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＜総 括＞ 
 

2017 年度は、これまで当団体の活動の軸となっ

てきた「ESD(持続可能な開発のための教育)」の基

盤強化となる二つの大きなステップアップ事業を成

すことができたことを最初に報告したい。 

一つ目は、2017 年 7 月 1 日、「四国地方 ESD 活

動支援センター（四国 ESD センター）」を開設できた

ことである。環境省と文部科学省の省庁連携により、

全国 8 か所にある「環境パートナーシップオフィス」

の中に設置されることとなり、環境省「四国環境パー

トナーシップオフィス(四国 EPO)」を受託している当

団体がこの役割を担うことができた。 

開設に当たり、四国内のユネスコスクールを支援

する鳴門教育大学の近森憲助特命教授にセンター

長としてご就任頂き、多大なるご協力・ご尽力を得て、

四国らしいセンター運営を試行することができた。

2003 年 6 月に四国初の ESD 地域ミーティングを松

山で開催して以来 14 年の歳月を経て、ようやくこの

ような基盤が四国地域で整ってきたことを機に、これ

までの取り組み・情報の整理・活用と同時に、四国

の ESD を牽引する新居浜市教育委員会とともに多

様なアクターとの出会いと協働の場づくりに貢献で

きるよう取り組んでいかなければとならないと考える。 

二つ目はモザンビーク事業で、これまで長く温め

てきた「公民館建設」を、支援先のシニャングァニー

ネ村でようやく完成させることができたことを挙げた

い。建設資金獲得のために初めてチャレンジしたク

ラウドファンディング（期間：60 日間、目標額：200 万

円）では、開始前の不安は大きかったものの、当団

体関係者はじめ、長年の友人・知人・支援者の方々、

一般市民の方々、全国の ESD 仲間の方々など、沢

山の方々からのご支援を賜り、期限ぎりぎりだった

が、無事、達成することができた。ここに、心温まる

ご支援・ご協力頂いた皆様に、改めて心より感謝申

し上げたい。「本当にありがとうございました！」 

この公民館は、国連が定めた「SDGs(持続可能な

開発目標)」の具現化に向けた ESD 活動を支える

「場」となる。このタイミングに合わせて、今年度、地

球環境基金の海外事業助成を得ることができ、①武

器ゼロ・ごみゼロ社会づくり、②モリンガの森づくり、

③ESD ツアーの 3 本柱による新規事業も、現地パ

ートナーの CCM(キリスト教評議会)とともに開始でき

た。まさにハード面とソフト面の両輪で「動く ESD」を

実感できるものとなった。 

村の人々は、公民館建設とともに内戦中に失った

「村の誇り」を取り戻しつつあり、「心の復興」と思わ

れるささやき声が聴こえてくるようになった。10 年前

にモザンビークから愛媛に招へいした元研修生のア

デリア、ベネット、クリミルダとともにさらなる「人材育

成」のステージに向かっていることも付しておきたい。 

次に、今年度は、「地産地消」との接点を視野に

入れた「フェアトレード」の取り組みについても大きな

進展があったことに触れておきたい。JICA・NGO 等

活動支援事業「NGO 等提案型プログラム」が決まり、

新たに発足した「四国フェアトレードネットワーク」とフ

ェアトレード研修事業を開始した。本事業は、2018、

2019 年度に続く全 8 回の研修で、四国内の中小企

業と連携しながら、四国の産品とフェアトレード商品

の組み合わせや新たな商品開発を狙って四国各県

でチームづくりを進めた。 

具体的に、「フェアトレードタウン」認定を目指す愛

媛県今治市の今治西高等学校チームやエシカル消

費教育に力を入れる徳島チームの関係者、SDGs・

12 番「つくる責任、つかう責任」の達成に取り組む

IKEUCHI ORGANIC 等企業関係者や高校生・大学

生のユースが四国の NGO と一堂に会し、持続可能

な未来を切り拓く可能性を秘めた「四国のオリジナ

ル商品開発」に向けて議論を重ねることができた。 

最後に、雇用環境改善、セキュリティ強化等、組

織基盤の整備・強化については、今後もたゆまぬ努

力が必要だと感じている。持続可能な社会づくりに

欠かせない「減災社会づくり」を担う「えひめ 311」、

持続可能な経済を考える「消費者市民教育」を担う

「えひめ消費者ネット」、高知大学で開催した武器ア

ート展における「くらしを見つめる会」との連携など、

NPO 同士の連携は、市民社会の基盤強化につなが

ると同時に、実は、当団体自身の体力強化、市民活

動を継続するエネルギーチャージ＆パワーアップに

つながっていることを実感している。当団体に関わっ

て頂いた皆様に心より感謝申し上げたい。 

 カニマンボウ！（モザンビーク・シャンガーナ語で「ありがとう」の意。）

代表理事 竹内よし子
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Ⅰ．国際協力事業 

【モザンビークにおける活動】 
① 公民館（Community Learning Center for ESD、以下 CLC という）建設事業と管理、事務所整備 

 今年度は、モザンビーク共和国モアンバ郡マレンガーネ地区シニャ

ングァニーネ村における当団体の自主事業である「公民館建設事

業」が完了した。建設施工担当者(メルシア氏)とメール、スカイプ等

で日常的に打合せを重ねつつ、定期的な進捗確認を行い、現地訪

問時には建設資材確保、施工状況の確認を行った。 

 建設完了予定日(10月末)より遅れは生じたものの、当初の予定通

り、11月 1日に「オープニングセレモニー」を行うことができた。当日

は、在モザンビーク日本大使館より 3名、三井物産マプト支店より１

名、CCM（キリスト教評議会）より 2名、そして村人たち約 50名が

参加し、現地の新聞（11月 18日付）にも記事が掲載された。その

後も建設作業が進み、最終的な完了日は 12月末であった。 

 今後、この公民館の一部に当団体モザンビーク事務所機能を持た

せ、シニャングァニーネ村の管理組合、CCM、当団体の 3者による

活用と管理を行うこととした。 

 

②「モザンビークにおけるユース中心の SDGs達成に向けた 

インターナショナル ESD」事業 

 今年度より、独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金の助成を得て、「SDGｓ達成に向けたイ

ンターナショナル ESD 拠点整備事業」を開始した。本事業の実施のため、①5 月 6 日～16 日、②8

月 19 日～9 月 4 日、③10 月 22 日～11 月 5 日、④12 月 21 日～1 月 6 日の計 4 回、モザンビーク

を訪問した。主な事業内容は、以下の 3点である。 

 

ア）「武器ゼロ」から「ごみゼロ」社会づくりへ 

 2017 年 12 月に完成した CLC を ESD 拠点として機能さ

せるための環境整備事業として、「ごみゼロ」社会づくりに

取り組んだ。具体的な活動として、散乱しているごみの資

源化、地域の循環型社会構築につなげるための 4R 活動

（Remake, Reform, Reuse, Recycle）を実践した。 

 公共スペースのごみの組成調査を実施し、ごみの量・種

類の把握を行った。 

 分別ごみ箱を CLCに設置し、分別方法の検討を行った。 

 4Rおよび SDGsの啓発看板を CLCに設置して村民への

周知を行うとともに、小学校において校長先生や子どもた

ち全員に対して 4Rの取り組みについて説明した。 

 循環型社会構築のための研修プログラムを計 10回実施し、10～30人/回が参加した。 

 本活動内容を紹介する動画制作を行った。 

 8 月に開催された第 6 回アフリカ開発会議および、サイドイベント「アフリカ廃棄物管理セミナー」に参

加し、SDGs の中で設定された廃棄物に関する目標の達成に向けた持続可能な廃棄物管理について

情報収集を行った。 

 

