
  

＜LS四国ロゴについて＞ 

四国各県の特徴を表す色でローカル SDGs四国のロゴを囲み、循環する様子を表現しています。 

徳島：藍 / 香川：オリーブ / 愛媛：柑橘 / 高知：太平洋 

■ 現在の会員リスト 団体会員 75 団体/個人会員 3 名（2022 年 3 月 8 日現在） 

 

問い合わせ先 

 

LS四国ニュースレター  

Vol.02（2022年 3月） 

ローカル SDGs 四国 

いのち輝く、青い国・四国を次世代へ 

2021年度下半期のトピックス 

◆企業・事業者 

穴吹エンタープライズ株式会社 公民連携（PPP）事業部 

株式会社アルファドライブ高知 

株式会社アロバー 

株式会社阿波銀行 

株式会社イージーエス 

株式会社井上組 

株式会社伊予銀行 

株式会社エコマスター 

株式会社 NTT ドコモ四国支店 

株式会社愛媛銀行 

愛媛県中小企業家同友会 

エビス紙料株式会社 

株式会社香川銀行 

川之江信用金庫 

株式会社官民連携事業研究所 

きせきれい株式会社 

株式会社建設マネジメント四国 

株式会社高知銀行 

株式会社四国銀行 

ジャスティン株式会社 

株式会社相愛 

大成薬品工業株式会社 

株式会社タイチ 

大王製紙株式会社 

高松帝酸株式会社 

株式会社 chaintope 

株式会社徳島大正銀行 

株式会社土佐山田ショッピングセンター 

株式会社ナイスタウン 

株式会社日協堂医療器 

株式会社日本政策投資銀行四国支店 

有限会社ハイプラ 

株式会社ハレルヤ 

パンゲアフィールド（合同会社パンゲア） 

有限会社平井製材所 

株式会社平野 

株式会社藤木工務店四国支店 

三井住友海上火災保険株式会社四国本部 

株式会社未来創建 
 

▶ 環境省中国四国地方環境事務所四国事務所環境対策課 

▶ 四国環境パートナーシップオフィス（四国 EPO）    E メール：info@ls459.net 

★ローカル SDGs ホームページ： https://ls459.net/ 
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TEL: 087-811-7240 

