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１．四国 ESD センターからのお知らせ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

 

■ホームページ、フェイスブックにて随時、情報更新中！ 

ホームページ 

http://shikoku.esdcenter.jp/ 

フェイスブック 

https://www.facebook.com/shikokuEPO 

 

■四国 ESD センター展示スペースの活用について 

四国 ESD センター事務所内には展示スペースがあります。 

ESD の活動取組など、皆様の展示も歓迎です。是非、ご相談・ご活用下さい。 

 

■フリースペース利用案内（使用料無料・要予約） 

資料等の閲覧やミーティング、セミナーなどにご活用いただける、フリースペースがありま

す。 

ご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２．今月の SDGs 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 



 

毎月 SDGs に関係する情報をお届けします。 

今月のテーマ：目標 11「住み続けられるまちづくりを」♪ 

 

国連広報センターでは、その目標内容を「 都市を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

こと。」としています。 

8 月 17 日（金）にアイパル香川（香川県国際交流会館）で「防災」について高校生と海外

留学生が共に学ぶ「アイパル・JICA 高校生カレッジ」が開催されました。 

避難所での生活を想定し、パーテーションづくりや炊き出し、担架運搬などを体験し、災害

時の対応について実践的に学びながら、外国の方が感じている不安や文化、価値観等の違い

を共有しました。 

文化の違いを受け入れ、違うから排除するのではなく、プラスに変えていく柔軟な姿勢が必

要であることを実感しました。 

 

■関連記事の紹介 

※関連記事をご覧になりたい方は、四国 ESD センターまでご連絡ください。ワークショッ

プ等での活用も可能です。 

 

目標 11「住み続けられるまちづくりを」に関する記事をご紹介します。 

 

◇- 徳島新聞 -◇ 

・6/1 県内 

【わな遠隔操作で獣害駆除 県など開発 携帯利用】 

（県立農林水産総合技術総合支援センター、アイエスイー） 

 

・6/6 徳島市 

【シカ肉ソーセージ完成 徳大の狩猟サークル】 

（徳島大学学生狩猟サークル・レビアヤークト） 

 

・6/16 上勝町 

【環境に優しいまちづくり 上勝など「未来都市」に 内閣府選定】 

（内閣府） 

 

・6/16 県内 

【土砂災害発生件数 年 21.1 件 異常気象で多発傾向】 

（県砂防防災課） 



 

◇-四国新聞-◇ 

・6/6 さぬき市 

【園児ら降車 津波避難の手順確認】 

（琴平電鉄、志度駅） 

 

・6/7 さぬき市 

【防災士 継続支援へ 協定】 

（市、県防災士会東讃支部） 

 

・6/7 坂出市 

【パーキングエリア 誰もが利用しやすく 身体障がい者を招き見学会】 

（本州四国連絡高速道路、坂出・与島 PA） 

 

・6/8 県内 

【学校の避難所運営 マニュアル作成へ 手引】 

（県、県教委） 

 

・6/8 三木町 

【高校生ら 地域活性化へアイディア スイーツや動画作り 「つなぐ会議」】 

（三木高校） 

 

・6/9 高松市 

【バリアフリー情報発信 マップ掲載 観光サイト】 

（高松市） 

 

・6/12 全国 

【南海トラフ「臨時情報」 市町村 8 割 避難発令が必要と回答】 

（中央防災会議） 

 

・6/14 県内 

【南海トラフ対策 耐震診断 目標の 3 割】 

（県） 

 

・6/16 県内 

【豪雨災害軽減に向け連携 浸水想定図見直し】 



（県など） 

 

・6/17 高松市 

【高潮・浸水 避難行動シミュレーション シンポジウム】 

（香川大学創造工学部） 

 

・6/17 県内 

【県内防災士 2000 人突破 女性 2 割未満】 

（NPO 法人日本防災士機構） 

 

・6/17 全国 

【洪水リスク 4 倍 今世紀末 温暖化】 

（国土交通省） 

 

◇-愛媛新聞-◇ 

・6/15 全域 

【中高生を対象に不要自転車をリレーする取り組み開始へ】 

（県子育て支援課） 

 

・6/16 ⿁北町 

【森林環境税を活用して荒れた山林再生へ専任職員配置】 

（町） 

 

◇-高知新聞-◇ 

・6/20 高知市 

【住民が遊水地の埋め立てによる災害時の悪影響に危惧】 

（春野町「小松の沼」、残土処理業者） 

 

・6/22 高知市、宿毛市、香南市 

【3 組織が新電力の提携 料金の一部 活動費へ 犬猫保護】 

（レジエンド電力、応援電力、「エヴァーズ・リンク」「にゃんずハウス」「ニャンとかなる

ワンの会」） 

 

◇-朝日新聞-◇ 

・6/7 徳島県三好市 

【地震対策医療 合区解消を提言 連携強化】 



（四国知事会議） 

 

◇-日本経済新聞-◇ 

・6/4 東京都  

【被災者の食事・健康 「災害栄養」の研究部署 国内初】 

（国立研究開発法人医療基盤・健康・栄養研究所、「国際災害栄養研究所」） 

 

