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♪*♪*♪*   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

地域循環共生圏パートナーシップ基盤強化事業 

ローカル SDGs × 飯山ミーティング（オンライン開催） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ♪*♪*♪* 

環境省中部環境パートナーシップオフィス（EPO中部）は、「地域循環共生圏パー 

トナーシップ基盤強化事業：ローカル SDGs×飯山ミーティング」を開催します。 

 

詳  細：https://www.epo-chubu.jp/epo-news/11829.html 

 

開催日時：2021年 6月 26日（土）14：00～16：00 

開催方法：オンライン（zoom） 

定  員：先着 30 名※事前申込が必要です。 

内  容： 

○はじめに／地域循環共生圏（SDGs、地域課題の同時解決）等について 

 曽山信雄氏（環境省中部地方環境事務所環境対策課長） 

○妙高戸隠連山国立公園における協働型管理運営の取組について 

 岸秀蔵氏（環境省信越自然環境事務所国立公園課長） 

○地域経済エコシステムについて 

 矢島一郎氏（財務省関東財務局長野財務事務所長） 

○「飯山林福連携事業」（環境省の SDGsを活用した同時解決事業採択の取組）の 

 紹介 

 宮澤豊氏（里山ウェルネス研究会代表） 

 大和田正勝氏（里山ウェルネス研究会事務局長） 

○奥信濃における内発的な SDGsとコミュニティカレッジの地域実践 

 小島聡氏（法政大学人間環境学部教授・いいやま学びの里コミュニティカレッ 

 ジ学長） 



○質疑応答ディスカッション〔ファシリテータ─：EPO 中部〕 

申込締切：2021年 6月 24日（木） 

※定員超過後に申込された方へは YouTube の視聴 URLをお送りします。 

 

主  催：環境省中部環境パートナーシップオフィス（EPO 中部） 

 

 

♪*♪*♪*   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境白書から SDGs 実践へ 2021（オンラインセミナー） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ♪*♪*♪* 

「なごや環境大学」実行委員会、環境省中部地方環境事務所、EPO 中部主催で 

「環境白書から SDGs実践へ 2021」を開催します。前半は直近の「環境白書」を 

用いて、環境省職員が国の最新動向についてお話しします。後半は、企業の等 

身大の SDGs や地域循環共生圏につながる話題を提供し、SDGs に取り組むメリッ 

トを知ることができます。 

 

詳  細：https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza21s/A-02.html 

 

開催日時：2021年 7月 20日（火）15：00～17：45 

開催方法：オンライン 

定  員：100名※事前申込が必要です。 

内  容： 

第 1部「環境白書を読む会」15：00～ 

講師：岡村幸代氏（環境省大臣官房環境計画課計画官） 

第 2部「話題提供」15：45～ 

講師：金融庁職員 

   鈴木修一郎氏（株式会社ウェイストボックス代表取締役社長） 

   加山順一郎氏（加山興業株式会社代表取締役社長） 

   後藤幸氏（岩間造園株式会社専務） 

第 3部「地域が輝くローカル SDGs（地域循環共生圏）」17：05～ 

講師：白井信雄氏（山陽学園大学地域マネジメント学部教授） 

申込方法： 

なごや環境大学共育講座ページから申込、またはメール〔webinar@n-kd.jp〕 

宛に「講座名、お名前（ふりがな）、メールアドレス」を明記して申込。 

申込期限：2021年 7月 15日（木） 

 



問 合 せ：「なごや環境大学」実行委員会事務局 

     TEL&FAX：052-223-1223  メール：jimu@n-kd.jp 

 

 

♪*♪*♪*   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「持続可能な開発のための教育（ESD）」に関する実施計画（第 2期 ESD国内実施 

計画）の策定について 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ♪*♪*♪* 

我が国における「持続可能な開発のための教育（ESD）」に関する実施計画（第 2 

期 ESD国内実施計画）が 5月 31 日に策定されました。 

計画では、ESDが SDGs 達成への貢献に資することを明確化させ、ESD for 2030 に 

おいて示された 5つの優先行動分野における、多様なステークホルダーのコミッ 

トメントに資する計画を示しています。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/109588.html 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃  ♪ も く じ ♪    ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【イベント関連】 