TEL: 087-816-2232 

◆公益法人・NPO・市民団体 

特定非営利活動法人アーキペラゴ 

うどんまるごと循環コンソーシアム 

一般社団法人宇和島 SDGs 社会教育事業団 

特定非営利活動法人えひめグローバルネットワーク 

愛媛県地球温暖化防止活動推進センター 

愛媛ダイビングセンター 

特定非営利活動法人大月地域資源活用協議会 

特定非営利活動法人環境首都とくしま創造センター 

特定非営利活動法人環境の杜こうち 

特定非営利活動法人黒潮実感センター 

社会福祉法人光志福祉会 

さぬきアドベンチャークラブ 

特定非営利活動法人せとうちＪ・ブルー 

善通寺こどもエコクラブ 

一般社団法人そらの郷 

高松ユネスコ協会 

特定非営利活動法人どんぐり王国 

一般社団法人ノヤマカンパニー 

一般社団法人兵庫再生可能エネルギー推進協議会梼原オフィス 

舟岡山未来プロジェクト活動組織 

室戸ジオパーク推進協議会 

特定非営利活動法人森からつづく道 

一般社団法人をかしや 

◆自治体 

越知町 

香川県環境森林部環境政策課 

香川県三豊市 

上勝町 

高知県林業振興・環境部環境計画推進課 

高知市環境部新エネルギー・環境政策課 

土佐町 

梼原町 

吉野川市役所市民部環境局 

◆教育機関等 

高知大学農林海洋科学部花卉園芸学研究室 

徳島大学バイオイノベーション研究所 

（生物資源産業学部 石井農場） 動物生産技術研究室 

新居浜市教育委員会 

■役員 
◆共同代表 

近森 憲助 

（高知学園大学学長、鳴門教育大学名誉教授） 

上田 健二（臨時代理） 

（環境省中国四国地方環境事務所長） 

◆副代表 

島田 治男 

（香川県中小企業家同友会副代表理事） 

小林 秀弥 

（（独）国際協力機構四国センター所長） 

◆委員 

谷川 徹 （四国生物多様性ネットワーク事務局） 

笠井 誉子（（株）ｒｅクラーレット代表取締役、

（特非）徳島の女性を元気にする会理事長） 

徳島県危機管理環境部グリーン社会推進課長 

香川県環境森林部環境政策課長 

愛媛県県民環境部環境局環境政策課長 

高知県林業振興・環境部環境計画推進課長 

 
■協力機関 
消費者庁新未来戦略本部 

四国財務局 

中国四国農政局 

林野庁四国森林管理局 

四国経済産業局 

国土交通省四国地方整備局 

四国運輸局 

株式会社日本政策金融公庫 

株式会社日本政策投資銀行四国支店 

国立大学法人徳島大学 

国立大学法人鳴門教育大学 

国立大学法人香川大学 

国立大学法人愛媛大学 

国立大学法人高知大学 

■アドバイザー 
村上 周三 氏 

（（一財）建築環境・省エネルギー機構理事長） 

川久保 俊 氏 

（法政大学デザイン工学部建築学科教授） 

森沢 伊智郎 氏 

（（株）野村総合研究所） 

LS 四国は、趣旨に賛同する団体及び個人の会員で構成されます。  

当面の間、会員の会費は無料です。 
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LS四国はベルトコンベア！

人材育成

地域循環共生圏をつなぎ、円滑運営するための情報が集まるプラットフォーム

バックキャスティングで課題解決
（課題の深掘り⇔デザイン
⇔マッチング・コーディネート）

LS 四国の取組内容 

◆ 地域課題解決に向けた支援 

・地域課題解決の深掘り、マッチング支援 

・協力団体・企業の先進事例紹介 

◆ 情報収集・発信・共有 

・フォーラム・勉強会・交流会等の開催 

・HP での発信、メルマガ・SNS の活用、表彰制度 

◆ ローカル SDGs の視点をもった創り手の育成 

・分科会活動支援、研修、講演 

ビジョン いのち輝く、青い国・四国を次世代へ 

自然資源の恵み・つながりを活かし、伝え、地域・社会が

それぞれの特性を発揮しながら、連携して支え合い、

SDGs の目指す環境・社会・経済の調和を図りながら 

持続発展する、活力あふれる四国地域の創造 

１）ローカル SDGs の考え方を実践する場づくりを進めます。 

２）ローカル SDGs の視点をもった創り手の発掘、育成を進めます。 

※科学的根拠に基づいた調査研究、知見を活用 

３）イノベーションの導入や ESG の視点を取り入れたビジネスの創出及び 

地域経済循環の向上を目指します。 

４）自然と人が共生する循環型社会を構築し、 

脱炭素化へのパラダイムシフトを進めます。 

行動指針 

一言でいうと 「四国でローカル SDGs（地域循環共生圏）に資する取組を生み出し、創造していくプラットフォーム！！」 

※ローカル SDGs（地域循環共生圏）とは 
各地域が地域資源（自然資源・経済資源・人的資源等）を再認識し、それを持続可能な形で最大限活用するとともに、近隣地域と
資源を補完し合いながら、環境・経済・社会の統合的向上を目指す、という地域づくりの考え方。 

