹内よし子
髙山莉菜

6 15 木 ソロプチミスト・クラブ賞受賞 西条市商工会議所 西条ソロプチミスト 一般 20

7 20 火 平和の語り部・正岡小 正岡小学校
松山市市民参画まちづくり

課
小学生 13

8 20 火 新玉小・打合せ 新玉小学校 新玉小学校 教員・ＰＴＡ関係者 1

9 27 火
ＥＳＤ派遣
小中高及び特別支援学校と大学の連携による
消費者教育の在り方の調査・研究

愛媛大学附属小・中・高
等学校

愛媛大学附属小・中・高等
学校

小学生 540

10 28 水
国際協力に係る仕事「小野中ＥＳＤ」②
モザンビーク学校での学校交流

小野中学校 小野中学校2年生 中学生 20
新居啓司
山下貴史

11 30 金 大学生ができる国際協力と国際交流 高知大学 高知大学 大学生 60 山下貴史

12 3 火 ＮＰＯ論・国際協力・平和構築について 高知工科大学 高知工科大学 大学生 60

13 4 水
国際協力に係る仕事「小野中ＥＳＤ」③
EGN国際協力活動についての説明

小野中学校 小野中学校2年生 中学生 20

14 9 月 消費者教育論 愛媛大学 愛媛大学教育学部3,4年生 大学生 60
竹内よし子
亀山公実子

15 12 木
市民活動とモザンビーク「銃を鍬へ」
（国際協力活動）

愛光中学 愛光中学1年生 中学生 200

16 13 金 共通教育：アフリカ支援と地域とのつながり 高知大学 高知大学 大学生 60

17 19 木
ESD派遣
平和な世界を築くために～わたしたちができる

こと～

新玉小学校 新玉小学校 教員・ＰＴＡ関係者 2

18 19 木
ＥＳＤ派遣
ヒロシマに学ぶ平和・アフリカに学ぶこれから

の平和

雄群小学校 雄群小学校6年生 小学生 88

19 24 火
ＥＳＤ派遣
平和な世界を築くために～わたしたちができる

こと～

新玉小学校 新玉小学校6年生 小学生 86
竹内よし子
山下貴史

フレッド

20 1 火 平和の語り部・東雲小 東雲小学校
松山市市民参画まちづくり

課
小学生 53

21 8 火 平和の語り部・津田中 津田中学校
松山市市民参画まちづくり

課
中学生 186

22 9 水
国際協力に係る仕事「小野中ＥＳＤ」④⑤

応援商品の作成、モザンビーク料理
小野中学校2年生 小野中学校2年生 中学生 20

竹内よし子

和田薫

23 22 火 多くの学んだことから、自分&地域の活性化 竹原市忠海公民館 竹原市忠海公民館 一般 75 竹内よし子

24 25 金 ぱわすく食育・サマークッキング 新玉公民館 新玉小学校 小学生 15
竹内よし子

髙山莉菜

25 29 火

児童対象にフェアトレードについて考えるワー

クショップ、外国人の人権に関する話合い、モ
ザンビークの様子についての紹介など

東温市南吉井小学校 東温市南吉井小学校 教員・ＰＴＡ関係者 40 竹内よし子

26 30 水 インスパイアジャパン2014（～8/1） 大洲青少年交流の家
日本ボーイスカウト愛媛県

連盟
学生・一般 190

竹内よし子
亀山公実子

和田薫

髙山莉菜

2014年度　講師派遣研修等受入一覧

4

竹内よし子

竹内よし子

竹内よし子

竹内よし子

竹内よし子

主催 参加者・対象
対象

人数
担当者/同行者No. 月

5

場所日

6

曜日 名称/内容

7
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27 5 火
世界は「なかま」

～世界のために自分たちにできること～

えひめグローバルネット

ワーク
宮前小学校 教員・ＰＴＡ関係者 1

28 6 水

ＥＳＤ派遣

小中高及び特別支援学校と大学の連携による

消費者教育の在り方の調査・研究

愛媛大学附属小・中・高

等学校

愛媛大学附属小・中・高等

学校
小学生 540

29 14 木
