
四国環境パートナーシップオフィス（四国ＥＰＯ） 

Ｈ31年度四国環境パートナーシップオフィス管理運営等業務 
 

報告書（概要版） 
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受託団体 

特定非営利活動法人 えひめグローバルネットワーク 



■今年度（H31年度）事業に関わる特筆事項 
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１．あらたなステークホルダーとの関係強化 

  ・ローカルＳＤＧｓである「地域循環共生圏」をテーマに、 

  企業（金融機関を含む）や自治体、学校との関係構築 

  ・ESD推進拠点会議の開催等、拠点間連携の礎を作った 

   

２．これまでの事業ノウハウ、蓄積を新たな事業で活用 

  ・テレビ会議システムの運用実績ノウハウ 

     →他のEPOネットワークへの広がり 

  ・拠点やサテライトの力量向上、各県力をあわせた事業対応 

   

３．EPO業務の濃淡・強弱 

  ・「地域循環共生圏」「ＳＤＧｓ」テーマとの関連性で事業実施、 

  四国事務所や協働団体との役割分担 

  ・クラウドサーバーへの移行により、個別事情に応じた働き方が 

  可能な体制づくり 



環境省中国四国地方環境事務所 

四国事務所 

環境対策課 

評価委員会 

評価委員 

四国EPO運営委員会 

運営委員 

（情報提供、広報協力 

事業実施協力） 

四国環境パートナーシップオフィス（四国EPO） 
受託団体：NPO法人えひめグローバルネットワーク 

四国ESDセンター運営委員会 

運営委員 

（情報提供、広報協力 

事業実施協力） 
竹内 よし子（統括） 

近森 憲助（センター長） 
宇賀神 幸恵（事務局） 
菰田 裕一（事務局） 

アルバイト 

竹内 よし子（統括） 
常川 真由美（所長） 

 

 

 

 

 

 

徳島サテライト 

デスク 

高松 

オフィス 

愛媛サテライト 

デスク 

高知サテライト 

デスク 

森 紗綾香 

 

亀山 公実子 

アルバイト 

黒河 由佳 

アルバイト 
内田 洋子 

アルバイト 

四国地方ESD活動支援センター（四国ESDセンター） 
受託団体：NPO法人えひめグローバルネットワーク 

■H31年度事業実施体制 



１．中間支援機能強化 
ア）行政各機関の支援情報受発信 
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・各県で県が主催する委員会の委員や審査等の機会を通じて、情報 

  提供を行うなど支援情報の受発信が可能な関係性の構築ができた。 

12月2日ＳＤＧｓ研修様子（徳島県神山町）  12月1日6主体共催による気候変動講演会 

                            （香川県高松市） 



１．中間支援機能の強化 
イ 環境カウンセラー等と連携し、企業CSR実施状況を把握。 
  ＳＤＧｓへの取組の提案と実施 

・四県の環境カウンセラーからの情報提供、協力による取材、発信等 

・企業系団体での講演機会の増加 
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8月6日徳島西ロータリークラブ例会        10月23日吾川ブロック商工会青年部女性部 

（徳島県徳島市）                   合同講演会（高知県日高村） 
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1．中間支援機能の強化 
ウ）各県での開催説明会等、各種行事の協働実施 
   （展示品の設置や連携効果のPR等） 

・さまざまな主体と協働し、講演会や展示、イベントの実施を行った。 

・プラスチックごみに関するテーマでの出展や講演が多かった。 

8月4日かがわ未来へつなぐ環境学習会     12月16日えこらぼ環境展 （高知県高知市） 
（香川県高松市）                   



２．相談対応及び情報収集・発信 
  （ニーズ把握と情報収集方法について） 

・多様な分野の地域課題とＥＳＤ環境パートナーシップとのかかわり 

 づくりにおいて、今年度は生涯学習等につながるあらたな関係性 

 をつくることができた 
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5月10日ミニ環境フォーラム（愛媛県松山市）  4月10日いきいきセカンドライフセミナー 

                              （高知県高知市） 



２．相談対応及び情報収集・発信 
  （情報の整理蓄積・提供発信について） 
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２．相談対応及び情報収集・発信 
  （情報の整理蓄積・提供発信について） 
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２．相談対応及び情報収集・発信 
  （情報の整理蓄積・提供発信について） 
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２．相談対応及び情報収集・発信 
  （情報の整理蓄積・提供発信について） 
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２．相談対応及び情報収集・発信 
  （相談・要請への対応） 
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■相談のあったセクターの内訳（2019年4~2020年3月、Ｎ＝404） 



２．相談対応及び情報収集・発信 
  （相談・要請への対応） 
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■相談のあった地域の内訳（2019年4月~2020年3月、Ｎ＝331） 



２．相談対応及び情報収集・発信 
  （相談・要請への対応） 
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■相談のあったテーマの内訳（2019年4月~2020年3月、左Ｎ＝412、右N＝411） 



２．相談対応及び情報収集・発信 
  （相談・要請への対応） 
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■相談のあった要望の内訳（2019年4月~2020年3月、Ｎ＝412） 



２．相談対応及び情報収集・発信 
  （相談・要請への対応） 
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■相談時のアクセス方法（2019年4月~2020年3月、Ｎ＝412） 



２．相談対応及び情報収集・発信 
  （相談・要請への対応） 
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講演依頼 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 四国外 

