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

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。 

https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza21s/A-02.html
mailto:webinar@n-kd.jp


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 

 

 

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

SDGs社会教育～ローカル SDGs のための ESDの社会実装～ 

学び合いの場(1)(2)＆実践セミナー 

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

中部地方 ESD活動支援センター（環境省 EPO中部）は、「ESD for 2030 学び合い 

プロジェクト」の一環として「SDGs 社会教育～ローカル SDGsのための ESDの社会 

実装～学び合いの場(1)(2)＆実践セミナー」を開催します。 

 

詳  細：https://www.epo-chubu.jp/ 

 

≪学び合いの場(1) SDGs 社会の「担い手」とは≫ 

開催日時：2021年 8月 26日（木）18：00～19：30 

開催方法：オンライン（zoom） 

内  容： 

〇基調講演：佐藤真久（東京都市大学大学院環境情報学研究科 教授） 

〇話題提供：水上聡子（アルマス・バイオコスモス研究所 代表） 

〇パネルディスカッション＆フロアディスカッション 

申込締切：2021年 8月 24日（火） 

 

≪学び合いの場(2) 「担い手」育成のための ESDとは≫ 

開催日時：2021年 9月 16日（木）18：00～19：30 

開催方法：オンライン（zoom） 

内  容： 

〇基調講演：古澤礼太（中部大学国際 ESD・SDGs センター 准教授） 

〇話題提供：堺 勇人 

     （一般社団法人環境市民プラットフォームとやま(PECとやま) 事務局長） 

〇パネルディスカッション＆フロアディスカッション 

申込締切：2021年 9月 14日（火） 

 

≪実践セミナー 「海岸プラごみ清掃から流域のローカル SDGsの担い手づくりへ」≫ 

mailto:jimu@n-kd.jp
https://www.epo-chubu.jp/


［内容調整中・詳細後日］ 

開催日時：2021年 10月 30日（土）11：00～16：30 

開催方法：現地［富山県射水市］＆オンライン（YouTube 視聴） 

内  容：（午前）六渡寺海岸視察＆ごみ拾い体験 

     （午後）セミナー＆ワークショップ  

申込締切：2021年 10月 21日（木） 

 

参加申込フォーム：https://forms.gle/M71k37muVkTC7uog8 

 

問 合 せ：中部地方 ESD活動支援センター（環境省 EPO 中部） 

     TEL：052-218-8605・052-218-9073 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃  ♪ も く じ ♪    ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【イベント関連】 

1.   スマホで生き物調査！★探偵募集中★ 

    『気候変動探偵局～生き物大移住計画を調査せよ！～』 

2.  【長野】自然ふれあい講座：みんなで温暖化ウオッチ 

   ～セミのぬけがらを探せ 

3.  【岐阜】SDGs担い手育成講座 

4.  【長野】長野市 SDGs講演会 

5.  【愛知】中学校・高校教員向け SDGsワークショップ 

6.  【富山】富山市 SDGs推進コミュニケーター養成講座（学生対象） 

7.  【長野】SDGsセミナー～企業における SDGsの活用術と実践～ 

8.  【愛知・石川・福井】農山村ボランティア「若葉のふるさと協力隊」 

9.  【長野】南アルプス（伊那エリア）を楽しもう！ 

10. 【富山】とやま森・川・海の環境観察会 

11. 【三重】環境基礎講座 2021～フィールドツアー編～ 

    「環境取組の現場を見に行こう」 

12. 【愛知】エコットフォーラム 2021 

 

【ツール・コンテンツ】 

1.  「エコライフ・フェア 2021 Online」～7月配信開始コンテンツ～ 

 

https://forms.gle/M71k37muVkTC7uog8


【助成金・表彰等】 

1.   第 9回グッドライフアワード 募集 

2.   令和 3 年度気候変動アクション環境大臣表彰 募集 

3.   第 22回グリーン購入大賞 

4.   エコマークアワード 2021 募集 

5.   ブリヂストン BSmile（ビースマイル）募金 2021 年度支援団体 募集 

6.   第 31回イオン環境活動助成 募集 

7.   2022 年度りそな環境助成 事業募集 

8.   2021 年度日本山岳遺産候補地および助成団体 募集 

9.   第 22回中部の未来創造大賞 募集【長野・岐阜・静岡・愛知・三重】 

10. 「海上の森」を研究する人を募集【愛知】 

11.  第 28回環境フォト・コンテスト 2022 作品募集 

12.  第 15回かめのり賞 募集 

13.  未来を守る作文コンクール 2021 

14.  第 13回（2021年度）環境教育ポスターコンクール 作品募集 

15.  TOYO TIRE グループ環境保護基金 2022 年度募集 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

             ♪イベント関連♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ スマホで生き物調査！★探偵募集中★ 

┃１┃『気候変動探偵局～生き物大移住計画を調査せよ！～』 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