ESD派遣

新玉小学校5，6年生授業

えひめグローバルネット

ワーク
新玉小学校5,6年生 教員・ＰＴＡ関係者 3

竹内よし子

髙山莉菜

30 16 土 ＥＳＤトークセッション 中部ＥＰＯ
NPO法人ワイルドライフ名古

屋支部
学生・一般 100 竹内よし子

31 3 水

ＥＳＤ派遣

小中高及び特別支援学校と大学の連携による

消費者教育の在り方の調査・研究

愛媛大学附属小学校
愛媛大学附属小学校

6年生
小学生 40

髙山莉菜

山下貴史

32 4 木

ＥＳＤ派遣

小中高及び特別支援学校と大学の連携による

消費者教育の在り方の調査・研究

愛媛大学附属小学校
愛媛大学附属小学校

6年生
小学生 80

髙山莉菜

山下貴史

33 6 土 四国国際系合宿salad講演会 大洲青少年交流の家
ＮＰＯ法人四国青年ＮＧＯ

ＨＯＰＥ
学生・一般 60 竹内よし子

34 12 金 モザンビークでの暮らし 新玉小学校 新玉小学校5年生 小学生 86

竹内よし子

髙山莉菜

関家麻希

35 12 金
平和な社会を築くために～わたしたちができる

こと～
新玉小学校 新玉小学校4年生 教員・ＰＴＡ関係者 1 竹内よし子

36 18 木 モザンビーク料理　「シマづくり」 新玉小学校 新玉小学校5年生 小学生 92
髙山莉菜

関家麻希

37 25 木
世界は「なかま」

～世界のために自分たちにできること～
宮前小学校 宮前小学校6年生 小学生 57

竹内よし子

髙山莉菜

38 24 水
国際協力に係る仕事「小野中ＥＳＤ」⑥

Standuoキャンペーン、モザンビーク刺繍
小野中学校 小野中学校2年生 中学生 20

竹内よし子

髙山莉菜

39 28 日
国際理解講座

アフリカモザンビークの開発とESD

愛媛県生涯学習セン

ター
愛媛県生涯学習センター 学生・一般 50 竹内よし子

40 1 水 国際協力に係る仕事「小野中ＥＳＤ」⑦ 小野中学校 小野中学校2年生 中学生 20
竹内よし子

髙山莉菜

41 1 水
世界は「なかま」

～世界のために自分たちにできること～
宮前小学校 宮前小学校6年生 小学生 57

竹内よし子

髙山莉菜

42 1 水 ユネスコ世界会議検討会 EPC ＥＰＣ NPO・NGO 内田洋子

43 8 水
国際協力に係る仕事「小野中ＥＳＤ」⑧⑨

野外活動
小野中学校 小野中学校2年生 中学生 20

竹内よし子

髙山莉菜

和田薫

44 22 水
国際協力に係る仕事「小野中ＥＳＤ」⑩

輪になって話し合おう
小野中学校 小野中学校2年生 中学生 20

竹内よし子

髙山莉菜

45 23 木
平和な世界を築くために～わたしたちができる

こと～
新玉小学校 新玉小学校4年生 小学生 86

46 29 水 高知県高等学校国際教育生徒研究発表大会 高知西高校
高知県高等学校国際教育

研究協議会
教員・ＰＴＡ関係者 35

47 30 木
平和な世界を築くために～わたしたちができる

こと～
新玉小学校 新玉小学校4年生 小学生 86

竹内よし子

常川真由美

48 4 火

ＥＳＤ派遣

平和な世界を築くために～わたしたちができる

こと～

新玉小学校 新玉小学校5年生 小学生 92

49 15 土

ESD派遣

小中高及び特別支援学校と大学の連携による

消費者教育の在り方の調査・研究

えひめグローバルネット

ワーク

愛媛大学、愛媛大学附属

小・中
教員・ＰＴＡ関係者 3

50 17 月 モザンビークの暮らし 愛媛大学附属中学校 愛媛大学附属中学校 中学生 17

51 26 水 絵本を活用した環境教育 清水小学校 清水小学校6年生 小学生 79

52 28 金 平和の語り部・久米中学校 久米中学校
松山市市民参画まちづくり

課
中学生 900

53 30 日 宇和島東高校実習　打合せ 宇和島社会福祉協議会 宇和島東高校 教員・ＰＴＡ関係者 3

