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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2022 年度地球環境基金助成金説明会 in 中部（オンライン開催）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

♪*♪*♪*

独立行政法人環境再生保全機構と EPO 中部は「2022 年度地球環境基金助成金説明
会 in 中部」をオンライン開催します。説明会では、セミナーや中部地域におけ
る助成先団体の活動事例を紹介するほか、要望書記入についての留意点や作成の
ポイントを説明します。
＊説明会は全国 8 地域で開催され、どの地域の説明会にも参加が可能です。
＊説明会参加者を対象に「オンライン個別相談会」を別日程で開催します。

詳

細：https://www.epo-chubu.jp/epo-news/13349.html

開催日時：2021 年 10 月 26 日（木）18：00～19：30
開催方法：オンライン開催（zoom）※事前申込が必要です。
内
第一部

容：
セミナーと活動事例紹介

講師：原理史氏（中部大学中部高等学術研究所）
(1) テーマ別セミナー
「気候危機と SDGs～私たちのライフスタイルを考える～」
(2) 中部地域における助成先団体の活動事例紹介
［2020 年度・2019 年度・平成 30 年度／ひろげる助成］
「COOL CHOICE」普及啓発に資する「ナッジ」の 応用手法の研究と適用
（助成先団体：一般社団法人環境創造研究センター）
第二部

地球環境基金助成金要望の募集について

(1) 地球環境基金助成金について
(2) 要望書の書き方講座
(3) 質疑応答

申込締切：2021 年 10 月 22 日（金）

主

催：独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金部

協

力：環境省中部環境パートナーシップオフィス（EPO 中部）

♪*♪*♪*

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

SDGs 社会教育

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」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

♪*♪*♪*

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」の中部プロジェクトのひとつとして、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」を開催します。

詳

細：https://www.epo-chubu.jp/epo-news/12739.html

開催日時：2021 年 10 月 30 日（土）11：00～16：30
開催場所：
［午前］六渡寺海岸（富山県射水市）
［午後］調整中※（富山県射水市内）
＊YouTube ライブ配信を予定（事前申込が必要です）
申込締切：2021 年 10 月 25 日（月）

主

催：中部地方 ESD 活動支援センター（環境省 EPO 中部）

♪*♪*♪*

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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》
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】

＊YouTube ライブ配信（申込不要）
、後日公開予定あり

《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）

申込締切：2021 年 11 月 2 日（火）

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

♪*♪*♪*

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

錦 2 丁目 SDGs WEEKs～企業・一般向け連携イベント～
ようこそ！EPO 中部へ

スモールゼミ SDGs

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

♪*♪*♪*

名古屋市中区錦 2 丁目を舞台に、地域・企業・団体が連携して SDGs に関する多彩
なイベントを展開する「錦 2 丁目 SDGs WEEKs」が開催されます。
期間中、EPO 中部では、身近な SDGs を知りたい一般の方を対象に、スモールゼミ
を開催します。

詳

細：https://www.epo-chubu.jp/epo-news/13399.html

開催日時：2021 年 11 月 8 日（月）16：00～17：00、17：30～18：30
※同じ内容です。
開催場所：EPO 中部（名古屋市錦 2-4-3
内

錦パークビル 4 階）

容：(1) インプット：SDGs とは、意義と特徴
(2) ワークショップ：あなたも SDGs につながっている

主

催：環境省中部環境パートナーシップオフィス（EPO 中部）

《錦 2 丁目 SDGs WEEKs》
開催期間：2021 年 11 月 6 日（土）～11 月 20 日（土）
詳

細：http://n2-sdgs-weeks.com/

問 合 せ：
「なごや環境大学」実行委員会 事務局
名古屋市環境局環境企画課
TEL：052-972-2293
メール：a2669@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

┏━━━━━━━━━━━┓
┃

♪ も く じ ♪

┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【イベント関連】
1.

地域循環共生圏フォーラム 2021

2.

妙高戸隠連山国立公園「あまとみトレイル」開通記念式典と記念ツアー

3.

【富山】とやま環境フェア 2021

4.

【愛知】SDGs AICHI EXPO 2021

5.

【愛知】食品ロス削減全国大会

6.

