
 

●ＥＳＤ岡山アワード、ユネスコ／日本ＥＳＤ賞受賞記念行事と併せて、様々な立場の人が

集まって、岡山地域と世界の持続可能な社会づくりを情報交換するフォーラムを実施した。 

●ＳＤＧｓに関する学習会を市の市民協働担当課等と連携して実施した。 

●ＥＳＤの学習プログラムを企画できる人材育成講座を実施し 20 名が修了した。 

●ＥＳＤ学生インターンシップを実施し 20 名の学生が地域の課題と向き合った。 

●若者のリーダー研修を実施し、延べ 100 名を超える参加があった。 

平成２８年度岡山ＥＳＤ推進協議会事業報告 

 

【重点取組①持続可能な地域の姿の共有】 

（１）ＥＳＤ市民フォーラム・交流会事業  

①ＥＳＤフォーラム/ＥＳＤ岡山アワード２０１６               

日時:10 月 29 日(土)  場所:岡山国際交流センター   参加者：120 名 

②ユネスコ／日本ＥＳＤ賞受賞記念岡山ＥＳＤフォーラム２０１７      ＜別添１＞ 

日時：１月 22 日（日）場所：岡山大学 50 周年記念館  参加者：400 名 

 （２）持続可能な社会とは何かを考える学習会の開催 

   ①ＳＤＧｓとＥＳＤ学習会 

     日時：５月 13 日(金) 委員会後に実施。（講師 佐藤真久氏ＥＳＤ推進協議会顧問）20 名  

   ②ＨＵＢＣＡＦＥミーティングの中で、ＳＤＧｓの学習を盛り込む               

     日時：８月 31 日(水) 日本青年会議所、岡山青年会議所、市民協働企画総務課と共催  

 

【重点取組②ユース・人材育成】 

（１）ＥＳＤコーディネーター研修の実施                     ＜別添２＞ 

   委託先：ＮＰＯ法人持続可能な開発のための教育推進会議（ＥＳＤ－Ｊ） 

日時：11 月 11 日（金）24 日（木）12 月 15 日（木）１月 19 日（木） 

  場所：ゆうあいセンター   受講者：２０名    

（２）ＥＳＤ学生インターンシップの実施                     ＜別添３＞ 

   委託先：ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンター 

期 間：＜夏季＞８月 23 日（火）～９月９日（金） ＜春季＞２月 21 日（火）～３月７日（火）   

参加者：＜夏季＞９名（岡山大学、岡山理科大学、就実大学、ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ清心女子大学、東京学芸大学） 

       ＜春季＞１１名（岡山大学、岡山理科大学、就実大学、岡山県立大学） 

  実習先：(NPO)ＦＯＴ、(NPO)岡山市子どもセンター、(NPO)フリースペースあかね、(NPO)

ポケットサポート、(NPO)子どもシェルターモモ、(NPO)ホームレス支援きずな、

(NPO)ニャンとかし隊、(NPO)人・ふれあい・ひろば、(NPO)おかやまエネルギーの

未来を考える会、岡山市環境局、岡輝公民館、足守公民館 

  ※次年度学生受入に向けた説明会をＮＰＯ、公民館を対象に実施した。 



 

●公民館を中心にした地域コミュニティでのＥＳＤの推進を継続。 

●ユネスコスクール助成金ヒアリングに併せて、公民館、学校、ＥＳＤコーディネーターの情

報交換の機会を設けた。 

●ユネスコスクールを中心にインタビュー調査を実施した。 

●ユネスコスクール 51 校のＥＳＤの取組を促進し、岡山子どもＥＳＤフォーラムを開催した。 

●岡山市立の全小中学校におけるＥＳＤ研修会を継続した。 

●ユネスコスクール高等学校ネットワークの取組を支援した。 

（３）若者対象のリーダー研修の実施                      ＜別添４＞ 

  企画運営：岡山ＥＳＤ推進協議会若者部会 

    日 時：①８月５日（金） ②11 月 5 日（土） 

 場 所：岡山市立中央公民館 

  参加者：①83 名     ②20 名 

    講  師：鬼丸昌也氏（(NPO)テラ・ルネッサンス理事） 

 