イ）コミュニティフォレスト整備 

 CLC の持続的な運営につなげるため、コミュニティフォレスト

整備のための植樹活動を開始した。今年度はモリンガの育

苗を行い、初回 20 本、2 回目 100 本の生育を確認した。食

料となる植樹活動を行い、旱魃などの緊急時の保存食として

役立てるとともに、住民の栄養改善や収益確保のためのフェ

アトレード商品開発につなげ、地域に合った植生に関わる自
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然環境教育とともに取り組んだ。 

 本活動内容を紹介する動画制作を行った。 

 自然観察学習用のモデルシート（モリンガの種・発芽～植え替えまで）を作成し、村の小学校と観察

学習で連携すること、家庭学習につなぐことについて意見交換した 

 

ウ）ユース交流事業 

 2014 年～2016 年、地球環境基金の助成金を得て実施し

た「アジア・アフリカとつながる四国 SDGs ネットワーク

（SSN）構築プロジェクト」にて成果となった青年層とのつな

がりを活かし、シニャングァニーネ村のユース世代（11 歳

～25 歳を対象とする）とともに、CLC を拠点とした「ESD エ

コツアー」の試験的実施を行った。 

 都市部のジョシナマシェル高校と、愛媛大学附属高校、徳

島県立富岡東中・高等学校でスカイプによるユース交流を

行った。 

 村の小学校と新居浜市立惣開小学校(ユネスコスクール)と

のスカイプ交流を行った。 

 村の小学校と連携し、小学生生徒約 100名に向けて SDGsの説明、ダンス交流を行った。 

 ESDエコツアーを実施し、愛媛、大阪の大学生 3名が参加した。 

 ESDエコツアーの PR動画(都市部編・農村部編)制作を行った。 

 

 

【日本国内における活動】 
① モザンビーク勉強会・帰国報告会等の開催 

 モザンビーク渡航前に参加者と勉強会を開催し、モザンビークに

関する学びを深めた。 

 帰国後は、モザンビークデー（日時：10 月 7 日（土）、場所：新

玉・中央公民館、参加者数：39 名）にあわせて、モザンビーク帰

国報告会を開催するとともに、各種学校における報告等を通じ

て、市民のモザンビーク・アフリカ理解促進を図った。 

 

② 武器アート展示 

 松山市が開催する「平和資料展」において、武器アート作品、モザンビーク平和構築活動「銃を鍬に」

プロジェクト紹介資料等を展示し、市民への情報発信を行った。 

 8月 6日に高知大学にて、くらしを見つめる会が高知大学さきがけプロジェクト学生と連携して武器ア

ート展を実施した。 

 モザンビークデー開催時に武器アート写真撮影大会を実施し、映像資料を制作した。 

 来年度、武器アート展示を実施したいとの相談があり、貸し出しのための打合せ、相談対応を行った。 

 

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」を活用し、モザンビーク青年海外協力隊OVを

インターンとして受け入れを検討したが、採択に至らず実施することができなかった。 

 

④ 公民館建設の完了および運営基盤整備に向けたファンドレイジング 

 建設資金については、自己資金（会費・寄付金・武器アート展示貸出料、講師謝金等）のほか、クラウ

ドファンディング「Readyfor」で 2017年 7～9月の 60日間で 200万円を目標として取り組み、メディア

各種の協力も得て、結果、209万 5千円で達成することができた。 

 松山市立宮前小学校、さくら小学校、清水小学校、新玉小学校、愛媛大学附属高等学校が、公民館

建設のための募金活動、支援物資の回収を行った。 

 愛媛信用金庫より、寄付金、文房具等の寄贈を受け取った。 

 愛媛県内の企業・店舗で「募金箱の設置協力」を依頼し、回収を行った。 
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モザンビークキリスト教評議会「銃を鍬へ」プロジェクトと EGNの連携による 

「SDGs普及プログラム」報告書 
（報告書作成者：ボアベンチュラ・ジッタ氏/仮訳：乾慈深） 

 

1. 序章 

シニャングァニーネ村はマプト州モアンバ郡にある村で、16 年に渡る内戦でモザンビーク民族抵

抗運動「レナモ」の軍事拠点となり、現在でも村に暗い影を落としている。この状況を少しでも改

善しようと、モザンビークキリスト教評議会（以下 CCM）による「銃を鍬へ」プロジェクト（以下

TAE）が、政府軍空軍によって投下された 8 個の重さ 250～300kg の不発弾を始め、多くの武器を回

収し、交換にさまざまな資材を提供、そして平和構築のためのセミナーを開催した。回収した武器

はモザンビーク人アーティストの手によってアート作品に変えられ、世界中で展示されている。 
 

2. CCM/TAEと EGN連携の背景 

CCM/TAE のモットーは「手と心の武装解除が正義に基づいた平和を作る」というもので、えひめ

グローバルネットワーク（以下 EGN とする）の「 think globally, act locally, change 

personally」というモットーと共通するところがあり、連携が開始した。まずは、モザンビークの

現状を理解した上で、武装解除に関わった家族へ自転車を配り、学校やクリニックへの物資支援も

行った。この交流は、TAE の足りていなかった部分を補い、CCM全体の活動のレベルを向上させた。 
 

3. MOU(覚書)の主な合意内容 

村人の多くはキリスト教徒であるということでもあり、SDGs などのアイデアを聖書やキリスト教

的な切り口で村の人にシェアした。EGN の継続的支援によりソーラーパネルの技術導入やリサイク

ル、環境保護のことも浸透してきた。 

 CCM の役割：平和構築活動のための武器アート展示等を通したファンドレイジングで TAE を

普及させ、SDGs 達成に向けた更なる連携を模索する。 

 EGN の役割：CCM/TAE の支援・推進。また、シニャングァニーネ村での公民館建設と、シニ

ャングァニーネ村やボンドイア村の小学校の建物の整備。 
 

4. アウトプット/活動内容 

この覚書により、TAE コーディネーターが毎月、シニャングァニーネ村で市民セミナーの開催を

している。セミナーは 1 時間半、多くの女性を含む 20 名程度が参加している。EGN より提案があっ

たテーマについて話し合う。セミナーでは、まず、それまでのセミナーで話し合われたことを確認

し、次にその回のテーマを講師が紹介し議論する。最後にまとめをして、提言をすることもある。

このセミナーは、基本的にはポルトガル語とシャンガーナ語で行われる。 

また、竹内氏より、リサイクルや植樹といった現在行われている活動に即したテーマを提案され

ることもある。 
 

5. 議論されてきたテーマ 

 国連人権憲章憲法の人権や国民の義務に関する部分,市民団体立ち上げへのステップ,SDGs,ゴミ

処理とリサイクル,リサイクルによる副収入,環境とゾウへの対策,野生動物の保護,モリンガに

ついて 
 

6. 今後取り組むべきこと 

この連携の覚書を達成するために以下のことをしていく必要がある。 

 シニャングァニーネ村とボンドイア村の小学校とクリニックの建物の改修。これは現在進行中

である。 

 武器アートの展示などを通した平和構築活動の理解促進。 

 2018 年 5 月に EGN 代表の竹内氏、TAE コーディネーターのボアベンチュラ・ジッタ氏、CCM 事

務長のエリアス・ダミアオ牧師がマトラの CCM 事務所で会合を開き、上記の目標達成のために

もプログラムの続行を決定した。 
 

7. 影響 

内戦の中で、長い苦悩と明日への希望を見出すことのできない日々を過ごした人は、物事に対し

疑問を持ち議論するということを忘れてしまった。地元の村長の奥さんであるえエレナ・ペサネさ

んが「我々は内戦で大切なものを失い、他の人への貢献を簡単にはできなくなった。我々と何かを



 