【三重】「カジュアルな」SDGs 推進のいなべ市を訪れよう！
～「SDGs 未来都市」と「フェアトレードタウン」～

7.

【愛知】第 5 回あいち海上の森フォーラム 2021

8.

【三重】ESD 実践講座 2021「『ESD for 2030』の実践者になる」

9.

【福井】エシカル・チャレンジ 2021

10. 【富山】出前講座（
「富山県 SDGs 宣言作成ワークショップ」・
「体験して
学ぶ SDGs ワークショップ」）

【助成金・表彰等】
1.

第 7 回全国ユース環境活動発表大会 エントリー募集

2.

2022 年度日本郵便年賀寄付金 配分希望団体を公募

3.

日本財団 2022 年度助成事業（通常募集）

4.

令和 4 年度子どもゆめ基金（一次募集）

5.

公益信託経団連自然保護基金「2022 年度支援プロジェクト」募集

6.

2022 年度エフピコ環境基金 募集

7.

「白山の光と影」Instagram フォトコンテスト【石川】

8.

「FUKUI SDGs AWARDS 2021」エントリー募集【福井】

9.

「脱プラスチック生活」実践事例 募集【福井】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
♪イベント関連♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓
┃１┃地域循環共生圏フォーラム 2021
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「地域循環共生圏フォーラム 2021」
（主催：環境省、共催：and Beyond カンパ
ニー(事務局 NPO 法人 ETIC.)）がオンライン開催されます。

詳

細：http://www.env.go.jp/press/110034.html

開催日時：2021 年 10 月 27 日（水）9：30～17：20
開催方法：オンライン
定

※参加手順はお申し込みいただいた方に別途案内

員：各分科会 300 名

主な内容（予定）
：
〇オープニングトーク「なぜ今こそ地域循環共生圏なのか」
阿部裕志（株式会社風と土と

代表取締役）

〇各分科会等の内容
(1)「まずはここからスタート～地域循環共生圏のはじめ方と地域プラットフォ
ームづくり～」
(2)「企業版ふるさと納税が気になるあなたへ！活用方法を知ろう！」
(3)「脱炭素は地域が命運を握る！～再エネを担う人材の拡大のために～」
(4)「地域課題をビジネスで解決する！ローカル SDGs ビジネスづくりの最前線」
(5)「地域と取り組む ESG 金融のススメ」
(6)「地域に「裨益」する木質バイオマス事業を本気で作ろう」
(7)「地域資源を活かした資源循環のまちづくり実践例～生ごみなどを使った
発電と熱利用から液肥まで～」
(8)「企業と地域で持続可能なミライを作る！～TCFD から考える地域と企業の
協働のあり方～（仮）
」
(9)「地域でお金を循環させよう！最新事例のご紹介（仮）」
(10) 「出張開催！Beyond ミーティング×地域循環共生圏フォーラム 2021」
※プログラムは決定次第「環境省ローカル SDGs ホームページ」にて順次公開
http://chiikijunkan.env.go.jp/

申込期日：2021 年 10 月 22 日（金）17：00

※定員に達し次第締切

申込専用フォーム：https://chiikijunkan.jp/forum2021entry/

問 合 せ：いであ株式会社（フォーラム事務局）
メール：event@chiikijunkan.jp

┏━┓
┃２┃妙高戸隠連山国立公園「あまとみトレイル」開通記念式典と記念ツアー
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
妙高戸隠連山国立公園連絡協議会は、ロングトレイル「あまとみトレイル」の
一部開通にあたり、記念式典と記念ツアーを開催します。

詳

細：http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2021/post_194.html

開催日時：2021 年 10 月 23 日（土）
記念式典 11：30～／記念ツアー12：30～
開催場所：記念式典会場…野尻湖水戸口公園（長野県上水内郡信濃町）
※雨天決行

雨天時は信濃町公民館野尻湖支館

記念ツアーコース：あまとみトレイルコースの一部
（野尻湖→関川関所→いもり池）約 10km
参加資格：長野県または新潟県にお住いの方で、10km 程度の距離を歩ける方
参 加 費：500 円（保険代）
募集人数：40 名
申込期限：2021 年 10 月 18 日（月）※定員に達し次第締切