小学校 １ ４ １ 

中高一貫校 
高校 

２ ３ ３ １ 

大学 １ １ １ 

一般 ２ ２ ５ １ ２ 

企業 ２ ２ １ １ 

自治体 ２ ２ 
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２．相談対応及び情報収集・発信 
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２．相談対応及び情報収集・発信 



３．政策提言支援 
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7月27日白書を読む会（高知県高知市） 

11月21日 

白書を読む会 

徳島環境カウンセラー協議会と共催 

（徳島県徳島市） 

11月20日ＳＤＧｓ実施指針 

パブリックコメント勉強会（高知県高知市） 



４．持続可能な社会実現に向けた協働取組モデル創出支援 
ア．持続可能な社会の実現に向けた協働取組支援 
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5月24日伊島ささゆりの会活動 

協働取り組み加速化事業 

フォローアップ（徳島県阿南市） 

7月28日グリーンギフト事業、ビオトープでの 

環境保全・共生・食育プロジェクト 

（愛媛県西予市、ＮＰＯ法人どんぐり王国主催）
他、同事業は、 

ＮＰＯ法人アーキペラゴが香川県豊島で実施 

↓ 

9月からは徳島県での実施事業へ移行 

（徳島県上勝町、（一社）かみかつ里山倶楽部） 



４．持続可能な社会実現に向けた協働取組モデル創出支援 
ア．持続可能な社会の実現に向けた協働取組支援 
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11月2日 

第1回かがわＳＤＧｓアワード審査協力 

（香川県高松市、高松青年会議所主催） 

8月30日 

にいはまＳＤＧｓアートフェスティバル
（愛媛県新居浜市、にいはまＳＤＧｓア
ートフェスティバル実行委員会主催） 
国内外から4,000点の応募、全国センタ
ーへの協力依頼 



４．持続可能な社会実現に向けた協働取組モデル創出支援 
イ．持続可能な開発目標（SDGs）をツールとした民間活動支援 

23 

 四国内での採択は1件、（特活）郷の元気の継続実施事業を伴走支援 



５．第5次環境基本計画に沿った環境教育支援活動 
a H31年度地域循環共生圏構築推進四国地域ブロック会議設立
支援業務との連携 
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日時 内容 

  7月30日東京 
  7月31日東京 
  8月29日香川県高松市 
  8月30日香川県坂出市 
11月20日高知県高知市 
11月12日岡山県岡山市 
12月15日愛媛県松山市 
12月19日東京 
 1月29日徳島県徳島市 
 2月1-2日愛媛県西条市 
 

第1回情報交換会（キックオフミーティング） 出席 
第1回ブロック会議研究会 出席 
第1回四国地域ブロック会議設立準備会議 協力 
同 現地視察 コーディネート協力 
持続可能な商品開発のための研修会 協力 
意見交換会 出席 
地域フォーラム 協力 
事業支援とりまとめ会合 出席 
第2回四国地域ブロック会議設立準備会議 協力 
森里川海連携シンポジウム 主催 

※受託団体えひめグローバルネットワーク、 

  各県協働団体、共催・後援団体や主体等 

  と協働で事業を実施した。 



５．第5次環境基本計画に沿った環境教育支援活動 
b 地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業への支援等 
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日時 内容 

10月20日徳島県美馬市 
11月11日徳島県徳島市 
11月13日徳島県つるぎ町 
11月19日徳島県鳴門市 
12月  7日徳島県徳島市 

にし阿波世界農業遺産体感ツアー 参加・情報収集 
意見交換会、事前打ち合わせ 出席 
㈱井上組研修会 講師協力・マンダラWS支援 
意見交換会 出席 
とくしまコウノトリフォーラム 参加・情報収集 

11月19日意見交換会の様子       11月13日企業でのWS・マンダラ図作成 



５．第5次環境基本計画に沿った環境教育支援活動 
ｃ 森里川海連携シンポジウムの開催（Ｒ２．２月１－２日） 
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・西条市民活動支援センター、JICA四国センター、 

 四国EPO、四国ESDセンター、 

 えひめグローバルネットワーク、 

 四国NGOネットワークの協働企画で実施 

・西条市や京都大学との関係性を構築することができ、 

 今後も森里川海・地域循環共生圏をテーマとした 

 情報共有を進める方針 



６．四国環境パートナーシップ表彰の実施 
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受賞 団体・主体 活動名 

四国環境パートナーシッ
プ大賞 
（地域課題解決部門） 
 
優秀賞（同部門） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
優秀賞 
（ESD環境教育部門） 

徳島県上板町立高志小学校 
（徳島） 
 
 
緑のソーシャル 
エコプロジェクトチーム（徳島） 
 
 
（特活）江川エコフレンド（徳島） 
 
 
三井住友海上火災保険 
高松支店（香川） 
 

（特活）奥塩江交流ボランティア
協会（香川） 
 
高知県立伊野商業高等学校 
（高知） 

エシカル消費の普及促進に
よるライフスタイルの変容と
脱炭素社会の実現 
 

エコ商品の開発から地方創
生につながる環境社会イノ
ベーションの取り組み 
 

官民一体となった江川流域
の環境保全活動 
 
SDGs取組啓発活動と相互
支援ネットワークの構築 
 
山村を守り持続社会に貢献 
 
 

伊野商業高校商業技術部
内和紙研究会 