1.  【福井】アースデイえちぜん 2021 

2.  【愛知】中部サステナ政策塾（第 6期、2021 年度）塾生 募集 

3.  「20th 聞き書き甲子園」高校生を募集！ 

4.  【三重】夏休みこども環境講座 

5.  【愛知】「AEL（あえる）ネット環境学習スタンプラリー」 

6.  【愛知】名古屋市 SDGs 推進プラットフォーム 会員募集 

7.  【長野】みんなの SDGs 宣言 

8.  【愛知】海外にルーツを持つ児童・生徒の教育を考えるフォーラム 2021 

9.  「いきものログ」の『種名調べ支援』実施 

10. 【愛知】豊橋市高校生 SDGsチャレンジ活動 募集 

11.  2021 年度「王子の森・自然学校」参加者募集 

 

【助成金・表彰等】 

1.   令和 3 年度いしかわ里山振興ファンド公募事業【石川】 

2.   令和 3 年度「県民総参加の SDGs 普及啓発事業費補助金」事業募集【富山】 



3.   公益信託 大成建設自然・歴史環境基金 2021年度助成 募集 

4.   そらべあスマイルプロジェクト［第 77・78・79 基目］公募 

5.   第 17期ナショナル・トラスト活動助成 

6.   公益財団法人前川報恩会 2021年度地域振興助成 募集 

7.   2021 年度持続可能な社会づくり活動表彰 募集 

8.  「第 7回 SDGs 学生小論文アワード」小論文募集 

9.   水環境文化賞・みじん子賞 募集 

10.  三菱アジア子ども絵日記フェスタ 作品募集 

 

【その他】 

1.   小中学生による水質パトロール隊 募集【愛知】 

2.   南砺市 SDGs未来都市計画市民会議委員 募集【富山】 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

             ♪イベント関連♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃【福井】アースデイえちぜん 2021 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

エコラブえちぜん主催（共催：越前市）で「アースデイえちぜん 2021」を開催 

します。 

 

詳  細：https://www.city.echizen.lg.jp/office/060/051/earthday2017.html 

 

開催日時：2021年 6月 13日（日）10：00～16：00 

開催場所：越前市役所庁舎前広場、ｅホール（福井県越前市） 

テ ー マ：いま私ができること～身近に繋がる SDGs～ 

内  容： 

〇基調講演「生命のつながり 海が終わってしまえば、地球は終わりだ！」 

 豊田直之氏（冒険写真家） 

〇SDGs絵本の紹介コーナー、アースマルシェ、もったいないオークション、 

 フードドライブ など 

 

問 合 せ：越前市環境政策課 TEL：0778-22-5342 

 



 

┏━┓ 

┃２┃【愛知】中部サステナ政策塾（第 6 期、2021年度）塾生 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

中部 ESD 拠点協議会は、ポスト・コロナ時代のサステナブルな社会づくりのリー 

ダー／ポリシーメーカーを目指す若者を中部サステナ政策塾の塾生として募集 

します。 

 

詳  細：http://sustena-policy.jpn.org/index.html 

 

テ ー マ：SDGs プロジェクトの実施による地域リーダーの育成 

応募条件：・年齢が 40歳未満であること 

     ・全講座のうち 7 割以上参加できること 

定  員：30名程度 

開催日程：2021年 6月 26日（土）～2022年 2月 5日（土） 

     ＊セミナー・ワークショップ：8日程 ※開催時間 19：00～21：00 

     ＊フィールドワーク：1日程 ※1 泊 2日 

     ＊最終発表会：2022年 2月 5日（土） 

開催方法：オンライン・会場開催を同時に開催 ※会場は名古屋市内を予定 

申込締切：2021年 6月 20日（日） 

 

問 合 せ：中部 ESD拠点協議会事務局 

     中部大学国際 ESD・SDGsセンター内 

     TEL：0568-51-7618  FAX：0568-51-4736 

     メール：office@chubu-esd.net 

 

 

┏━┓ 

┃３┃「20th 聞き書き甲子園」高校生を募集！ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

聞き書き甲子園実行委員会は、全国 12 地域の森・川・海の「名人」に聞き書き 

取材を行う高校生を募集します。 

 

詳  細：https://www.kikigaki.net/ 

 

参加資格：高校生 



募集人数：88人 

参加条件：事前研修に参加できること。 

     また、聞き書き作品を期日までに提出すること。 

参加費用：無料 ※事前研修、取材、成果発表会にかかる旅費は主催者が負担 

応募締切：2021年 6月 24日（木）必着 

 

