
--------------------------------------------------------------------- 

 

【 四国 ESD センターメールマガジン 】2020.10.26（第 35 号）  

https://shikoku.esdcenter.jp/  

 

---------------------------------------------------------------------  

※このメールマガジンは、購読を希望された方、四国 ESD センターと名刺交換をさせていただい

た方にお送りしております。 配信を希望されない方やアドレス変更等の手続きに関しては、お手

数ですが下記メールアドレスへご連絡をお願いします。 

 info★shikoku-esdcenter.jp  （メールの際は、★を＠にご変更ください。） 

---------------------------------------------------------------------  
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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 https://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。  

 

★四国の地域 ESD拠点の関連情報 

http://shikoku.esdcenter.jp/


＜パンゲアフィールド（合同会社パンゲア）と SDGｓ＞  

パンゲアフィールドは、2020 年 9 月に地域 ESD 活動推進拠点に登録されました。徳島県の中

部に位置する上勝町でサスティナブルツーリズムを展開しています。具体的には、グランピングや

コテージなどの宿泊施設やオートキャンプサイト、BBQ サイトを運営しながら、小学生向けにゼロ

から作ってゼロで過ごすことをコンセプトにした「ゼロキャンプ」の実施や、SDGs や地方創生をテ

ーマに上勝町で研修を行う企業への研修実施を行っています。 

また、ESD に基づいた教育旅行プログラム「KSA（KAMIKATSU Sustainable Academy」を開発

し、学校団体を中心に修学旅行の受け入れなども行っています。KSA は現地でのフィールドワー

クの他、ライブ映像や動画教材を使用しながら、町内視察や町民インタビューを行い、学びを深め

るオンラインでのプログラムも提供しています。 

 

【詳しくはホームページをご覧ください】  

http://www.k-pangaea.com/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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 8「働きがいも経済成長も」 

2020 年 8 月に、四国 ESD センター主催の「ユース世代等取組交流会」を開催しました。交流会

の中では、徳島県企業の残業時間をテーマにした高校生の発表がありました。家族の帰宅時間

が遅いことを疑問に思い、いろいろと調べていくと、徳島県は全国の平均残業時間に比べて 1.5

時間少ないことや、特に製造業や医療、建設業に残業時間が集中していることが分かったという

内容でした。 

企業も SDGs に取り組むことで、働きがいのある職場環境を整えることが必要です。職種によっ

て残業時間等の違いがありますが、ワーク・ライフ・バランスを充実させ、モチベーションを上げる

ことで、次世代の子どもたちから注目される地元企業が増えることを願います。 

 

目標 8「働きがいも経済成長も」に関する記事をご紹介します。 

 

◇- 徳島新聞 -◇  

・10/7 徳島県徳島市 

http://www.k-pangaea.com/


【時間外労働縮減へ毎週相談会 7 日から徳島市】 

 

・9/18 徳島県徳島市 

【県がテレワーク導入支援へモデル事業】 

 

・7/27 徳島県 

【休暇取得促進・育児への理解・業務見直し 徳島県警が働き方改革宣言】 

 

◇- 四国新聞 -◇  

・7/18 香川県三豊市 

【SDGs 未来都市 三豊市などを追加 33 都市、34 自治体選定】 

 

・3/20 香川県観音寺市 

【観音寺労基署など 建設業者 26 社を表彰 安全、過重労働対策を実践】 

 

・3/1  香川県高松市 

【魅力ある中小 3 社表彰 高松市が「アワード」創設】 

 

◇- 愛媛新聞 -◇  

・9/30 愛媛県松山市 

【伊予鉄グループ、フレックス勤務導入へ】 

 

・9/29 愛媛県今治市 

【外国人労働環境向上へ 今治市と三井住友海上が連携協定】 

 

・6/15 愛媛県 

【安心の労働環境を 県看護協会など県に要望】 

 

◇- 高知新聞 -◇ 

・10/8 高知県 

【高知県が｢経営戦略パワーアップ講座 SDGs セミナー｣】 

 

・7/3 高知県 

【県内最低賃金引き上げを 高知弁護士会声明】 

 

・2/20 高知県 



【高知県内の働き方改革実施 42％ 効果が現れている 3 割】 

 

◇- 全国区・四国外-◇ 

・8/23 徳島新聞、四国新聞、愛媛新聞 

【船の働き方改革へ法改正 労働時間や健康管理を強化】 

 

・8/22 徳島新聞、四国新聞、愛媛新聞 

【最低賃金 40 県で 1～3 円増 時給は全国平均 902 円に】 

 

・7/28 徳島新聞、四国新聞、愛媛新聞 

【政府、旅先テレワークの普及推進】 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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 8「働きがいも経済成長も」〜  

 

■JICA 地球ひろば 

世界の現状や課題、国際協力について知り、理解を深めるための教材を提供しています。また、

他団体が作成された教材も一部ご紹介しています。教育現場で国際理解教育・開発教育を実践

する際にぜひご活用ください。 

リンク：https://www.jica.go.jp/hiroba/teacher/material/index.html 

 

