
2018,19年度（平成 30,31年,令和 1年度・第 1期） 

事業報告書 
【期間：2018年 12月 20日～2020年 3月 31日】 

※2018 年 12月 20日に設立した当会は、第 1 期を、設立日より次年度の 3 月 31 日までの 15 カ月余日とさせていただ

き、事業報告をさせていただきますことを初めにお断りします。会計処理の関係で会計年度は 2019 年 4 月 1 日～2020

年 3月 31日としています。 

 

１．２０１８、２０１９年度事業報告書（案）  

Ⅰ．第 1期を振り返って 

平成 30年 7月豪雨のあった 2018年に設立された当会

は SDGs における「だれ一人取り残さない」というスロー

ガンを強く実感しながら事業の開始を行うこととなった。

設立後間もなく、山陽新聞様との連携により令和時代

の岡山における未来、SDGs を考える機会をいただき、

多くのステークホルダーとともに議論を行う機会を得た

ことはネットワークにとって重要な機会であった。 

今後はさらに多様な立場の組織が連携しながら取り組

んでいける土壌を育む組織として取り組みを展開してい

きたい。 

会長 石原 達也 

 

Ⅱ．会員および組織について 

第 1期の会員数は４４名でした。（NPO/NGO：25、企業：

5、大学：2、個人 6、賛助会員：4、その他 2 ） 

 

当会の運営を行うための世話人構成団体は以下の 10

団体です。順不同 

１．認定特定非営利活動法人ポケットサポート 

２．特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 

３．特定非営利活動法人タブララサ 

４． 特定非営利活動法人公共の交通 RACDA 

５．認定特定非営利活動法人おかやまエネルギーの未 

来を考える会 

６．認定特定非営利活動法人子どもシェルターモモ 

７． 特定非営利活動法人だっぴ 

８． 特定非営利活動法人岡山 NPOセンター 

９． 認定非営利活動法人ハード・オブ・ゴールド 

10．特定非営利活動法人倉敷町家トラスト 

 

第 1 期の役員は、会長 石原 達也（特定非営利活動

法人岡山ＮＰＯセンター）、副会長 三好 祐也（認定特

定非営利活動法人ポケットサポート）が務めました。 

 

当会の組織は、運営のための総会、世話人会のもとに、

社会提言部会、プラットフォーム部会、普及啓発部会、

若者部会の 4部会を構成しています。 

 

Ⅲ．総会・定例会・世話人会について 

■SDGsネットワークおかやま設立総会 

2018 年 12 月 20 日（木）ゆうあいセンター 参加者：27

名 満足度：88点 

基調講演：星野智子（(一社)環境パートナシップ会議 ・

(一社）SDGs市民社会ネットワーク ） 

話題提供者：山上正道（NPO法人AMDA社会開発機構）

廣本悦子（認定NPO法人おかやまエネルギーの未来を



考える会）利根弥生（NPO法人タブララサ）西井葉子（認

定 NPO法人子どもシェルターモモ） 

 

■SDGsネットワークおかやま定例会 

偶数月の第 2 水曜日 19:00～21:00 を基本に開催しま

した。全 7回の開催。第 3回～4 回、第 7回は、山陽新

聞社 140 周年記念連続シンポジウム「令和時代の地

域を作る」の事前ワークショップの場としても提供しまし

た。 

・第１回 2019年 2月 20日（水）ゆうあいセンター 参加

者：30名 満足度：80点 

話題提供者：三好裕也（認定ＮＰＯ法人ポケットサポート）

目標 4 質の高い教育をみんなに、森分志学（NPO 法人

だっぴ）目標 8 働きがいも経済成長も、堀脇正信（NPO

法人公共の交通ラクダ）目標 11 住み続けられるまちづ

くりを 

 

・第 2回 2019年 4月 10日（水）ゆうあいセンター  参

加者：18名  

話題提供者：田代 邦子（認定ＮＰＯ法人ハード・オブ・

ゴールド）目標 4質の高い教育をみんなに 

 