問 合 せ：信越自然環境事務所

TEL：026-231-6572

┏━┓
┃３┃【富山】とやま環境フェア 2021
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
楽しくエコライフの取組を学べる「とやま環境フェア 2021」がウェブサイト上
で開催されます。今年度は小規模リアル会場でも開催が予定されています。

詳

細：http://www.tkz.or.jp/index.html

《ウェブ会場》
開催期間：2021 年 10 月 1 日（金）～2022 年 1 月 16 日（日）
詳

細：https://www.eco-toyama.jp/

《小規模リアル会場》
開催日程：2021 年 10 月 23 日（土）
、10 月 24 日（日）
、12 月 4 日（土）
各日 10：00～12：00、13：00～15：00 に実施
開催場所：御旅屋セリオ 5 階マルチスペース（富山県高岡市）
主な内容：富山県内企業・団体等による体験・体感型の出展
（工作体験、実験など）

┏━┓
┃４┃【愛知】SDGs AICHI EXPO 2021
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SDGs AICHI EXPO 実行委員会は、「地球・まち・ひとが共生できる社会へ」をテ
ーマに「SDGs AICHI EXPO 2021」を開催します。メインステージではビジネス
向けとファミリー向けのステージコンテンツを用意しています。すべてのイベ
ントはオンライン（YouTube ライブ）でどなたでも視聴することができます。

詳

細：https://sdgs-aichi.com/index.html

開催日時：2021 年 10 月 22 日（金）
、23 日（土）各日 10：00～17：00
開催場所：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）展示ホール A（愛知県常滑市）
参加申込：事前入場登録が必要です（入場無料）

問 合 せ：SDGs AICHI EXPO 実行委員会事務局（株式会社新東通信内）
TEL：052-971-6233

メール：info@sdgs-aichi.com

┏━┓
┃５┃【愛知】食品ロス削減全国大会
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年度の「食品ロス削減全国大会」は愛知県豊田市で開催されます。
会場定員を制限して開催するとともに、併せてオンライン配信を行います。

詳

細：http://www.env.go.jp/press/110020.html

開催日時：2021 年 10 月 30 日（土）12：00～16：45（11：00 開場）
開催場所：豊田市コンサートホール（愛知県豊田市）
主な内容：
〇基調講演［テーマ：SDGs で考える食品ロスの削減］
国谷裕子氏（FAO（国連食糧農業機関）日本担当親善大使）
〇トークセッション［テーマ：身近にある食品ロス削減の視点］
〇食品ロス削減に関するポスター展示・団体（企業）ブース展示
申込締切：2021 年 10 月 19 日（火）必着

主

催：愛知県豊田市、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会

共

催：消費者庁・農林水産省・環境省

問 合 せ：豊田市環境部ごみ減量推進課
TEL：0565-71-3001

FAX：0565-71-3000

メール：shokurosuzero@city.toyota.aichi.jp

┏━┓【三重】
「カジュアルな」SDGs 推進のいなべ市を訪れよう！
┃６┃ ～「SDGs 未来都市」と「フェアトレードタウン」～
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三重県環境学習情報センターは、「カジュアルな」SDGs 推進のいなべ市を訪れ
よう！を開催します。いなべ市がどのようにまちづくりをイメージしているの
か、また市や市民活動の先進的な取組についてお話しいただきます。

詳

細：https://www.eco-mie.com/sponsored_courses/202111121_inabe/

開催日時：2021 年 11 月 21 日（日）10：00～12：00
開催場所：いなべ市役所シビックコア棟 2 階 研修室 2・3（三重県いなべ市）
対

象：三重県在住の中学生以上の方で
・SDGs や SDGs の具体的な実践方法について関心がある方
・地域のまちづくりに携わっている、または関心がある方
・フェアトレードに関心がある方、など

募集人数：40 人

申込締切：2021 年 10 月 26 日（火）
※申込多数の場合は抽選。定員に達しなかった場合は、先着順に切り換えて受付。

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

┏━┓
┃７┃【愛知】第 5 回あいち海上の森フォーラム 2021
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
あいち海上の森フォーラム実行委員会は「第 5 回あいち海上の森フォーラム 2021」
を開催します。

詳

細：

https://sites.google.com/kaisyoforum.com/kaisyoforum/%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A
0%B1?authuser=0