竹内よし子

竹内よし子

9

9

8

竹内よし子

10

11
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54 3 水 ＮＧＯ活動に関するヒアリング

えひめグローバルネット

ワーク
名古屋ＮＧＯセンター NPO・NGO 1 竹内よし子

55 9 火 モザンビーク支援物資受け渡し 宮前小学校 宮前小学校6年生 小学生 57
竹内よし子

髙山莉菜

56 10 水 平和の語り部・ＤＶＤ作成
えひめグローバルネット

ワーク

松山市市民参画

まちづくり課
行政 3

57 12 金 宇和島東高校実習 宇和島東高校 宇和島東高校 高校生 40

58 25 木 NPOマネジメント講座
松山市総合コミュニティ

センター
愛媛県社会福祉協議会 一般 60

59 8 木 消費者教育講座 愛媛大学 愛媛県 一般 37

60 22 木

ＥＳＤ派遣

平和な世界を築くために～わたしたちができる

こと～

新玉小学校 新玉小学校 小学生 86
竹内よし子

髙山莉菜

61 27 火 フェアトレード講演 愛媛大学附属高校 愛媛大学附属高校 高校生 200 竹内よし子

62 20 火 国際理解教育 西条高校 西条高校 高校生 70
山下貴史

髙山莉菜

63 2 月 文化祭でのフェアトレード商品販売計画
えひめグローバルネット

ワーク事務所
松山南高校 高校生 9 竹内よし子

64 3 火 ESD推進委員会 新玉小学校 新玉小学校 教員・ＰＴＡ関係者 10
竹内よし子

髙山莉菜

65 10 内子町ワークショップ 共生館ホール 内子町 中学生 40 竹内よし子

66 14 金 愛媛南予環境シンポジウム 木屋旅館 NPO法人SO-EN 学生・一般 100 常川真由美

67 21 土 学びのコミュニティ研究会 にぎたつ会館 学びのコミュニティ研究会 一般 100 竹内よし子

68 3 10 火 新玉小・支援物資受け渡し 新玉小学校 新玉小学校6年生 小学生 86

竹内よし子

髙山莉菜

Amosse

5,377

竹内よし子

合計

2

12

1
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2． 外務省 NGO 相談員業務 

 
外務省の委託業務として、2014 年 5 月 1 日より      

2015 年 3 月 31 日まで、外務省 NGO 相談員として、月

～金曜日、10 時～17 時まで、竹内よし子（正）と新居

啓司（副）の 2 名および、3 名の補助スタッフにより、当

団体事務所において、相談業務に応じた。 

①照会・相談対応業務 

 2014 年 11 月に事務所全体を拡張・リフォームし、路面側のスペースを相談対応スペースとし

て活用できるようアレンジしたことで、気軽に立ち寄りやすくなった。また、相談が多いフェアト

レードに関する情報、フェアトレード商品・資料展示コーナーを相談対応スペースの回りに配

置したことで、相談者に具体的な資料・情報を提供しやすくしたため、相談対応に来られた教

員や高校生、大学生等が来訪する機会が増えた。 

 元カフェスペースを会議・研修室として他団体にも貸し出し可能とすることで、国際協力に関

心を持つ市民との勉強会会場として活用できるようになり、フェアトレード商品開発に向けて

の意見交換や絵本翻訳ボランティア参加が活発化した。 

 平成 26 年 5 月～27 年 2 月までの相談対応合計数は、701 件(月平均 58 件)であった。内容

は、NGO・NGO 活動に関する相談 137 件が最も多く、開発教育、組織運営マネージメント（広

報面:広報・メディア等）に関する相談が多かった。また、相談者は、NGO 関係者・設立希望者

が最多で、教員・学生・高校生以下と続いている。 

 

