第１号議案
平成30年度事業報告書
特定⾮営利活動法⼈フェアトレード名古屋ネットワーク
1 事業の概要
特定⾮営利活動法⼈フェアトレード名古屋ネットワークは、名古屋を中⼼とする名古屋⼤都市圈の
幅 広い⼈々に対してフェアトレードを普及促進するための事業を⾏い、名古屋市の「国際フェアト
レードタウン認定」を将来にわたって維持する取り組みを⾏うことで、⾝近な「買い物」を通して
経済的な格 差や貧困問題の解決に貢献し、環境の保全に広い関⼼をもち、すべての⼈が夢、希望、
尊厳をもって⽣ きられる、市⺠が誇りに思える、魅⼒と活⼒にあふれる社会の実現に寄与すること
を⽬的として、以下の事業を実施した。
具体的には、本法人の定款第 5 条第 1 項の事業として、1.フェアトレードを促進するイ べント、 広
報事業、2.フェアトレードタウン認証の維持、調査事業、3.フェアトレード関 連団体間の情報共
有、連携事業、4.ESD /SDGs等の様々な運動やセクターとの連携事業を実施した。
2018年はタウン認定から3年目の更新の年のため、（一社）日本フェアトレード・フォーラム
（FTFJ)に更新のための申請書類を提出し、現地調査と審査を終え、更新が承認された。
2 事業の実施に関する事項
(1) 特定⾮営利活動に係る事業
1、

フェアトレードを促進するイベント、広報事業

ア、 名古屋市主催フェアトレード勉強会「フェアトレードタウン名古屋のススメ」への協⼒
(ア)実施内容
名古屋市のフェアトレードタウン担当窓⼝である名古屋市環境局主催の年に1度のセミナーイベン
トに協⼒し、フェアトレードタウンなごやの活動報告、フェアトレードに関する最新情報を共有す
る。本年度はJICA（独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構）の途上国の現場での活動から、フェアトレードと
環境のつながりについて学び、私たちの地域の活性化について考える、参加型ワークショップも実
施した。
(イ)実施⽇時：平成30年3⽉18⽇（⽇）13：00〜16：00
(ウ)実施場所：SMBCパーク栄
(エ)従事者の⼈数：当⽇運営要員10名
(オ)受益対象者の範囲及び⼈数：フェアトレードに関⼼のある⼀般市⺠ 80名
(カ)収益⾒込み額：0(千円)
(キ)費⽤⾒込み額 ：0(千円)
イ、 フリーペーパー「惣」の発⾏
(ア)実施内容
名古屋および名古屋⼤都市圏におけるフェアトレードの認知度向上とフェアトレードタウン 活動の
さらなる促進を図るため、フェアトレードの理念や FTNN の活動を写真やイラスト付でわかり易く

お知らせするフリーペーパー「惣〜sou〜」を 10,000 部を製作・発行した。世界フェアトレード
デーなごや２０１８イベント会場での配布から始め、FTNN 加盟団体など各所や、講演会やイベン
ト会場などで無料配布した。
(イ)発⾏⽇時：平成30年5⽉
(ウ)実施場所：弊団体事務所 他
(エ)従事者の⼈数：編集要員 ２名
(オ)受益対象者の範囲及び⼈数：名古屋および名古屋⼤都市圏の⼀般市⺠(読者)、「フェアトレード
タウンなごや」の活動に興味のある他都市 の方々など 10,000 名
(カ)収益額：0(千円)
(キ)費⽤額：170(千円) (内訳)(デザイン料 100,000 円、印刷費 70,000 円)・・・会計に確認
ウ、 フェアトレードタウンなごやMAPの発⾏
(ア)実施内容
名古屋および名古屋⼤都市圏の⼀般市⺠が“買い物”を通して地球規模課題の解決―経済格差と貧困
削減―に貢献できる機会を増やし、フェアトレードタウン活動のさらなる促進を図るため、「地球
とのフェアトレード」の理念をテーマに、市内のフェアトレード商品の取扱を中⼼に、エシカル・
オーガニック・サスティナブルな品々の取扱店舗を地図上でわかり易く案内し、多くの⽅々に名古
屋の街をフェアトレードをテーマに観光していただく「フェアトレードタウンなごやMAP」を完成
させた。50,000 部が１月に納品。掲載店・FTNN加盟団体・FT商品取扱店舗・⼤学・⾼校・⾃治
体・イベントや講演会等で、無料配布を始めている。
(イ)実施⽇時：平成30年８⽉〜１２月（情報収集・構成・編集・入稿までの製作期間）
(ウ)実施場所 ：中日メディアブレーン、名工大など
(エ)従事者の⼈数 ： 編集要員 ６名
(オ)受益対象者の範囲及び⼈数 ：名古屋および名古屋⼤都市圏の⼀般市⺠(読者) 、名古屋への観光
客、全国のフェアトレードに興味のある方々

