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

地域循環共生圏セミナー in 中部 

地域循環共生圏づくりと地域課題の同時解決からローカル SDGsを考える 

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

EPO中部主催で「地域循環共生圏セミナー」をオンライン開催します。 

 

詳  細：https://www.epo-chubu.jp/epo-news/14174.html 

 

開催日時：2022年 1月 19日（水）13：30～16：30 

開催方法：オンライン（zoom 及び Google ジャムボードを使用予定） 

プログラム： 

第 1部 講演・情報提供 

○はじめに（ご挨拶）「地域循環共生圏について」 

 佐藤堅太氏（環境省中部地方環境事務所） 

○基調講演「SDGsを地域づくりに生かす─マトリックスからの脱却をめざして」 

 千頭聡氏（日本福祉大学特任教授） 

○情報提供「ローカル SDGs と同時解決（環境省の関連事業の事例紹介など）」 

 中部環境パートナーシップオフィス（EPO中部） 

第 2部 オンライン・ワークショップ 

ワーキングのテーマ 

「ローカル SDGsに取り組むうえでの“課題感”の共有ディスカッション」 

進行：中部環境パートナーシップオフィス（EPO中部） 

講評：千頭聡氏（日本福祉大学特任教授） 

 

主  催：環境省中部環境パートナーシップオフィス（EPO 中部） 

 

 

https://www.epo-chubu.jp/epo-news/14174.html


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

中部地方 ESD／SDGs推進ネットワーク地域フォーラム 

SDGs学生サミット 発表団体 募集 

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

中部地方 ESD／SDGs推進ネットワーク地域フォーラム「SDGs学生サミット」を開 

催するにあたり、「若者にとってのローカル SDGs」をテーマにオンラインで取組 

を発表していただける学生グループを募集しています。 

 

詳  細：https://www.epo-chubu.jp/epo-news/14144.html 

 

《開催概要》 

開催日時：2022年 2月 19日（土）10：00～16：30 

開催方法：オンライン開催 

プログラム（予定）： 

第 1部［話題提供］地域と若者、SDGsへのアプローチ（学生グループの発表） 

第 2部［取組紹介］SDGs未来都市の施策と取組について 

第 3部［ディスカッション］ローカル SDGs達成のためにすべきこと、できること！ 

 

《募集要項》 

〇SDGsの取組について、代表者（指導教官など）のもとで活動している 3～5名 

 程度の学生グループを募集します。 

〇当日は「若者にとってのローカル SDGs」をテーマにオンラインで取組を発表 

 していただきます。 

〇事前に打合せとローカル SDGs勉強会をオンラインで個別グループごとに実施 

 します。参加者はその内容を踏まえて当日すべてのプログラムに参加してい 

 ただきます。 

〇国際 GISセンター問題複合体を対象とするデジタルアース共同利用・共同研究 

 拠点の研究活動の一環として各種アンケート調査にご協力いただきます。 

申込方法：Webページに掲載の「参加申込書」に記入のうえ、メールで送付。 

申 込 先：info@epo-chubu.jp 

募集締切：2021年 12月 20日（月）※8 団体に達した時点で終了。残り枠わずか。 

 

主  催：中部地方 ESD活動支援センター（環境省 EPO 中部） 

協  力：中部大学中部高等学術研究所、国際 GISセンター問題複合体を対象 

     とするデジタルアース共同利用・共同研究拠点 

 

https://www.epo-chubu.jp/epo-news/14144.html
mailto:info@epo-chubu.jp


 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃  ♪ も く じ ♪    ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【イベント関連】 