開催日時：2021 年 11 月 6 日（土）13：00～17：00
開催場所：ウインクあいち 11 階 1103 会議室（名古屋市中村区）
内

容：第 1 部 海上の森研究報告
第 2 部 特別講演
第 3 部 質疑応答・意見交換

定

員：100 名（入場無料・当日受付）

問 合 せ：あいち海上の森フォーラム実行委員会
メール：kaisyoforum@yahoo.co.jp

┏━┓
┃８┃【三重】ESD 実践講座 2021「『ESD for 2030』の実践者になる」
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三重県環境学習情報センターは、ESD 実践講座 2021 を開催します。講座では、ESD
の理解を深め、ファシリテーション、コーディネーション、参加型学習プログラ
ムをつくるスキルを習得し、SDGs 達成のための環境学習指導者を育みます。

詳

細：https://www.eco-mie.com/sponsored_courses/20210824_esd/

開催日程：2021 年 12 月～20221 年 2 月（全 5 回）
開催場所：みえ県民交流センター、三重県総合文化センター（三重県津市）
対

象：三重県在住の 16 歳以上

テ ー マ：PART1「SDGs 達成のための学び」
PART2「学びを行動に～持続可能な社会への変革～」
（グループワ
ーク形式）
申込締切：2021 年 11 月 12 日（金）
※応募多数の場合は抽選（全 5 回参加できる方を優先）

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

┏━┓
┃９┃【福井】エシカル・チャレンジ 2021
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
福井県では、「エシカル・チャレンジ 2021」を実施中です。環境や社会、地域
などに配慮している商品に付けられているマークを集めて応募いただくと、は
ぴりゅうデザインのマイボトルを進呈します（先着 1,000 名）
。

詳

細：http://www2.pref.fukui.lg.jp/press/view.php?cod=dSQ9441631609118a9

応募期間：2021 年 9 月 19 日（日）～12 月 19 日（日）

問 合 せ：福井県安全環境部県民安全課
TEL：0776-20-0287

メール：kenan@pref.fukui.lg.jp

┏━┓【富山】出前講座（
「富山県 SDGs 宣言作成ワークショップ」・
「体験し
┃10┃ て学ぶ SDGs ワークショップ」
）
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
富山県は、
「富山県 SDGs 宣言作成ワークショップ」と「体験して学ぶ SDGs ワー
クショップ」の出前講座を開催します（開催無料）
。

2021 年 10 月から 2022 年 1 月までの間、ご希望の日時・場所に出向いて実施します。

詳

細：

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

《富山県 SDGs 宣言作成ワークショップ》
対

象：富山県内団体等

※複数の企業等の合同実施も可

内

容：SDGs の趣旨を理解いただき、「富山県 SDGs 宣言」を作成

時

間：1 回あたり 2 時間程度

参 加 者：1 団体あたり 20 名以上
申込団体数：3 団体（先着順）

《体験して学ぶ SDGs ワークショップ》
対

象：富山県内企業等

内

容：SDGs を体験的に理解できる参加型ワークショップ

時

間：1 回あたり 2 時間程度

参 加 者：1 企業あたり 20 名程度
申込団体数：3 企業等（先着順）

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┃第 7 回全国ユース環境活動発表大会 エントリー募集
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
全国ユース環境活動発表大会は、高校生が日頃から実践している環境活動、SDGs
活動を発表する大会です。全国の 8 地方で「地方大会」を Web 大会で開催します。

詳

細：http://www.env.go.jp/press/109988.html

応募資格：環境活動、SDGs 活動を実践する高校生等の団体
募集内容：地球温暖化対策、脱炭素、生物多様性の保全、自然共生、資源循環

など「環境」に関わる活動、「持続可能な開発目標（SDGs）
」の目
標達成に資する活動
地方大会：2021 年 11 月 29 日（月）～12 月 14 日（火）各地方大会共通
全国大会：2022 年 1 月 21 日（金）～1 月 31 日（月）
応募締切：2021 年 11 月 15 日（月）18：00 必着

問 合 せ：全国ユース環境ネットワーク事務局
（独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金内）
TEL：044-520-9505