②出張サービス 

 国際協力・交流等イベントへの出展、教育機関等からの講演・ワークショップ依頼に

応え、四国全県で合計 8 件（徳島県 1、香川県 1、愛媛県 5、高知県 1）を実施した。

今年度実施した出張サービスは以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月
「国際理解教育をとおして地球市民とし
ての素地を育む」（高知県）

相談対応・講演 マネジメント学部の学生を対象とした講演および相談対応。
高知工科大学
マネジメント学部

9月
第12回四国青年国際合宿Salad
（愛媛県）

相談対応・講演・ワークショップ
国際交流・国際協力に関心を持っている四国の大学生を対
象とした講演、ワークショップおよび相談対応の実施。

国立大洲青少年の家

9月
ふれあいフェスティバル2014
（愛媛県）

相談対応
国際協力や国際交流に関心のある来場者を対象とした国際
協力や外国人の人権問題に関する展示および相談対応。

エミフルMASAKI

9月 かがわ国際フェスタ2014（香川県） 相談対応・NGO相談員デスク ブースを設置し、来場者を対象に相談対応を実施。 アイパル香川

10月
小野中学校職業科「国際理解コース」
（愛媛県）

相談対応・ワークショップ
「国際協力に関わる仕事」について講演・ワークショップを実
施

松山市立小野中学校

1月 西条高校出張サービス（愛媛県） 相談対応
総合的な学習の時間において、国際協力・交流に関わる質
問対応。

愛媛県立西条高校

2月 四国NGO研修 （愛媛県） 相談対応・ワークショップ
NGOが目標達成のため、そのアクションにつなげる「自己分
析ワークショップ」および相談対応の実施。

愛媛県西条市総合文
化会館

3月
四国・医療支援NGO連携に関する意
見交換（徳島県）

相談対応
高知県、徳島県のNGOや医学部教授を対象に、医療支援に
関わる意見交換会および相談対応の実施。

（特活）TICO会議室

開催場所

（特活）えひめグローバルネットワーク

団体名 実施月 出張サービス先 形態 企画概要
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③NGO相談員間との連携 

 第 2 回外務省 NGO 相談員連絡会議開催にあたり、(認定特活)アジア日本相互交流セン

ター、(一財)北海道国際交流センター、(公財)PHD 協会、(特活)関西 NGO 協議会、(認

定特活)日本国際ボランティアセンター等と、密に連絡調整しながら、議題の展開につ

いて準備した。 

 名古屋 NGO センターが実施した ESD 調査に関して協力した。当団体が長年、相談員と

してどのように地域・学校とのつながりを構築し、国際協力の輪を広げ、ESD の実践事

例となっているか情報提供し、交流を深めた。 

 

④JICA，国際協力推進員との連携 

 第 2 回外務省 NGO 連絡会議におけるパネルディスカッションにおいてパネラーとして参

加してもらい、推進員の参加を得られるよう協力・連携を図ったほか、第 3 回 NGO・JICA

協議会（平成 26 年 9 月、香川）に参加し、外務省 NGO 相談員との連携について意見交換

するなど、相互に連携して活性化を目指すべきであるといった必要性があることの認識

を深める機会、意見交換の場を確保することができた。 

 

⑤広報 

 ポスター、チラシ、パンフレット、ホームページ、SNS、ラジオ等のメディアを活用し、

市民における国際協力、NGO、ODA の理解の促進と NGO 相談員制度の普及を図った。さら

に「四国・国際協力団体と ODA」冊子の作成を通じて、四国内の NGO 関係者との連携を図

ることができたほか、大学生のインターンやボランティアが活躍できる場を創出・提供

でき、相談員として具体的な地域貢献、人材育成につなぐことができた。 

 

⑥連絡会議 

 第 1 回会議（6 月、東京）においては、各地域受託団体の紹介、昨年度のふりかえり、今

年度の重点活動方針、ODA の潮流、官民連携、JICA との連携に関する説明が外務省より

行われ、相談員のグループディスカッションを実施した。 

 第 2 回会議（12 月、愛媛）は、当団体が外務省および他の相談員と事前に連絡調整しな

がら議題や進行についてアレンジし開催した。課題別グループディスカッション、外務

省との質疑応答セッション、パネルディスカッションを通じ、相談員業務の質の向上を

図った。 

 