1.   中部山岳国立公園乗鞍地域子どもパークレンジャー事業 

2.   SDGs エネルギー学習授業実践セミナー 

3.  【愛知】あいち地球温暖化対策フォーラム 

4.  【愛知】幼児向け環境学習「しぜんあそび研修（施設等スタッフ向け）」 

5.  【岐阜】「清流の国ぎふ」SDGs 推進フォーラム 

6.  【愛知】企業向け SDGs オンラインセミナー「SDGs 実践企業から学ぶ」 

7.  【愛知】SDGsシンポジウム「SDGs時代の新しいまちづくり～さかなクンと 

   いっしょに SDGs を考えよう！～」 

8.  【石川】2021年度石川県 SDGs・ESD児童生徒学習活動交流会 

   ビデオ報告及び参加者募集 

9.  【福井】福井ライフ・アカデミー ふるさと未来講座 

  『里山を創生する「デザイン的思考」と「生活観光」。』（講演会） 

10. 【愛知】「生物多様性と SDGsユース会議」取組発表者 募集 

11. 【三重】三重県資源循環セミナー（オンライン開催） 

12. 【三重】シマシ SDGsパートナーズ 募集 

 

【ツール・コンテンツ】 

1.   日本政策金融公庫「ソーシャルビジネスステーション」WEB 上に開設 

 

【助成金・表彰等】 

1.   エネルギー学習コンテンツ作成（教師によるコンテンツ作成）二次募集 

2.   SDGs 貢献プロジェクト助成事業 募集 

3.   自然保護助成基金 第 7 期協力型助成 募集 

4.   令和 4（2022）年度住まいとコミュニティづくり活動助成 募集 

5.   2021 年度公益信託オータケ記念愛知県自然環境保護基金 募集【愛知】 

6.   東海地域 NGO 活動助成金 募集【愛知・岐阜・三重・静岡】 

7.   令和 4 年度 なごや生物多様性保全活動協議会助成金 募集【愛知】 

8.   かべ新聞コンテスト 作品募集（二次募集） 

9.   第 7回わぉ！な生きものフォトコンテスト 作品募集 

10.  ブリヂストン こどもエコ絵画コンクール 作品募集 

 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

             ♪イベント関連♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃中部山岳国立公園乗鞍地域子どもパークレンジャー事業 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

中部山岳国立公園内の乗鞍高原において自然体験を行います。ネイチャースキ 

ーや焚火等を通して、自然の恩恵や日々の自分たちの暮らしと自然環境の繋が 

りを体感し、持続可能な社会の実現について考えます。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2021/post_210.html 

 

開催日時：2022年 1月 22日（土）9：00～15：30 

開催場所：松本市安曇 乗鞍高原 

     〔集合・解散〕乗鞍観光センター（長野県松本市） 

募集対象：小学 4年生～中学 3年生（保護者同伴参加も可能） 

     長野県松本圏域（松本市、安曇野市、塩尻市、山形村、朝日村、 

     生坂村、筑北村、麻績村）に居住している方 

募集人数：各回最大 14人（応募多数の場合は抽選の場合有） 

参 加 費：一人あたり\1,000（お弁当代、傷害保険費） 

申込締切：2022年 1月 20日（木）17：00 

 

問 合 せ：一般社団法人信州・乗鞍グリーンツーリズム（委託業者） 

     TEL：0263-93-2727  FAX：0263-93-3131 

     メール：senzan@go.tvm.ne.jp 

 

 

┏━┓ 

┃２┃SDGsエネルギー学習授業実践セミナー 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

持続可能な社会の実現のために小中学校の現場で行われているエネルギー学習 

事例紹介や今後の実践のヒントを全国 10ブロックで実施中です。 

オンライン開催のため、他地域からの参加も可能です。 

 

《北陸地域》オンライン併用開催 

テ ー マ：「持続可能社会の実現を目指すエネルギー環境教育─SDG's の視点 

http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2021/post_210.html
mailto:senzan@go.tvm.ne.jp


     を踏まえた教科横断的な授業実践を通して─」 

開催日時：2021年 12月 25日（土）13：30～16：30 

申込期限：2021年 12月 24日（金）23：59 まで 

会  場：高岡市生涯学習センター 研修室 503・創作工房 504(A) 

     （富山県高岡市） 

 

詳細及び他地域の開催予定：https://energy-kyoiku.go.jp/event/ 

 

問 合 せ：エネルギー教育推進事業事務局 

     TEL：03-6228-4646  メール：info@energy-kyoiku.go.jp 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【愛知】あいち地球温暖化対策フォーラム 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は「あいち地球温暖化対策フォーラム」を開催します。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/forum2021.html 

 