- 7 - 

        

するには辛抱強く無ければいけない。」と言っていた。エレナさんは地域のリーダー的存在で、そ

この人々がどのように変わってきたのかをよく知っている。また、元兵士で私のモアンバでの戦友

でもあるスティーブ・ソノさんは、「人々が殺されていく様子を見ることが日常的になるという経

験は、人間性を奪っていく。それを取り戻すには、辛抱強く地道な取り組みが必要になる」と言っ

ていた。地元の老人ペドロ・マテさんは内戦前のシニャングァニーネには大きな鉄道駅があり、市

場で多くのものが取引されていた日々について話し、また、このセミナーや日本との交流を通して

その栄光を取り戻そうとしていると言った。 

長い内戦で殺し合いや人道に反する行為を目の当たりにした人々の多くが、自身を失ったり、暴

力的になったり、「Laisser Faire, Laisser Passer（為すに任せよ、行くに任せよ）」を周りの全

てに適用するといった、外傷後も続くストレス障がいが多く見られる。竹内氏と私は、よくこのよ

うな行動をする人に出会う。長い時間をかけて対話を進めていくことで、彼らは徐々に行動を変え

ていく。 

上記の人々の証言や行動は、長期にわたる干渉が必要な戦後の状況を表していて、平和構築のス

キルや宗教的伝統、そして地道な活動によってのみ結果が得られる。 
 

8. 変化 

人々は上記のような恐ろしい状況を経験してきているが、多くが徐々に行動を変えてきていて、

自分の意見を言うようになった。例えば、発電機の盗難があった際に人々は各々の意見をぶつけ合

った。しかし、まだ完全とは言えず長い道のりである。 
 

9. 公民館 

公民館は、地域の人々のシンボルとして地域へのプライドを与えてくれている。エレナ・ペサネ

さんやペドロ・マテさんは、公民館があることで周囲の村の人達も我々に一目置く様になり、これ

までのように見下すようなことはなくなったと言う。公民館はシニャングァニーネの人々に自信を

与えている。 
 

10. 進展 

人々は、人権という概念を伝統的な「ウブントゥ（Unbutu）」という考えと比較することで理解

し始めた。ウブントゥは憲法や SDGsに共通する部分もあるが、日々の村の生活に即した考え方であ

る。また、特に女性はリサイクルや環境問題に関する問題に興味を示している。この環境に関する

考えは「クロンドゥゾヴォタ・ミシュム（Kulondzovota Michumu）」という、環境を清潔に保つと

いう地元の考え方に共通している。ペットボトルのリサイクルや、それによって得られる副収入に

ついても女性たちは積極的な意見交換をしている。 
 

11. 参加者が取り組みたいこと 

セミナーの最後に行われる参加者個人の評価によると、参加者の興味は、以下の順となっている。 

① ソーラークッカーとソーラーパネル 

地元のサトウキビ精製会社が電力を提供しているが、住人全員が電気料金を払えるほどお金持ち

ではないので、材料調達などの問題もあるが、この技術には期待が大きい。 

② プラスチックのリサイクル 

シャワーを作ったり、家庭内の品物を保管しておく入れ物を作ったりというアイデアはあるが、

プラスチックの再利用は大きな課題である。 

③ 交換可能なソーラーパネル 

電化製品や携帯電話の充電や電球の使用などができるが、普及が足りていない。 

④ 金属のリサイクル 

缶詰や冷たい飲み物を保存しておく道具として売ることができる。 
 

12. 性的格差 

シニャングァニーネを含めたモアンバ郡は南アフリカに近く、男性は仕事を求めて南アフリカに

移住していき、女性が家族の面倒を見るために残される。これは最近よくあるパターンだ。シニャ

ングァニーネの年配女性たちは、彼女らの男性親族に、家族を食べさせていくためにも南アフリカ

の鉱山に行くようにと勧めている。男性は南アフリカに行くようにプレッシャーをかけられ、行か

なければ大人とみなされないといったこともある。最近では、女性も違法な商売をしに南アフリカ

に移住していくことが多くなった。 
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竹内氏は、リサイクルなどのこれまでとは違った開発支援で、村の男性社会に女性参画の流れを

