
   

 

 

●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、学習会を実施する。 

●様々な学習拠点や市民団体で、ＥＳＤの学習プログラムを企画できる人材を育成する。 

●岡山地域で行われる社会課題解決のためのＮＰＯや地域の活動へ若者が参加しやすくする。 

●若者へのＥＳＤ活動の拡大 

岡山ＥＳＤ推進協議会 平成２９年度活動報告 

 

【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２０１７               ≪別添１≫ 

開催日：10 月 21 日（土） 場所：岡山コンベンションセンター 参加者：１２０名     

前日２０日（金）に岡山子どもＥＳＤフォーラムを教育委員会と共催で開催した。  

②ＥＳＤ活動団体発表交流会（H30年４月に平成３０年度助成金説明会と併せて開催） 

開催日：H30 年４月８日（日） 場所：勤労者福祉センター 参加者４４人  

ＥＳＤプロジェクト活動助成金交付団体の成果報告の発表を兼ねた交流会を行った。 

  

（２）関係団体と連携した持続可能な社会とは何かを考える学習会の開催 

   ①「国連持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」学習会                ≪別添２≫ 

    開催日：11 月 22 日（水）  場所；ゆうあいセンター８階会議室 参加者：約 70 名 

    講演：国連広報センター 根本所長     

    ※岡山ＮＰＯセンター、ＳＤＧｓ市民ネットワークとの共催 

    

【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【委託】                ≪別添３≫ 

   開催日：10 月 12 日（木） 11 月２日（木）1 月 11 日(木)の３回 

  場所：岡山市勤労者福祉センター   参加申込み：19 名(新規 16 名、連続受講３名)   

   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） 

 

（２）ＥＳＤ学生インターンシップの実施【委託】                ≪別添４≫ 

 ＜夏季＞ 

     期間：８月 21日（月）～９月８日（金） 

参加者：９名（岡山大学、岡山理科大学、山陽学園大学、岡山県立大学、香川大学） 



   

 

 

●公民館を中心にした地域コミュニティでのＥＳＤの推進を継続する。 

●各地域（概ね中学校区単位）のＥＳＤに関する関係者がお互いの取り組みについて情報交換

を進め、持続可能な地域づくりに協働する関係を構築する。 

●ユネスコスクール 51 校のＥＳＤの取組を促進し、発表・交流の機会を設ける。 

●岡山市立の全小中学校におけるＥＳＤ研修会を継続し、質の向上と実践を広げる。 

●ユネスコスクール高等学校ネットワークの取組を支援する。 

 

実習先：(NPO)岡山市子どもセンター、(NPO)ポケットサポート、(NPO)Youth Create、 

(NPO)おかやま・ホームレス支援きずな、(NPO)だっぴ、(NPO)岡山ニャンとかし隊、

大元公民館、岡輝公民館、ＥＳＤ推進課 

    ＜春季＞ 

期間：２月 19日（月）～３月６日（火） 

参加者：６名（岡山大学、岡山商科大学、ノートルダム清心女子大学） 

実習先：(NPO)岡山市子どもセンター、(NPO)ホームレス支援きずな、(一社)ほっと岡山、 

みるを楽しむ！アートナビ岡山、北公民館 

委託先：ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンター 

 

  （３）若者へのＥＳＤ活動拡大                         ≪別添５≫ 

   ・トンヨンで行われた国際ユースキャンプに大学生 1 名、高校生 4 名を派遣し、11 月 18 日に若

者部会と共に参加報告会を兼ねた「未来の国際人、大集合！」を開催した。 参加者 80 名 

 

【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）持続可能な地域づくりに向けた公民館の取組の充実【公民館】 

    ・地域課題ワークショップを実施、地域課題に向き合う取組を進めている。 

    ・海外視察の受入を行った。 

    ・２月 12 日に第一回公民館大会を開催し 300 人が参加した。 

 