3．アジア・アフリカとつながる四国 SDGs ネットワーク構築プロジェクト 

 

独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金の助成を受け、「アジア・アフリカとつながる四

国 SDGs（持続可能な開発目標）ネットワーク構築プロジェクト」事業を実施した。詳細は以下の

通り。 

 

①SDGsに関連する勉強会・研修会の開催 

 先進国と途上国の格差が広がる中、四国の都市部と中山間地域の格差の拡大、特に中山

間地域の過疎化・高齢化などが SDGs とどう関わるのか理解していくために、四国各県で

の勉強会・研修会を計 6 回開催し、共通する課題の明確化とともに解決・改善のための

試行を行った。勉強会では毎回、外部講師を招いて話題提供してもらうことで、専門

家・実践者から世界・国内の SDGs の動向や関連する生きた情報を得ることができた。各
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勉強会の概要は以下の通り。 

第 1回：アフリカゾウの生態から見えてくるアフリカと四国のつながり 

日 時：7月 8日（火）18:00～20:00 

場 所：えひめグローバルネットワーク（愛媛県松山市） 

参加者数：12名（スカイプ参加者含む） 

最初にアフリカ・モザンビークと持続可能な社会づくりに取り組んでいる当団体の活動と関

係するテーマをケーススタディした。象牙の密猟などによりアフリカゾウの個体数が減少す

る中、人間のライフスタイルの変化に伴い、ゾウを取り巻く生態系に悪影響を及ぼしている

現状など専門家からの情報を共有した。その内容を、四国の獣害と照らし合わせながら意見

交換を行い、自然との共存のあり方・方法について参加者と考えを深めた。 

 

第 2回：高知・四国から考える自然資源の持続的な活用  

日 時：10月 17日（金）13:30～17:00 

場 所：牧野植物園（高知県高知市） 

参加者数：21名 

四国における生物多様性や教育、地域活性化など SDGsとつ

ながるさまざまな事例を共有した。SDGsの内容について学

んだ後、四国の課題と照らし合わせ、問題の本質を探ると

ともに、地域資源を持続的に活用するためには、四国で暮

らす人々に、地域性を踏まえた学びをどう提供するかの視

点が重要であるなど、意見交換を行った。 

 

第 3回：次世代を担うユース・ネットワークの構築に向けて 

日 時：11月 6日（木）18:00～20:00 

場 所：環境学習センターアスエコ（岡山県岡山市） 

参加者数：8名 

四国で ESDに取組むユース世代との情報交換を行った。ESDが同年代に理解されづらいことも

あり、仲間づくりが簡単ではないなど共通の悩みを持っていることが明らかとなった。今後、

学校や大学の枠を超えて推進していく際、若者同士のネットワークづくりが必須であり、フ

ェイスブックやラインを活用したバーチャルネットワークの構築だけでなく、ユニバ ESD大

会（9月 22～23日、岡山市）や、四国青年 NGO HOPEが開催する合宿 Saladなど定期的に集ま

るイベントとの連携・活用が有効であることが分かった。今後、ユース世代と SDGs勉強会・

研修会の連携の仕組みづくりについて検討していくことが決定した。 

 

第 4回：四国の NGO活動と世界から見た日本の人権・開発 

日 時：12月 19日（土）14:00～20:00 

場 所：徳島大学（徳島県徳島市） 

参加者数：22名 

アフリカ・ザンビアで保健衛生や地域の生活改善に関する活

動を展開する NGOからの事例提供、人権と開発を切り口に海

外からみた日本をテーマとした話題提供、世界と日本国内に

おける SDGsに関する最新動向を紹介してもらった。参加者

の多くは、これらのテーマに触れるのが初めてで、多くの気

づきを提供することができた。また、その後のワークショッ

プでは、四国 SDGsやフェアトレードを一般の人にもわかり

やすく伝えるために、どのようなコミュニケーションツール

（商品や教材）の開発が必要かについてグループごとに検討し、とりまとめを行った。 

 