持ち込んだ。また、女性でも副収入を得られるという考えも新鮮で、女性たちの大きな刺激になっ

た。さらに、公民館でのモリンガの植樹やその準備にあたり、地元の人の雇用を創出した。本来な

らボランティアとしてすべきだが、最初は有給で開始した。 

公民館の建設については、男性建築家との連携で建設を始めたがあまりうまく行かなかった。そ

の後、若い女性建築家に交代し、彼女が中心となってチームづくりをしていった。彼女は技術的問

題から政治的な問題まで、私やベネット氏と協力してうまく対処し、モアンバで最も美しい建物の

建設に大きな役割を果たした。 

村には未だに性的差別がある。しかし、公民館で老若男女問わずに生活を豊かにするさまざまな

技能を学ぶことができるようになり、徐々に風潮が変わってきている。この流れに乗って、毎月の

セミナーでも、男性しかしてはいけないことなどの社会的通念を壊していきたい。また、女性がお

金を稼ぐことによって、男女差別だけでなく貧困の問題も同時に解決していきたい。 
 

13. 自然保護、環境問題と野生動物や絶滅危惧種の保護 

このテーマに参加者は大いに興味を示した。なぜなら、若者の中には密猟をして南アフリカのク

ルーガー国立公園でレンジャーに射殺され、結果的に家族の生活水準をより悪くしてしまったとい

う例もあるからだ。 
 

14. 裁縫 

特に小学生の服や他の家族の服を直す技術は非常に大切だ。しかし、ミシンが不足していて日本

からの支援が求められる。 
 

15. モリンガの植樹とコミュニティフォレスト作り 

モリンガは栄養価が高く、しっかり活用できればさまざまなメリットがある。新たな料理の方法

などを研究して、貧血などの慢性的な疾病にも対処できるようになると良い。 
 

16. 今後の活動 

これまで行われてきたことは、モアンバ郡に大きな影響を与えた。これを受けて、より広く構造

のしっかりとしたプログラムが構築され、それが小さな草の根レベルのプログラムにつながってい

く。この動きを絶やさないためにも、しっかりとしたフォローアップが求められる。 

 CCMと EGNはファンドレイジングの方法を共有して、CCMのエンパワメントに繋げたい。さらに、

CCM の予算情報をシェアすることで CCM への制度的支援にもつながる。また、SDGs を地域レベ

ルで広げてきたが、まだ不完全で深められる点があり、また、他の村への展開もしていきたい。 

 シニャングァニーネはインコマティ川に近いが、それでもなお水に関する問題は多い。乾季に

は水量が激減する上、上流の南アフリカの農家が南部アフリカ開発共同体の水利協定を無視し

て水を堰き止め、水がシニャングァニーネまで流れてこない。これはシニャングァニーネだけ

でなく、モザンビーク全体の問題である。シニャングァニーネは井戸を掘ろうにも地質的に厳

しく、EGNの協力が求められる。 

 環境問題や水問題、現金収入の創出と並行して、上記 11 で示した村人の関心度の高い活動はこ

れからも続けられるべきだ。 

 村人にこの活動の参加意識を持ってもらうために、この活動によって新たに誕生した村人の団

体を強化していかなければならない。 

 政府が実行を予定している元レナモ兵士の解散・武装解除・社会復帰のプログラムと、我々の

プログラムを連携させて実施していく必要がある。TAE は地域レベルだったが、今回は国家レ

ベルでのプロジェクトで、また、モアンバ郡内や隣のマグデ郡内には未だにレナモの軍事拠点

が存在している。 
 

17. 進展 

CCM との資源の共有、支援管理や支援制度の可視化を通して、この活動がマプト州に広がってい

くと良いと考える。 
 

Maputo, 18Th May 2018 

Boaventura Zita, Facilitator of Seminars 
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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 

 wakuwaku-youth と連携したフェアトレード商品販売促進として、く

るみボタンのヘアゴムを愛媛県内の美容室で販売できるようフェ

アトレードやヘアゴムについて説明した小冊子を作成し、店舗へ

の協力を呼びかけた。 

 事務所内フェアトレード雑貨販売コーナーの有効的な活用を検

討し、展示をリニューアルした。 

 

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、外務

省 NGO相談員出張サービス等を活用し、ユースと連携しつつ各種関連イベント等への企画・出店を

行った。 

 

③  資料貸出し・広報協力 

 国際協力関連資料の整理を行い、利用者への貸し出しを行った。 

 他団体の活動の広報等に協力し、掲示、メールでの広報協力を行った。 

 

④ NGO×企業等 四国フェアトレード商品開発研修の実施 

 JICA・NGO 等活動支援事業「NGO 等提案型プログラム」において、NGO と企業とが連携した商品開

発を目標とした研修を実施した。NGO と企業が連携した商品開発を目標とした研修の実施により、

NGO 職員のフェアトレード商品開発スキルの習得、企業連携を進めるためのノウハウの習得、自己

資金獲得、広報、ネットワーキングによる団体の組織強化につなげることを目的に、四国 NGO ネット

ワークと連携して全 8回の研修を企画し、今年度は以下 2回の研修を行った。 
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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企画運営委託事業 

 

①   中間支援機能の強化 

 四国地域内の NPO 等における環境保全活動等に関する

事業の協働実施を促進するため、関係する行政各機関に

よる支援情報の受発信を行った。 

 エコみらいとくしまに徳島サテライトデスクを移転したことも

あり（右写真）、徳島県とのつながりを強化することが出来

た。このことにより、四国 4 県に 1 名以上のスタッフ配置

が実現。情報収集や各主体間ネットワークの土台を形成

することが出来た。 

 2011～2020 年までの「生物多様性戦略計画」を鑑みて、

四国地方の生物多様性関係の取り組みについて情報収

集や中間支援等を行う。具体的には「国連生物多様性の

10 年日本委員会」(UNDB-J)が実施する「にじゅうまるプロ

ジェクト」等の支援として、「My 行動宣言」への協力をお願

いし、1,285人から賛同を得た。 

 環境カウンセラー等と連携し、企業 CSR 実施状況を把握

し、SDGs につながる取組を提案、実施した。その他、北海

道 EPO インターンの受け入れ依頼に対応し、四国 EPO と

しては初めての受け入れを行った。 

 各県において開催される説明会などの各種行事において

協働により展示品を設置し、連携による効果について PR

した（右写真）。 

 

②  相談対応及び情報収集・発信 

 環境問題解決に向けた取組、環境保全活動の取組や生

物多様性に関する照会および相談等に対し、情報提供や

知見提供を行った。今年度は、エシカル消費等に関わるテ

ーマの支援が出来た。 

 四国内だけの情報提供にとどまりがちな面を解消するた

め、全国・地方 EPO ネットワークや、ラジオや新聞を含む、

各種マスメディアを利用した情報を提供し、幅広い視点か

ら四国の各種団体向けに情報発信を行った。  

 新聞等から入手した環境情報のデータベース化を行った。

昨年度から継続してきた、新聞記事を利用した学校の授業

やワークショップの方法を提案し、複数個所で実践した（右写

真）。 

 取材で得た情報をタイムリーに掲載するため、WEB サイトや

メールマガジン、メーリングリスト、フェイスブック等 SNS 利用

による情報提供を行った。紙媒体「しこくえぽ（右写真）」によ

る最新情報を発信し、年間 3,940部、年 4回配布した。    

 四国内の NPO 情報や自治体担当窓口の情報を更新、利用

可能な基礎データの集約を行った。また、これまでに収集し

た各種情報を有効に利用するため、マッピングによる可視

化・データベース化を行った（下参考図表）。   

 さまざまな団体や個人、行政機関等が交流し、行政機関等が

交流し、活動が行えるよう四国 EPO 内のスペースを整え、今

年度は、訪問者数で累計 952 人、会議スペース利用は累計
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56件、環境関連資料は 18冊を収集し紹介することができた。 

 四国各県の中間支援組織と連携し、ESD トークカフェやグリーン交流会、地球環境基金、オリーブ基

金などの助成金説明会を開催、テレビ会議での四国 4 県配信等を含め 4 回実施した。EPO ちゅうご

くとは、休眠預金口座勉強会や可視化タスクフォース会議等で動画接続を行い、情報交換を実施し

た。 

 優良事例を収集し、「四国のすごい！」として月 1 件の記事掲載を行った。内容は、取り組みの内容

や経過が分かるような構成とし、SDGs を主テーマとした記事を盛り込んだ。記事作成に当たっては、

中間支援組織からの情報提供や運営委員の執筆協力などにより進めた。記事内容は、英語と中国

語に翻訳し、WEBサイトに掲載し、関係者に周知するなどして活用を進めた。 

 

         （参考）四国のユネスコスクールデータベース 

 

 

 

 

 

↓クリック後のリスト例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受けた相談は、年間 404 件、月平

均 33.7 件であった（下グラフ参照）。

相談を受けたセクターとしては、

NPO が一番多く次いで、行政、個

人であった。地域については、香川

県が一番多く、次いで愛媛県、徳

島県であった。テーマについては、

ESD が一番多く、次いで環境事業、

環境教育であった。 
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③  政策提言支援 

 市民や NPO 等が環境政策の企画や提案を作成するための情

報提供と関心を持ってもらい意見交換のきっかけとなるよう、休

眠預金等活用基本方針策定に関する政策提案勉強会を TV 会

議システムで開催した（右写真）。参加者は 10名程度となったが、

各県の中間支援団体が参加した。SDGs 部会で検討を行ってき

た SDGs 勉強会を高知で開催し、多様な主体が参画。地域ごと

の SDGs策定の土台づくりを行った。 

 徳島サテライトデスクの本格運用が始まり、移転をきっかけにつ

ながりができた徳島県商工労働部や消費生活安全課の政策実

施への提案等を行った。また、昨年度に引き続き、食品廃棄物

削減協議会を含む行政が主催する協議会等で意見や提言を行った。 

 

