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

自然資本を活かした人づくり・地域づくり 

立山黒部ジオパーク ESDダイアログ 2021 

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

中部地方 ESD活動支援センター（環境省 EPO中部）は、「自然資本を活かした人 

づくり・地域づくり 立山黒部ジオパーク ESDダイアログ 2021～基（もとい）の 

学びからどんな力を養うか～」を開催します。 

 

詳  細：https://www.epo-chubu.jp/epo-news/13179.html 

 

開催日程：2021年 11月 13日（土）13：30～16：40 ESDダイアログ 

     2021年 11月 14日（日） 8：30～14：40 エクスカーション 

開催場所：立山黒部ジオパーク 

 

《1日目：ESDダイアログ》＊YouTube ライブ配信、後日公開予定あり 

会場：大山研修センター（富山県富山市） 

内容：第 1部 自然資本とは何か。今問われる ESD活用への展開【講演】 

   第 2部 中部地方のジオパークによる ESD 活用事例の紹介【話題提供】 

   第 3部 自然資本の ESD活用【パネルディスカッション】 

《2日目：エクスカーション～立山黒部ジオパークの現地体験と解説～》 

立山黒部ジオパークを活かした教育や保全活動など ESD の実践例を体感します。 

訪問先：魚津水族館、黒部市吉田科学館、下立地区大理石露頭など（予定） 

 

主  催：中部地方 ESD活動支援センター（環境省 EPO 中部） 

共  催：一般社団法人立山黒部ジオパーク協会 

 

 



┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃  ♪ も く じ ♪    ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【イベント関連】 

1.   令和 3 年度教職員等環境教育・学習推進リーダー育成研修：SDGs達成に 

   向けた教育推進リーダー育成のための環境教育・ESD 実践講座 

2.   もうすぐ終了！「いきものログ」の『種名調べ支援』 

3.   東北 ESD/SDGs フォーラム 2021みちのく SDGs in あおもり 

   ～人づくりから広がる SDGsの力～ 

4.  【愛知】藤前干潟のハンター展 

5.  【長野】NAGANO SDGs WEEKs 

6.  【愛知】アクション油ヶ淵 2021～油ヶ淵の水質浄化に向けて～ 

7.  【福井】企画展「奥越高原県立自然公園と生きものたち」 

8.  【愛知】SDGs IDEA FORUM 2021 学生エントリー受付 

9.  【愛知】(1)愛知県 SDGs 登録制度の創設（登録企業・団体等募集）と 

    (2)企業向け SDGsスタートセミナーの実施 

 

【ツール・コンテンツ】 

1.  【福井】ふくい SDGs推進人材リストの活用と登録について 

2.  【富山】富山県 SDGs宣言ウェブサイトを開設 

 

【助成金・表彰等】 

1.   2021 年こくみん共済 coop 地域貢献助成 募集 

2.   セブン-イレブン記念財団「2022年度環境市民活動助成」募集 

3.   第 17回 TOTO 水環境基金 助成先団体 募集 

4.   第 32回コメリ緑資金 助成団体 募集 

5.   SOMPO 環境財団「環境保全プロジェクト助成」募集 

6.   Green Blue Education Forum コンクール 動画募集 

7.   第 17回エコツーリズム大賞 募集 

8.   第 5回ジャパン SDGs アワード 募集 

9.   イオン エコワングランプリ 

    （高等学校・高校生によるエコ活動コンテスト）募集 

10.  第 12回 ESD大賞 募集 

11.  日本自然保護大賞 2022 活動募集 

12.  脱炭素チャレンジカップ 2022 エントリー募集 

13.  2021 愛知環境賞 エントリー募集【愛知】 



14.  MISIA の里山ミュージアム 2021 フォトコンテスト 作品募集【石川】 

15. 「信州 SDGsアワード」SDGs達成に向けた取組を募集【長野】 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

             ♪イベント関連♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓令和 3年度教職員等環境教育・学習推進リーダー育成研修：SDGs達成に 

┃１┃向けた教育推進リーダー育成のための環境教育・ESD 実践講座 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省は、文部科学省の協力の下、持続可能な社会の構築を目指して、学校や 

地域で環境教育・学習を実践・推進するリーダーたる人材を育成することを目 

的に、教職員等環境教育・学習推進リーダー育成研修を開催します。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/109921.html 

 