中部地方環境事務所は、『気候変動探偵局～生き物大移住計画を調査せよ！～』 

を開催中です。中部地方で生き物を見つけて、写真や鳴き声をスマホアプリ 

《iNaturalist（アイナチュラリスト）》に登録してください！気候変動の影響で、 

昆虫を始めとする生き物の住む場所や鳴く時期が変わりつつあるのか調査をします。 

 

調査期間：2021年 6月 25日（金）～11月 30 日（火） 

調査場所：中部 7県（富山・石川・福井・長野・岐阜・愛知・三重）であれば、 

     どこでも OK 

調査対象：動物、昆虫、植物などの「生き物」全て！ 

     今年は特に「セミ」の情報を募集中 

 

▼詳細についてはこちら 



http://chubu.env.go.jp/earth/ad_nature.html 

 

≪オンライン講座も開催します！≫ 

『セミ！セミ！セミナー』 

 ～夏休み前に、セミの見分け方を学んでみよう！！～ 

 

開催日時：2021年 7月 17日（土）10：00～11：00 

開催方法：オンライン ※参加登録が必要です。 

内  容：「セミの成虫や抜け殻の見分け方ワンポイント講座」や、集めても 

     らったデータを分析すると何がわかるのか学べます！ 

参加登録： 

https://janus.webex.com/janus/onstage/g.php?MTID=eb274556b7600edaed33bf9bc26a3a2a6 

＊左側「イベントの状態」の横にある「登録」をクリックして進んでください。 

＊登録完了後、数分で登録完了メールが届きます。メールが届かない場合は、 

迷惑メールの設定で“@webex.com”のメールドメインを受信する設定にしたのち、 

再度登録してください。 

 

主  催：中部地方環境事務所、気候変動適応中部広域協議会 

 

問 合 せ：日本エヌ・ユー・エス株式会社（事務局） 

     TEL：03-5925-6770  メール：adaptation-chubu@janus.co.jp 

 

 

┏━┓【長野】自然ふれあい講座：みんなで温暖化ウオッチ 

┃２┃ ～セミのぬけがらを探せ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県環境保全研究所は、セミのぬけがらを調べながら地球温暖化への理解を 

深めていただくことを目的として「自然ふれあい講座」を開催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kanken/jisseki/koza/gakushukoryu/index.html 

 

開催日程： 

〔第 1回〕飯田市（かざこし子どもの森公園）8月 1日（日）9：00～11：00 

〔第 2回〕松本市（アルプス公園）8月 2日（月）9：00～11：00 

〔第 3回〕伊那市（鳩吹公園）8月 3日（火）10：00～12：00 

http://chubu.env.go.jp/earth/ad_nature.html
https://janus.webex.com/janus/onstage/g.php?MTID=eb274556b7600edaed33bf9bc26a3a2a6
mailto:adaptation-chubu@janus.co.jp
https://www.pref.nagano.lg.jp/kanken/jisseki/koza/gakushukoryu/index.html


〔第 4回〕大町市（市立大町山岳博物館）8月 4日（水）10：00～12：00 

〔第 5回〕長野市（川中島古戦場史跡公園）8月 5日（木）9：00～11：00 

〔第 6回〕上田市（染屋の森）8月 6日（金）9：00～11：30 

 

問 合 せ：長野県環境保全研究所自然環境部 

     TEL：026-239-1031  FAX：026-239-2929 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【岐阜】SDGs担い手育成講座 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

トヨタ白川郷自然學校では、世界の持続可能な観光地 100選にも選ばれた白川郷 

を舞台に、社会に参画する一歩手前の学生を対象に「SDGs担い手育成講座」を 

開催します。年 4回の講座のなかで、レクチャー・フィールドワーク・対話・交 

流を通じ、より深く能動的に SDGsを学びます。 

 

詳  細：https://toyota.eco-inst.jp/ 

 

開催期間： 

第 1回「SDGsって？白川郷って？」2021年 7月 30日（金）～8月 1日（日） 

第 2回「白川郷って意外とサスティナブル」2021年 9月 24 日（金）～26 日（日） 

第 3回「社会と子どもたちの声を聴く」2021年 12月 17 日（金）～19日（日） 

第 4回「自分の未来と社会の未来を考える」2022年 3月 11 日（金）～13 日（日） 

開催場所：トヨタ白川郷自然學校及び白川村々内各所（岐阜県白川村） 

参加対象：学生（大学生、専門学生、短大生など） 

募集人員：20名 

参 加 費：各回 8,000 円（2 泊 6 食を含む）※交通費は別途自己負担 

申込締切：2021年 7月 16日（金）※応募者多数の場合は抽選 

 