主  催：聞き書き甲子園実行委員会（農林水産省、文部科学省、環境省、 

     公益社団法人国土緑化推進機構、NPO法人共存の森ネットワーク） 

 

問 合 せ：聞き書き甲子園実行委員会事務局（NPO法人共存の森ネットワーク内） 

     TEL：03-6432-6580  FAX：03-6432-6590 

     メール：contact@kikigaki.net 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【三重】夏休みこども環境講座 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県環境学習情報センターは、夏休みこども環境講座を実施します。 

 

詳  細：http://eco-mie.sblo.jp/article/188687626.html 

 

開催日程：2021年 7月下旬～8月上旬（5日間） 

対  象：小・中学生（一部制限のある講座があります） 

開催場所：三重県環境学習情報センター（三重県四日市市） 

講座内容： 

(1)「白塚海岸に散らばるマイクロプラスチック、あなたはどうしますか？」 

(2)「下水道ってなあに？」 

(3)「三重の木の箸づくり」 

(4)「風力発電工作教室～風で電気を作ろう～」 

(5)「牛乳パックから作ろう！かまくらんぷ」 

参 加 費：(1) 300 円、(2)(3) 無料、(4) 800 円、(5) 300 円 

申込締切：2021年 7月 6日（火）必着 ※応募多数の場合は抽選 

 

問 合 せ：三重県環境学習情報センター 

     TEL：059-329-2000  FAX：059-329-2909 

     メール：info@eco-mie.com 



 

 

┏━┓ 

┃５┃【愛知】「AEL（あえる）ネット環境学習スタンプラリー」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、県内の環境学習施設等で構成する愛知県環境学習施設等連絡協議会 

（略称：AEL(あえる)ネット）に加盟する施設等と連携して、「AELネット環境学 

習スタンプラリー」を今年度も開催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/aelstamprally3.html 

 

開催期間：2021年 6月 22日（火）から 2022 年 2月 23 日（祝日・水）まで 

開催場所：愛知県環境学習施設等連絡協議会（AELネット）に加盟する 175 施設等 

     ※一部の施設、講座・イベントは、有料又は要事前予約 

内  容： 

・スタンプラリー参加施設への来館や、自然・エネルギー・ごみ・水環境などを 

 テーマとした講座・イベントへの参加によりスタンプを集めることができます。 

・電子スタンプ帳又は紙版スタンプ帳でスタンプを 3個以上集めて応募すると、 

 抽選で図書カードなどの記念品がプレゼントされます。 

応募期限：2022年 3月 2日（水）※紙版スタンプ帳の場合は、当日消印有効 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策部環境活動推進課 

     TEL：052-954-6208  FAX：052-954-6914 

 

 

┏━┓ 

┃６┃【愛知】名古屋市 SDGs 推進プラットフォーム 会員募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

名古屋市は、SDGs推進プラットフォームを創設しました。名古屋市とともに SDGs 

の達成に向けて取り組んでいただける企業・団体・大学等を、「名古屋市 SDGs推 

進プラットフォーム会員」として募集します。 

 

詳  細：https://www.city.nagoya.jp/somu/page/0000140111.html 

 

対  象：名古屋市内に事業所等を置き、SDGs達成に向けた取り組みを実施して 



     いる（または実施予定がある）企業・団体・大学等 

会員の主なメリット： 

1. 市が運営する専用ウェブサイトに会員情報が掲載されるため、対外的な PRが 

  できます。 

2. 他の会員との交流・連携の機会につながります。 

3. 連携パートナーなどによる SDGs教育をはじめとした支援の機会や、市からの 

  情報などが得られます。 

会員の有効期間：2024年 3月 31 日まで 

 

問 合 せ：名古屋市総務局企画部企画課 

     TEL：052-972-2212  FAX：052-972-4418 

     メール：a2205@somu.city.nagoya.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃７┃【長野】みんなの SDGs 宣言 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

みんなの SDGs宣言は、SDGs の活動を学校教育に活用いただけるプログラムです。 

総合的な学習・身近な活動を通して児童・生徒に「持続可能な世界を築くには 

どのようなことを行えばよいのか」を考える機会を与えます。 

 

詳  細：https://www.naganosdgs.jp/approach/declaration 

 