■公益財団法人 日本ユニセフ協会 SDGs 副教材 

SDGs の 17 の目標にかかわる国内外のさまざまな課題や取組をトピックとして紹介しています。

興味・関心がある課題や取組、解決策を考えたいと思った目標を入り口にして、「これからの社会

を、持続可能でより良いものとするためにはどうしたらよいか」を一緒に考えてみませんか？ 

リンク：https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/kyozai/ 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

４．ESD 関連イベント・募集・助成金情報など  

https://www.jica.go.jp/hiroba/teacher/material/index.html
https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/kyozai/


 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★  

 

＜イベント・募集・お知らせ＞ 

 

【徳島県】 

■「森の学校」秋の高丸山ガイド登山（11/1） 

https://4epo.jp/information/events/19676.html 

 

■「森の学校」遊学の森の小枝でクラフトづくり（11/3） 

https://4epo.jp/information/events/19685.html 

 

■「森の学校」森づくりと炭焼き体験（11/7・21） 

https://4epo.jp/information/events/19678.html 

 

■エコみらいとくしま 11 月のイベント（11/15・21・28） 

https://4epo.jp/information/events/19759.html 

 

■「森の学校」広葉樹を増やそう！①②（11/15・12/13） 

https://4epo.jp/information/events/19898.html 

 

■社会教育人材養成講習会（11/21・12/19） 

https://4epo.jp/information/notice/18917.html 

 

■【全 5 回】森林ボランティア青年リーダー養成講座 in 四国（11/21・22、12/6、1/17） 

https://4epo.jp/information/notice/19079.html 

 

 

【香川県】 

■かがわ里海大学「海ごみリーダー養成講座」（11/7） 

https://4epo.jp/information/events/19874.html 

 

■ベトナム講座 in 坂出 ～言語や文化を学ぼう&交流を楽しもう！～（11/7） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/10/05/vietonam-seminar/ 

 

■五色台体験教室 作ろう！『どんぐりアート』（11/14） 

https://4epo.jp/information/events/19676.html
https://4epo.jp/information/events/19685.html
https://4epo.jp/information/events/19678.html
https://4epo.jp/information/events/19759.html
https://4epo.jp/information/events/19898.html
https://4epo.jp/information/notice/18917.html
https://4epo.jp/information/notice/19079.html
https://4epo.jp/information/events/19874.html
https://shikoku.esdcenter.jp/2020/10/05/vietonam-seminar/


https://4epo.jp/information/events/19473.html 

 

■【全 5 回】森林ボランティア青年リーダー養成講座 in 四国（11/21・22、12/6、1/17） 

https://4epo.jp/information/notice/19079.html 

 

■香川県が、「みどりの学校」第 3 四半期についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/19562.html 

 

■香川県が、環境学習動画の公開をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/19645.html 

 

■香川県が、「かがわ里海大学」令和 2 年度後期講座についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/19693.html 

 

 

【愛媛県】 

■ミジンコ実験教室（小中学生向け講座）（11/1） 

https://4epo.jp/information/events/19553.html 

 

■集まれ！未来の植物博士 今治のハーブ博士に学ぼう（11/1） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/10/16/botanical-seminar/ 

 

■ESD 授業づくり研修会（第 4 回）（11/14） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/10/15/esd-jugyou-kenshukai-4/ 

 

■水素エネルギー教室（11/15） 

https://4epo.jp/information/events/19887.html 

 

■ネパールにこんにちは！（11/29） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/10/16/hello-nepal/ 

 

■第 13 回地域教育実践交流集会（12/5） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/10/05/13rd_kyouiku-jissen-kouryukai/ 

 

 

【高知県】 

https://4epo.jp/information/events/19473.html
https://4epo.jp/information/notice/19079.html
https://4epo.jp/information/notice/19562.html
https://4epo.jp/information/notice/19645.html
https://4epo.jp/information/notice/19693.html
https://4epo.jp/information/events/19553.html
https://shikoku.esdcenter.jp/2020/10/16/botanical-seminar/
https://shikoku.esdcenter.jp/2020/10/15/esd-jugyou-kenshukai-4/
https://4epo.jp/information/events/19887.html
https://shikoku.esdcenter.jp/2020/10/05/13rd_kyouiku-jissen-kouryukai/


■第 19 期里山自然体験教室（4 月～12 月） 

https://4epo.jp/information/events/17850.html 

 

■高知市工石山青少年の家主催事業「サイエンスキャンプ」（11/14～15） 

https://4epo.jp/information/events/19844.html 

 

■落ち葉の下の生き物観察会（11/15） 

https://4epo.jp/information/events/19908.html 

 

■みんなで、エコアクション！「マイバッグキャンペーン 2020」（～11/30） 

https://4epo.jp/information/notice/19459.html 

 

■環境省が、令和 2 年度 教職員等環境教育・学習推進リーダー育成研修～SDGs 達成に向け

た教育推進リーダー育成のための環境教育･ESD 実践講座～をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/19802.html 

 

■令和 2 年度高知県豊かな環境づくり総合支援事業費補助金（ステップアップ事業～12/28） 

https://4epo.jp/information/subsidy/18127.html 

 