問 合 せ：トヨタ白川郷自然學校 

     TEL：05769-6-1187  メール：info@eco-inst.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【長野】長野市 SDGs 講演会 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

https://toyota.eco-inst.jp/
mailto:info@eco-inst.jp


長野市は、SDGs 講演会を開催します。渋沢栄一の 5代目子孫である渋澤健さんを 

お招きして、渋沢栄一の著書「論語と算盤」を基に、持続可能な経済社会に向け 

た渋沢栄一の教えについて、SDGsの視点からお話しいただきます。 

 

詳  細：https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kikaku/475371.html 

 

開催日時：2021年 7月 29日（木）14：00～16：00 

開催場所：長野市芸術館リサイタルホール（長野市大字鶴賀緑町 1613） 

対  象：長野地域在住、在勤、在学の方 

     企業及び団体関係者 など 

定  員：200名 ※先着順。定員に達し次第締切。 

申込締切：2021年 7月 28日（水） 

 

問 合 せ：長野市企画政策部企画課 

     TEL：026-224-5010  FAX：026-238-8870 

     メール：city.nagano-sdgs@kyoritz-p.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【愛知】中学校・高校教員向け SDGsワークショップ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、県内の SDGs未来都市や愛知教育大学とともに、中学校・高校教員向 

け SDGsワークショップを開催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kikaku/sdgs-workshop2021.html 

 

《豊橋会場》 

開催日時：2021年 7月 29日（木）13：30～16：40 

開催場所：豊橋市役所 東館 8階 東 86会議室（愛知県豊橋市） 

対  象：愛知県内の中学校、高等学校、特別支援学校（中学・高等部）教員 

定  員：40名（申込先着順） 

内  容：SDGs 未来都市及び愛知教育大学における SDGs の取組紹介、 

     SDGs カードゲーム「2030SDGs」 

     カードゲームの振り返り、グループディスカッション 

申込期限：2021年 7月 22日（木） 

https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kikaku/475371.html
mailto:city.nagano-sdgs@kyoritz-p.co.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kikaku/sdgs-workshop2021.html


《名古屋会場》 

開催日時：2021年 8月 23日（月）9：00～12：00 

開催場所：愛知県生涯学習推進センター 研修室Ａ（名古屋市中区） 

対  象：愛知県内の中学校、高等学校、特別支援学校（中学・高等部）教員 

定  員：40名（申込先着順） 

内  容：豊橋会場と同様 

申込期限：2021年 8月 16日（月） 

 

問 合 せ：愛知県政策企画局企画調整部企画課 

     TEL：052-954-6473  メール：kikaku@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃６┃【富山】富山市 SDGs 推進コミュニケーター養成講座（学生対象） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山市は、それぞれの地域や活動の場（学校など）で主体的に SDGsを広め、自 

ら実践する「SDGs推進コミュニケーター」を養成する講座を開催します。 

 

詳  細：https://sdgs.city.toyama.lg.jp/info/2021/detail_01.html 

 

開催日時：2021年 8月 7日（土）13：30～16：30 

開催場所：富山市まちなか総合ケアセンター（富山県富山市） 

講  師：寺島義智氏（未来創造サポート代表、日本あんしん生活協会代表理事） 

定  員：30人（応募多数の場合は抽選） 

申込締切：2021年 7月 23日（金）消印有効 

 

問 合 せ：富山市環境政策課 

     TEL：076-443-2053  FAX：076-443-2122 

     メール：sdgs-mirai-toyama@city.toyama.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃７┃【長野】SDGsセミナー～企業における SDGsの活用術と実践～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県は、SDGs をビジネスに活かすヒントを提供するため、県内企業向けにセ 

ミナーを開催します。 

mailto:kikaku@pref.aichi.lg.jp
https://sdgs.city.toyama.lg.jp/info/2021/detail_01.html
mailto:sdgs-mirai-toyama@city.toyama.lg.jp


 

詳  細：https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/happyou/210702press.html 

 

開催日時：2021年 8月 3日（火）14：30～17：00 

開催方法：オンライン（Zoom） 

定  員：200名 ※定員に達し次第締切 

基調講演： 

「SDGs－その理念と活用術－」富田敬子氏（常磐大学・常磐短期大学学長） 

「社会課題をビジネスで解決する【持続可能なビジネスモデル】」 

 西岡徹人氏（SUNSHOW GROUP 三承工業株式会社代表取締役） 

＊基調講演のほか、パネルディスカッションを予定 

申込期限：2021年 7月 27日（火） 

 

問 合 せ：長野県産業労働部経営・創業支援課 

     TEL：026-235-7195  FAX：026-235-7496 

 