・LS 四国会員は、団体会員 75 団体、個人会員 3 名となりました。（2022 年 3 月 8 日現在） 
・（株）野村総合研究所の森沢伊智郎氏が新たに LS 四国アドバイザーに登録いただきました。 
・四国の森林活用ダイアログ Day1、Day2 を開催しました。（2021/11/25、12/22） 
・四国の森林活用ダイアログ等をきっかけとして、大月町の皆さまによる森林活用に向けた取組が動き出しました。 
・第１回 LS 四国表彰式を開催し、受賞団体を表彰しました。また、ローカル SDGs 四国フォーラムを開催しました。
（2022/2/12） 
・ローカル SDGs 四国の創り手人材育成プログラム研修を実施しました。（2021/12/23～2022/2/23） 
・LS 四国が香川県のタウン情報誌「ナイスタウン」12 月号、その他各種メディアで紹介されました。 
・LS 四国活動紹介動画ができました。 
・分科会「四国 ESD チーム」でバーチャル ESD 大学を 7 回開催しました。 
・分科会「地域エネルギー分科会」で野間地区再エネプロジェクト＠今治などが動き始めました。 
・分科会「多文化共生型の減災社会づくり」研修が徳島県海陽町で実施されました。（2022/1/22） 

「魅力ある持続可能な四国づくり」につながる優れた取組に対し、表彰を行いました。 

受賞された皆さまは、以下のとおりです。 

・「ローカル SDGs 四国大賞」 「ユース部門優秀賞」  

「愛南ゴールドから始まる持続可能なまちづくり～グローバル GAP 認証から東京オリンピック・パ

ラリンピックへ～」愛媛県立南宇和高等学校（愛媛県） 

・「地域課題解決部門優秀賞」 

「わたしたちのラオス学校建設活動」高知市立高知商業高等学校生徒会（高知県） 

・「チャレンジ部門優秀賞」  

「持続可能な養殖への挑戦」株式会社タイチ（愛媛県）  

・「審査委員特別賞」  

「徳島の森を守る活動 with あわぎん ai-mo 通帳」株式会社阿波銀行（徳島県） 

「トンネルコンポスト方式を用いた燃やせるごみのリサイクルによる CO2 削減」 

株式会社エコマスター（香川県） 

第 1 回ローカル SDGs 四国表彰 

表彰式及び受賞団体の 
資料はこちら！ 
https://ls459.net/?p=2053 

 

四国の森林活用ダイアログ Day1 Day2 

金融庁環境省連携チーム、四国財務局の協力を得て、森林業の先進事例の紹介、四

国の森林業の話題提供を通じて、参加者と持続可能な森林とその生業に関わる諸課題を

把握・共有し、今後の展開につなげることを目的としてダイアログを開催しました。 

元下川町政策推進課 SDGs 推進戦略室室長クレアン蓑島氏、日本政策金融公庫林

業アドバイザー、株式会社マプリィ、四国森林管理局、株式会社飛騨の森でクマは踊る、株

式会社サイプレス・スナダヤ、すみれ地域信託株式会社、大月町備長炭生産組合、NPO 法

人由良野の森、合同会社すぎとやまに講演、話題提供をいただきました。 

2 日間で約 150 名の参加があり、アンケートでは 85%以上の方に「大変良い」または「良

い」の評価をいただきました。コメントでは、「森林課題の知見が深められた。」「さまざまな方との

つながりができた。」といったご意見をいただきました。 

さらに、本ダイアログがきっかけで 17 件のマッチングやローカル SDGs に資する森林活用

アクションを開始した地域もあります！ 

本ダイアログの詳細と資料はこちら！ 
Day1 

https://ls459.net/?p=1551 

Day2 

https://ls459.net/?p=1799 

LS 四国とは 

mailto:info@ls459.net
https://ls459.net/
https://ls459.net/?p=2053
https://ls459.net/?p=1551
https://ls459.net/?p=1799