【重点取組③地域コミュニティ・公民館でのＥＳＤ推進】 

（１）公民館におけるＥＳＤの取組の継続 【公民館】 

（２）持続可能な社会づくりに向けた公民館の取組充実に向けた研修の実施 【公民館】 

（３）ＥＳＤ活動推進のための評価指針策定に向けた調査の実施          ＜別添５＞ 

    委託先：国立大学法人岡山大学 

   ・藤田地区、足守地区、御南地区のユネスコスクール校へのインタビュー調査を実施した。 

 

【重点取組④学校のＥＳＤ推進】 

（１）岡山市内のユネスコスクールの活動支援 【教育委員会事務局指導課】 

・51 校に活動助成金を交付した。                     ＜別添６＞ 

・５、６月に、中学校区ごとで、各学校担当者、指導課、ＥＳＤコーディネーター、公民館職員、

事務局職員が、一堂に会して、今年度の取組について意見交換及びヒアリングを行った。 

・国内外のユネスコスクールとの交流・他県市へ教員を派遣した。 

・６月７日、１月 31 日にユネスコスクール対象の研修会を実施した。 

・８月２日に教育課程研究協議会にて全市立学校を対象にＥＳＤに係る内容の研修を実施した。 

・８月 19 日にユネスコスクール対象の研修会を岡山大学と共催で実施した。 

・10 月 28 日に国際交流センターにて「岡山子どもＥＳＤフォーラム」を開催した。 

参加者：約 130 名 

（２）岡山県ユネスコスクール高等学校ネットワークの活動支援 

 ・岡山県内９校の高等学校が行う交流会の開催経費の一部を負担した。 

日時：11 月 12 日(土)   場所：岡山大学  参加者：約 200 名 



 

●ＥＳＤ岡山アワード 2016 を実施し、優良事例を顕彰した。 

●岡山ＥＳＤプロジェクト活動支援助成金を 36 団体に交付した。 

●ＥＳＤウィークやＥＳＤ岡山アワード、ユネスコ／日本ＥＳＤ賞受賞の機会を通じて、ＥＳ

Ｄの取組をＰＲした。 

●主に活動支援助成の機会等を通じてＥＳＤプロジェクト参加団体の拡大を働きかけた。 

 

・岡山大学教育学部の各実施支援により、事前学習会（２回）の実施後に、各校の取組の報告

と交流を行った。 

 

【重点取組⑤優良事例の顕彰】                          ＜別添７＞  

  ・グローバル賞 応募９５件（国内４件、海外 91 件） 授賞事業２件決定 

    ・学校における水の売店 （ケニア）＜国際トランスフォーメーション財団（ITF)＞ 

・インドネシア河川再生運動 （インドネシア）＜ガジャマダ大学＞  

・岡山地域賞 応募１０件 予備選考を経て、授賞候補事業６件から公開審査で２件決定 

地域で魅力的に生きる大人と将来を模索する若者の交流事業だっぴ 

＜特定非営利活動法人 だっぴ＞ 

子どもたちがつなぐ矢掛の未来のまちづくり＜やかげ小中高子ども連合 ＹＫＧ６０＞ 

・ＥＳＤ岡山アワード公開プレゼンテーション、授賞式(10 月 29 日（土） ) 

 

【重点取組⑥ＥＳＤ活動の拡大】 

（１）岡山ＥＳＤプロジェクト参加団体活動支援                 ＜別添８＞ 

 ・３６団体に活動助成金を交付した。（申請３８団体） 

 ・６月 10 日(金) 交付団体説明会、交流会を実施 

（２）ＥＳＤウィーク・岡山ＥＳＤプロジェクト広報事業            

  ①ＥＳＤウィーク 

・ＥＳＤウィーク登録事業 ２０団体３０件（公民館の事業を除く。） 

・10 月 1 日から、ＥＳＤなびホームページでＥＳＤウィーク事業としてＰＲ。登録事業には、

必要に応じグッズを提供した。 

②テレビ番組 ・Ｏｎｉビジョン 

４－５月 「わいわいＥＳＤランド」紹介 

６－７月 妹尾公民館「水」をキーワードにした取組 

８－９月 加茂小学校 高校生との連携の取組 

10－12 月 福田中学校 中学生ボランティアの取組 

１－２月 ＥＳＤフォーラム／ＥＳＤアワード 2016 



 