50,000 名

(カ)収益額 1,814,820円（千円）セブンイレブン財団から
(キ)費用額 2,188,132円（千円）FTNN自己負担額

００００円・・・・会計さんお願いします

２、フェアトレードタウン認定の維持、調査事業
ア、 フェアトレード産品取扱店の調査
(ア)実施内容
名古屋市のフェアトレードタウン認定を維持し、3 年毎の更新審査に備えるため、名古屋内におけ
るフェアトレード製品取扱店の数、取扱品⽬等を調査し、データベース化する。
(イ)実施⽇時 ：平成30年1⽉〜3⽉
(ウ)実施場所 ：名古屋市内のフェアトレード製品取扱店舗等
(エ)従事者の⼈数 ：調査要員 30 名
(名古屋工業大学 伊藤孝紀研究室、フェアトレードママサークルぽかぽか、愛知淑徳大学小島祥美
ゼミ学生、日本福祉大学附属高校国際協力部生徒、他)

(オ)受益対象者の範囲及び⼈数 ：フェアトレードタウンに認定された名古屋市の市⺠ 約231万⼈
(カ)収益⾒込み額 ：0(千円)
(キ)費⽤⾒込み額 ：90(千円) (内訳)調査要員の交通費 45,000 円(500 円×30 名×3 回) 雑費 45,000 円
(500 円×30 名×3 回) ・・・・会計さんお願いします
イ、 フェアトレードタウン３年⽬の更新申請書類の作成と申請、そして現地調査の準備・アテンド
(ア)実施内容
名古屋市のフェアトレードタウン認定を維持するために、３年⽬の更新審査が⾏われた。
1〜3⽉更新のための申請書類を作成し、４⽉（⼀社）⽇本フェアトレード・フォーラムに申請書
類を提出（基準１〜６までの更新書類と、これから３年の⽬標）。不備の修正などの後受理、
FTFJ認定委員確認。12⽉FTFJ認定委員による名古屋での現地調査ヒヤリングを⾏い、報告書に
まとめられ、FTFJ理事の承認を得た。
(イ)実施⽇時 ：1月〜12月
(ウ)実施場所 ：名古屋市内のフェアトレード製品取扱店舗・活動団体・企業・名古屋市役所など
(エ)従事者の⼈数 ：審査要員 ３名
(オ)受益対象者の範囲及び⼈数 ：フェアトレードタウンとして認定された名古屋市⺠ 約231万⼈
(カ)収益⾒込み額 ：40(千円)
(キ)費⽤⾒込み額 ：40(千円)（内訳）認定料￥30,000、現地調査での雑費￥・・・・お願いします

3、フェアトレード関連団体間の情報共有、連携事業
ア、 ⼀般社団法⼈

⽇本フェアトレード・フォーラム（FTFJ）団体間の連携⽀援

(ア)実施内容
フェアトレードの普及および啓発に関する事業・国内および国際的なネットワーク事業を通し
て、途上国における貧困削減や環境保護だけでなく、⽇本国内の地域社会の活性化や⾃律的な発
展にも寄与する「フェアトレードタウン運動」を推進する⽇本の中⼼団体FTFJとの連携で、国内
外の最新フェアトレードタウン情報を共有し、⽇本国内でのフェアトレードタウン運動の広がり
を促進した。FTNN代表理事がFTFJの理事として、⽇本国内でのフェアトレードタウン化の促進
を⾏った。三重県いなべ市、島根県松江市と出雲市、岡⼭市などでのタウン運動を⽀援している。
(イ)実施⽇時 ：通年（FTNN代表理事がFTFJ理事として理事会・総会に参加）
(ウ)実施場所 ：スカイプ会議、⽇本国内のフェアトレードタウン
(エ)従事者の⼈数：運営管理要員 1名
(オ)受益対象者の範囲及び⼈数：フェアトレード関連団体メンバー
(カ)収益⾒込み額 ：0(千円)
(キ)費⽤⾒込み額 ：10(千円)（内訳）FTFJ会費