 

┏━┓ 

┃８┃【愛知・石川・福井】農山村ボランティア「若葉のふるさと協力隊」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

特定非営利活動法人地球緑化センターは、農山村ボランティア「若葉のふるさ 

と協力隊」の参加者を募集します。 

 

詳  細：http://www.n-gec.org/news/2021-06-24.html 

 

≪愛知県豊根村：2021年 8月 6日（金）～9日（月）≫ 

活動内容：農作業手伝い、川魚獲り、アウトドア施設運営手伝い、古民家再生 

     DIY、地域の方との交流など 

募集人数：3 名（先着順） 

参 加 費：18,000 円 

≪愛知県幸田町：2021年 10 月 3 日（日）～7 日（木）≫ 

活動内容：農作業手伝い（筆柿選別、ナス収獲など）、料理教室、貯水池・林 

     道・滝の点検整備と散策、養豚について学ぶ、サーキット場体験走 

     行など 

募集人数：2 名（先着順） 

参 加 費：20,000 円 

https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/happyou/210702press.html
http://www.n-gec.org/news/2021-06-24.html


≪石川県白山市白峰地区：2021年 10月 21 日（木）～25 日（月）≫ 

活動内容：キノコ・木の実収獲、ハイキング、民俗資料館見学、郷土料理づく 

     り、白峰の歴史や暮らしを学ぶ、民泊、協力隊 OGや地域住民との 

     交流など 

募集人数：4 名（先着順） 

参 加 費：20,000 円 

≪福井県坂井市竹田地区：2021年 11月 18 日（木）～22 日（月）≫ 

活動内容：狩猟解禁直後の狩猟体験、農作業手伝い（自然薯掘り、わらび畑整 

     備など）、渋滞対策点検、郷土料理作り、縄ない、木工体験、協力 

     隊 OBとの交流、地域住民との交流 

募集人数：5 名（先着順） 

参 加 費：20,000 円 

 

問 合 せ：特定非営利活動法人地球緑化センター 

     TEL：03-3241-6450  FAX：03-3241-7629 

 

 

┏━┓ 

┃９┃【長野】南アルプス（伊那エリア）を楽しもう！ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

飯田市は、南アルプスユネスコエコパークとジオパークに登録されている伊那 

エリアの現地学習講座を開催します。 

 

詳  細：https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/19/ecogeokouzaboshu.html 

 

開催日時：2021年 9月 1日（水）8：00～17：00 

開催場所：伊那市長谷地区（集合は飯田市役所 C 棟前駐車場） 

定  員：15名 ※応募者多数の場合は抽選 

受 講 料：1,700 円（南アルプス林道バス代） 

申込締切：2021年 7月 30日（金） 

 

問 合 せ：飯田市環境課環境保全係 

     TEL：0265-22-4511  FAX：0265-22-4673 

     メール：ikankyou@city.iida.nagano.jp 

 

 

https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/19/ecogeokouzaboshu.html
mailto:ikankyou@city.iida.nagano.jp


┏━┓ 

┃10┃【富山】とやま森・川・海の環境観察会 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県は、川・海の生き物の採集・観察、森の植林等保全活動体験と水の利用 

学習などを行う環境観察会の参加者を募集します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.toyama.jp/1706/kensei/kouhou/houdou/2021/6gatsu/20210630houdou.html 

 

開催日程：川の環境観察会…7月 31 日（土）、8月 7日（土）、8月 21日（土） 

     富山湾海岸いきもの観察会…7月 17日（土） 

     森と地下水の環境観察会…8月 4日（水）、8 月 5 日（木） 

対  象：小学 3～6年生及びその保護者・引率者 

募集人数：各会場 40名（先着順） 

申込方法：開催日の 2 日前までに電子メール等で申込み 

 

問 合 せ：富山県生活環境文化部 環境保全課 

     TEL：076-444-3146（内線）2725 

 

 

┏━┓【三重】環境基礎講座 2021～フィールドツアー編～ 

┃11┃「環境取組の現場を見に行こう」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県環境学習情報センターは、環境基礎講座のフィールドツアー編を企画し 

ました。再生可能エネルギー、森林保全、リサイクルの現場を見学します。 

 

詳  細：http://eco-mie.sblo.jp/article/188690619.html 

 

対  象：三重県在住の中学生以上 

募  集：応募多数の場合抽選 ※環境基礎講座 2021 を受講した方が優先 

 

《第 1回テーマ：気候危機「地域資源で再生可能エネルギーをつくる」》 

開催日時：2021年 8月 21日（土）12：30～15：30 

見 学 地：株式会社マツザキ 馬野川小水力発電所（三重県伊賀市） 

募集人数：9 人（参加費：一人 500 円） 

申込締切：2021年 7月 31日（土） 

https://www.pref.toyama.jp/1706/kensei/kouhou/houdou/2021/6gatsu/20210630houdou.html
http://eco-mie.sblo.jp/article/188690619.html