④ 持続可能な社会の実現に向けた協働取組モデルの創出及び支援 

 四国内で活動する各主体や企業、拠点施設等と連携し、持続可

能な社会の実現に向けた協働取組支援を行った。徳島につい

ては移転したエコみらいとくしまとの連携強化を進めた他、香川

では商店街振興組合と NPO 連携支援、愛媛ではコミュニティラ

ジオ局の取材、今治の企業との連携構築など、新たな分野への

開拓を進めることが出来た。 

 地域活性化に向けた協働取組の加速化事業支援事務局業務と

して、阿南市 KITT 賞賛推進会議の「伊島の宝：ササユリの保全

活動からはじまる、自然の恵みを活かした持続可能な地域づく

りプロジェクト」を採択。その後、伴走支援を実施した。 

（写真：伊島ささゆり祭り） 

 

⑤ 地域における ESD推進の取組支援 

 四国地方の有識者や関心のある者を対象にフォーラムを 7 月に

高松市内で開催した。開催は JICA 四国支部と共催で実施、外部

専門家講師として SDGs 分野の専門家を JICA 本部から招聘し、

基調講演を依頼するとともに、大学や学校、NPO 等を含めた事例

紹介とパネルディスカッションを実施した。四国各地から NPO、企

業、学校関係者等の多様な主体をパネラーとして招聘し、専門的

見地から発言を頂き、有意義な意見交換を実施した。四国各県の

多様な分野から 95 名の参加があり、ESD を推進する上でのノウ

ハウ共有や多様な視点の提案と新たな出会いの場を提供するこ

とが出来た。 

 環境教育等の「ESD 推進」のための先導的取組調査・実践拠点支援業務を実施。四国各地の多様

な ESD 推進拠点候補のうち、持続発展的な学びを実践できるよう、公園を中心とした住民参加型

ESD 拠点事業（善通寺五岳の里憩の丘公園・香川県善通寺市、松山市東雲公園・愛媛県松山市）と

企業発信型 ESD 拠点事業（ハレルヤスイーツキッチン・徳島県松茂町、土佐山田ショッピングセンタ

ー・高知県香美市）を実施した。（下は、香川、愛媛、徳島、高知の順で活動の状況） 
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⑥ 四国環境パートナーシップ表彰の実施 

 ESD または環境保全を多様な主体との連携による協働取組の 2 部門をテーマに、優秀な連携事業

や取組を選考するための審査を実施するため、審査委員会を設置し、四国パートナーシップ大賞１

件、優秀賞 4件程度を選定した。 

 四国環境パートナーシップ表彰式を開催した。三井住友あいおい生命保険(株)から協賛金をいただ

き、大賞受賞団体へ賞金を授与するなど企業との連携を継続することができた。表彰式は、3 月 14

日に四国 EPOで開催し、四国新聞記事に掲載された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 他団体主催会議他 

 他団体との連携構築のきっかけや他団体の活動支援や情

報収集のため、四国 EPO については環境保全活動やパー

トナーシップ活動を主眼に、ESD センターについては ESD

活動推進を目的に全国及び四国地域内で開催される主要

会議に参加、仕様書で示された会議にはすべて出席し、得

た情報の共有蓄積と発信に努めた。 

 福島の復興支援の中で除染を担っている福島環境再生事

務所と除染情報プラザのコーディネートによる視察に参加

（右写真）。福島の状況を、えひめ 311 など震災避難者へ

報告するなど四国内の関係者や関心を持つ人に伝えた。 

 四国 4 県でのサテライトデスクの設置運用の開始に伴い、

セキュリティ等の課題についての研修・意見交換を実施した。

テレビ会議の活用や四半期ごとのスタッフミーティングを通

して情報共有を図り、円滑な業務推進と情報等の適切な管

理に努めた。 

 高知工科大学から 2 名のインターンシップを受け入れ、2

週間の研修を実施。学生にめざましい成長が見られたこと

など、大学側担当教官から高い評価を得た。同時期に、

EPO 北海道からインターン 1 名を受け入れたことから、ヒア

リングやイベント等と連動させた中身の濃い研修プログラム

を提供することが出来た（右写真）。 
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2．日本ＮＰＯセンター委託・グリーンギフト支援 

 東京海上日動火災保険（株）が実施するグリーンギフト支援事業として、四国内の NPO 2 団体（愛媛

県西予市の特定非営利活動法人どんぐり王国、香川県高松市の特定非営利活動法人アーキ・ペラゴ）

が実施する環境活動イベントの実施を支援した。 

 

 触・植・食 (ふれる・そだてる・あじわう )3 しょくプロジェクト   

第 2回～ビオトープを作って身近な自然環境を見守ろう～ 

日時：2017年 8月 20日（日） 

場所：愛媛県西予市 

参加：39人（親子連れ対象） 

内容：水源地を含む自然豊かな里山に、地域の自然の縮図と

なるビオトープを作っていきながら、自然の循環を体験しよ

う！をテーマに、源流探検や、水生生物観察、循環型農業で

栽培された野菜などの試食、ビオトープ見学を実施。子どもた

ちは、自然や動物と存分に触れ合う機会となった。 

 

 豊島で学ぶ「ごみ」と「自然」と私たちの「暮らし」 

～「ごみ」が増えると「自然」と「暮らし」はどうなるのか？自分の目で見て、体験して考えましょう！～ 

日時：2017年 11月 11日（土）                                    

場所：香川県豊島                                            

参加：25人（親子連れ対象）                                       

内容：産業廃棄物を取り除いた跡地の見学や里芋掘りと野菜

収穫、稲刈り、はざかけ農業体験を実施した。参加した子ども

たちはごみと自然について同時に学ぶことで、自然の大切さ

や豊かさをより深く体験することができた。 

 

3．森里川海流域連携実践者による環境課題解決に向けた情報交換会議開催 

 2014 年度から始まった「つなげよう、支えよう森里川海」プロジ

ェクトコンセプトに基づき、四国地方及び中国地方で活動する

多様な主体を招集し、取組の成果と課題についての共有とネ

ットワーク形成促進の必要性や SDGs 等の新たな知見の提供

を行うことで、より創造的な展開を図ることを支援するため、関

係者の招へいによる会合を開催した。 

日時：2018年 3月 9日（金） 

場所：愛媛県新居浜市 

参加：17人（NPO、市民、自治体・社会教育施設関係者等） 

内容：前半の基調講演は、「四国における森里川海流域連携

の可能性について」と題し、倉敷木材㈱から、企業が実践する年 2 回開催するイベントにおける取り組

みの内容や高梁川流域で多様な主体が進めている高梁川流域構想をベースとした高梁川流域学校

の取り組みが紹介された。その後、倉敷市環境政策課からは、高梁川流域連携中枢都市圏事業の一

環で実施している事業内容の発表があり、流域を舞台に進められているさまざまな取り組みの状況を

把握した。 

 

 後半は、出席した 13 団体から取り組み内容や抱えている課題等について発表、環境保全や SDGs、

産業開発のテーマに分かれて意見交換を行い、その内容を発表、全体で共有した。意見交換の内容

は、次年度の取り組みに生かすため報告書にとりまとめ、関係者へデータ配布した。 
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4．地球環境基金助成金説明会の開催 