・第 3回 2019年 6月 12日（水）山陽新聞社 8階会議室 

参加者：30名 満足度：79点 

話題提供者：①中村 泰典（ＮＰＯ法人倉敷町家トラスト） 

目標 11住み続けられるまちづくりを・12つくる責任使う 

責任・17パートナーシップで目標達成 

②岡山一郎（山陽新聞社）山陽新聞社 140 周年記念シ

ンポジウム主旨と第 1 回「ＡＩが描く未来」についての説

明と当日の提言内容を検討 

 

・第 4 回 2019年 8月 7 日（水）山陽新聞社 8階会議室 

参加者：20名 満足度：83点 

話題提供者：①濱西栄司（ノートルダム清心女子大学） 

目標 5ジェンダー平等に関して 

②岡山一郎（山陽新聞社）第 2 回シンポジウム「地域に

根ざしたライフスタイル」の説明、「理想的なライフスタイ

ル」に関する意見交換、講演者への質問検討  

 

・第 5回 2019年 10月 18日（金）BRANCH岡山北長瀬

内「ハッシュタグ」 参加者：26名 満足度：70点 

G20保健大臣会合開催連動企画「勝手に前夜祭」 

～民間における SDGsの動きで盛り上げよう～ 

話題提供者：①稲葉雅紀（NPO 法人アフリカ日本協議

会）G20 に関する民間・市民の動き：C20 など世界と東

京の動き、 

②高橋美和子（NPO 法人関西 NGO 協議会）G20 に関

する民間・市民の動き：G20大阪市民サミットの報告、③

河嶋紀乃・荒木七海・橋本綾花・太西葉月（岡山学芸館

高校）G20 保健大臣会合について岡山学芸館高校の取

り組み発表、 

④山上正道（NPO法人 AMDA社会開発機構）目標 3全

ての人に健康と福祉を に関する具体的な取り組み紹

介と問題提起、 

⑤三好祐也（認定 NPO法人ポケットサポート）同上 

⑥尾崎善規（公益社団法人認知症の人と家族の会岡

山県支部）同上 

 

・第 6回 2019年 12月 11日（水）BRANCH岡山北長瀬

内「ハッシュタグ」 参加者：13名 満足度：86点 

話題提供者：西崎宏美（認定ＮＰＯ法人子どもシェルタ

ーモモ） 目標 1 貧困をなくそう、10 人や国の不平等を

なくそう、16平和と公正をすべての人に 

 

・第 7回 2020年 2月 12日（水）山陽新聞社 9階大会議

室 参加者：28名 満足度：83点 

話題提供者：①岡山一郎（山陽新聞社） 第 4 回シンポ

ジウムテーマ「移動の自由確保」について概要説明 

②岡将男（NPO法人公共の交通 RACDA）目標 11住み

続けられるまちづくりを 電車バス情報充実で地域の人

口を増やす 



③猪田有弥（西粟倉地域おこし協力隊員）喜びと笑顔を

拡げるローカル・モビリティ（福祉と移動） 

 