《第 2回テーマ：生物多様性「あずきと人をつなぐ森に出会う」》 

開催日時：2021年 9月 20日（月・祝）13：00～15：30 

見 学 地：井村屋株式会社 アズキキングの森（三重県津市） 

募集人数：20人（参加費：無料） 

申込締切：2021年 8月 31日（火） 

《第 3回テーマ：資源循環「羽毛をなんども使う」》 

開催日時：2021年 10月 9日（土）13：00～15：00 

見 学 地：河田フェザー株式会社明和工場（三重県多気郡明和町） 

募集人数：15人（参加費：無料） 

申込締切：2021年 9月 21日（火） 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃12┃【愛知】エコットフォーラム 2021 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

豊田市環境学習施設 eco-T（エコット）は、エコットフォーラム 2021～食品ロス 

はもったいない！～映画「もったいないキッチン」＆トークセッションを開催 

します。 

 

詳  細：http://www.eco-toyota.com/ 

 

開催日時：2021年 8月 29日（日）13：30～16：30 

開催場所：豊田市環境学習施設 eco-T 2階 多目的室（愛知県豊田市） 

対  象：小学生以上（小学生は保護者同伴） 

定  員：50名（要申込み／先着順） 

内  容：映画鑑賞「もったいないキッチン」 

     講師（関根健次氏）とトークセッション 

申込開始：2021年 7月 6日（火）10：00 

 

問 合 せ：豊田市環境学習施設 eco-T事務局 

     TEL：0565-26-8058  FAX：0565-26-8068 

     メール：eco-t@eco-toyota.com 

mailto:info@eco-mie.com
http://www.eco-toyota.com/
mailto:eco-t@eco-toyota.com


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

            ♪ツール・コンテンツ♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃「エコライフ・フェア 2021 Online」～7月配信開始コンテンツ～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省は、「エコライフ・フェア 2021 Online」を開催中です。7 月からは、大 

人気お笑いコンビのぺこぱさん出演による環境問題をわかりやすく理解できる 

クイズ動画の配信と共に、私たちの身近にある地球にやさしい取組やグッズの 

画像を投稿いただく SNS画像投稿キャンペーンを開始します。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/109774.html 

 

7 月公開のコンテンツ： 

○オリジナル動画 ～今、私たちにできること。身近なエコライフ～ 

○ぺこぱのクイズ！地球にやさしいエコライフ 

○SNS 画像投稿キャンペーン ～エコライフ・チャレンジ～ 

 

≪エコライフ・フェア 2021 Online 公式ウェブサイト》 

http://ecolifefair.env.go.jp/ 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪助成金・表彰等♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃第 9回グッドライフアワード 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省は、「第 9回グッドライフアワード」を実施します。本アワードでは、企 

業、学校、地域、個人、NPO 等の様々な主体で実践されている“環境と社会によ 

い暮らし”やこれを加速させるビジネスや活動など、社会変革につながる取組を 

広く募集・表彰します。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/109644.html 

 

応募資格：企業、地方公共団体、市民活動団体、非営利団体、学校、個人など 

http://www.env.go.jp/press/109774.html
http://ecolifefair.env.go.jp/
http://www.env.go.jp/press/109644.html


     ※団体については法人格の有無は問いません。 

応募締切：2021年 9月 21日（火） 

 

《グッドライフアワード公式 HP》 

http://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/goodlifeaward/index.html 

 

問 合 せ：グッドライフアワード事務局 

     TEL：03-6804-3858  メール：info@goodlifeaward.jp 

 

 

┏━┓  

┃２┃令和 3年度気候変動アクション環境大臣表彰 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省は、「気候変動アクション環境大臣表彰」を実施します。今年度から新 

たに「イノベーション発掘・社会実装加速化枠」を設け、脱炭素社会構築に貢 

献するイノベーションの卓越したアイデアと、その迅速かつ着実な社会実装が 

期待できる確かな実績・実現力を有する者について表彰を行います。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/109643.html 

 

対象部門： 

1) 開発・製品化部門〔緩和分野／適応分野〕 

2) 先進導入・積極実践部門〔緩和分野／適応分野〕 

3) 普及・促進部門〔緩和分野、適応分野共通〕 

4) 気候変動アクション環境大臣表彰（イノベーション発掘・社会実装加速化枠） 

応募締切：2021年 7月 30日（金）17：00 必着 

《気候変動アクション環境大臣表彰公式ホームページ》 

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/min_action_award/ 

 