 2018年度地球環境基金助成金説明会の実施 

日時：11月 2日（木） 

会場：四国 EPO、同徳島サテライトデスク、同愛媛サテライ

トデスク、同高知サテライトデスクをテレビ会議システムで

接続し同時中継を行った。 

参加：22名 

内容：助成金の案内と要望書の書き方勉強会を実施した。四

国四県からの参加があり、NGO/NPO 職員が 6 割を占めた。説

明会を知ったきっかけとしては、ポスター/チラシ、ホーム

ページ、知り合いからの声掛けなどが多かった。説明会参加

団体を含め、四国内から複数の応募があり、採択につながる団体もあった。                                               

 

5．ユース関連事業の開催 

 第 3回ユース環境活動発表大会四国地区審査会実施業務 

日時：11月 24日（金） 

場所：四国 EPO 

内容：3 名の審査員を依頼し、四国内から応募のあった 7 校

の応募内容を確認。審査の結果、上位 3 校を選出した。その

うち、徳島県立徳島商業高等学校ビジネス研究部が全国大会

へ出場することが決定した。 

 

 全国ユース環境ネットワーク四国地区大学生環境研修実施 

日時：12月 2日（土） 

場所：サンポートホール（香川県高松市） 

主催：（独行）環境再生保全機構地球環境基金全国ユース環                   

境ネットワーク事務局                           

協力：四国 EPO                              

参加：約 20名                               

内容：開催にあたり、企画支援や参加者募集に協力した。学生の募集にあたっては、四国各県の中間

支援組織への人財紹介協力を依頼し、協力を得た。あわせて当日は、大学生を対象とした研修におい

て SDGsや四国内の企業の取り組みについて事例紹介を行った。その後、各自が行っている活動と

SDGsを組み合わせて考えるワークショップでは、それぞれの活動が持続可能な社会の形成につなが

っていることや、活動に新たな視点を加える機会となっていた。既に活動を行っているユース世代の取

り組みや今後巻き込みができそうな人材を知ることができた。 

 第 3回全国ユース環境活動発表大会 

日時：2月 4日（日） 

場所：国連大学（東京都渋谷区）                                                           

主催：全国ユース環境活動発表大会実行委員会（環境省、独立

行政法人環境再生保全機構、国連大学サステイナビリティ高等

研究所）                                                                          
内容：全国の地区予選を勝ち残った高校生による環境活動発表

会に参加した。地域課題解決に向け、高校生が主体的に取り組

み、商品開発や雇用創出など専門性の高い活動の様子が確認で

きた。四国代表の高校は全国的に見てもプレゼン能力が高く、今

後さらに四国内の学校の表現力底上げや活動の深まりに繋がるよう、引き続き支援していくこととした。 
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Ⅲ．教育・ネットワーク事業 

１．四国地方 ESD活動支援センター（四国 ESDセンター）関係業務 
 

①  ESD活動に関するネットワークの構築 

 四国地方の ESD 活動実践者・実践団体等がお互い

の活動情報の共有が出来ることをめざし、各県や県

庁所在地自治体等の教育委員会や国際関係窓口を

含む ESD 関係者へ ESD センター開所の案内と業務

内容の説明等を直接行った。ESD に関する認知度が

上がっており、取り組みを地域で推進するニーズがあ

ることを確認した。さまざまな資源をつなぐ機能を担う

ESD センターに対して、関係者から多くの期待が寄せ

られ、役割を果たすセンターとして今後も拡充していく

必要性があることを認識した。  

 全国ＥＳＤ活動支援センター（東京）と連携し、相談・

支援に関する窓口対応を行った。 

 

② ESD活動に関する国内外の情報等の収集及び一元的な発信等 

 地域の ESD 活動実践者等に対し、情報提供を行

うために、国内外の ESD 活動に関する資料等を下

記の研究会や学会等への出席を通じて収集し、相

談対応や WEB 等で必要な人に必要なタイミングで

届けることが出来るような体制づくりを進めた。 

 センターの活動をより多くの方へ広報するために、

パンフレットを作成し（下図）、表敬訪問やヒアリン

グ、イベント等の機会を活用して配布を行った。 

 WEB サイトについては、全国センターが運用する

サーバーから四国センターページの割当を受け、

四国から発信したい情報の掲載を依頼し掲載して

もらう体制を整え、四国 ESD センターのページを

開設した（右写真）。 

 情報をタイムリーに掲載するために、メールマガジ

ンを月 1 回配信、毎月 SDGs の紹介とあわせ記事

作成を行った。フェイスブックについては、四国

EPO のページに月 1 回の頻度でレポートを掲載す

る形で情報提供を行った。 

 NHK のラジオ放送や西日本放送ラジオ番組への出演や教育新聞への情報提供を通じて、四国内外

へ広く発信を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 
四国地方 ESD 活動支援センター 

ESDは 

Education for 

Sustainable  

Development 

 

「持続可能な開発のための教育」と訳されます。 

 

子どもも大人も。 

日本も世界の人々も。 

学校や職場、家庭や地域、そして遊びの中でも。 

 

地球上のすべての生きものが、今も、 

これからも。 

 

ESDは、みんなが幸せに暮らしていける地球に  

するために、私たち一人ひとりが気づき、 

できることを考え、行動するための学びです。 

 

〒770-8008 徳島市西新浜町 2 丁目 3-102 エコみらいとくしま内   

開館：火～金 9:30～18:00  閉館：月・土・日・祝、年末年始 

・JR 高松駅から徒歩５分 

・ことでん高松築港駅から徒歩５分 

 

▶  ESD って何？                   ▶  利用案内・ アクセス  

とは 

cation for 

 

平和 

人・まちづくり 
環境保全 

つながり 

多様性 

各県窓口（テレビ会議で四国 ESD センターに接続します。不在の時もあります

ので、ご来訪の際は事前にご連絡ください。） 

徳島：四国 EPO 徳島サテライトデスク TEL：080-4035-4593  

〒790-0803 松山市東雲町 5-6 特定非営利活動法人えひめグローバル

ネットワーク内   
開館：月～金 9:00～18:00  閉館：土・日・祝、年末年始 

〒780-0935 高知市旭町三丁目 115 番地こうち男女共同参画センター  
ソーレ 3Ｆ 認定特定非営利活動法人環境の杜こうち内  

開館：月～金 9:00～17:00  閉館：土・日・祝・年末年始・毎月第2水曜 

愛媛：四国 EPO 愛媛サテライトデスク TEL：080-4999-4591 

高知：四国 EPO 高知サテライトデスク TEL：080-4998-4592 

四国地方 ESD 活動支援センター（ 四国 ESD センター）  

香川県高松市寿町 2 丁目 1-1 

高松第一生命ビル新館 3F 

TEL：087-823-7181  FAX：087-823-5675 

Mail：info@shikoku-esdcenter.jp  

URL：http://shikoku.esdcenter.jp/ 

開館：月～金 9:00～18:00 

閉館：土・日・祝、年末年始 

SDGs (エス・ディー・ジーズ) 

 

もっと ESD を知るためにー知っておきたい用語いろいろ  

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals） 

世界が抱える問題を解決し、持続可能な社会をつくるために国連

総会で採択された 17 のグローバル目標（ゴール）のこと。 

ユネスコスクール 

GAP(ギャップ) 