 

【四国】 

■新型コロナウイルスに伴う四国 ESD センターの対応について（10/26 更新） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/10/26/corona-26oct/ 

 

■【全 5 回】森林ボランティア青年リーダー養成講座 in 四国（11/21・22、12/6、1/17） 

https://4epo.jp/information/notice/19079.html 

 

■SDGs 教材一覧 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/10/02/sdgs-materials/ 

 

■四国の「地域 ESD 活動推進拠点（地域 ESD 拠点）」について 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/10/02/about-esd-kyoten/ 

 

 

【岡山県】 

■瀬戸内オリーブ基金創立 20 周年記念オリーブフォーラム 2020in 岡山（11/21） 

https://4epo.jp/information/events/17850.html
https://4epo.jp/information/events/19844.html
https://4epo.jp/information/events/19908.html
https://4epo.jp/information/notice/19459.html
https://4epo.jp/information/notice/19802.html
https://4epo.jp/information/subsidy/18127.html
https://shikoku.esdcenter.jp/2020/10/26/corona-26oct/
https://4epo.jp/information/notice/19079.html
https://shikoku.esdcenter.jp/2020/10/02/sdgs-materials/
https://shikoku.esdcenter.jp/2020/10/02/about-esd-kyoten/


https://shikoku.esdcenter.jp/2020/10/05/setouchi-olieve-fund-forum/ 

 

 

【広島県】 

■子どもパークレンジャー事業「広島地区」（11/14） 

https://4epo.jp/information/events/19842.html 

 

 

【埼玉県・山口県・山梨県・広島県・群馬県】 

■環境省が、令和 2 年度 教職員等環境教育・学習推進リーダー育成研修～SDGs 達成に向け

た教育推進リーダー育成のための環境教育･ESD 実践講座～をお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/19802.html 

 

 

【全国】 

■生きものの名前がわからないときは「いきものログ」の『種名調べ支援』！（～11/30） 

https://4epo.jp/information/notice/18936.html 

 

■ワクワクする道へ！１年間の農山村ボランティア「緑のふるさと協力隊」参加者募集中！（～

12/22） 

https://4epo.jp/information/notice/19413.html 

 

■環境省が、「第 6 回全国ユース環境活動発表大会」の募集開始についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/19481.html 

 

■環境省が、環境大臣杯 全国高等学校 Re-Style DANCE CUP！エントリー受付についてお知ら

せ 

https://4epo.jp/information/notice/19485.html 

 

■環境省が、令和 2 年度食品ロス削減月間についてお知らせ 

https://4epo.jp/information/notice/19608.html 

 

■セブン-イレブン記念財団 2021 年度環境市民活動助成（「活動助成」「NPO 基盤強化助成」

（10/26～11/16） 

https://4epo.jp/information/subsidy/19595.html 

 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/10/05/setouchi-olieve-fund-forum/
https://4epo.jp/information/events/19842.html
https://4epo.jp/information/notice/19802.html
https://4epo.jp/information/notice/18936.html
https://4epo.jp/information/notice/19413.html
https://4epo.jp/information/notice/19481.html
https://4epo.jp/information/notice/19485.html
https://4epo.jp/information/notice/19608.html
https://4epo.jp/information/subsidy/19595.html


■2021 年度 河川基金 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/10/07/kasen-fund2021/ 

 

■2021 年度 エフピコ環境基金（～12/28） 

https://4epo.jp/information/subsidy/19739.html 

 

■JT SDGs 貢献プロジェクト（通年） 

https://4epo.jp/information/subsidy/19050.html 

 

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

５．メルマガ・ホームページに情報を掲載したい方へ  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★  

 

四国 ESD センターのメルマガやホームページに情報の掲載をご希望の方は、メール、ファックス、

郵送いずれかの方法で、情報をお寄せください。  

 

---------E-mail の場合は以下のフォームをご利用下さい（変更可）---------  

 

■（タイトルをご記入下さい）  

【日時】： 【場所】： 【内容】： 【参加費】： 【主催】： 【問合せ】： 【リンク先】：  

 

----------------------------------------------------------------------  

 

★☆*。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

６．四国 ESD センターメールマガジンについて  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。*☆★  

 

配信の希望・変更・停止や、情報の投稿、その他お問合せ・ご意見等が ございましたら info★

shikoku-esdcenter.jp （メールの際は、★を＠にご変更ください。）までご連絡ください。  

最後までお読みいただき、ありがとうございました。   

 

https://shikoku.esdcenter.jp/2020/10/07/kasen-fund2021/
https://4epo.jp/information/subsidy/19739.html
https://4epo.jp/information/subsidy/19050.html


・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜・*:.。.:*・゜  

発行  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２−1−1 高松第一生命ビル新館３Ｆ 

TEL :087−823−7181 / FAX :087−823−5675 

E-mail: info★shikoku-esdcenter.jp （メールの際は、★を＠にご変更ください。） 

HP：https://shikoku.esdcenter.jp/  
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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  

https://shikoku.esdcenter.jp/