問 合 せ：令和 3年度気候変動アクション環境大臣表彰運営事務局 

     （一般社団法人地球温暖化防止全国ネット内） 

     TEL：03-6273-7785  FAX：03-3263-1010 

     メール：mea@zenkoku-net.org 

 

 

┏━┓ 

http://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/goodlifeaward/index.html
mailto:info@goodlifeaward.jp
http://www.env.go.jp/press/109643.html
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/min_action_award/
mailto:mea@zenkoku-net.org


┃３┃第 22 回グリーン購入大賞 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

グリーン購入ネットワーク（GPN）は、持続可能な調達（消費と生産）を通じて、 

脱炭素・SDGs・サーキュラーエコノミーの実現に寄与する取り組み事例を表彰し 

ます。 

 

詳  細：https://www.gpn.jp/results/ 

 

応募資格：応募テーマに該当する活動に取り組む団体［企業、行政、民間団体等］ 

応募部門：大企業部門、中小企業部門、行政・民間団体部門、 

     プラスチック資源循環特別部門 

応募テーマ：(1) 購入活動を通じた取り組み 

       (2) コミュニケーション・人材育成を通じた取り組み 

       (3) 製品・サービスの生産活動（製造・販売）を通じた取り組み 

応募締切：2021年 7月 30日（金） 

 

問 合 せ：グリーン購入ネットワーク（GPN）事務局 

     TEL：03-5829-6912  FAX：03-5829-6918 

     メール：gpn@gpn.jp 

 

 

┏━┓  

┃４┃エコマークアワード 2021 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人日本環境協会は「エコマークアワード 2021」を実施します。 

エコマークを通じて環境保全に貢献した企業・団体を表彰します。 

 

詳  細：https://www.jeas.or.jp/news/000047.html 

 

応募資格：エコマークを通じて「消費者の環境を意識した商品選択、企業の環 

     境改善努力による、持続可能な社会の形成」に大きく寄与する取り 

     組みをし、エコマーク商品の普及に貢献している企業・団体等 

     （エコマーク認定商品保有企業に限りません） 

応募締切：2021年 7月 31日（土） 

 

問 合 せ：公益財団法人日本環境協会 エコマーク事務局事業推進課 

https://www.gpn.jp/results/
mailto:gpn@gpn.jp
https://www.jeas.or.jp/news/000047.html


     TEL：03-5829-6286  メール：award@ecomark.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃ブリヂストン BSmile（ビースマイル）募金 2021 年度支援団体 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

株式会社ブリヂストンでは、2017年にグローバル CSR体系「Our Way to Serve」 

を制定し、「Mobility（モビリティ）」、「People（一人ひとりの生活）」、 

「Environment（環境）」の 3 つの重点領域に沿った活動を進めています。 

その一環として、同社の従業員募金制度である“BSmile 募金”を通じ、SDGsの 

達成などに向けた社会課題の解決に取り組む団体を支援します。 

 

詳  細：https://www.philanthropy.or.jp/bridgestone/ 

 

助成対象： 

(1) 非営利団体（3 年以上の活動実績および現在も継続的に活動実施していること） 

(2) ブリヂストンのグローバル CSR 体系「Our Way to Serve」の 3つの重点領域に該 

当し、SDGsの達成などに向けた社会課題の解決に取り組む団体・事業   

〔3つの重点領域について〕https://www.bridgestone.co.jp/csr/ 

※このほか、新型コロナウィルス関連の支援活動を行う団体も応募可能 

募集締切：2021年 8月 6日（金）当日消印有効 

 

問 合 せ：公益社団法人日本フィランソロピー協会 

     「BSmile 募金」事務局 

     TEL：03-5205-7580 

 

 

┏━┓ 

┃６┃第 31 回イオン環境活動助成 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

イオン環境財団は、持続可能な社会を目指し、豊かな自然環境を次代へ引き継 

ぐため、世界各地で環境活動を実施している団体に対し、毎年総額 1 億円の助成 

を行っております。 

 

詳  細：https://www.aeon.info/ef/environmental_activities_grant/ 

 

mailto:award@ecomark.jp
https://www.philanthropy.or.jp/bridgestone/
https://www.bridgestone.co.jp/csr/
https://www.aeon.info/ef/environmental_activities_grant/


基本テーマ「里山コモンズの再生」 

活動分野： 

(1) 里山（里地・里川・里湖・里海を含む）の保全・維持・管理 

(2) 植樹を含む里山の修復 

(3) 野生動植物・絶滅危惧生物の保護 

(4) 自然資源の利活用 

(5) 自然環境教育 

応募条件： 

(1) 地域の皆さまと共に実施する参加型の活動（実地を伴う活動）を含んだ計 

   画があること 

(2) 設立後 1年以上の活動実績を有し、日本国内に窓口があること 

(3) 各種報告が速やかにできること 

エントリー受付：2021年 6月 24 日（木）～8月 12日（木） 

申請書類提出期限：2021年 8月 20日（金）必着 

 