 「ESD に関するグローバル・アクション・プログラム（Global 

Action Program）」 

国連が採択した ESD を進めるにあたっての具体的な行動内容。

日本では５つの優先行動分野を定め、政府が取り組む施策が示さ

れています。 

ユネスコの理念を実現するため、平和や国際的な連携を実践する

学校です。ユネスコスクールは ESD の推進拠点として位置付け

られています。 

未来に向かって、 一歩ずつ。  

とは 

（ 四国 ESD センター）  

学び 

Sustainable 

 

men 

 

velop 

 

Edu 

 

De 

 

イー・エス・ディー 

 

t 
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③  交流の場、ネットワークづくりの場の提供 

 ＥＳＤセンター開所式・ESD 学びあいフォーラム～

SDGsでつくる四国の未来～の開催 

日時：2017年 7月 1日  

場所：香川県社会福祉総合センター（香川県高松市）  

参加者：95名（愛媛とのテレビ会議接続含む） 

内容：センター開設に関する趣旨説明や全国の動

向紹介の後、各県知事のメッセージが紹介され、四

国 4県足並みをそろえた形で開所式を開催すること

ができた。その後のフォーラムでは、ＪＩＣＡの SDGs

担当者が基調講演を行い、大学生による事例紹介

やフェアトレードファッションショーなどを通じて参加者同士が交流するランチタイム交流プログラムも

実施された。パネルディスカッションでは、ESD、SDGs という視点を通して、各パネリストが行う取り組

みが紹介された他、持続可能な地域や社会づくりに向けて思いの共有や人材づくり、機会づくりが重

要であるとの認識が共有された。（日本教育新聞掲載 2017.7.17） 

 

 ＥＳＤ推進フォーラム・高校生活動発表会 

日時：2018年 1月 28日   

場所：香川県国際交流協会（香川県高松市）  

参加者：55名 

内容：企業が SDGs 達成に向け、どのような取り組

みをしているかについてＩＫＥＵＣＨＩ ORGANIC（株）

代表による講演の後、四国内で活動している団体に

よるパネルディスカッションが行われ、それぞれの活

動と SDGs の関係性や ESD の重要性を参加者と共

有することができた。高校生の活動発表会では四国

内から集まった高校生による取り組み紹介の後、高校生の進行による意見交換会を実施し、他校の

プレゼン方法や取り組み内容などについてお互い学び合う場を提供することができた。各校の取り組

みを直接知る機会や発表の場が限られていることもあり、活動している学校同士が学び合う機会を

翌年度も継続して実施してほしいとの意見を得たため、ニーズを意識し、今後の企画運営に活かすこ

ととした。（日本教育新聞掲載 2018.2.19） 

 

④ ＥＳＤ推進拠点の登録について 

 学校や社会教育等含む、現場の ESD を支援・推進する組織や団体を「地域 ESD 活動推進拠点（地

域 ESD）として、登録を進める仕組みが運用を開始した。この仕組みは下記の流れで進めることとな

っており、全国各地での登録が進んでいる。四国内では、新居浜市教育委員会が第 1 号登録となっ

た。その後、ユネスコ協会等の関係者へ投げかけをするなど、登録に向けた動きを四国内でも進め

る必要がある。 （下センターHP参照  
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月 件数 対象者数

4月 7 85

5月 8 917

6月 9 369

7月 5 117

8月 4 52

9月 8 255

10月 8 446

11月 15 1203

12月 8 602

1月 6 201

2月 4 151

3月 6 207

2017年度計 88 4,605

2. 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 

 今年度も、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。 

 実施に際し、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、自治体国際化協

会地域国際化推進アドバイザー派遣制度、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・制度を活用して実施した。 

 新居浜市教育委員会が主催する「ESD 推進協議会」の委員として会議へ出席、教員向けの研

修やワーキンググループ研修などを実施したほか、特に平成 28・29 年度文部科学省人権教育

研究指定校研究発表が行われた新居浜市立惣開小学校 4 年生を対象とした ESD 授業「世界

の友達～モザンビーク共和国との交流を通じて～」では、モザンビークの児童とビデオ交流を行

うなど、人権教育の観点で ESD を進めることができたことを特筆しておく。最初にモザンビーク

のことを知らない児童は、「貧しい国」「かわいそう」などの感想を持っていたが、モザンビークの

児童のインタビューを経て現地の事情を知っていくと、今度は、「モザンビークは、日本にはない

幸せがある国」といった感想発表があるなど、「知る」ことの大切さ、そのことによる「変化」が生じ

たことを確認できる機会となった。 

 また、徳島県立富岡東中・高等学校や愛媛大学附属高校と、テレビ会議システムを活用した交

流を実施することができたり、SDGs の広報のために外務省が作成した「ピコ太郎」の映像を活

用したダンス交流を通じて、ESDや SDGsに関する広報・理解促進を図ることができた。 

 なお、今年度は、四国 EPO 内に「四国 ESD センター」を開設したこともあり、今後は同センター

の活動展開と併せて広く四国内で ESD普及・啓発を進めていくこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年 6月新玉小学校 3年生授業 

（モザンビークからの留学生と） 

2017年 5月徳島県立富岡東中・高等学校 

（モザンビークと skypeで中継） 
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No. エリア 実施日 出張サービス企画名 実施形態 開催場所

1 徳島県 5月9日 世界一大きな授業（徳島県立富岡東中学校・高等学校） 講演
徳島県立富岡東
中学校・高等学校

2 香川県 5月21日 「さぬきマルシェinサンポート」における相談対応 相談対応サービス
サンポート高松
シンボルタワー
西側通路

3 愛媛県 7月30日 「人権啓発フェスティバル2017」における相談対応・情報発信
相談対応サービス、
その他（情報発信）

松山市
総合コミュニティ

センター

4 東京都
9月30日、
10月1日

「グローバルフェスタJAPAN2017」での相談対応 相談対応サービス
お台場センター
プロムナード

5 香川県 10月9日 「かがわ国際フェスタ2017」における相談対応・情報発信
相談対応サービス、その他

（情報発信）
アイパル香川

6 愛媛県 11月6日 愛媛県立西条高等学校「国際関係研究」における国際理解授業 相談対応サービス、講演 愛媛県立西条高等学校

7 愛媛県 11月14日 松山市立生石小学校における国際理解授業 相談対応サービス、講演 松山市立生石小学校

8 愛媛県 1月11日 宇和島南中高等学校における異文化理解授業 相談対応サービス、講演 宇和島南中高等学校

9 愛媛県 1月14日 「地球人まつりinまつやま・えひめ2018」における相談対応・情報発信
相談対応サービス、その他

（情報発信）
松山市総合コミュニティセンター

10 高知県 1月26日 日高村佐川町学校組合立加茂小学校における国際理解授業 講演
日高村佐川町学校
組合立加茂小学校

11 徳島県
2月11日、
12日

地方創生コンファレンスin徳島における情報発信
相談対応サービス、その他

（情報発信）
牟岐町海の総合
文化センター

12 高知県 2月19日 清和女子中高等学校における国際理解授業 相談対応サービス、講演 清和女子中高等学校

13 愛媛県 2月25日 「国際交流市民ボランティア入門講座」における相談対応 相談対応サービス
コムズ

5階大会議室

3． 外務省 NGO相談員業務 

 外務省の委託業務として、2017年 4月 5日より 2018年 3月 30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）と髙山莉菜（副）の 2 名および、3 名の補