■SDGsネットワークおかやま世話人会 

全 8回開催しました。奇数月に開催。 

・第 4 回世話人会 2019 年 2 月 22 日（木）ゆうあいセン

ター ７団体参加（AMDAMINDS：山上、だっぴ：森分、

エネルギーの未来を考える会：廣本、延藤 

ポケットサポート：三好、ハートオブゴールド：田代、タ

ブララサ：利根、岡山ＮＰＯセンター：石原・小桐・柴

田） 

〇定例会の開催日、内容について検討 

【決議・合意事項】 

①3 月の世話人会：各団体で目標に対し具体化の提

案を検討。 

②定例会は偶数月の第二水曜日で開催。 

③8月 7日（水）の定例会までに何かをまとめる 

④徐々に拡大しながらメンバーを増やしていく 

会員目標：100団体 

⑤17 のゴールを立体的に見えるようにしたい→定例

的に開催する。 

・第 5回世話人会 2019年 3月 20日（水）ゆうあいセン

ター 8団体参加（ポケットサポート：三好 

だっぴ：森分、ハートオブゴールド：田代、おかやまエネル

ギーの未来を考える会：廣本、子どもシェルターモモ：西井、

AMDAMINDS：山上、タブララサ：利根、岡山NPOセンター：

石原・小桐・柴田） 

〇世話人団体の事業がどの目標に関連するか現状確認、

第 2回定例会運営内容検討、会員拡大案の検討 

【決議合意事項】 

①4/10 の第 2 回定例会は、【目標 4】に対して行い、自団

体や個人取り組みなどを考えておく。 

②ワークテーブルに世話人は、分かれて参加する。 

③出席世話人団体が関係する目標とターゲット、 

◇4質の高い教育をみんなに（4.1：全ての子供が男女の区

別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ

公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるよう

にする 

4.2：全ての子供が男女の区別なく、質の高い乳幼児の発

達・ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教

育を受ける準備が整うようにする 

4.3：2030 年までに、全ての人々が男女の区別なく、手の

届く質の高い技術教育・職業教育及び大学を含む高等教

育への平等なアクセスを得られるようにする 

4．a：子供、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構

築・改良し、全ての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果

的な学習環境を提供できるようにする 

4．ｃ：開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発

途上国における教員研修のための国際協力などを通じて、

質の高い教員の数を大幅に増加させる） 

◇目標 7：エネルギーをみんなにそしてクリーンに（7.2：

2030 年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可

能エネルギーの割合を大幅に拡大させる） 

◇目標 8 働きがいも経済成長も（8.2：高付加価値セクター

や労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様

化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経

済生産性を達成する） 

④ネットワークの周知として会員が開催するイベント等で

の後援を増やす。 

⑤山陽新聞で創立 140 周年の企画に、SDGs に関連した

ものを開催。・SDGs ネットワークおかやま共催で企画を入

れたい。 

⑥SDGsユースとして学生や若い団体での動きも検討中 

 

・第 6回世話人会 2019年 5月 30日（木）岡山ＮＰＯセ

ンター会議室 6団体参加（ハートオブゴールド：田代、お

かやまエネルギーの未来を考える会：廣本、子どもシェル

ターモモ：西井、AMDAMINDS：山上、タブララサ：利根、岡

山 NPO センター：石原・小桐・柴田）世話人以外（関西

NGO協議会：高橋） 

【決議確認事項】 

①SDGs ネットワークおかやまの若者部会を設置する。 

 6月 27日 



②山陽新聞社のシンポジウム企画の連携を行う。 

③定例会へ 3 回以上参加する団体は、会員になって頂く。

学生会員は無料とする～大学生 

④SDGｓ楽衆会参加費は1000円／人で会員は無料。後日

会員になった場合、参加費の額を年会費より相殺する。 

 

・第 7回世話人会 2019年 7月 10日（水）岡山ＮＰＯセ

ンター 会議室 7 団体参加（おかやまエネルギーの未

来を考える会：廣本、だっぴ：森分、子どもシェルターモモ：

西井、倉敷町家トラスト：中村、 

ポケットサポート：三好、タブララサ：利根、岡山 NPOセンタ

ー：石原・小桐・柴田） 

【決議確認事項】 

①山陽新聞社第 2回シンポジウム  

・パネリスト案：梅谷奈々氏 ・井上ゆき美氏 

・講師へのキーワード：・東京的価値観と岡山的価値観、

ライフスタイル、ていねいなくらし 

②第 4回定例会・8月 7日（水）19:00-21:00 

講師：清心女子大学 濱西先生目標 4教育 5ジェンダー 

岡山駅周辺での女子学生への風俗関係スカウト問題 

③第 3回定例会振り返り 

④第 1回若者部会報告 

⑤正会員特典に SDGs講師紹介を入れる 

 