【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【教育委員会指導課】        ≪別添６≫ 

  ①ユネスコスクール活動支援助成金 

・15のユネスコスクール推進団体（51校）に活動助成金を交付 

・ユネスコスクール指定の 15中学校区で合同ヒアリングを実施（５～６月） 



   

 

 

●ＥＳＤ岡山アワード 2017 を実施し、優良事例を顕彰する。 

②ユネスコスクールコンソーシアム（協働） 

③国内外のユネスコスクールとの交流・他県市への教員の派遣 

④岡山市立の全小中学校におけるＥＳＤ研修会 

⑤ＥＳＤ推進に関する冊子の作成 

⑥岡山子どもＥＳＤフォーラム（10 月 20 日）を開催した。参加者 150 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１０校の高等学校が行う交流会（11 月 11 日）等の実施 

  ホストタウン事業として、ブルガリアの高校生を招待し交流した。（岡山市）11/9～13 

（３）学校と地域・公民館の連携 

   ・「ＥＳＤ活動推進のための評価指針策定に向けた調査」【委託：国立大学法人岡山大学】 

    ユネスコスクール 51校及び、ユネスコスクールのある 15公民館へアンケート調査を実施した。 

 

【重点取組⑤優良事例の顕彰】                           ≪別添７≫ 

・「グローバル賞」応募 44 件（国内１件 海外 43 件） 

「地域社会の社会・経済発展における総合的な伝統芸術の保存」 

<デウィ・フォルトゥナ・コミュニティ学習センター(CLC)>［インドネシア］ 

「ケララ子ども農業科学会議（KBKSD）」 

       <ＲＣＥトリヴァナンタプラム>［インド］ 

・「岡山地域賞」応募 14件 予備選考を経て、受賞候補事業５件から 2件を決定。 

「グローバル人材の育成＆ESD思想の普及と定着」 

<特定非営利活動法人こくさいこどもフォーラム岡山> 

「ＴＥＲＡＫＯＹＡ Ｐｒｏｊｅｃｔ 

(岡山とネパールを繋ぐ環境問題啓発・学習支援・女性の収入向上のためのプロジェクト)」 

<ダフェプロジェクト> 

なお、以下の３件が岡山地域賞の入賞となった。 

  「ESDオープンカフェ「三木」（さんもく）」＜岡山市立東公民館あかれんがクラブ＞ 

「環境にも社会にもやさしい、アフリカと日本を繋ぐ  アップサイクル商品制作販売事業」＜jam tun＞    

「六島インターンシップ事業 ～よそ若者とともに学びチャレンジし、次代へ～」 

   ＜六島まちづくり協議会＞    

・10月 21日（土）に授賞式を開催した。10月 22日（日）には、グローバル賞受賞者を、テーマに

近い２団体(株)スコレー（食農教育の実践と農業）、岡西公民館（烏城紬）へ招待した。 



   

 

 

●岡山ＥＳＤプロジェクト参加団体の活動費の一部を助成する。 

●ＥＳＤウィークなどＥＳＤの取組を広く周知、普及する事業を行う。 

●ＥＳＤプロジェクト参加団体の拡大に向けた働きかけを行う。 

●行政による取組促進をはかる。 

 

【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≫ 

 ・申請：３７団体    交付：３６団体（約 300 万円） 

 ・６月９日（金）に、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２０１７（期間 10 月 15 日～12 月 10 日） 

・参加事業 33 事業（市 2 公民館 11 団体 15 協議会主催 5） 参加者 約 5700 人 

・10 月からＥＳＤなびホームページでＥＳＤウィーク事業としてＰＲを行い、グッズを提供した。 

②食育推進全国大会（6/30～7/1）会場で岡山ＥＳＤプロジェクトの紹介、パンフ配布 

 ③環境学習センターアスエコでＥＳＤとＳＤＧｓを紹介するパネル展を実施（9/6～10/14） 

 ④持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム（横浜市）において、岡山ＥＳＤプロジェク

トのパンフレット配布とポスター展示を実施（7/25～7/26） 

 ⑤ユネスコスクール全国大会(大牟田市)にポスター展示を行う。(12/2) 