第 5回：地域の活動とグローバル社会の課題のつながりを探る 

日 時：3月 8日（日）14：00～17：00 
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場 所：JRホテルクレメント高松（香川県高松市） 

参加者数：32名 

POST2015プロジェクト（環境省環境研究総合推進費 S-11

持続可能な開発目標とガバナンスに関する総合的研究）との

共催で開催した。第 1部では企業と SDGsに着目し、3名の企

業・団体による事例発表・パネル討論を行い、第 2部では

SDGsと地域市民社会との接点をテーマに、ラオスを支援する

香川の NGOが主催するスタディツアーに参加した高校生、

JICA職員、当団体モザンビーク事務所長が事例発表を行った。

その後、「SDGsに四国で取り組んでいくためには」というテ

ーマでグループごとに意見交換・ワークショップを行い、SDGsと地域社会とのつながりにつ

いて参加者同士が学びを深めることができた。 

 

第 6回：モザンビークのサステナ・トーク 

日 時：3月 11日（水）18：00～21：00 

場 所：えひめグローバルネットワーク（愛媛県松山市） 

参加者数：9名 

高松で開催した第 5回勉強会の内容を踏まえ、地域の持続可

能性を考える座談会を開催した。当団体のモザンビーク事務

所長に加え、ジャマイカ出身の ALT、高校教員、元小学校教員、

高校生、企業など多様な主体が集まり、モザンビークの事例

を基に意見交換を行った。四国内の学校とモザンビークの学

校同士の連携や人材交流の可能性、フェアトレード・コミュ

ニティトレードにつながる商品開発の可能性など、より具体

的な意見交換を通して、第 5回勉強会のフォローアップを行

うことができた。 

 

②アジア、アフリカでのフィールドワークの実施 

第 1回：モザンビーク（8月 18日～30日） 

場 所：マプト市、モアンバ郡 

参加者数：4名 

アフリカ・モザンビークにおける都市と農村地域の格差

を含む、SDGs関連課題の明確化を目的に首都マプトと、

そこから約 100km離れたモアンバ郡マレンガーネ地区の

シニャングァニーネ村を訪問した。結果、女性への差別

が残る文化、外国企業の参入による持続不可能な経済成

長、大人の学びの場がないことなどの課題を明らかにす

ることができた。 

 

第 2回：ラオス（12月 25日～31日） 

場 所：ヴィエンチャン市、ルアンパバーン市 

参加者数：14名 

ラオスの SDGsを考えるため、また関連課題の明確化と

スタディツアーの組み立て方、コーディネートの仕方を

学ぶため、香川の NGOが主催し香川県内の高校生を対象

とするスタディツアー「未来塾」に参加した。地方病院

で働く青年海外協力隊との面談、地雷処理支援施設や

NGOが建設した小学校への訪問を行い、自国の保険制度



 

 

22 

 

の仕組みでは職業や収入により安定した医療が受けられない現状や、教育の質の向上と

人材育成への取組み方などについて情報収集するとともに、現地コーディネートの手法

について学ぶことができた。 

 

③四国地域におけるケーススタディの実施 

 他団体の開催する勉強会や研修会に参加するなどして

計 5回のケーススタディを実施した。中山間地域におけ

る循環型農業や有機農業のあり方、課題設定から持続可

能な地域づくりにつながる解決策を提案するに至るまで

のプロセスと手法、地域の高齢者のスキルを活かした交

流事業の実施など、具体的な事例を基に持続可能な地域

づくりにつながるフィールドワークや参加者との意見交

換を行うことができた。 

 

当事業を実施するにあたり、SDGsに関する広報ツールが少ないことや社会的認知度

が低いことで、興味関心を持ちにくいことが明らかとなったため、SDGsの 17の目標に

関連した地域課題や途上国とのつながりについて視覚化する「SDGs分かる化、見える

化リスト」を作成し、今後学びを深めていく際に活用できる指標・ツールを確立する

ことができた。 

 