助スタッフにより相談業務に応じた。 

 

① 照会・相談対応 

 2017年度の相談対応合計数は、918件（月平均約 76.5件）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 出張サービス 

 今年度実施した出張サービスは以下の通り。 

  

0 50 100 150 200 250

ＮＧＯ関係者

教育関係者・教員

学生

行政・政府関係者

マスコミ

企業・労組

会社員・自営業者

その他

相談者別

0 50 100 150 200 250 300 350 400

団体設立・ＮＰＯ法人格取得

組織運営・マネージメント

ＮＧＯ団体・ＮＧＯの活動について

ボランティア・スタディーツアーの参加

インターン・就職相談

緊急援助・海外情勢

募金・寄付

国際協力イベント

開発教育・フェアトレード・国際理解

ソーシャルビジネス・ＢＯＰ・ＣＳＲ等

ＯＤＡ政策一般・国際協力スキーム

その他

相談内容別
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③ 広報業務 

 ポスター・チラシ等印刷物の活用や掲示、ホームページ、外

務省 ODA ホームページへのリンク、SNS、外務省の広報用

教材・パンフレットの活用など、さまざまな方法により相談員

業務の広報を行った。 

 本制度の内容をより理解し、関心を持ちやすいものにする

ため、チラシデザインに関する意見交換を行い、広報する

相手（学校、NGO、イベント等）に応じて記載内容を変更す

るなど、複数パターンのデザイン案を作成した。 

 当団体のホームページ、Facebook を活用して、相談員制度、

出張サービス等業務、国際関連イベント情報、最新資料・紹

介などに関する情報発信を行った。Facebook の月平均リー

チ数は、1,277件となった。 

 四国全体の国際協力団体約 200 件に対し、アンケートの送

付および一部ヒアリングにより現状調査して活動実態を把

握し、情報のとりまとめを行った。 

 四国 NGO ネットワークのメールマガジン配信を活用して、

四国の国際協力 NGO の情報や、外務省、JICA、国際交流

協会等が配信している情報を、各団体へ伝達した。 

 

 

④ JICAおよび国際協力推進員との連携 

 年 2 回開催される「四国・NGO-JICA ラウンドテーブル」に参加した。各回のテーマは、①各

団体の活動計画の共有と具体的な連携について、②各団体の活動における SDGs の取り組み状

況の把握と今後の連携についてであり、JICA 関係者、四国内 NGO との情報共有を行うととも

に、連携強化のための具体的な議論を行うことができた。 

 年 4 回開催される NGO-JICA 協議会に、JICA 四国支部より 3 回 TV 会議参加し、JICA および全

国のネットワーク NGO との連携を図った。協議会で議論された内容については、四国・NGO-

JICA ラウンドテーブルにて資料・情報を共有することで、四国内 NGO へのフォローアップを

行った。 
 

⑤ 地方自治体（地域国際センター含む）及び教育機関との連携強化 

 各県国際交流課、国際交流協会との連携を進めることを目的に、各県を訪問し、改めて NGO

相談員制度について紹介するとともに、各機関の事業内容における連携の可能性について意

見交換を行った。各県の取り組みについて情報収集するとともに、ESD や SDGs と組み合わせ

ることによる NGO との連携の可能性について提案する機会となった。 

 四国地方 ESD 活動支援センターとの連携により、各県教育委員会、各県県庁所在地の教育委

員会の義務教育課、高校教育課、義務教育課へ本制度に関する情報提供を行った。 

 

4． 協働オフィス運営と中間支援機能強化について検討 

 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。 

 大学コンソーシアムえひめが実施するインターンシップの受け入れについて、一部、NPO法人えひめ

311 と連携してプログラムを実施した。 

 

5． 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。 

 当団体会議室において、愛媛大学のモザンビーク留学生を中心とした交流会・意見交換会などを行

い、友好関係を深めることができた。 
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6． 四国 NGOネットワーク（SNN）事務局運営 

 必要に応じて「四国ＮＧＯネットワーク（SNN）」の事務局を担い、四国の NGOや外務省・JICAからの

情報をメーリングリスト等で配信した。 

 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「四国・

NGO-JICA ラウンドテーブル」等開催に関わる活動を行った。今年度は、JICA四国よりこれまでの

NGO とのラウンドテーブルを SDGs ラウンドテーブルへと進化・変更したいとの申し出があり、SNN内

部での意見調整を行うこととした。 

 

7． 多文化共生社会づくりに向けた取り組み 

 2017 年度 愛媛県 NPO 法人活動助成事業・テーマ型協働事業助成において、「訪日外国人観

光客へのおもてなしと持続可能な地域づくり」事業を行った。 

 本事業においては、異文化理解と環境に配慮した持続可能な地域づくりと多文化共生社会づく

りの一環として、年々増加する訪日外国人観光客への対応のために、「中島」「北条・鹿島」地域

の豊かな観光資源を基に、在住外国人や地元のユースを含む多様な主体と協働しながら実地

研修を行い、おもてなしメニューの多言語化・可視化のためのツールとして「多言語パンフレット」

を作成、関係者による意見交換を行った。 

 メインとなる本パンフレット作成にあたり、2 地域における実地研修に参加した在住外国人、ユー

ス、地域や他団体の方々の視点を取り入れたことで、観光客への「おもてなし」に活用できるツ

ールとなったほか、参加者にとってもそれぞれの視点の違いや配慮すべきポイントなどについて

理解を深めつつ地域の魅力を再発見する機会となり、NPO 愛媛国際観光推進支援団との連携

も深めることができた 

 また、今後の観光ビジネスにおいては、多くの観光客にただ足を運んでもらうだけではなく、地

元の人たちも大事にしている郷土愛あふれる場所であることを知ってもらい、お茶摘みや鯛めし

づくりを体験する、といった参加型メニューを取り入れ、観光客が地元の人たちと交流する機会

を創出しながら地域の人々と観光をつないでいくことが、持続可能な地域づくりに資すると考え、 

そのためにも、地域内の小中学校との連携が重要であるとの認識から、事業の最終段階で、出

来上がったパンフレットを「ESD(持続可能な開発のための教育)」の実践事例集とともに各地域

内の小中学校に送付し、地域学習、総合的な学習、英語の授業などにおいて参考資料として活

用してもらうよう工夫した。 
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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、高知県、徳島県の四国 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。 

 

② 役員体制 

 2017 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、理事メールやスカイプを活用

しながら意見交換を図り、理事会を年に 4回四半期ごとに開催した。 

【理   事】  竹内 よし子 えひめグローバルネットワーク代表理事 

  上田    稔 聖カタリナ学園法人事務局長 

   常川真由美 四国 EPO所長 

   堀田    学 社会保険労務士 

森  源二郎 四国糧油株式会社代表取締役社長 

   山田  美緒 サイクリスト 

【監   事】  鈴木  靖彦 JAえひめ中央 

【顧   問】  薦田  伸夫 弁護士 

 

③ 広報 

 会員メルマガ、HP、Facebook を活用し、イベント等の情報発信を行った。 

 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。 

 

 

以上 

  