問 合 せ：公益財団法人イオン環境財団 

     TEL：043-212-6022  メール：ef@email.aeon.biz 

 

 

┏━┓  

┃７┃2022年度りそな環境助成 事業募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

りそな環境助成では、アジア・オセアニア諸国における環境事業（プロジェク 

ト）をおこなう方へ助成を行っています。 

 

詳  細：https://www.resona-ao.or.jp/project/environment.html 

 

対象事業：アジア・オセアニア地域において、現地活動者と協働して現地の環 

     境問題解決へ取組む草の根的な実践活動。 

応募資格：日本において環境保全活動や国際協力活動を行う団体・会社・大学 

     等に所属する者、もしくは海外で環境保全活動や国際協力活動を行 

     う日本人。※他要件は詳細でご確認ください。 

応募期間：2021年 6月 7日（月）～8月 31 日（火） 

 

問 合 せ：公益財団法人りそなアジア・オセアニア財団 

     TEL：06-6203-9481  メール：info@resona-ao.or.jp 

mailto:ef@email.aeon.biz
https://www.resona-ao.or.jp/project/environment.html
mailto:info@resona-ao.or.jp


 

 

┏━┓ 

┃８┃2021年度日本山岳遺産候補地および助成団体 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日本山岳遺産基金では、豊かな自然や文化を有する山岳エリアを「日本山岳遺 

産」として認定し、その地域で山岳環境保全や登山道整備などの活動を行う団 

体に助成金の拠出および広報による支援を行っています。 

 

詳  細：https://sangakuisan.yamakei.co.jp/2021/05/post-0074.html 

 

支援対象： 

・法人格を有する団体。または、これと同程度に社会的な信頼を得ている任意 

 団体。 

・特定の山もしくは山岳エリアにおいて、山岳環境保全・安全活動啓発など、 

 当基金の目的に沿った活動を 3年以上行っている団体。 

・支援対象事業の実施状況および予算・決算などの財政状況について、当基金 

 の求めに応じ適正な報告ができる団体。 

申請締切：2021年 8月 31日（火）消印有効 

 

問 合 せ：日本山岳遺産基金 

     TEL：03-6744-1900 

 

 

┏━┓ 

┃９┃第 22 回中部の未来創造大賞 募集【長野・岐阜・静岡・愛知・三重】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「中部の未来創造大賞」では、社会資本の整備及びその利用・保全に基づく活 

動に顕著な貢献があった地域住民、NPO、企業、学校、建設業界、行政等の活動 

を顕彰しています。 

 

詳  細：https://www.cbr.mlit.go.jp/kikaku/mirai/index.htm 

 

対  象： 

(1) 住民、企業・学校、行政等が工夫して取り組んでいる地域づくりの活動 

(2) 災害時の人命救助、復旧活動や防災に関する活動 

https://sangakuisan.yamakei.co.jp/2021/05/post-0074.html
https://www.cbr.mlit.go.jp/kikaku/mirai/index.htm


(3) 伝統的な建造物の保存、復興等を行っている活動 

応募条件：長野、岐阜、静岡、愛知、三重の 5県内における活動を対象 

応募締切：2021年 8月 31日（火） 

 

問 合 せ：中部の未来創造大賞推進協議会事務局 

     一般社団法人中部地域づくり協会業務管理部 

     TEL：052-962-9455  メール：mirai@ckk.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃10┃「海上の森」を研究する人を募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

あいち海上の森フォーラムでは、瀬戸市「海上の森」を対象として行う調査・ 

研究を募集します。海上の森を対象とした調査・研究であれば、テーマは問い 

ません。調査・研究成果を「第 6回あいち海上の森フォーラム」（2022年 11 月ご 

ろ）で発表していただきます。 

 

詳  細： 

https://sites.google.com/kaisyoforum.com/kaisyoforum/%E5%8B%9F%E9%9B%86%E4%B8%AD?auth

user=0 

 

対  象：高校生・大学生・大学院生（個人又はグループも可） 

募集締切：2021年 10月 20日（水） 

助成内容：選定した方（2組程度）には活動費として交通費を、発表時には 

     謝礼を支給します。 

 

問 合 せ：あいち海上の森フォーラム実行委員会事務局 

     メール：takumiurai@yahoo.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃11┃第 28 回環境フォト・コンテスト 2022 作品募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