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ローカル SDGs 四国（LS 四国） 

いのち輝く、青い国・四国を次世代へ 

ローカル SDGs の実行役として、自立型で運営し、テーマに沿ってさまざまなプロジェクトを実施します。 

分科会の立ち上げを希望される会員の方は、分科会登録申請書を事務局までご提出ください。 

各分科会への参加を希望される方は、各分科会の事務局またはローカル SDGs 四国事務局までご連絡ください。 

ローカル SDGs 四国の創り手人材育成プログラム研修 
本研修は、2021/12/23～2022/2/23 の日程で、ローカル SDGs の視点を持ち、四国の

地域資源を活用し、課題解決に取り組みながら、「事業を創り出し、動かす人材づくり」「他者とコ

コロザシを共有し、実現に向けて歩む仲間づくり」をめざして実施しました。19 名（９チーム）の

方に参加いただきました。 

■事前ワークショップ（会場・オンライン） 

講師に池嶋亮氏を迎え、企画立案に当たって大切な「鳥の目」を養うワークショップを実施 

■フィールドワーク（現地・オンライン） 

もったいないロス：さぬき麺業、ちよだ製作所、セカンドハンド、さくらや を見学 

再生可能エネルギー：小水力発電、バイオマス発電、太陽光発電・熱利用の現場を見学 

■事業企画ワークショップ（オンライン） 

日本政策金融公庫の岡本氏を迎え、「ビジネスプラン見える化 BOOK」を軸としたインプットや

研修者の事業企画発表  

■成果発表会（オンライン） 

Beyond ミーティング形式で研修参加者から事業企画を発表、「お題」に沿ったアイデア出し、

仲間づくりを行いました。アンケートでは、95％の皆さまから「好評」をいただきました。 

研修参加者事業企画タイトル 

 

 

 

 

本研修の詳細はこちら！ 
https://4epo.jp/information/notice/23682.html 

分科会① 四国 ESD 

四国 ESD チームでは、四国内に登録されている 17 カ所の地域 ESD 活動推進拠点とともに、四国の SDGs 達成に向けて活動を行

っています。令和 3 年度は以下の 3 本柱のうち、「バーチャル ESD 大学」に力をいれて活動を行いました。四国バーチャル ESD 大学では

どこにいても気軽に ESD に触れていただけるよう、オンラインで学びの場を提供し、衣食住などのテーマで開催しました。 

 
四国バーチャル ESD 大学

YouTube チャンネル 

https://www.youtube

.com/channel/UCt5jO

vsIGS5soVAu4fnkMDg 

事務局連絡先 四国地方 ESD 活動支援センター事務局 
【所在地】 〒760-0023   

香川県高松市寿町 2 丁目 1-1 高松第一生命ビル新館 3F 
【電話番号】 087-823-7181 【FAX 番号】 087-823-5675 
 【E-mail】 info@shikoku-esdcenter.jp  【HP、SNS】 https://shikoku.esdcenter.jp/ 

 

分科会② 地域エネルギー 

地域エネルギー分科会では、『四国のみらい＝RE 自立×中小企業憲章』を理念とし、「①四国の資源を活用した再エネの導入」、「②健

康で心豊かな暮らしの実現の事業化」を課題と方針として、四国 4 県中小企業家同友会環境経営委員会及び市民が中心となり活動を

行っています。令和 3 年度は以下の 3 分野に重点を置き活動を行っています。 

 

 【令和 3 年度重点三分野】 

①野間地区再エネプロジェクト 

今治市乃万地区に営農型発電の実践事例をつくる。 

②四国版 LED‘S （PPA モデル）の普及 

太陽光パネル無料設置モデルを確立する。 

実行するために合同会社「青い国 RE」を設立。 

③市民への啓蒙活動、バックアップ 

市民の環境意識を高める取り組み。 

 

 

野間地区再エネプロジェクト 

事務局連絡先 一般社団法人をかしや 
【所在地】 愛媛県今治市玉川町三反地甲 217−28 

【電話番号】0898-55-3976 【FAX 番号】0898-55-3976  
【E-mail】 mail@wokasiya.jp 【HP、SNS】 http://www.wokasiya.jp/ 

 

地域エネルギー分科会の詳細はこちら 

https://ls459.net/?page_id=464 

 

 