《カリキュラム・デザイン・コース》 

・集合型研修(1)［オンライン開催］ 

 対 象：学校関係者（小・中・高校等の教職員）、教育委員会、地方公共団体など 

 開催日：〔第 1回〕2021 年 9月 23日（木・祝） 

     〔第 2回〕2022 年 1月 23日（日） 

・集合型研修(2)［対面式］ 

 対 象：学校関係者（小・中・高校等の教職員）、教育委員会、地方公共団体など 

 開催日：2021年 11月 23日（火・祝） 

 場 所：TKP大宮駅西口カンファレンスセンター 

・講師派遣型研修（計 12ヶ所・先着順・実施期間 8月～2 月） 

 対 象：学校、教育委員会、地方公共団体など、全国 12 ヶ所 

 

《プログラム・デザイン・コース》 

 対 象：NPO/NGO、民間企業、行政関係者、学校教職員、大学生・大学院生等 

     の環境教育や体験活動、地域づくりに関心のある方 

・「体験の機会の場」で実施する研修 

 開催日：2021年 10月～2022年 2月 

・国立公園・国定公園で実施する研修 

 開催日：2021年 10月 16日（土）、12月 26日（日） 

 



申込期限：各研修開催日の 2 週間前まで ※先着順。定員に達し次第、募集締切。 

 

問 合 せ：公益社団法人日本環境教育フォーラム内〔研修運営事務局〕 

     TEL：03-5834-2897  FAX：03-5834-2898 

     メール：esd-kenshyu@jeef.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃２┃もうすぐ終了！「いきものログ」の『種名調べ支援』 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省生物多様性センターが運営するインターネット上のシステム「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』を期間限定で実施しています。 

あと少しで受付終了です。質問がある方はお急ぎください！ 

 

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 

 

《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 

 

 

┏━┓東北 ESD/SDGs フォーラム 2021 みちのく SDGs in あおもり 

┃３┃～人づくりから広がる SDGsの力～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

東北 ESD/SDGs フォーラムあおもり実行委員会は「東北 ESD/SDGs フォーラム 2021」 

を開催します。会場参加とオンライン参加のハイブリッド開催です。 

*中部地方 ESD活動支援センターも後援しています。 

 

詳  細： 

https://tohoku.esdcenter.jp/hot_topics/tohokuesdsdgsforum2021michinokusdgs-in-aomori/ 



 

開催日時：2021年 10月 17日（日）13：00～15：45 

参加方法：青森会場…ウェディングプラザアラスカ※青森県内の方限定先着 30名 

     オンライン…YouTube 配信（事前申込必要） 

主な内容：ESDや SDGs を青森視点から学ぼう！ 

     ショートプレゼンテーション あおもりの事例に触れよう！ 

     全体質疑応答 

 

問 合 せ：（運営事務局）東北地方 ESD活動支援センター 

     TEL：022-393-9615  FAX：022-290-7181 

     メール：info@tohoku-esdcenter.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【愛知】藤前干潟のハンター展 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

藤前活動センターでは、企画展「藤前干潟のハンター展」を開催中です。 

魚や鳥など、他の生きものを「狩る」ことで生きているミサゴやハヤブサなど、 

藤前干潟で観察できる「ハンター」たちを紹介する企画展です。 

 

詳  細：http://fujimae.org/modules/news/article.php?storyid=568 

 

開催期間：2021年 7月 24日（土）～12月 19 日（日） 

開催場所：藤前活動センター 2階 多目的室（名古屋市港区） 

 

問 合 せ：藤前活動センター 

     TEL：052-309-7260 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【長野】NAGANO SDGs WEEKs 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

NAGANO SDGs PROJECT は、2021年 9月を「NAGANO SDGs WEEKs」として定め、長 

野県内の様々な企業・学校・団体の皆さんに SDGsに関連したイベントや取組の 

実施を呼びかけています。 

 



実施期間：2021年 9月 1日（水）～ 9月 30日（木） 

特設ページ：https://www.naganosdgs.jp/nagano-sdgs-weeks 

特設ページでは、期間内に実施される、地域のイベントや取組、文化祭での企画 

などが紹介されています。 

 

主  催：NAGANO SDGs PROJECT 

 

 

┏━┓ 

┃６┃【愛知】アクション油ヶ淵 2021～油ヶ淵の水質浄化に向けて～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