・第 8 回世話人会 9 月 17 日（水） 岡山ＮＰＯセンター

会議室 7 団体参加（おかやまエネルギーの未来を考え

る会：廣本、だっぴ：森分、子どもシェルターモモ：西井、倉

敷町家トラスト：中村、タブララサ：利根、AMDA 社会開発

機構：山上、岡山 NPOセンター：石原・小桐・柴田） 

【決議確認事項】 

①会員加入数：38 団体 賛助会員：3 団体 会費未払い団

体数：11団体へ連絡をする。 

②第 5 回定例会は、G20 保健大臣会合開催連動企画とし

て 10/18 に開催。10月 18日（金）19:00～21:00 

③山陽新聞シンポジウムに関する WSは、10/17に開催 

④岡山県男女共同参画推進センター会館 20 周年記念事

業パネラーは石原参加。 

⑤収益事業の確認 SDGｓ楽衆会 

SDGs カードゲームを用いて実施。参加者の反応良好。 

 

・第 9 回世話人会 11 月 18 日（月）岡山ＮＰＯセンター

会議室 3 団体参加（子どもシェルターモモ：西井、とりの

す：井口、岡山 NPOセンター：石原・小桐・野崎・柴田） 

【決議確認事項】 

①活動報告：〇10/17山陽新聞意見交換会 〇10/18第 6

回定例会 〇第 2 回 SDGｓ楽衆会 〇11/1-3 第 11 回市

民・地域共同発電所全国フォーラムｉｎ岡山 〇11 月 13 日

世界女性会議 

②若者部会：〇方針 35 歳以下の活動をしている若者の

仲間を増やす・SDGs の達成に向けて、若者世代の連携を

高める。 

〇若者部会代表井口氏、事務局野崎氏、メンバー：三好、

利根、森分、長野、神垣 

③SDGs フォーラム in岡山 2月 22日 23日に開催 

④第 6回定例会 12月 11日 19時から開催 

・第 10 回世話人会 2020 年 1 月 24 日（金）ゆうあいセ

ンター中会議室 5 団体参加（AMDAMAINDS：山上、お

かやまエネルギーの未来を考える会：廣本、だっぴ：森分、

とりのす：井口、岡山 NPOセンター：石原・小桐・柴田） 

【決議確認事項】 

①第 7 回定例会は、2/12 山陽新聞連動企画として交通に

関して行う。シンポジウム 2/20 開催。第 5 回シンポジウム

は第 5回 地域学のススメ人づくりなどの話になる 

②新会員は、四半期事での会費導入を検討 

③次回世話人会、3月 9 日（月）19:00～ 

④第 6回定例会 参加者：13名 SDGs楽衆会参加後、定

例会への参加者複数。 

 

・第 11 回世話人会 2020 年 3 月 9 日（月）ハッシュタグ 

7 団体参加（AMDAMAINDS：山上、おかやまエネルギー

の未来を考える会：廣本、だっぴ：柏原 

子どもシェルターモモ：西井、ハートオブゴールド：田代、ポ

ケットサポート：三好、岡山 NPO センター：石原・小桐・野

崎・柴田） 



【決議確認事項】 

①活動報告〇2/20山陽新聞社シンポジウム第 4回 

〇2/22 SDGsユースネットワークミーティング 

〇2/23 SDGs フォーラム 岡山大学：ユースネットワークミ

ーティングの報告、6分科会開催 

 

 

②4/8第 8回定例会ついて 5月上旬開催予定で延期とす

る。山陽新聞社と相談しながら調整。基本は偶数月の第

二水曜日に実施。 

③初年度入会の個人・NPO の方は、入会月によって会費

を四半期払いも受付ける。・6 月までは 3000 円 7 月～9

月は、2250 円。10～12 月は、1500 円。1 月以降は、1000

円。 

定例会は、2回まで無料。3 回からは年会費を徴収。 

④総会：6 月 10 日（水）19:00-21:00＠ハッシュタグにて実

施。総会兼定例会で実施し、参加団体案内連絡し一般参

加も可能とする。 

⑤世話人会の開催は、基本は奇数月に実施。 

 