10,000円

イ、ユース層を主体としたフェアトレード関連団体間の連携⽀援
(ア)実施内容

名古屋および名古屋⼤都市圏の将来の発展を担う⼤学⽣や⾼校⽣などユース層を主体としたフェ
アトレード関連団体間の連携を促進するため、各関連団体が情報共有できる場を提供する。
・1⽉14⽇、エシカル⽂化祭（愛知商業⾼校ユネスコクラブ・名古屋国際センターの共催）が開
催され、FTNNは協⼒した。
・7⽉21⽇、徳島県主催「次世代エシカル・フェス」に愛知商業⾼校ユネスコクラブ⽣徒２名と
教員・南陽⾼校Nanyo company部⽣徒２名と教員が「フェアトレードタウンなごや」として招
待され、活動発表を⾏った。FTNNは協⼒した。
(イ)実施⽇時： 通年（必要に応じて随時）
(ウ)実施場所 ：特に指定なし
(エ)従事者の⼈数：運営管理要員 ２名
(オ)受益対象者の範囲及び⼈数：ユース層を主体としたフェアトレード関連団体メンバー
(カ)収益⾒込み額 ：0(千円)
(キ)費⽤⾒込み額 ：10(千円) (内訳)会場費等 10,000 円
4 、 ESD・SDGs等の様々な運動やセクターとの連携事業
ア、 ESD・SDGs等各種イべントへの協⼒
（ア）実施内容
名古屋および名古屋⼤都市圏におけるフェアトレードの認知度向上とフェアトレードタウン活動が
進展する契機として、世界フェアトレード・デーなごや(主催:世界フェアトレード・ デーなごや実
⾏委員会)、環境デーなごや「秋のフェアトレードタウンまつり」(主催:名古屋市)、名古屋祭り・
エシカル・デー(主催:エシカルなごや推進委員会)、消費⽣活フェア(主催:名古屋市)、バレンタイ
ン・イべント「もうひとつのチョコレート展」(主催:もうひとつのチョコレート展なごや実⾏委員
会)、フェアトレード・ツキイチ・マルシェ(主催:ツキイチマルシェ事務局)など、主要なイべントに
協⼒する。また、ESD ・SDGsの普及等の様々な運動との連携を進める。
（イ）実施予定⽇時
・1⽉〜2⽉14⽇：バレンタインイべント「もうひとつのチョコレート展」企画運営・講演の協⼒
・1⽉21⽇（⽇）：ユニー主催「ヒルズウォーク徳重ガーデン環境イベント」出店と講演の協⼒
・1⽉26⽇（⽇）：はままつエシカル ・ミーティング
・3⽉3⽇（⼟）：エシカル・ファッション・トーク「伝統⼯芸×フェアトレード×ファッションで、
持続可能な未来を！」in⽩⿃庭園（ナゴヤファッション協会主催）
・3⽉11⽇（⽇）：春フェスタin名古屋学院⼤学（フェアトレードママサークスルぽかぽかと）
・4⽉29⽇（⽇）：フェアトレードデイ垂井2018 出店と講演
・4⽉〜6⽉：5⽉フェアトレード⽉間関連イベント（フェアトレード推進イベント協⼒・講演）
・5⽉26⽇（⼟）：岡⼭フェアトレードデー2018 講演
・7⽉４〜6⽇：エシカル サミット２０１８（（⼀社）⽇本エシカル 推進協議会主催）講演協⼒
・5⽉12⽇（⼟）：世界フェアトレード・デーなごや2018コーヒーサミット＆アール・ブリュット
・9⽉15⽇（⼟）：環境デーなごや・ 秋のフェアトレードタウンまつり（名古屋市主催）
・10⽉21⽇（⽇）：⽩⿃庭園でのエシカル・デー・イベント