●岡山市内の企業の社会貢献活動、ＥＳＤに関する取組の実態把握のため、アンケート調査を

実施した。 
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③Ｒａｄｉｏ ＭＯＭＯ  

 ２回出演し、ＥＳＤ岡山アワード、ユネスコ／日 

本ＥＳＤ賞についての紹介を行った。 

④ＥＳＤなび 

 ＥＳＤ推進協議会の関連行事、協議会参加団体の  

 紹介等を行った。 

 また、８月下旬から９月初旬に ESD 岡山アワード

の投票をおかやま ESD なびサイト内で行ったため、

８，９月はページビュー、ユニークユーザーともに大幅に増加したと考えられる。 

 
4 月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

ＰＶ 5754 7921 8512 7853 20447 13027 7303 7718 6256 6935 7468  

ＵＵ 2054 2877 2885 2426 7231 5094 2388 2238 1973 2159 2140  

・ＰＶ ページビュー（アクセス数）…ウェブサイト内の特定のページが閲覧されたのべ回数。 
・ＵＵ ユニークユーザー…ウェブサイト、またはウェブサイト内の特定のページを訪問した人の実数。同

じウェブサイト（またはページ）を同じ人が何度も訪問した場合も、１ユーザーとしてカウントされる。 

⑤ＥＳＤカフェ（計 11 回 参加者 227 名） 

 4/21「持続可能な復興支援のあり方を考える」ダフェプロジェクト 江見優子さん 参加者：28 名 

   5/19「未来に生かす里山つくり」就実学園 石田省三さん 17 名 

   6/16「心のバリアフリーをめざした街づくり」万成病院・ひまわり 田渕泰子さん 40 名 

   7/21「岡山の公民館とタイのＣＬＣ」上道公民館 吉田郁美さん 17 名 

   9/15「吉備大賀ハス保存会の活動」吉備大賀ハス保存会 浅野秋夫さん 7 名 

  10/20「アユモドキから見た開発」アユモドキ里親会・森千恵さん、カフェフィロ・松川絵里さん 27 名 

11/17「文化って何？」カフェフィロ・松川絵里さん 17 名 

12/15「カンボジアのスタディツアーから考えた「医療の限界と可能性」」国際医療勉強会ＩＬＯＨＡ 12 名 

1/19「“ユースワーカー的教師”の可能性」旭東中学校 竹島潤さん 18 名 

2/16「公民館の活動を通して学校と地域のつながりを強めるには？」桑田中学校 江國友哉さん 28 名 

3/16「若者と大人の対話から見えてくるものとは」岡山大学教育学部 桑原敏典さん 16 名 

 

（４）岡山ＥＳＤプロジェクト参加団体の拡大 

  平成 28 年度新規登録(2/28 現在) １３団体・事業所（企業３ 大学１ 市民団体９） 計 260  

 

【重点取組⑦企業・事業者の取組促進】 

（１）企業におけるＥＳＤ活動に関するアンケート調査の実施 

  企画運営：岡山ＥＳＤ推進協議会運営委員会企業部会 

・岡山商工会議所、岡山経済同友会、岡山県中小企業家同友会の協力を得て、６月、７月に

実施。回答 306 件。（発送数 8,050 件） 

（２）環境省・中国環境パートナーシップオフィスへの協力 

・瀬戸内海環境保全を目指す企業向けＥＳＤ支援プロジェクト」に参加した企業の取組に協

力した。 



 

●ＥＳＤ日本ユース・コンファレンスを実施した。 

●ＲＣＥ、ユネスコ関連、ＣＬＣの行事への参加、また視察受入により海外や国内の組織と連

携を進めるとともに、交流の機会を通じて市民のＥＳＤの理解を促進する取組を行った。 

●関係組織とともに国内のＥＳＤ推進方策について検討した。 

 

