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

 

【 四国 ESD センターメールマガジン 】2019.12.20（第 25 号）  

http://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 ※ここでは、

SDGs(持続可能な開発目標)の関連情報も載せています。  

---------------------------------------------------------------------  
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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。  

 

★四国の地域 ESD 拠点の関連情報 ＜ESD 推進ネットワークフォーラム＞ 

http://shikoku.esdcenter.jp/
mailto:info@shikoku-esdcenter.jp
http://shikoku.esdcenter.jp/
https://www.facebook.com/shikokuEPO


12 月 20 日（金）、21 日（土）、国立オリンピック記念青少年総合センターに於いて、「ESD 推進ネッ

トワークフォーラム」が開催されます。分科会「企業がめざす地域における SDGs 人づくり」では四

国の地域 ESD 拠点である IKEUCHI ORGANIC 株式会社の池内代表が登壇予定です。四国から

全国へ情報発信！フォーラム詳細についてはこちらをご覧ください。 

https://esdcenter.jp/2019/10/esdcenter-forum2019/ 

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

 

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 9「産業と技術革新の基盤を作ろう」♪ 

世界では毎年約 800 万トンのプラスチックごみが海洋に流出し、生態系や漁業に影響を及ぼし

ています。このまま汚染が進めば 2050 年には、海のプラスチックごみと魚のそれぞれの総重量

が等しくなると言われています。 

この問題に対する取り組みとして、四国内のホテルや企業、飲食店では、紙ストローなどの代

替ストローを導入する動きが進んでいます。その他、今月の紹介記事にもありますが、食べられる

カップの採用や小麦ブランを使ったお皿、生分解性プラスチックを使ったごみ袋等、企業の新素材

や技術開発の状況も新聞記事等で、頻繁に目にするようになりました。 

自然に還る地球環境に優しい製品等を利用するとともに、清掃ボランティアやビーチクリーンア

ップに参加する等、日頃の行動を見直すことからも海洋汚染抑制につながります。 

 

 

目標 9「産業と技術革新の基盤を作ろう」に関する記事をご紹介します。 

 

◇- 徳島新聞 -◇  

・12/12 徳島県 

【レジ袋有料化 県民に環境意識浸透（2019 とくしまの経済③）】 

 

・12/11 徳島県上勝町 

【「上勝ゼリー味わって」徳島の地元児童が発案 12 月 11 日販売】 

 

・12/10 徳島県鳴門市 

【カリカリ…サクサク… 徳島県産野菜の素材の甘み生かしたチップス商品化 蜂須賀（鳴門）】 

 



・12/10 徳島県 

【県が食品ロス減へ PR 動画 規格外の野菜活用紹介】 

 

・12/8 徳島県 勝浦町・上勝町 

【まちしごとファクトリー 開業のきっかけ学ぶ 勝浦・上勝両町で学生らが起業家訪問】 

 

・12/7 徳島県北島町 

【仏壇と象嵌を生かした小物を販売 桑原木工所（北島町太郎八須）】 

 

・12/6 徳島県徳島市 

【ハモやすだち鶏など 県産食材をふんだんに使った弁当「阿波ふうど彩り重」商品化／オーコー

ポレーション（徳島市）】 

 

◇- 四国新聞 -◇  

・9/29 香川県小豆島町 

【池田小で出前授業 漁協職員ら旬や漁法紹介】 

 

・9/19 徳島県小松島市 

【高校生と水質を浄化】 

 

・9/10 香川県高松市 

【海洋プラごみ解決へ 新素材や最新技術を紹介】 

 

・9/7 香川県高松市 

【スマート農業利点など学ぶ 高松で情報交換会】 

 

◇- 愛媛新聞 -◇  

・12/7 愛媛県愛南町 

【愛南ウニッコリー、試験出荷開始】 

 

・12/3 愛媛県 

【地球温暖化防止に貢献 松山市などに大臣表彰】 

 

◇- 高知新聞 -◇ 

・12/12 高知県高知市 

【手仕事の魅力伝える衣服 香美市の作家・早川ユミさん個展 高知市で 12/15 まで】 



 

・12/2 高知県香美市 

【「新聞バッグ教室」好評 販売所長ら手ほどき】 

 

◇- 全国区・四国外-◇ 

・12/13 愛媛新聞、高知新聞、四国新聞 

【温室効果ガス、ポーランドは留保 ＥＵ、５０年排出ゼロで「合意」】 

 

・12/13 愛媛新聞、高知新聞、四国新聞 

【ＥＵ、日本に利用脱却訴え「石炭に未来はない」】 

 

・12/12 愛媛新聞、高知新聞、四国新聞 

【ＥＵ、５０年排出ゼロ法制化 ３０年に温室ガス５５％削減も】 

 

・12/12 徳島新聞、愛媛新聞、高知新聞、四国新聞 

【小泉環境相、脱石炭示さず 環境団体、日本に２回目の化石賞】 

 

・12/11 徳島新聞、愛媛新聞、高知新聞、四国新聞 

【国内でも、若者行動が後押し 自治体が「気候非常事態宣言」】 

 

・12/11 徳島新聞、愛媛新聞 

【ＮＺ航空、食べられるカップ採用 コーヒーを試験提供、廃棄物削減】 

 

・12/10 愛媛新聞、四国新聞 

【「行動を変える会議に」 ＣＯＰ２５、閣僚会合始まる】 

 

・12/10 愛媛新聞、四国新聞 

【フロン回収で国際協力の枠組み 温暖化抑制、日本主導で設立】 

 

・12/10 徳島新聞、愛媛新聞、高知新聞、四国新聞 

【石炭火力、日本が支援を継続 途上国の発電所新設、逆行批判も】 

 