Ⅳ．部会の活動報告 

若者部会 

①設立 

 日時：2019年 6月 27日（木） 18:00～21:00 

 場所：ハッシュタグ  参加者：27名 

 内容：若者部会の設置を確認し、以後の部会活動の 

方針を参加者で検討した 

②＃リビング１（定例会） 

 日時：2020年 1月 22日（水） 19:00～21:00 

 場所：ハッシュタグ  参加者：24名 

 内容：若者のつながりを作る、課題を共有して解決の 

糸口を探る内容を大学生が企画運営した。 

③SDGs×ユース・ネットワーク・ミーティング 

 日時：2020年 2月 22日(土) 13:00～16:00 

 場所：岡山大学創立 20周年記念館会議室 

 参加者：55名 

 内容：SDGsをきっかけに若者の横のつながりを強化 

し、達成に向けた更なるアクションを検討した。 

 

Ⅴ．収益事業の報告 

①山陽新聞社 140周年記念連続シンポジウム 

 山陽新聞社さん太ホール   モデレーターとして石原

会長が山陽新聞 岡山編集委員と共に登壇（第 1 回の

みパネリストとして登壇） 

 

第 1回 AIが描く未来    2019年 6月 27日（木） 

基調講演 京都大学こころの未来研究センター教授 

広井 良典氏：AIが予測する未来から地域を考える 

パネルディスカッション:AI 予測を超えて－私たちは何を

なすべきか 

パネリスト:岡山市長 大森雅夫氏、作家あさの あつこ

氏、高梁川流域学校代表理事 大久保 憲作氏、SDGs

ネットワークおかやま会長、石原 達也氏、広井 良典氏 

 

第 2回 地域に根ざしたライフスタイル 9月 3日（火） 

基調講演 雑誌「ソトコト」編集長 指出 一正氏：わたし

たちは地方で幸せを見つける～関係人口のつくり方～ 

パネルディスカッション:素晴らしきローカルライフ 

パネリスト:真庭市長 太田 昇氏、山陽学園大地域マネ

ジメント学部教授 白井 信雄氏、森林ボランティア 梅

谷 奈々氏、指出 一正氏 

 

第 3回 お金と地域の新しい関係 11月 11日 

基調講演  ローカルサミット事務総長 吉澤 保幸氏：

ローカルから温かいお金の流れをつくろう 

パネルディスカッション:お金の回し方とローカルイノベー

ション 

パネリスト:中国銀行頭取 加藤 貞則氏、レプタイル社

長 丸尾 宜史氏、Orb 社長 河井 七美氏、吉澤 保幸

氏 

 

第 4回 交通は幸せのもと  2020年 2月 20日 



基調講演  関西大教授 宇都宮浄人氏:「幸せをもたら

すモビリティー」 

パネルディスカッション:「暮らしを豊かにする交通のため

に」 

パネリスト:岡山市長 大森雅夫氏、浅口市みどりケ丘イ

キイキグループ副代表 宮本紀子氏、岡山県西粟倉村

地域おこし協力隊の猪田有弥氏、宇都宮浄人氏 

 

②SDGｓ楽衆会 

ＳＤＧｓカードゲームＸを使った講座です。全 3 回開催し

ました。ゆうあいセンターと共催。奇数月の第 3 木曜日 

会費￥１，０００ ネットワークおかやま会員は無料。 

講師：ＳＤＧｓネットワークおかやま 事務局小桐（ゆうあ

いセンターＣＳＲ相談員） 

第 1回 2019年 7月 18日 5名  満足度 98 

第 2回 2019年 9月 19日 6名 2 リピート満足度 89  

第 3回 2019年 11月 19日 3名 1 リピート満足度 85 

 

Ⅵ．共催・後援・協力事業 

①後援・協力を行ったイベント 

１．「SDGs パーク ～遊ぼう、学ぼう、やってみよう。お

かやまからの SDGs」  

会員団体：NPO法人 AMDA社会開発機構 

日時：2019年 2月 11日（月・祝） 10時～16時 

会場：岡山県国際交流センター7階多目的ホール 

220名参加 

主催：NPO法人 AMDA社会開発機構 

後援：岡山県、岡山市、岡山 ESD 推進協議会、生活協

同組合おかやまコープ、SDGｓネットワークおかやま 

 