プレジデント社は、環境フォト・コンテストを実施します。協賛企業が想いを 

込めた「9つのテーマ」と「大学生部門」から選んでご応募ください。 

 

mailto:mirai@ckk.or.jp
https://sites.google.com/kaisyoforum.com/kaisyoforum/%E5%8B%9F%E9%9B%86%E4%B8%AD?authuser=0
https://sites.google.com/kaisyoforum.com/kaisyoforum/%E5%8B%9F%E9%9B%86%E4%B8%AD?authuser=0
mailto:takumiurai@yahoo.co.jp


詳  細：https://www.president.co.jp/photocon/ 

 

応募締切：2021年 8月 13日（金） 

 

問 合 せ：プレジデント社（環境フォト・コンテスト事務局） 

     TEL：03-3237-3721  メール：photocon@president.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃12┃第 15 回かめのり賞 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

かめのり賞は、日本とアジア・オセアニアの若い世代を中心とした相互理解・ 

相互交流の促進や人材育成に草の根で貢献し、今後の活動が期待される個人ま 

たは団体を顕彰します。 

 

詳  細：https://www.kamenori.jp/kamenorishou.html 

 

対  象：NPO（非営利団体）、ボランティアグループ、個人であること 

     日本とアジア・オセアニアの懸け橋となる活動を目的としていること 

     過去、かめのり賞の顕彰を受けていないこと 

募集締切：2021年 8月 31日（火）必着 

 

問 合 せ：公益財団法人かめのり財団 

     TEL：03-3234-1694  FAX：03-3234-1603 

     メール：info@kamenori.jp 

 

 

┏━┓ 

┃13┃未来を守る作文コンクール 2021 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

特定非営利活動法人気候ネットワークは、「未来を守る作文コンクール 2021」を 

実施します。地球温暖化を防ぎ、安心して暮らすことができる社会をつくってい 

くために、みなさんが学び、考え、実践していることを作文に書いてみませんか。 

 

詳  細：https://www.kikonet.org/local/education/essay-for-future-2021 

 

https://www.president.co.jp/photocon/
mailto:photocon@president.co.jp
https://www.kamenori.jp/kamenorishou.html
mailto:info@kamenori.jp
https://www.kikonet.org/local/education/essay-for-future-2021


対象・文字数：(1) 小学生の部 1,000 字以内 

       (2) 中学生の部 2,000 字以内 

       (3) 高校生の部 2,500 字以内 

テ ー マ： 

(1) 作文部門：気候変動問題に対してあなたが思うこと 

(2) アクション・レポート部門：脱炭素社会に向けたあなたのアクション 

応募締切：2021年 9月 10日（金）当日消印有効 

 

問 合 せ：特定非営利活動法人気候ネットワーク 

     TEL：075-254-1011 FAX：075-254-1012 

     メール：kyoto@kikonet.org 

 

 

┏━┓  

┃14┃第 13 回（2021年度）環境教育ポスターコンクール 作品募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「環境教育ポスターコンクール」は、子ども達が環境について自分自身にでき 

ることを考え、環境への責任ある行動をとれる態度を育成することを目的に、 

毎年開催されている絵画コンクールです。 

 

詳  細： 

https://kodomo-zaidan.net/ourbusiness/career_path/poster/poster_apply 

 

募集対象：小学生・中学生・高校生 

募集内容：「環境」をテーマとするポスター 

募集期間：2021年 8月 24日（火）～9月 30日（木） 

 

問 合 せ：公益財団法人こども教育支援財団 東京事務局 

     TEL：03-6205-6761  FAX：03-6205-6763 

     メール：concour@kodomo-zaidan.net 

 

 

┏━┓  

┃15┃TOYO TIRE グループ環境保護基金 2022 年度募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

TOYO TIRE グループ環境保護基金では、環境保護活動を行う非営利団体を支援 

mailto:kyoto@kikonet.org
https://kodomo-zaidan.net/ourbusiness/career_path/poster/poster_apply
mailto:concour@kodomo-zaidan.net


しています。現在、2022年度の助成団体を募集しています。 

 

詳  細：https://www.philanthropy.or.jp/toyotires/ 

 

対象団体：公益に資する事業を計画している団体 

対象事業：環境保護・環境保全関連の事業活動 

     (1) 里山・森林・緑化整備運動  (2) 生態系保護活動 

      (3) 水・河川環境保全活動    (4) 地域環境整備活動 

     (5) リサイクル活動       (6) 環境教育・体験学習活動 

     (7) 啓発活動・イベント活動   (8) 研究・開発活動 

     (9) その他 

募集締切：2021年 9月 30日（木）当日消印有効 

 

問 合 せ：公益社団法人日本フィランソロピー協会 

     「TOYO TIRE グループ環境保護基金」事務局 

     TEL：03-5205-7580 

 

 

 

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