油ヶ淵水質浄化促進協議会（愛知県、碧南市、安城市、西尾市、高浜市）は、 

油ヶ淵の環境に関する体験型イベント「アクション油ヶ淵 2021」を開催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/action-aburagafuchi2021.html 

 

開催日時：2021年 10月 3日（日）10：00～15：00 

開催場所：油ヶ淵水辺公園 自然ふれあい生態園（愛知県安城市） 

内  容：体験型講座「ミニビオトープづくり」※要事前申込み・9/15締切 

     各種イベントブース（生きものブース、工作ブース、体験ブース） 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策部水大気環境課 

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

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

 

 

┏━┓ 

┃７┃【福井】企画展「奥越高原県立自然公園と生きものたち」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井県自然保護センターは、企画展「奥越高原県立自然公園と生きものたち」 

を開催します。奥越高原県立自然公園は福井県唯一の県立自然公園であり、複 

雑に入り組んだ地形から成り立つ多種多様な自然環境があります。今回はその 

見どころと、そこに生息する生きものたちについて、パネルや標本、剥製など 

で展示解説します。 

 



詳  細：http://fncc.pref.fukui.lg.jp/event/17107.html 

 

開催日程：2021年 9月 10日（金）～11月 14 日（日）9：00～17：00 

開催場所：福井県自然保護センター レクチャーホール（福井県大野市） 

 

問 合 せ：福井県自然保護センター 

     TEL：0779-67-1655  FAX：0779-67-1656 

     メール：sizen-ci@pref.fukui.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃８┃【愛知】SDGs IDEA FORUM 2021 学生エントリー受付 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

SDGs IDEA FORUM 実行委員会（名古屋市・名古屋市立大学）は、SDGs 達成に向け 

た名古屋市の地域課題を、大学生のアイデアで解決に導く「SDGs IDEA FORUM  

2021」を開催します。「SDGs IDEA コンテスト」（2022年 2月）に向けてアイデア 

を提出していただく学生のエントリーを受付中です。 

 

詳  細：https://www.city.nagoya.jp/somu/page/0000143845.html 

 

対  象：名古屋市内にキャンパスを置くすべての大学・短期大学の学生 

地域課題：1. 人々が健康に生きられるまちづくり 

     2. 名古屋の子どもたちに SDGsを広めよう 

     3. 名古屋から食品ロスを減らそう 

     4. 多文化が共生できるまちづくり 

     5. 名古屋を生物多様性先進都市に 

主な日程：8月 2日～12月 31 日／エントリー期間 

     9 月頃／KICK OFF FORUM 

     12月頃／SDGs IDEA 研究会 

     2022年 1月 16日／アイデア提出期限 

     2022年 2月 26日／SDGs IDEA コンテストの開催 

 

問 合 せ：SDGs IDEA FORUM 運営事務局（株式会社新東通信内） 

     メール：info@sdgs-ideaforum.com 

 

 



┏━┓【愛知】(1)愛知県 SDGs登録制度の創設（登録企業・団体等募集）と 

┃９┃ (2)企業向け SDGsスタートセミナーの実施 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

(1) 愛知県 SDGs登録制度の創設（登録企業・団体等募集） 

愛知県は、2021年 9月 1日に「愛知県 SDGs登録制度」を創設しました。 

多くの企業・団体等の皆様からの登録申請をお待ちしています。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kikaku/sdgs-touroku.html 

 

基本要件：愛知県内に事業所を有し、SDGs 達成に向けた取組を実施している 

     企業・団体等 

 

(2)企業向け SDGsスタートセミナーの実施 

愛知県は、SDGs の重要なステークホルダーである企業の取組を促進するため、 

県職員が企業に伺い、SDGs 経営の基礎等について説明する出張セミナーを実施 

しています。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/kikaku/aichi-sdgs/kigyoseminar/ 

 

対  象：愛知県内に事業所があり、SDGs にこれから取り組もうとしている、 

     または、取り組みはじめた企業 

費  用：無料（会場は申込企業側で用意・オンライン開催も可） 

所要時間：1 時間程度 

定  員：先着 20 社 

内  容：「経営者、SDGs 推進担当者等向け」、「従業員向け」から選択 

 

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 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

            ♪ツール・コンテンツ♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃【福井】ふくい SDGs 推進人材リストの活用と登録について 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



福井県は、SDGs 推進の支援活動の実績を有する人材等のリストを作成・公開し 

ています。「SDGsの勉強会を開催したい」「SDGsの活動にアドバイスが欲しい」 

などという方は、ぜひリストをご活用ください。 

また、リストに登録していただける方を随時募集しています。 

 