・6/7 四国 

【介護に参入 リハビリ特化型デイサービス 高齢者の健康支援】 

（JR 四国） 

 

・6/13 

【「自助・共助」重視 6 割 行政頼らぬ意識鮮明 防災白書】 

（国） 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３．今月のおすすめ ESD 教材 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

 

ESD を知り、取り組むためのツールをご紹介します。 

～目標 11「住み続けられるまちづくりを」の関連教材～ 

 

■教材名：外国人住民のための防災ガイドブック（9 か国語対応） 

教材リンク： 

http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kokusai/live_together/m_disaster/guide

book.shtml 

（香川県国際課ホームページへ） 

発行・編集：香川県総務部知事公室国際課 

編集協力：（公財）香川県国際交流協会 

 

起こりうる災害についての説明や、災害が起こる前の準備、起こった後の行動など具体的に

役立つ情報も掲載されています。 

9 か国の言語に対応、やさしい日本語で表現するなど配慮されています。 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４．ESD 関連イベント・募集・助成金情報など 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★ 

 

＊四国＊ 

■「リサイクル資材を活用した、小さな手作り発電推進プロジェクト」備えの電気は自分で

作る!!（香川塩江塾：8/19、8/26）（徳島上勝塾：10/14、10/21）（徳島鳴門塾：11/18） 

http://4epo.jp/information/notice/12143.html 

 

＜イベント・募集・お知らせ＞ 

＊徳島＊ 

■子どものための科学実験指導者養成講座参加者募集（徳島市 9/8、15、22、29、10/6） 

http://4epo.jp/information/notice/12342.html 

 

■「社会教育ファシリテーター（学びのファシリテーター）」養成研修会（9/15、10/27、

12/8） 

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/08/02/information-81/ 

 

＊香川＊ 

■自然観察指導員講習会（坂出市 9/8～9/9） 

http://4epo.jp/information/notice/11939.html 

 

■平成 30 年度 学校 CO2CO2 削減コンテスト in 香川（～9/10） 

http://4epo.jp/information/notice/12315.html 

 

■国営讃岐まんのう公園から野菜ソムリエ達が発信する今からできる非常時の「食」（仲多

度郡まんのう町 9/15） 

http://4epo.jp/information/events/11073.html 

 

■森のワークキャンプ（高松市塩江町 10/20～21） 

http://4epo.jp/information/events/12396.html 

 

■香川県が、かがわ里海大学「オーダー講座」の開始をお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/12378.html 

 

＊愛媛＊ 

■えひめツーキニスト推進企業応援セミナー（松山市 8/31） 

http://4epo.jp/information/events/12018.html 



 

＊高知＊ 

■平成 30 年度 高知大学出前公開講座 in 佐川町「第２回 鳥の巣石灰岩から探るジュラ紀

末の佐川」（高岡郡佐川町 9/12） 

http://4epo.jp/information/events/12387.html 

 

■初めてのサバイバル～生き抜く知恵をつけよう～（香美市 9/16・10/7） 

http://4epo.jp/information/events/12073.html 

 

＜助成金＞ 

■【緊急助成】「平成 30 年 7 月豪雨」で被災した子どもの学びや育ちの支援活動助成（～

8/31） 

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/08/01/information-79/ 

 

■瀬戸内オリーブ基金 ゆたかなふるさと助成（植樹・環境教育分野）（～8/31） 

http://4epo.jp/information/subsidy/11463.html 

 

■高知県清流保全パートナーズ協定に基づく助成事業（平成 30 年度分）（2 次募集：7/11～

9/12） 

http://4epo.jp/information/subsidy/11123.html 

 

＊全国＊ 

＜教材等紹介＞ 

■「持続可能な開発目標（SDGｓ）活用ガイド」の発行について 

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/07/31/information-78/ 

 

＜イベント・募集＞ 

■環境省が、読本『森里川海大好き！』読書感想文コンクール 2018 の実施をお知らせ（～

9/30） 

http://4epo.jp/information/notice/12037.html 

 

■ESD 環境学習プログラム研修会（岡山県津山市 10/18） 

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/08/22/information-85/ 

 

■持続可能な調達アクションプログラム 登録受付を開始 

http://4epo.jp/information/notice/12029.html 



 

■環境省が、平成３０年度教職員等環境教育・学習推進リーダー育成研修の開催についてお

知らせ 

http://shikoku.esdcenter.jp/2018/08/01/information-80/ 

 

＜助成金＞ 

■「花王・みんなの森づくり活動」 2018 年度助成対象団体の募集（～10/14） 

http://4epo.jp/information/subsidy/12306.html 

 

■第 14 回 TOTO 水環境基金（国内）（～10/20） 

http://4epo.jp/information/subsidy/12382.html 

 

・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜ 
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各県窓口  

四国 EPO 徳島サテライトデスク 

徳島県徳島市西新浜町 2 丁目 3-102 エコみらいとくしま内 

TEL：080-4035-4593 

         

四国 EPO 愛媛サテライトデスク  

愛媛県松山市東雲町 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 

TEL：080-4999-4591 

 

四国 EPO 高知サテライトデスク 

高知県高知市旭町三丁目 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 

TEL：080-4998-4592 

          

 



 