  ⑥ｏｎｉビジョン 

  ４－５月 岡山ＥＳＤフォーラム 2017  ６－７月 東山公民館のつながる ESD 

  ８－９月 旭竜小学校のＥＳＤ        10－11月 （再放送） 

  12－１月 子どもフォーラムのＥＳＤ活動    ２－３月 キッズタウンＫＹＯＹＡＭＡ   

 ４－５月（取材済み）第一回公民館大会  

⑦岡山ＥＳＤなび（岡山市） 

    ＥＳＤ岡山アワードのｗｅｂ投票に併せて閲覧数が増える。 

 
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 5398 6528 6556 7446 15188 5963 8204 7829 4644 6030 5,147 5,328 

ＵＵ 1771 2248 2527 2324 4777 2021 2110 2037 1269 1607 1,707 1,956 

・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。 

・ＰＶ目標 10,000／月   ＵＵ目標 3500／月 

 ⑧ＥＳＤカフェ 

  ４/20 「ネパールと日本をつなぐ TERAKOYA 縁筆プロジェクト」 スンダリ・ミカさん 

  ５/18  「消費者市民社会ってどんな社会？」小田奈緒美さん  



   

 

 

●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を行う。 

●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。 

  ６/10  「ＥＳＤ入門講座」 中平徹也さん  

  ７/20 「再生可能エネルギー１００％って可能なの？」 松本照生さん  

  ８/17 「「燃費のいい家」ってどんな家？」  石川義和さん 

    11/16 「地球一周してみることで気づく世界」 山西勇輝さん 

12/21 「正しく伝わっているの？～案内サインの多言語対応 in 岡山市」 宮偉さん 

１/18 「夢を追いかけて地球を走る その先に見えたもの」  貝畑和子さん 

２/21 「「違い」は「怖い」じゃない！」 岩本歩美さん  

３/15 「「ブラインドサッカー®」を通じて育まれるチームプレー」  岡山デビルバスターズ 

                           参加者 計 10 回 200 人 

（３）岡山ＥＳＤプロジェクト参加団体の拡大 

  平成 29 年度新規登録（２/28 現在）１４団体 計 274 団体 岡山後楽館高等学校  

NPO 法人 Youth Create  カラフルキッズの会「nijinone～にじのね」 ネパールソサエティ岡山  

福谷おもしれえでぇマップ実行委員会 劇団公民館京山 たけべおこしプロジェクト  

吉備・陵南ふれあいコンサート   岡山青年国際交流会 NPO 法人ポケットサポート 藤クリーン株式会社 

つばさ企画  環境学習センターめだかの学校   一般社団法人おかやまエコサポーターズ  

（４）行政での取組推進 

 ・「岡山市ＥＳＤ推進庁内連絡会議」を開催した。 ９月 27 日 

                                       

【重点取組⑦企業・事業者の取組促進】 

・企業部会を中心に平成２８年度に実施した「企業におけるＥＳＤ活動に関するアンケート調査」

の成果を踏まえ、企業とＥＳＤの関係を伝えるチラシ（案）の作成と企業社員向けＥＳＤ研修モ

デルプログラムを実施した。（部会を 4 回実施） 

 

【重点取組⑧海外や国内との連携】 

（１）国内のＥＳＤの取組との連携 

①ＥＳＤ円卓会議(文部科学省、環境省)  委員（ＥＳＤ推進課長） 

②ＥＳＤ活動支援企画運営委員会（ESD 活動支援センター） 委員（ＥＳＤ推進課長） 

③中国地方ＥＳＤ活動支援企画運営委員会（中国地方ＥＳＤ活動支援センター）運営委員（友延） 

④ＲＣＥ事務担当者会議 11 月 7 日にＲＣＥ北海道道央（札幌市）で開催され、事務局から 2



   