分科会③ 多文化共生型の減災社会づくり 

多文化共生型の減災社会づくり分科会では、独立行政法人国際協力機構（JICA）「NGO 等提案型プログラム」として、それぞれの地

域で想定される災害や、地域の在住外国人の状況などに合わせた防災・減災セミナーを、対象の自治体、NPO 法人、地域住民、外国人

労働者を雇用している事業者の方々の参加を得て開催しています。今後は、それぞれの地域で在住外国人を交えたワークショップの開催を

計画しています。防災・減災の学びを通じた多文化共生社会の実現に向けて、さまざまなネットワークが構築されていくことを期待しています。 

 

 

事務局連絡先 特定非営利活動法人えひめグローバルネットワーク 
【所在地】 〒790-0803  愛媛県松山市東雲町５－６ 

【電話番号】089-993-6271【FAX 番号】089-993-6227  
【E-mail】 wakuwaku@egn.or.jp  【HP、SNS】 https://www.egn.or.jp/ 

 

【今年度開催した研修・ワークショップ】 
①愛媛県西条市 

研修：2021 年 8 月 8 日、9 月 18 日実施 

  ワークショップ：2022 年度実施予定 

②徳島県海陽町 

  研修：2022 年 1 月 22 日実施、 4 月以降予定 

  ワークショップ：2022 年度実施予定 

③香川県丸亀市 2022 年度実施予定 

④高知県黒潮町 2022 年度実施予定 

多文化共生型の減災社会づくりの 

詳細はこちら 

https://ls459.net/?page_id=853 

 

 

会員等同士でのコミュニティづくり、情報収集・共有・発信するためのオンラインプラットフォーム！！ 
 

・一緒に取組を行う仲間作り  ・自社の取組紹介、イベント広報 
・多様なステークホルダーとの対話 ・官公庁の助成制度などの情報収集 
・官公庁等へのお悩み相談  ・SDGs や ESG 等に関する情報収集  など 

 
※LS 四国会員のみ利用できます。                                 使い方はこちら→ 

LS 四国 kintone 

「kintone」は 

サイボウズ社の 

登録商標です。 

ローカル SDGs 四国取組紹介動画を作成しました！ 

 2022/2/12 開催 LS 四国フォーラムの様子をもとに、ローカル SDGs

四国の取組紹介の動画が完成しました。LS 四国や分科会の活動を紹

介しております。5 分程度の動画です。是非ご覧ください！！ 

動画へのリンクはこちら 

https://ls459.net/?page_id=85 

 

 

 

各種メディアで LS 四国が紹介されています！ 

 
・香川県のタウン情報誌ナイスタウン 12 月号 

・日本経済新聞（2022/1/20） 

・愛媛新聞（2022/2/16） 

 「SDGs 四国大賞に南宇和高校  愛南ゴールド使った

まちづくり実践」 

https://www.ehime-

np.co.jp/article/news202202160028 

・徳島新聞（2022/2/18） 

「ローカル SDGs 四国 阿波銀に特別賞」 

https://www.topics.or.jp/articles/-/663257 

・金融庁アクセス FSA２月号 

「四国の森林活用ダイアログ」の開催～地域金融との 

ベストミックスによる林業×○○の展開について～ 

https://www.fsa.go.jp/access/index.html 

・金融庁アクセス FSA２月号 

・金融&IT 業界の情報サイト GoodWay（2022/3/16） 

分科会活動ご紹介！ 

https://www.youtube.com/channel/UCt5jOvsIGS5soVAu4fnkMDg
https://www.youtube.com/channel/UCt5jOvsIGS5soVAu4fnkMDg
https://www.youtube.com/channel/UCt5jOvsIGS5soVAu4fnkMDg
https://ls459.net/?page_id=464
https://ls459.net/?page_id=853
https://ls459.net/?page_id=85
https://www.ehime-np.co.jp/article/news202202160028
https://www.ehime-np.co.jp/article/news202202160028
https://www.topics.or.jp/articles/-/663257
https://www.fsa.go.jp/access/index.html