・12/8 徳島新聞、愛媛新聞、高知新聞、四国新聞 

【吉野氏ノーベル記念講演 持続可能社会の中心技術に】 

 

・12/6 愛媛新聞、高知新聞、四国新聞 



【プラごみ削減、６日から 環境省の売店、レジ袋廃止】 

 

・12/5 愛媛新聞、高知新聞、四国新聞 

【ストップ石炭、日本に要求 ＣＯＰ２５会場近くで抗議】 

 

・12/5 愛媛新聞、高知新聞、四国新聞 

【「環境問題でメッセージを」 吉野彰さんノーベル授賞式へ】 

 

・12/4 愛媛新聞、高知新聞、四国新聞 

【世界のＣＯ２、３年連続増か 今年０・６％と予測】 

 

 

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

 

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 9「産業と技術革新の基盤を作ろう」〜  

 

■SDGs.TV 対話で紡ぐ私たちの未来 

SD(持続可能な開発)17 目標に関するショートムービーを視聴できるプラットフォームメディアです。

誰もが、いつでも、どこでも、SDGs について学び、行動を共有し、解決に向けた対話を応援するた

めの、誰もが使うことのできる映像メディアです。 

リンク：https://sdgs.tv/tg_mov/goal9 

 

■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り組み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り組み、解決策を考えたいとおも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/ 

 

■外務省 JAPAN SDGs Action Platform 

SDGs の各カテゴリーに則った様々な企業の取り組み事例が紹介されています。同業種同士で比



較したり、異業種の取り組みを取り入れるのも面白そうです。 

リンク：https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/goal9.html 

 

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

 

４．ESD 関連イベント・募集・助成金情報など  

 

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

 

＜イベント・募集・お知らせ＞  

 

【徳島県】 

■エシカル甲子園 2019～私たちが創る持続可能な社会～（12/27） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2019/12/05/information-179/ 

 

■エコみらいとくしま 12 月のイベント♪（12/1・12/21） 

http://4epo.jp/information/events/16508.html 

 

■徳島県が、燃料電池自動車（FCV）普及促進事業補助金の募集（～2/28） 

http://4epo.jp/information/notice/15870.html 

 

 

【香川県】 

■五色台体験教室「ミニ門松づくり」（12/21） 

http://4epo.jp/information/events/16545.html 

 

■みどりの学校 男木島（12/21） 

http://4epo.jp/information/events/16668.html 

 

 

【愛媛県】 

■宇和運動公園探鳥会（12/22） 

http://4epo.jp/information/events/16829.html 

 

■ESD 研修交流会（兼:日本 ESD 学会第 1 回四国地方研究会）（1/25） 

https://shikoku.esdcenter.jp/2019/12/05/information-180/ 

http://4epo.jp/information/events/16829.html


 

 

【高知県】 

■第 86 期高知市民の大学 総合コース『COP24・COP25、地球温暖化およびエネルギー政策』

（11/26、12/3・ 10・17・ 24、1/7・14） 

http://4epo.jp/information/events/16068.html 

 

■服もってけおいてけ市 in ソーレ（12/22） 

http://4epo.jp/information/events/16778.html 

 

■高知県社会教育実践交流会（1/18） 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310401/2018112900086.html 

 

■令和元年度高知森林インストラクター養成講座（1/19・2/16） 

http://4epo.jp/information/events/15395.html 

 

 

【四国】 

■第 3 期「森林ボランティア青年リーダー養成講座 in 四国」（1/19） 

http://4epo.jp/information/notice/15747.html 

 

 

【全国】 

■SDGs 未来都市の取組と 2030 年に向けた私たちのアクション！（12/23） 

https://chugoku.esdcenter.jp/2019/11/21/esdmanabiaiforum20191223/ 

（山口県） 

 

■「東京 2020 大会における市民による CO₂削減・吸収活動」取組団体募集 

http://4epo.jp/information/notice/16557.html 

 

■環境省が、「環境問題に関する世論調査」の結果についてお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/16583.html 

 

■環境省が、「環境 人づくり企業大賞 2019」（環境人材育成に関する先進企業表彰）を募集（～

12/26） 

http://4epo.jp/information/notice/16627.html 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310401/2018112900086.html


 

■環境省が、「あいち・なごや生物多様性 EXPO」の開催についてお知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/16755.html 

 

■環境省が、国際セミナー「世界のグリーン公共調達と環境ラベルの最新動向」の開催について

お知らせ 

http://4epo.jp/information/notice/16801.html 

 

■環境人づくり企業大賞（～12/26） 

https://esdcenter.jp/award/kankyohito/ 

 

■全国エコ活コンクール（～1/9） 

https://esdcenter.jp/award/ecoclub_ecokatsucon/ 

 

■SDGs クリエイティブアワード（～1/10） 

https://esdcenter.jp/award/sdgscreativeaward/ 

 

■SDGs 探究 AWARDS2019（～2/5） 

https://esdcenter.jp/award/sdgstankyuaward2019/ 

 

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

 

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】：  

 

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

 

https://esdcenter.jp/award/sdgscreativeaward/
https://esdcenter.jp/award/sdgstankyuaward2019/


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

 

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 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。   

 

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

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 ３ Ｆ  TEL :087−823−7181 / FAX :087−823−5675 E-mail:info@shikoku-

esdcenter.jp HP：http://shikoku.esdcenter.jp/  

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

 

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  

mailto:info@shikoku-esdcenter.jp
mailto:E-mail:info@shikoku-esdcenter.jp
mailto:E-mail:info@shikoku-esdcenter.jp
http://shikoku.esdcenter.jp/