詳  細： 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/seiki/sdgs/sdgs-jinzailist.html 

 

登録対象：「ふくい SDGsパートナー」登録企業・団体等に所属し、かつ第三者 

     に対して SDGs推進に係る支援活動（SDGsの理解促進、取組みへの 

     アドバイス等）を行った実績のある方。 

     【例】SDGsカードゲームファシリテーターの有資格者、コンサルタ 

     ント、学識経験者 など 

 

問 合 せ：福井県地域戦略部未来戦略課 

     TEL：0776-20-0759  FAX：0776-20-0623 

     メール：mirai-senryaku@pref.fukui.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃２┃【富山】富山県 SDGs 宣言ウェブサイトを開設 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県は、県内の事業者や団体等の皆様の SDGsに関する取組を宣言いただく 

「富山県 SDGs宣言」を掲載したウェブサイトを開設しました。 

 

詳  細： 

https://www.pref.toyama.jp/100202/kurashi/chihousousei/sdgshp030820.html 

 

掲載内容：・「富山県 SDGs 宣言」とは 

     ・応募の流れ 

     ・登録企業等検索 

※現在、「富山県 SDGs 宣言」の第 2 次募集中です。《10 月 29日（金）締切》 

 

富山県 SDGs 宣言ウェブサイト：https://www.sdgs-toyama.jp/ 

 

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 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪助成金・表彰等♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃2021年こくみん共済 coop 地域貢献助成 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

こくみん共済 coop は、防災・減災活動、環境保全活動、子どもの健全育成活動 

について、地域で活動している市民団体等を支援いたします。 

 

詳  細：https://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/josei 

 

助成対象団体： 

日本国内を主たる活動の場とする、次の(1)～(3)のすべてに該当する団体 

(1) NPO 法人、任意団体、市民団体 

(2) 設立 1年以上の活動実績を有する団体（基準日：2021年 8月 20日） 

(3) 直近の年間収入が 300 万円以下の団体（前年度の繰越金を除く） 

助成対象活動： 

(1) 自然災害に備え、いのちを守るための活動 

(2) 地域の自然環境・生態系を守る活動 

(3) 温暖化防止活動や循環型社会づくり活動 

(4) 子どもや親子の孤立を防ぎ、地域とのつながりを生み出す活動 

(5) 困難を抱える子ども・親がたすけあい、生きる力を育む活動 

助成総額：2,000 万円（上限）予定〔1 団体に対する助成上限額：30 万円〕 

応募締切：2021年 9月 30日（木） 

 

問 合 せ：こくみん共済 coop ＜全労済＞本部 地域貢献助成事務局 

     TEL：03-3299-0161  FAX：03-5351-7776 

     メール：90_shakaikouken@zenrosai.coop 

 

 

┏━┓ 

┃２┃セブン-イレブン記念財団「2022年度環境市民活動助成」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



セブン-イレブン記念財団の「環境市民活動助成」は、お客様がセブン-イレブ 

ンの店頭募金を通して、地域の環境市民活動を支援する助成制度です。 

 

詳  細：https://www.7midori.org/josei/ 

 

助成対象：〇環境活動を行っている国内の NPO法人、一般社団法人、 

      任意団体（自治会、町内会含む） 

     〇日本国内に活動の場を有する団体    ほか 

助成の種類：(1) 地域美化助成（花と緑の助成・清掃助成がひとつになりました） 

      (2) 活動助成 (3) NPO 基盤強化助成 

応募期間：上記(1)…2021 年 9月 20日（月）～10月 10 日（日） 

     上記(2)(3)…2021 年 10月 11日（月）～10 月 31日（日） 

     ※当日消印有効 

 

問 合 せ：一般財団法人セブン-イレブン記念財団 

     TEL：03-6238-3872  FAX：03-3261-2513 

     メール：oubo.22@7midori.org（2021年 9月 20 日から開設） 

 

 

┏━┓ 

┃３┃第 17 回 TOTO水環境基金 助成先団体 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「TOTO水環境基金」では、水にかかわる環境活動に継続して取り組む団体への 

支援を続けています。現在、来年度の助成団体を募集しています。 

 

詳  細： 

https://jp.toto.com/company/csr/environment/mizukikin/spirit/index.htm 

 