プログラム手順： 

1.「私たちにできること」をクラスで考えよう（児童・生徒用ワークシート） 

2.「みんなの SDGs 宣言」を作ろう（宣言証フォーマット） 

3.「みんなの SDGs 宣言」達成に向けた活動をしよう 

4. 活動をふりかえりましょう（児童・生徒用ワークシート） 

5. 活動を報告しよう（報告ワークシート） 

募集期間：2021年 4月～11 月末 

報告期間：2021年 12月～2022年 2月中旬 

 

問 合 せ：NAGANO SDGs PROJECT 

     メール：info@naganosdgs.jp 

 

 



┏━┓ 

┃８┃【愛知】海外にルーツを持つ児童・生徒の教育を考えるフォーラム 2021 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

JICA中部は「海外にルーツを持つ児童・生徒の教育を考えるフォーラム 2021」 

を開催します。 

 

詳  細：https://www.jica.go.jp/chubu/event/2021/20210818_01.html 

 

開催日時：2021年 8月 18日（水）・19 日（木）【2日間】13：30～16：30 

開催方法：Zoom ウェビナー（JICA中部より配信） 

定  員：300名（応募者多数の場合は先着順） 

主な内容： 

〇基調講演「東海 4県における海外ルーツを持つ児童・生徒の教育の現状と課題」 

 神田すみれ氏 

〇地域事例報告 

〇日系ブラジル人の経験談「日本で教育を受けた経験から考えること」 

〇JICA協力隊経験者の国内地域活動 

〇質疑応答 

 

問 合 せ：JICA 中部  TEL：052-533-0120 

 

 

┏━┓ 

┃９┃「いきものログ」の『種名調べ支援』実施 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省生物多様性センターが運営する「いきものログ」では、見つけた生きも 

のの名前がわからない時に、専門家が種名を調べるお手伝いをする『種名調べ 

支援』（無料サービス）を期間限定で実施しています。 

 

詳  細：https://ikilog.biodic.go.jp/ 

 

実施期間：2021年 4月 28日（水）～9月 30日（木）※依頼は期間中 1人 20回まで 

利用方法： 

1.「いきものログ」ウェブサイトからユーザ登録する 

2.「報告する」→『種名調べ支援』→「種名調べ支援を依頼」から質問を投稿 

3.『種名調べ支援』ページでいきもの博士からの回答をチェック 



4. 名前がわかったら依頼画面の「報告する」をクリックして「いきものログ」 

  に報告 

ユーザ登録ページ：https://ikilog.biodic.go.jp/UserRegister/ 

種名調べ支援ページ：https://ikilog.biodic.go.jp/IdentifyRequest/ 

 

問 合 せ：いきものログ運営事務局 

     TEL：0555-72-8018  メール：ikilog_info@env.go.jp 

 

 

┏━┓ 

┃10┃【愛知】豊橋市高校生 SDGsチャレンジ活動 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

豊橋市では、目指すまちの実現のため、まちづくりの規範である SDGsを広く知 

ってもらうとともに、まちづくりに対する想いをみんなで共有し、豊橋市のこ 

とをみんなで考え、そして個々人の行動につなげてもらうため、高校生 SDGsチャ 

レンジ活動を募集します。 

 

詳  細：https://www.city.toyohashi.lg.jp/37749.htm 

 

対  象：豊橋市内に在住・在学の高校生 

対象活動：チャレンジ活動期間中に実施された、SDGs達成目標及び豊橋市の目 

     指すまちの姿に向けた取り組み 

募集期間：2021年 7月 1日（木）～10月 31日（日） 

 

問 合 せ：豊橋市役所企画部政策企画課／未来創生戦略室 

     TEL：0532-51-3153／0532-51-2180 

 

 

┏━┓ 

┃11┃2021年度「王子の森・自然学校」参加者募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

王子ホールディングス株式会社と公益社団法人日本環境教育フォーラム（JEEF） 

は、森のリサイクルと紙のリサイクルをオンラインで学べる、子ども向け学習 

プログラム「王子の森・自然学校」を実施いたします。 

 

詳  細：https://www.jeef.or.jp/activities/oji/ 



 

開催日時： 

2021年 8月 2日（月）〔第 1 回〕10：00～11：00〔第 2 回〕14：00～15：00 

2021年 8月 4日（水）〔第 3 回〕10：00～11：00〔第 4 回〕14：00～15：00 

※応募は、いずれか一つを選択 

開催場所：ご自宅（オンライン開催） 

対  象：全国の小学 4年生～6 年生 

人  数：各プログラム 25 名まで（抽選） 

募集締切：2021年 6月 30日（水）必着 

参加申込：https://www.jeef.or.jp/activities/oji/attention/ 

 