メール：youth@erca.go.jp

┏━┓
┃２┃2022 年度日本郵便年賀寄付金 配分希望団体を公募
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本郵便株式会社は、2022 年度日本郵便年賀寄付金の配分を希望する団体を公
募しています。

詳

細：https://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/r030831_01.html

申請可能団体：
〔一般枠〕社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法人、一般財団法人、公益
社団法人、公益財団法人または特定非営利活動法人（NPO 法人）
〔特別枠〕一般枠配分団体に加え、営利を目的としない法人
（例：生協法人、学校法人など）
申請可能事業：
・お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定された 10 の事業※のいずれかに該当
し、かつ、申請法人の定款または寄付行為に基づいて行う事業
・日本国内で実施される事業を対象（海外で実施される事業は除く）
・海外活動を行う団体が国内で行う啓発事業などは対象

※10 の事業（一例）
地球環境の保全（本邦と本邦以外の地域にまたがって広範かつ大規模に生ずる
環境の変化に係る環境の保全をいう。
）を図るために行う事業

応募締切：2021 年 11 月 5 日（金）当日消印有効

問 合 せ：日本郵便株式会社
https://www.post.japanpost.jp/question/contact_us/csrmail.html
（年賀寄附金に関するお問合せフォーム）

┏━┓
┃３┃日本財団 2022 年度助成事業（通常募集）
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本財団は、複雑化した社会で直面する様々な課題を解決するため、
「みんな
がみんなを支える社会」の実現を目指して、助成事業に取り組んでいます。

詳

細：

https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/common

対象団体：日本国内にて次の法人格を取得している団体
一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人、
特定非営利活動法人（NPO 法人）、任意団体（法人格のない団体）など非営利活
動・公益事業を行う団体
対象事業〔2022 年度 支援の柱〕：
1. 海や船に関する事業
(1) 海と船の研究

(2) 海をささえる人づくり

(3)海の安全・環境をまもる

(4) 海と身近にふれあう
2. 社会福祉、教育、文化などの事業
(1) あなたのまちづくり（つながり、支えあう地域社会）
(2) みんなのいのち（一人ひとりを大事にする地域社会）
(3) 子ども・若者の未来（人を育み、未来にわたす地域社会）
(4) 豊かな文化（豊かな文化を培う地域社会）
(5) コロナ時代の社会を変える
応募締切：2021 年 10 月 29 日（金）17：00 まで

問 合 せ：公益財団法人日本財団（コールセンター）
TEL：03-6229-5111

FAX：03-6229-5110

メール：cc@ps.nippon-foundation.or.jp

┏━┓

┃４┃令和 4 年度子どもゆめ基金（一次募集）
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
独立行政法人国立青少年教育振興機構の子どもゆめ基金では、子どもの体験活
動・読書活動への助成を行っています。

詳

細：https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/

対象団体：当該団体が自ら主催し、子どもの健全な育成を目的に子どもの体験
活動や読書活動の振興に取り組む団体（公益社団法人、公益財団法
人又は一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人など）
対象活動：
〇子どもを対象とする体験活動（自然体験活動、科学体験活動、交流を目的と
する活動、社会奉仕体験活動、職場体験活動、総合・その他の体験活動）や読
書活動
〇子どもを対象とする体験活動や読書活動を支援する活動（フォーラム等普及
活動、指導者養成）
申請期限：
〔郵送申請〕2021 年 11 月 16 日（火）消印有効
〔電子申請〕2021 年 11 月 30 日（火）17：00

問 合 せ：独立行政法人国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金部助成課
フリーダイヤル：0120-579081（平日 9：00～17：45）
メール：yume@niye.go.jp

┏━┓
┃５┃公益信託経団連自然保護基金「2022 年度支援プロジェクト」募集
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公益信託経団連自然保護基金では、アジア太平洋地域を主とする開発途上地域
における自然環境の保全に関する非営利の民間組織が行うプロジェクトや、わ
が国のすぐれた自然環境保全のために行う保護活動、及び持続可能な活用に関
するプロジェクトに対する助成を行っています。