4．協働オフィス運営 

 第 3 森ビル１Ｆ「協働オフィス」を、NPO 法人えひめ 311（東日本大震災被災者支

援団体）と協働で活用した。 

 フェアトレード商品等の国際協力関連商品と、環境保全につながるエコ商品、東日

本大震災被災者支援につながる商品の販売を行うと同時に、情報の受発信を行

った。 

5．愛媛県中間支援組織連携 

 「NPO 法人えひめリソースセンター」、愛媛県社会福祉協議会等と連携し、四国

EPO の中間支援ネットワーク構築に関する意見交換、情報交換において協力関

係を構築した。 

6． 日本・モザンビーク市民友好協会事務局運営 

 「日本・モザンビーク市民友好協会」の事務局を担った。 

 一般財団法人世界野球推進財団と愛媛県の連携により、

2014 年 7～8 月に愛媛県松山市で開催される「世界少

年野球大会」にモザンビークから少年・少女 5 名が招へ

いされた。開会式では、新玉小学校 6 年生がミサンガを

贈る交流ができるようサポートを行った。 

 モザンビークで野球が継続できるようサポートを行った。

具体的には、野球道具を収集し、子どもたちの帰国時

に寄贈した。 

 愛媛大学のモザンビーク人留学生とともに交流する機

会を創出し、友好関係を深めることができた。また、松
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山東高等学校 SGH 部とも連携しつつ、絵本のポルトガル語訳ボランティアに協力

を得ることができた。 

 

7． 四国 NGO ネットワーク（SNN）事務局運営 

 「四国 NGO ネットワーク（SNN）」の事務局を担い、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「研修」「NGO ラウンドテーブル」等開催に

関わる活動を行い、NGO 情報をメルマガにて適宜配信した。 

 

8． コグウェイ四国 

 一般社団法人コグウェイ、コグウェイ四国が主催する「コグウェイ四国・ディスカバ

リーライド」は、2015 年開催が確定したことから、次年度開催に関する関係者への

周知等を行った。 
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Ⅳ．管理運営等 

1．組織運営 

① 事務局運営 

 本部・愛媛県松山市および香川県高松市の四国 EPO 事業実施のため、フルタイムおよ

びパートタイムの人材を新規雇用しながら事務局の体制を整えた。 

 モザンビーク事務局は、現地所長とパートタイムスタッフで運営した。 

 

② 役員体制 

 2014 年度は、以下の役員体制とし、役員間のコミュニケーションについては、理事・監事・顧

問が東京（シンガポールへ移住）、香川、愛媛（松山・西条）在住であることから、理事メール

やスカイプを活用しながら意見交換を図った。 

 

【代表理事】  竹内よし子 えひめグローバルネットワ―ク代表理事 

【理  事】 上田  稔 上田屋食品有限会社社長、 

愛媛日露協会副会長保護司 

 岡田 奈知 翻訳・通訳家 

 常川真由美 四国 EPO所長 

 新居 啓司 えひめグローバルネットワーク 

シニアプログラムオフィサー兼事務局担当 

 山田 美緒 サイクリスト 

【監  事】 鈴木 靖彦 ＪＡ愛媛 

【顧  問】 薦田 伸夫 弁護士 

 菊池 博俊 公認会計士 

 

③ 広報 

 会報は、年 2 回発行する予定だったが、1 度も発行することができなかった。これを受け

て、はがき活用の導入を検討し、定期的に情報を発信していく方法を考え、見直すことと

した。 

 各種メディアの取材に応じ、新聞･テレビ・ラジオ等において EGN の諸活動、他の市民活

動の広報を積極的に行い、NPO/NGO 活動への理解や参加促進を図った。 

 

2．星岡土地売却処分 

売却処分を想定して不動産会社に照会するが、買い手を見つけることが難しいというこ

とから、今年度は土地所有による担保融資を継続した。 
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Ⅴ．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」へ賃貸したが、食堂事業を廃業することが確定し、改修

により賃貸スペースを事務所ならびに販売展示スペース化することから、貸付業を終了した。 

 

以上 

 

 