問 合 せ：公益社団法人日本環境教育フォーラム 

     TEL：03-5834-2897  メール：oji_forest@jeef.or.jp 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪助成金・表彰等♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓  

┃１┃令和 3年度いしかわ里山振興ファンド公募事業（石川） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

石川県は、令和 3年度いしかわ里山振興ファンドの公募事業を募集しています。 

 

詳  細：https://www.pref.ishikawa.lg.jp/satoyama/fund/index.html 

 

助成対象：石川県内の事業者など 

     ※事業により異なります。詳細でご確認ください。 

公募メニュー： 

(1) 里山里海の地域資源を活用した生業の創出 

(2) チャレンジ精神旺盛な「生業の担い手」の参入支援 

(3) 里山里海地域の振興：里山里海地域を元気にするイベント支援 

(4) スローツーリズムの推進：多様な滞在メニューの開発支援 

応募締切：2021年 6月 30日（水）17：00 

 

問 合 せ：石川県農林水産部里山振興室 

     TEL：076-225-1631  FAX：076-225-1618 



     メール：satoyama@pref.ishikawa.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃２┃令和 3年度「県民総参加の SDGs 普及啓発事業費補助金」事業募集（富山） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県は、県内での SDGsの普及啓発を推進するため、各団体が実施する SDGsの 

普及啓発事業について、経費の一部を補助します。 

 

詳  細：https://www.pref.toyama.jp/100202/kurashi/sdgs.html 

 

対象事業：富山県内において SDGsの普及啓発を図る事業（団体が既に実施して 

     いる SDGsの取組に関する PR等や、営利活動を目的とする事業は補助 

     対象外） 

募集期間：2021年 5月 11日（火）から 12月 20 日（月）まで 

     ※予算額に達した時点で募集終了 

 

問 合 せ：富山県知事政策局成長戦略室戦略企画課 

     TEL：076-444-9609  FAX：076-444-3473 

 

 

┏━┓ 

┃３┃公益信託 大成建設自然・歴史環境基金 2021年度助成 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益信託 大成建設自然・歴史環境基金では、現在および将来の人類共通の財産 

である自然環境や、歴史的建造物等の保全に資する事業に対して助成を行って 

います。 

 

詳  細：https://www.taisei.co.jp/about_us/society/kikin/ 

 

助成対象：国内ならびに開発途上国の自然・歴史環境の保全活用にかかわる活動 

     や研究 

助成要件：国内に拠点を置き、自然･歴史環境の保全活用のために、活動や研究 

     を行う非営利団体（個人による申請は不可）で適正な運営、会計処理、 

     情報公開を行っていることが要件です。 

     なお、大学の研究室が応募する場合には、地域社会等と連携した活動 



     であることも要件となります。 

応募締切：2021年 7月 30日（金）事務局必着 

 

問 合 せ：みずほ信託銀行株式会社 個人業務部 信託業務開発チーム 

     「公益信託 大成建設自然・歴史環境基金」事務局 

     TEL：03-3274-9210  FAX：03-3274-9504 

     メール：koueki.tb@mizuhotb.co.jp 

 

 

┏━┓  

┃４┃そらべあスマイルプロジェクト［第 77・78・79 基目］公募 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

NPO法人そらべあ基金は、第 77・78・79基目のそらべあスマイルプロジェクトの 

公募を開始いたしました。 

 

詳  細：https://www.solarbear.jp/news/smileproject/2105/ 

 

寄贈内容：1）太陽光発電設備（4.95 kW 相当）3基（1基／園） 

       ※特殊な場合を除き、無償で寄贈します。 

     2）環境教育プログラム「そらべあちゃんの日」 

       …寄贈園の環境教育&エコ・アクションを推進する支援プログラム 

募集期間：2021年 5月 17日（月）～8月 6日（金） 

 

問 合 せ：そらべあ基金事務局 

     TEL：03-3504-8166  メール：info@solarbear.jp 

 

 

┏━┓  

┃５┃第 17 期ナショナル・トラスト活動助成 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ナショナル・トラスト活動助成では、自然を守ることを目的とした土地の取得 

を支援しています。 

 

詳  細：http://www.ntrust.or.jp/gaiyo/joseikin.html 

 