詳

細：https://www.keidanren.net/kncf/fund/project/

助成対象活動：
(1) 開発途上地域の自然保護活動

(2) 日本国内の野生動植物の保護繁殖活動
(3) 日本国内の自然保護活動
応募締切：2021 年 12 月 1 日（水）日本時間 17：00

問 合 せ：公益信託経団連自然保護基金
〔受託者〕
三井住友信託銀行株式会社 個人資産受託業務部 公益信託グループ
TEL：03-5232-8910

FAX：03-5232-8919

メール：charitabletrust@smtb.jp

┏━┓
┃６┃2022 年度エフピコ環境基金 募集
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
エフピコ環境基金では、環境問題をテーマとする活動に助成を行っています。
2022 年度の助成対象となる団体を募集しています。

詳

細：

https://www.fpco.jp/esg/environmenteffort/environmentalfund.html

助成対象分野：持続可能な社会構築に寄与する以下(1)～(3)の分野であること
(1) 環境保全活動…プラスチックごみ回収・リサイクルの推進など循環型社会
の構築や気候変動問題の解決に貢献する活動
(2) 環境教育・研究…体験型プログラム等を通じて自然環境を大切にする心を
育む活動や環境問題を解決するための研究
(3)「食」課題解決・
「食」支援に関わる活動…食育や食の安全・フードロスの
対策となる活動
※上記(1)～(3)の活動は日本国内のみ
助成対象団体：日本国内に拠点をもつ、以下の条件を満たす団体
(1) 特定非営利活動法人（NPO 法人）、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人
(2) 教育機関
(3) 地方公共団体
募集期間：2021 年 10 月 1 日（金）～12 月 20 日（月）

問 合 せ：エフピコ環境基金事務局
メール：fp-kankyokikin＠fpco-net.co.jp

┏━┓
┃７┃「白山の光と影」Instagram フォトコンテスト【石川】
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
環境保全を中心とした活動を共同で推進していく白山手取川ジオパーク×株式
会社吉田酒造店のコラボ事業「Connect HAKUSAN」の第一弾としてフォトコンテ
ストを開催します。白山の「光」のような部分と「影」のような部分を写真で
捉え、守り受け継いでいきたいこの自然の素晴らしさ、見つめなおすべき現代
社会の暮らし方について、今一度考えてみませんか？

詳

細：https://hakusan-geo.jp/event/2395/

テ ー マ：あなたが想う「白山の光と影」
応募期間：2021 年 8 月 2 日（月）～11 月 30 日（火）
応募方法：
(1) プロジェクトの Instagram 公式アカウント「Connect_HAKUSAN」をフォロー
(2) テーマに沿った写真を投稿！あなたが想う「白山の光と影」について、簡
単で構いませんのでコメントをご記載ください。
※写真は白山市内を写したものに限ります。
(3) ハッシュタグ「#白山の光と影」をつけたら完了

問 合 せ：白山手取川ジオパーク推進協議会
TEL：076-274-9564

┏━┓
┃８┃「FUKUI SDGs AWARDS 2021」エントリー募集【福井】
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「FUKUI SDGs AWARDS 2021」では、2030 年 SDGs 達成に向け、福井県の優れた取
組を行っている企業・団体等を表彰します。

詳

細：https://www.fukui-sdgs.com/

応募資格：SDGs 達成に向けて優れた取組を行っている福井県内の企業・団体・
個人（企業、NPO/NGO、学校、各種団体等）

応募締切：2021 年 12 月 8 日（水）

問 合 せ：福井 SDGs AWARDS 2021 実行委員会 事務局
仁愛大学地域共創センター
TEL：0778-43-6576

メール：F_SDGs@jindai.ac.jp

┏━┓
┃９┃「脱プラスチック生活」実践事例 募集【福井】
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
福井県は「脱プラスチック生活」の実践事例を募集し、県民に広く周知するこ
とで、プラスチックごみ削減を推進します。募集事例をまとめたパンフレット
を作成し、配布します。パンフレットに掲載する事例として採用された方には、
賞品を進呈します。

詳

細：

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/junkan/datsupuraseikatsu.html

応募条件：福井県内在住の県民であること
応募する本人の実践事例であること
募集締切：2021 年 10 月 31 日（日）

問 合 せ：福井県安全環境部循環社会推進課
TEL：0776-20-0382

FAX：0776-20-0679

メール：junkan@pref.fukui.lg.jp
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