【重点取組⑧海外や国内との連携】 

（１）ＥＳＤ日本ユース・コンファレンスの開催                ＜別添９＞ 

主催：文部科学省、ユネスコ国内委員会、五井平和財団 共催：岡山市、岡山ＥＳＤ推進協議会 

日時：10 月 22 日（土）～23 日（日）  場所：サンピーチＯＫＡＹＡＭＡ 

参加者：47 名（うち、岡山８名） 

（２）ＲＣＥ関連組織との交流連携 

  ①第９回アジアパシフィックＲＣＥ会議（タイ・チャーム）６月 

  ②第 10 回グローバルＲＣＥ会議（インドネシア・ジョグジャカルタ） 11 月 

③ＲＣＥ北九州市 10 周年記念誌への寄稿 10 月 

④ＲＣＥトンヨン（韓国）と交流 

     ・トンヨンの生涯学習関連のアワード受賞者が来岡(4/27-29)。京山公民館を視察。 

     ・ユースの視察団が来岡（1/20-26） 

   ⑤国内ＲＣＥ事務担当者連絡会議（名古屋市）に参加 ３月     

（３）ユネスコ関連組織との交流連携 

  ①ユネスコ ＧＡＰに関する会議【岡山市】 

・キーパートナー会議（フランス・パリ） ７月  

    ・レビューフォーラム (カナダ・オタワ) ３月 

  ②2016 ユネスコ/日本ＥＳＤ賞受賞 10 月 

（４）ＣＬＣとの交流 

①タイのＣＬＣ（タイ・プーケット、チェンマイ）【岡山市教育委員会】 

５月、岡山市公民館職員が、国際会議に併せてタイのＣＬＣを訪問。情報交換 

②インドネシアのＣＬＣ等 【中央公民館】  

 12 月 5 日～7日に来岡。 

③パキスタンのＣＬＣ【中央公民館】  

1 月 30 日～2月 1日に来岡。 

（５）国内のＥＳＤの取組との連携 

  ＥＳＤ推進ネットワーク推進フォーラム（主催：ＥＳＤ－Ｊ）にパネラーで参加した。 

 

 

 

 

 



 

【岡山ＥＳＤプロジェクト参加団体・岡山市等と連携した取組】 

 （１）岡山市生物多様性地域戦略策定に向けた取組との連携           ＜別添１０＞ 

   ①いきものフェスタ～自然のめぐみふれあい広場～ 

     主催：岡山市環境局 共催：岡山ＥＳＤ推進協議会 

日時：８月 23 日（水）～27 日（土） 場所：イオンモールおかやま未来スクエア 

     参加者：10,000 名       

②岡山市自然のめぐみフォトメッセージ作品募集事業 

 いきものフェスタでコンテストを行った。  

募集期間：４月１日（金）～７月 15 日（金）   応募数：136 件 

③岡山市生物多様性地域戦略の策定に向けたタウンミーティングなどの共催 

 日時：11 月 19 日(土)～12 月 10 日（土）延べ６回 参加者：260 名 

 （２）市民協働推進事業との連携                        ＜別添１１＞ 

ＳＤＧｓの学習を盛り込んだワークショップ（ＨＵＢＣＡＦＥミーティング）を実施した。              

主催：日本青年会議所、岡山青年会議所、岡山市（市民協働企画総務課）、岡山ＥＳＤ推進協議会 

日時：８月 31 日(水)  場所：岡山市役所７階大会議室    参加者：130 名 

 （３）岡山商工会議所青年部との連携                     ＜別添１２＞ 

    岡山市民の日とＥＳＤの啓発を兼ね、第２回「愛ＬＯＶＥおかやま川柳」を共催した。 

   募集期間：８月１日～９月３０日          応募数：2,658 件  

      大賞「ももちゃりでストップさせよう温暖化」 

 

【その他】 

（１）岡山ＥＳＤプロジェクト（岡山ＥＳＤ推進協議会）が、ユネスコ／日本ＥＳＤ賞を受賞した。 

（２）岡山ＥＳＤ推進協議会が山陽新聞奨励賞（社会部門）を受賞した。 

（３）岡山市におけるＥＳＤを核とした生涯学習事業がユネスコ学習都市賞を受賞した。 

（４）2020 年東京オリンピック・パラリンピックホストタウン事業として、岡山市では、ブルガ

リア共和国との間でＥＳＤをテーマとした交流事業を実施することを決定した。 

（５）岡山市と 7市 5町（津山市、玉野市、総社市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、和気

町、早島町、久米南町、美咲町、吉備中央町）との岡山連携中枢都市圏形成に係る連携協

約に「ＥＳＤによる人づくりとネットワーク化の推進」が盛り込まれた。 

（６)文部科学省、環境省等のＥＳＤに関する委員会等にＥＳＤ推進課職員が参加した。 

・ＥＳＤ円卓会議(文部科学省、環境省)  委員（岡山市ＥＳＤ推進課長） 

・ＥＳＤ活動支援企画運営委員会（ESD 活動支援センター） 委員（岡山市ＥＳＤ推進課長） 

・中国地方ＥＳＤ活動支援センター準備委員会委員（岡山市ＥＳＤ推進課職員） 

 