助成内容： 



＜A. 土地所有状況調査助成＞…随時受付 

土地を購入しトラスト活動を推進する準備段階において、トラスト候補地の土 

地所有状況調査にかかる費用を助成。 

応募資格： 

・自然環境の保全等を目的として、1年以内に、地権者との交渉の開始やトラス 

 ト地の取得を目指しているトラスト団体を対象。 

・トラスト団体をこれから立ち上げようとしている個人も申請可能。 

＜B. 活動実践助成＞ 

トラスト団体を立ち上げて、実際に土地を取得しトラスト活動を実践する費用 

を助成。 

応募資格：以下の条件を満たしている団体を対象 

・法人格を有していること（NPO 法人、一般財団法人、公益財団法人など） 

・非営利の活動団体で、地域の自然環境の保全を目的としていること 他 

対象となる土地：以下の条件にすべて当てはまる土地 

・絶滅危惧種など希少な野生の動植物保護や生物多様性の保全が必要な土地 

・自然を守る各種法制度によって保護されていない土地 

・購入または借り入れについて地権者の理解が得られている土地 

・第三者の権利（抵当権など）が設定されていない土地 

応募締切：2021年 8月 20日（金）消印有効 

 

問 合 せ：公益社団法人日本ナショナル・トラスト協会 

     TEL：03-5979-8031  FAX：03-5979-8032 

 

 

┏━┓  

┃６┃公益財団法人前川報恩会 2021年度地域振興助成 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人前川報恩会では、2021 年度地域振興助成の対象となる事業を募集 

します。 

 

詳  細：https://www.mayekawa.org/category/grant/regional_improvement 

 

申請資格：NPO法人、学校法人等の法人格を有する非営利法人であること 

助成対象： 

1. 地域における資源、伝統、文化等の保全、継承、活用を基本とした地域の活動 

参考例)・地域の自然保護活動、歴史文化活動 



    ・学校法人が課外活動として行う地域交流、地域調査等の活動 

    ・地域循環圏の活用、広域連携活動 

2. 地域に根ざした食やエネルギーに関わる活動 

参考例)・地域の農林水産業や食を通じた地域振興に関する活動 

    （例えばフードバンク活動、子供食堂等も含む） 

    ・地域における再生可能エネルギーを活用した活動 

    ・地域の SDGs 等への取組み 

申請期間：2021年 7月 1日（木）～8月 31 日（火）17：00〔Web申請のみ〕 

 

問 合 せ：公益財団法人前川報恩会 

     TEL：03-3642-1566  FAX：03-6458-5876 

 

 

┏━┓  

┃７┃2021年度持続可能な社会づくり活動表彰 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益社団法人環境生活文化機構は、地域社会・国際社会への貢献、資源循環、 

環境教育及び生物多様性保全活動等、豊かな環境を引き継ぐため、環境、経済、 

社会が一体となった持続可能な社会づくりに資する活動を行う企業・団体を表 

彰します。 

 

詳  細：https://www.elco.or.jp/publics/index/29/ 

 

応募資格：環境保全に資する持続可能な社会づくりに顕著な功績のあった日本 

     国内に主たる事務所を有する企業・団体 

賞の種類：環境大臣賞、地域づくり活動賞、ESD活動賞、資源循環活動賞、 

     生物多様性保全活動賞 

応募締切：2021年 8月 31日（火）必着 

 

問 合 せ：公益社団法人環境生活文化機構事務局 

     TEL：03-5511-7331  FAX：03-5511-7336 

     メール：jimukyoku@elco.or.jp 

 

 

┏━┓  

┃８┃「第 7回 SDGs学生小論文アワード」小論文募集 



┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

住友理工は、第 7回 SDGs学生小論文アワードを開催します。今回の募集テーマは 

「グリーンとデジタルを追い風に社会を変える企業とは」です。 

 

詳  細： 

https://www.sumitomoriko.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/n51910576.pdf 

 

応募資格：全国の大学生、大学院生、短大生、高等専門学校生（4・5 年生）、 

     留学生で個人または連名（連名の人数は 3人まで）での応募可。 

     ※社会人経験のある方は応募不可 

字  数：9,500～10,500 字（別途 800字の要約が必要） 

応募期間：2021年 6月 1日（火）～8月 31 日（火） 

特設サイト：https://www.alterna.co.jp/36541/ 

 

問 合 せ：住友理工 SDGs 学生小論文アワード事務局（株式会社オルタナ内） 

     TEL：03-6407-0266 

 