２．地域に愛される中小企業のためのＳＤＧｓ勉強会 

日時：2019年 2月 18日 13:30～16:30 

会場：岡山市勤労福祉センター4階会議室 24名参加 

主 催 NPO 法人岡山 NPO センター     CSR 報告

書を読む会 

共 催 SDGs ネットワークおかやま、社会的責任向上

のための NPO/NGO ネットワーク（NN ネット）、 一般財

団法人 CSO ネットワーク、 IIHOE［人と組織と地球のた

めの国際研究所 

テーマ：～横浜の老舗企業から学ぶ中小企業のＳＤＧｓ

と広げる仕組み～ 

講師：大川 哲郎（株式会社大川印刷）、調査報告：長

谷川 雅子、高木 晶弘（一般財団法人 CSOネットワー

ク）、コーディネイター：川北 秀人（人と組織と地球のた

めの国際研究所）、司会：石原達也（NPO 法人岡山

NPOセンター 

   

３．高梁初！SDGsカードゲーム体験会@elevenvillage 

会員団体：ゲストハウス elevenvillage吹屋 

日時：6月 14日(金)18時-21時 

場所：ゲストハウス elevenvillage吹屋 

主催者：家族向けのオーガニックゲストハウス eleven 

Village 吹屋 

 

４．第 11 回市民・地域共同発電所全国フォーラムｉｎ岡

山   

会員団体：ＮＰＯ法人おかやまエネルギーの未来を考え

る会 

日時：2019 年 11 月 1 日～3 日 会場：オルガホール 

400名参加 

テーマ：自然エネルギーで地域を豊かに、しなやかに 

主催：第 11 回市民・地域共同発電所全国フォーラムｉｎ

岡山実行委員会 

共催：岡山市、西粟倉村、岡山 NPOセンター 

後援：岡山県、岡山県環境保全事業団、おかやま環境

ネットワーク、中国四国地方環境事務所、朝日新聞岡

山総局、毎日新聞岡山支局、山陽新聞社、RSK 山陽放

送、NHK 岡山支局、OHK 岡山放送、SDGｓネットワーク

おかやま 

後援と共に 2日目分科会「若者とこれからの再エネの

話をしよう」に会長 石原達也がパネリストとして参加  

 



５．SDGs フォーラム：女性と持続可能な開発目標 

（岡山県男女共同参画推進月間 2019 事業／岡山県男

女共同参画推進センター開館 20周年記念事業）  

会員団体：世界女性会議岡山連絡会 

日時：2019年 11月 13日   

会場：岡山県男女共同参画推進センター会議室 50 名

参加 

テーマ：ＳＤＧｓをどう連絡会使いこなすか ～ジェンダー

平等を進めるために～ 

主催：世界女性会議岡山／おかやま女性国際交流会     

共催：岡山県男女共同参画推進センター 

協力：ノートルダム清心女子大学地域連携・SDGs 推進

センター／SDGs ネッワークおかやま、岡山 NPO センタ

ー／岡山県婦人問題懇話会 

広報の協力と共に、会長 石原達也がパネリストとして

参加  

 

６．本当の貧困の話をしよう 貧困博物館 ～格差を超

えて、未来をつくる～ 

会員団体：NPO法人 AMDA社会開発機構 

日時：2019年 11月 16日（月・祝） 13時 30～19時 30 

会場：BRANCH 岡山北長瀬内「ハッシュタグ」 者：122

名参加 

 

②広報協力を行ったイベント 

１．ＲＡＣＤＡ総会・第 18回ラクダゼミ案内 

会員団体：ＮＰＯ法人公共の交通 RACDA 

日時：2019年 11月 1日～3日 会場：オルガホール  

場所：岡山シンフォニーホール スタジオ 1 

主催：ＮＰＯ法人公共の交通 RACDA 

 

２．andF 教室ＶＯＬ６ ＳＤＧｓｓの視点から自分たちの活

動を見てみよう―市民活動をとＳＤＧｓ 

日時：2019年 7月 8日 

場所：ベネッセコーポレーション広瀬町 

主催：公益財団法人福武教育文化振興財団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