 

 

名参加した。 

（２）ＥＳＤ日本ユース・コンファレンスに参加 

開催日：9月 23日～24日 

場所：幕張国際研修センター（岡山からの参加者７人） 

（３）公民館とＣＬＣ、教育関係機関の交流 

①インドネシアのＣＬＣ 

 インドネシア教育研修団一行 19 名が社会教育や幼児教育プログラムの研修のため来岡。 

 ７月 30日～８月６日 

   ②韓国 ソウル市ドボン区からの視察 

     ７月 11日と 11月 13日に視察団が訪問し、京山公民館を訪問した。 

   ③韓国 利川市からの視察 

     ３月 30日に視察団が、京山公民館を訪問 

（４）ＲＣＥネットワーク、ユネスコネットワークの連携 

①ＲＣＥトンヨン（韓国） 

 Bridge to the World国際ユースキャンプに岡山市の大学生１名、高校生４名を派遣。 

7月 24日～8月 5 日 

②ＲＣＥアジアパシフィック会議（インド・ニューデリー） 

    11月 28日～30日、事務局員２名が参加。ＲＣＥ岡山の取組を発表した。 

  ③ＳＤＧｓの達成に向けたＲＣＥ第一回世界会議 

    国連大学、岡山大学、岡山ＥＳＤ推進協議会、岡山市、岡山コンベンションセンター共催 

    開催日：12月 5日（火）～7日（木）     会場：岡山コンベンションセンター 

    参加者：22ヶ国 35RCE拠点 230名（UNU-IAS関係者 31名、RCEメンバー 60名、岡山大学・

岡山 ESD 協議会関係者 45名、一般公開セッション参加者 94 名） 

 

【岡山ＥＳＤプロジェクト参加団体と連携した取組】    

（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９≫ 

8月 23日、24日に、イオンモール岡山で、「いきものフェスタ」を岡山市環境保全課、生活安

全課消費生活センター共催で開催した。ＳＤＧｓお買い物スタンプラリー等を実施した。 

（２）市民協働事業等との連携 

・7月 14日に、若者向けの協働事業と学生インターンシップ説明会を兼ねて、「OKAYAMA SOCIAL 

TALK NIGHT」を実施した。 



   

 

 

・課題解決ワークショップ等の参加呼びかけをＥＳＤ推進協議会参加団体に行った。 

（３）連携中枢都市圏各市町との連携 

    岡山連携中枢都市圏（８市５町）で、職員市民合同のＥＳＤ研修を実施 

    ・第一回 日時：10 月６日 場所：岡山市勤労者福祉センター  参加者：３３名 

         講師：一般社団法人イマココラボ 鈴木宏和さん（ＳＤＧｓカードゲーム） 

    ・第二回 日時：12 月 14 日 場所：真庭市久世公民館     参加者：３７名 

         講師：一般社団法人イマココラボ 鈴木宏和さん（ＳＤＧｓカードゲーム） 

    ・第三回 日時：1 月 24 日 場所：津山市総合福祉会館    参加者：５４名 

         講師：岡山 NPO センター・石原さん、岡山こどもセンター・美咲さん 

            岡山市津高公民館・花房さん、津山市高倉公民館・内田さん、加藤さん 

（４）消費者教育の取組との連携 

   ・前述（１）の事業を共同で実施。 

・就実短期大学・小田先生の消費者教育プログラム「キッズタウンＫＹＯＹＡＭＡ」に参画。 

（５）岡山商工会議所青年部との連携                       ≪別添 10≫ 

・岡山市民の日とＥＳＤの啓発を兼ね、「愛ＬＯＶＥおかやま川柳」を共催し、12/9 に表彰式を

開催した。 

  

【ユネスコ／日本ＥＳＤ賞賞金】                                                 

  ・賞金を活用して行う事業の実施に向けた準備を行う。（未実施）   

   

  