《活動地域：日本国内》※海外の助成は詳細からご確認ください。 

活動内容：地域の水環境や生物多様性の保全・再生につながる実践活動 

     スタートアップ・ステップアップをめざす市民団体の活動 

助成期間：2022年 4月 1日～2025年 3月 31日（最長） 

助成金額：1 件あたり上限 80 万円／年×最長 3年（最大 240万円） 

応募締切：2021年 10月 18日（月）当日消印有効 

 

問 合 せ：TOTO 株式会社総務本部総務部総務第一グループ 



     TEL：093-951-2224  FAX：093-951-2718 

 

 

┏━┓ 

┃４┃第 32 回コメリ緑資金 助成団体 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人コメリ緑育成財団では、第 32回コメリ緑資金の助成団体を募集し 

ています。 

 

詳  細：http://www.komeri-midori.org/koubo/guide.html 

 

助成対象：2022年 4月 1日～2023年 3月 31日に実施される 

     A 自然環境保全活動 

     B 里地里山保全活動 

     C 緑化植栽活動 

 

公募締切：2021年 10月 31日（日）消印有効 

 

問 合 せ：公益財団法人コメリ緑育成財団 事務局 

     TEL：025-371-4455  FAX：025-371-4151 

     メール：midori@komeri.bit.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃SOMPO 環境財団「環境保全プロジェクト助成」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

SOMPO 環境財団では、環境問題に取り組む NPO・NGOや任意団体の環境保全プロ 

ジェクトに資金助成を行います。 

 

詳  細：https://www.sompo-ef.org/project/project.html 

 

対象団体：2021年 12月末時点で公益法人、NPO法人または任意団体としての環 

     境保全活動実績が 2年以上あること など 

対象プロジェクト：次の 3つの条件を満たすプロジェクト 

(1) 活動の内容…原則として、国内において「自然保護」「環境教育」「リサイ 

  クル」「気候変動対応」など広く環境に関する分野で、実践的活動や普及啓 



  発活動を行うもの 

(2) 原則として 2021年度中に開始予定のもの（すでに開始されているプロジェ 

  クトも対象） 

(3) 継続性、発展性を持つプロジェクトであり、その成果が公益のために貢献 

  するもの 

応募締切：2021年 10月 31日（日）当日消印有効 

 

問 合 せ：公益財団法人 SOMPO 環境財団 

     TEL：03-3349-4614  FAX：03-3348-8140 

 

 

┏━┓ 

┃６┃Green Blue Education Forum コンクール 動画募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「Green Blue Education Forum コンクール」は、「Green Blue Education Forum 

実行委員会」が主催、環境省が共催する動画コンクールで、持続可能な社会づく 

りのために活躍するリーダーを発掘する趣旨の下、若年層を対象に、「守り残し 

たい環境・創りたい未来」をテーマに優れた提案を選考し、表彰するものです。 

 

詳  細：https://gb-ef.org/ 

 

応募区分：U-12（小学生）、U-15（中学生）、U-18（高校生）、U-25（大学・ 

     大学院・専門学校生） 

     ※チームは同部門内であれば、学年・年齢を超えたメンバー構成は 

     自由 

募集内容：「守り残したい環境、創りたい未来」をテーマに、環境問題、社会 

     課題に対する解決策やアイデア、持続可能な未来に対する提言など 

     について、その理由と共に 3分の動画（自己紹介含む）にまとめて 

     ご応募ください。 

応募期間：2021年 8月 17日（火）～9月 30日（木） 

 

問 合 せ：Green Blue Education Forum 実行委員会 

     （石坂産業株式会社内「体験の機会の場」研究機構事務局） 

     TEL：049-259-5800  メール：info@esd-place.org 

 

 



┏━┓ 

┃７┃第 17 回エコツーリズム大賞 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省は、エコツーリズムに取り組む事業者、団体、自治体などを対象とした 

「第 17 回エコツーリズム大賞」の募集を開始しました。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/109938.html 

 

応募資格：以下の活動に取り組んでいる事業者、団体、自治体などを対象とし 

ます。自薦、他薦は問いません。（例：ツアー事業者、宿泊事業者、交通事業 

者、コンサルタント、協議会、教育機関、学生団体、地方公共団体） 

(1) 地域の自然環境や歴史文化を保全しつつそれらを体験する「エコツーリズ 

ム」に関連する環境保全活動を取り入れた取組や様々な自然体験の取組。 

(2) 環境保全、地域活性化、自然体験提供等の優れた活動。 

※自然体験には、農林水産業体験や生活文化体験を通じた自然環境への理解に 

つながる活動などを含みます。 

応募期限：2021年 11月 30日（火） 

 