・11⽉3⽇（⽉・祝）：名古屋市庁舎でのフェアトレード・コーヒーガーデン
・11⽉17⽇（⼟）：消費⽣活フェア2018（名古屋市主催）への出展・ステージ出演
・11月10日（土）：ワールドコラボフェスタ2018
・12⽉6〜8⽇：東京エコプロ展2018「フェアトレードタウンなごや」出展
・12月15日（土）：札幌ワールドフェア2018
・1 ⽉、3 ⽉~7 ⽉、9 ⽉~12 ⽉：フェアトレード・ツキイチ・マルシェ開催の協力
名古屋および名古屋大都市圏の一般市民が“買い物”を通して地球規模課題の解決―経済格差と
貧困削減―に貢献するため、毎月一回(原則第一日曜日)、フェアトレード製品取扱店および団
体等が名古屋市内中心部のシンボルである名古屋テレビ塔 周辺において出展できる「フェアト
レード・ツキイチ・マルシェ」の運営に協力した。 なお、運営は任意団体「フェアトレード・
ツキイチ・マルシェ事務局」が担当した。 （＊会場である名古屋テレビ塔と久屋大通公園の改
修工事に伴い、マルシェの開催は、2018年12月で終了となる。）
1月7日 ・ 3月4日 ・ 4月1日 ・ 6月3日 ・ 7月1日・ 9月2日・ 10月7日・ 12月2日
その他(適宜)
(ウ)実施場所 ：名古屋市内のイべント会場（庭園、広場、店舗、⼤学等）
(エ)従事者の⼈数 ：当⽇運営要員 延べ60名 (2名×30回)
(オ)受益対象者の範囲及び⼈数 ：フェアトレードタウンとして認定された名古屋市⺠ 約231万⼈
(カ)収益⾒込み額 ：0(千円)
(キ)費⽤⾒込み額 ：50(千円) (内訳)雑費 50,000 円(2,000 円×25 回)

イ、 フェアトレード講演会・出前授業の講師の紹介
(ア)実施内容
名古屋および名古屋⼤都市圏の⼩・中・⾼等学校や社会教育施設において開催されるフェアトレー
ド講演会や出前授業の講師として、FTNN 会員やフェアトレード関係者を紹介する。
(イ)実施予定⽇時 ：通年(適宜)
(ウ)実施予定場所 ：⼩・中・⾼等学校、⼤学、社会教育施設等
(エ)従事者の予定⼈数 ：受付要員 1名
(オ)受益対象者の範囲及び予定⼈数 ：学⽣、⼀般市⺠等 多数
(カ)収益⾒込み額 ：0(千円)
(キ)費⽤⾒込み額 ：0(千円)

(2) 会議の開催に関する事項
１、総会
ア 、第２回定例総会
(ア)開催⽇時及び場所
平成 30 年 2 ⽉ 24 ⽇(⼟)午後、場所：名古屋⼯業⼤学

２、理事会
・ 第１回理事会
平成 30 年2⽉ 9 ⽇、19時~22時 カフェ・ヴァンサンヌ・ドゥ
審議事項
① 2 ⽉ 24 ⽇「2018FTNN定例総会の開催」について
② 「フェアトレードタウン３年⽬の更新」について
③ 3 ⽉ 18 ⽇ 「フェアトレードタウンなごやのススメ開催」について
・第２回理事会
平成30年3⽉5⽇（⽉）19時〜22時

名古屋⼯業⼤学

審議事項
①理事の役割分担について
②国際イベント担当理事の「フェアトレードタウン国際会議なごや誘致委員会」
への派遣について
・第３回理事会
平成30年4⽉20⽇（⾦）19時〜20時

コメダ珈琲店栄店

審議事項
①「セブン・イレブン記念財団2018年度環境市⺠活動助成⾦の審査が決定したが、助成⾦を受
けるか否か」の件。
全員賛成により助成⾦をお受けすることに決定。
・第４回理事会
平成30年8⽉8⽇

19:30~21:30 名古屋⼯業⼤学

審議事項
①フェアトレードマップ制作に関して（セブン・イレブン財団助成金）
②2018年 中間決算報告
③９／１５

環境デーへのFTNN協力に関して

④１０／２１ 白鳥庭園エシカルデーへのFTNN協力に関して
⑤１１／３

名古屋市庁舎フェアトレード・コーヒー・ガーデンへのFTNN協力に関して

⑥１１／１７名古屋市消費生活フェアのFTNN出展とステージについて
⑦１２／５・６・７

東京エコプロ展の出店協力に関して

・第５回理事会
平成30年10月25日

19:30~21:30 カフェムジーク

審議事項
①次年度の理事の役割分担について
②新理事候補募集について
③2019年の定例総会の開催準備について