 

┏━┓  

┃９┃水環境文化賞・みじん子賞 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益社団法人日本水環境学会では、水環境の保全・創造に関する社会文化活動 

が顕著である団体あるいは個人に、「水環境文化賞」を贈ります。あわせて、 

水環境保全・創出に貢献した小・中・高校生のグループに「みじん子賞」（水 

環境文化賞児童・生徒の部）を贈ります。 

 

《水環境文化賞について》https://www.jswe.or.jp/awards/bunka/index.html 

《みじん子賞について》https://www.jswe.or.jp/awards/mijinko/index.html 

応募期限：2021年 10月 5日（火）必着 

 

問 合 せ：公益社団法人日本水環境学会事務局 

     TEL：03-3632-5351  FAX：03-3632-5352 

     メール：info@jswe.or.jp 

 

 

┏━┓ 



┃10┃三菱アジア子ども絵日記フェスタ 作品募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三菱アジア子ども絵日記フェスタ実行委員会は、「三菱アジア子ども絵日記フ 

ェスタ」の作品を募集します。 

 

詳  細：https://enikki.mitsubishi.or.jp/index.php 

 

募集対象：アジア 24の国と地域の 6歳～12歳（応募時点） 

募集作品：“絵日記”1 作品 5枚つづり 

テ ー マ：「伝えたいな、私の生活」※作品の題材は自由 

募集期間：2021年 6月 1日（火）～2022年 1月 21日（金）※当日消印有効 

 

問 合 せ：三菱アジア子ども絵日記フェスタ実行委員会事務局 

     TEL：03-5777-6825  FAX：03-5777-5351 

     メール：enikki@cicinc.co.jp 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪そ の 他♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓  

┃１┃小中学生による水質パトロール隊 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、小中学生の皆さんが中心となったグループが、身近な川等の汚れ 

具合や水辺の生きものを調査することによって、普段意識していない生活排水 

や身の回りの水環境について考えていただく「水質パトロール隊事業」を実施 

しています。今年度も「水質パトロール隊」を募集します。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/mizupato2021.html 

 

対  象：愛知県内にお住まいの小中学生を含むグループ 

     ※大人 1名を代表者として登録 

調査方法：申込受付後、県が送付する「調査マニュアル」を参考に、「水質簡 

     易測定試薬」などの検査キットを用いた川の水質の調査、水辺の生 

     きものの観察、生活排水についての考察などを行い、それらをレポ 

     ートにまとめて、2021年 10月 29日（金）までに提出する。 



募集期限：2021年 8月 31日（火）先着順で受付 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策部水大気環境課生活環境地盤対策室 

     TEL：052-954-6220  FAX：052-953-5716 

     メール：seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓  

┃２┃南砺市 SDGs 未来都市計画市民会議委員 募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

南砺市は、SDGs 未来都市計画市民会議委員を募集します。 

 

詳  細： 

https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=23727 

 

活動内容：「南砺市 SDGs未来都市計画」を市民、企業及び各種団体などの目線 

     により検討、点検を行い、計画改定（案）をまとめるもの。 

     年間 2回程度、平日の日中の開催を予定。 

公募人数：2 人（全委員 10人の内） 

委員任期：委嘱の日から令和 4年 3 月 31日まで 

応募資格：南砺市内在住、在勤、若しくは在学又は市内の団体で活動する満年齢 

     18歳以上 

応募締切：2021年 6月 24日（木） 

 

問 合 せ：南砺市協働のまちづくり庁内推進本部事務局 

     南砺市役所市民協働部南砺で暮らしません課 

     TEL：0763-23-2037  FAX：0763-82-0170 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

【本メールマガジンについて】 

  本メールマガジンは、転送自由です。 

  ○申込・解除 : https://www.mag2.com/m/0000233904.html 

  ○バックナンバー 

    そらいろ通信 ～EPO-Chubu メールマガジン 

    https://www.epo-chubu.jp/mail-magazine 
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  発信元：環境省中部環境パートナーシップオフィス(EPO中部) 

     中部地方 ESD活動支援センター   

     TEL：（EPO）052-218-8605／（ESD）052-218-9073 

      FAX：052-218-8606 

          メール：info@epo-chubu.jp 

     URL：（EPO）http://www.epo-chubu.jp 

        （ESD）http://chubu.esdcenter.jp/  
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