問 合 せ：エコツーリズム大賞審査委員会事務局 

     （一般社団法人日本エコツーリズム協会） 

     TEL：03-5437-3080  FAX：03-5437-3081 

     メール：award@ecotourism.gr.jp  

 

 

┏━┓ 

┃８┃第 5回ジャパン SDGs アワード 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

持続可能な開発目標（SDGs）推進本部では、第 5 回ジャパン SDGs アワードの公 

募を行っています。 

 

詳  細： 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/award/award_5th.html 

 

公募期間：2021年 8月 11日（水）～2021年 9月 24日（金） 

公募対象：SDGs 達成に資する優れた取組を行っている企業又は団体等 

     （ただし、日本国内に拠点を有する企業・団体等に限る。） 



 

問 合 せ：持続可能な開発目標（SDGs）推進本部事務局 

     （外務省国際協力局地球規模課題総括課内） 

     TEL：03-5501-8246  メール：sdgs.secretariat@mofa.go.jp 

 

 

┏━┓ イオン エコワングランプリ 

┃９┃（高等学校・高校生によるエコ活動コンテスト）募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「イオン エコワングランプリ」では、次代を担う高校生の皆さんが日ごろ学校 

単位で取り組んでいる「エコ活動」を募集し、その取り組みを表彰します。 

 

詳  細：http://www.eco-1-gp.jp/ 

 

応募資格：日本国内の全日制・定時制高等学校で、授業および学校が承認して 

     いるクラブ活動（サークル・部活）の取り組みを対象とし、学校単 

     位での応募（複数応募可）とします。 

募集部門： 

普及・啓発部門…誰でもどこでも取り組むことができる普及性の高いエコ活動 

        が対象 

研究・専門部門…地域固有の問題に着目した専門性の高い活動が対象 

応募締切：2021年 9月 24日（金） 

 

問 合 せ：エコワングランプリ運営事務局 

     （毎日新聞社内 毎日企画サービス） 

     TEL：03-6265-6813 

 

 

┏━┓ 

┃10┃第 12 回 ESD 大賞 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

NPO法人日本持続発展教育推進フォーラムは、「ESD大賞」を実施します。 

学校全体での取組、地域社会とのつながり、地域の特色を活かすことを大事に 

した具体的な取組、独自性のある取組実践例などを広く募集します。 

 

詳  細：http://www.jp-esd.org/grandprix.html 



 

対  象：全国の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、小中一貫校、 

     特別支援学校 

募集内容：「ESD 大賞」設定の趣旨に基づいて、持続可能な社会の構築に向け 

     て的確な行動ができる次代を担う人材を育てる実践研究事例の報告 

応募締切：2021年 9月 27日（月）事務局必着 

 

問 合 せ：NPO法人日本持続発展教育推進フォーラム ESD大賞事務局 

     TEL：03-3545-3651  FAX：03-5565-4914 

     メール：info@jp-esd.org 

 

 

┏━┓ 

┃11┃日本自然保護大賞 2022 活動募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人日本自然保護協会は「日本自然保護大賞 2022」の対象となる活動 

を募集しています。自然保護と生物多様性保全に貢献した、子どもから大人ま 

でのすべての個人と団体、企業、自治体の優れた取組が対象です。 

 

詳  細：https://www.nacsj.or.jp/award/index.php 

 

応募部門： 

〇保護実践部門…市民、大学生、専門家、企業、行政などがそれぞれの立場と 

特性を活かし、具体的な自然保護の実績をあげた活動、研究 

〇教育普及部門…自然観察をはじめ、広く自然保護を目的とした教育・普及活動 

〇子ども・学生部門…小学生から高校生まで、子どもが主体的に取り組んだ活動、 

研究 

応募締切：2021年 10月 31日（日）必着 

 

問 合 せ：公益財団法人日本自然保護協会 

     TEL：03-3553-4101  FAX：03-3553-0139 

     メール：award@nacsj.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃12┃脱炭素チャレンジカップ 2022 エントリー募集 



┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

2022年 2月 15日に開催される「脱炭素チャレンジカップ 2022」に向けて、エ 

ントリー募集中です。今年度より「アイデア賞」を創設しました。個人でも応 

募可能です。 

 

詳  細：https://www.zenkoku-net.org/datsutanso/ 

 

《団体募集》 

対 象 者：脱炭素社会づくり活動や地球温暖化防止に取り組む団体 

応募条件：日本国内を拠点とする取組であること 

     脱炭素社会づくりの取組や、地球温暖化防止の取組であること 他 

募集部門：市民部門、企業・自治体部門、学生部門、ジュニア・キッズ部門 

応募締切：2021年 10月 10日（日）24：00 締切［必着］ 

 

《アイデア賞》 

対 象 者：脱炭素社会づくりに向けて活動されている方。 

     団体、個人での応募も可能 

応募条件：脱炭素社会づくり、地球温暖化防止、SDGsへの取組に貢献してい 

     ること   他 

応募締切：2021年 11月 30日（火）17：00 

 

問 合 せ：脱炭素チャレンジカップ事務局 

     （一般社団法人地球温暖化防止全国ネット） 

     TEL：03-6273-7785  メール：zccc@zenkoku-net.org 

 

 

┏━┓ 

┃13┃2021愛知環境賞 エントリー募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は 18 回目となる「2022 愛知環境賞」の選考対象となる事例を募集します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/2022aichikankyoushou01.html 

 

募集対象：企業、団体又はグループ（個人の方の応募はできません。） 

対象事例：省資源、省エネルギー、3R及び新エネルギー活用などの分野で、資 



源循環や環境負荷低減の推進に関する先駆的で効果的な愛知県内の＜技術・事 

業＞、＜活動・教育＞とします。 

なお、計画段階にある事業についても応募できますが、愛知県内で実施可能性 

の高いものに限ります。 

募集期間：2021年 9月 1日（水）～10月 29日（金） 

 

問 合 せ：愛知県環境局資源循環推進課 

     TEL：052-954-6233  FAX：052-953-7776 

 

 

┏━┓ 

┃14┃MISIA の里山ミュージアム 2021 フォトコンテスト 作品募集【石川】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「MISIAの里山ミュージアム」は、石川の森や里山里海の魅力を再発見していた 

だくことを目的とした写真コンテストです。ぜひ、石川の里山や里海に出かけ、 

多くの生き物が暮らす豊かな自然や伝統的な暮らしを写真に撮ってお送りください。 

 

詳  細： 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/soundwave/photo_contest_r3.html 

 

応募資格：どなたでも 

応募期間：2021年 7月 1日（木）～11月 30日（火） 

作品規定：石川県の里山里海にまつわる写真 

     令和 3年 1 月 12 日（火）以降に撮影されたもの 

     作品は一人 5点以内で、自作、未発表のもの  ほか 

 

問 合 せ：MISIA の里山ミュージアム事務局（一般財団法人 mudef内） 

     メール：forest@mudef.net 

     石川県生活環境部温暖化・里山対策室 

     TEL：076-225-1469  FAX：076-225-1479 

     メール：satoho@pref.ishikawa.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃15┃「信州 SDGs アワード」SDGs 達成に向けた取組を募集【長野】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



長野県は、県内の SDGs達成に向けた取組事例を発掘し、県内での横展開と機運 

の醸成を図るための表彰制度「信州 SDGsアワード」を新たに創設します。 

皆様が実践する SDGs達成に向けた取組の応募をお待ちしています。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/happyou/210730press.html 

 

応募部門：小・中・高校生部門…小学生の部、中学生の部、高校生の部 

     企業・団体等部門…企業の部、団体等の部 

応募要件等： 

・応募の対象となる取組が長野県内で実施されていること。 

・令和 3 年度中に活動を実施しており、一定の成果が得られていること。 

・活動の単位は、学級、クラブ活動、任意団体など形態は問わない。 

・応募数は活動の単位ごとに 1件までとする。 

・応募は自薦または他薦とする。 

・「ジャパン SDGs アワード（SDGs 推進本部主催）」等、過去の全国規模の 

 表彰制度で受賞歴がある取組は応募対象とならないこととする。 

応募期間：2021年 7月 30日（金）～11月 19 日（金）※当日消印有効 

 

問 合 せ：長野県企画振興部総合政策課 

     TEL：026-235-7017  FAX：026-235-7471 

     メール：keikaku@pref.nagano.lg.jp 
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