開催日時：2021年 12月 22日（水）13：30～16：30（受付開始 13：00） 

開催場所：愛知芸術文化センター 12階 アートスペース A（名古屋市東区） 

     ＊オンライン参加（Web配信）有 

内  容： 

〇主催者挨拶 愛知県知事（予定） 

〇自動車エコ事業所認定証及びあいち CO2 削減マニフェスト 2030 認定証授与 

〇基調講演「カーボンニュートラルを実現するイノベーション」 

 山地憲治氏（公益財団法人地球環境産業技術研究機構 理事長・研究所長） 

〇事例発表「シミズの再生可能エネルギーへの取組み」 

 関口猛氏（清水建設株式会社 常務執行役員 エンジニアリング事業本部長・ 

 LCV 事業本部副本部長） 

〇事例発表「国際水素サプライチェーン構築に向けた取組み」 

 原田英一氏（川崎重工業株式会社 常務執行役員 水素戦略本部長） 

〇トークセッション「カーボンニュートラルの実現に向けたパラダイムシフト」 

 インタビュアー：早川敦子氏（気象予報士／名古屋文化短期大学 講師） 

定  員：会場参加 120名、オンライン参加 500 名 ※ともに申込先着順 

申込締切：2021年 12月 16日（木） 

https://energy-kyoiku.go.jp/event/
mailto:info@energy-kyoiku.go.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/forum2021.html


 

問 合 せ：愛知県環境局地球温暖化対策課 

     TEL：052-954-6213  FAX：052-955-2029 

     メール：ondanka@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【愛知】幼児向け環境学習「しぜんあそび研修（施設等スタッフ向け）」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、幼児向けの環境学習を行う施設・団体のスタッフの方などを対象に、 

「しぜんあそび研修」を県内 2か所で開催します。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/r3sisetu.html 

 

開催日程：(1) 2021 年 12月 22 日（水）13：30～15：30 

     (2) 2022 年 2月 16 日（水）13：30～15：30 

開催場所：(1) とだがわこどもランド（名古屋市港区） 

     (2) 愛知県青年の家（愛知県岡崎市） 

内  容：幼児に自然体験を提供する意義や自然体験プログラム（各日共通） 

申込期限：(1) 2021 年 12月 17 日（金）当日消印有効 

     (2) 2022 年 2月 11 日（金・祝日）当日消印有効 

募集人数：各日 20 名（申込先着順） 

 

問 合 せ：特定非営利活動法人もりの学舎自然学校 

     TEL：0561-61-2315  FAX：0561-61-2328 

     メール：info@mori-manabi.org 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【岐阜】「清流の国ぎふ」SDGs推進フォーラム 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

岐阜県は、県内における SDGs 達成に向けた、さらなる機運醸成を目的として、 

「清流の国ぎふ」SDGs 推進フォーラムを開催します。 

 

詳  細：https://www.pref.gifu.lg.jp/site/pressrelease/190052.html 

 

mailto:ondanka@pref.aichi.lg.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/r3sisetu.html
mailto:info@mori-manabi.org
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/pressrelease/190052.html


開催日時：2022年 1月 12日（水）13：30～15：30 

開催場所：ぎふ清流文化プラザ 長良川ホール（岐阜県岐阜市） 

内  容：SDGs 未来都市（岐阜市、高山市、美濃加茂市）事例発表ほか 

一般公募：200名程度 

申込期限：2021年 12月 20日（月） 

 

問 合 せ：清流の国づくり政策課（SDGs推進室） 

     TEL：058-272-8251  FAX：058-278-2562 

 

 

┏━┓ 

┃６┃【愛知】企業向け SDGs オンラインセミナー「SDGs 実践企業から学ぶ」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「なごや環境大学」実行委員会では、企業向け SDGsオンラインセミナーを実施 

しています。セミナーでは、企業の SDGsの活用によって広がる可能性や企業が 

取り組める SDGsの取組について、具体的な事例を通じて紹介します。 

 

詳  細：https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza21a/A-13.html 

 

開催日程：2022年 1月 21日（金）14：00～15：00「新たな事業機会の創出」 

     2022年 2月 25日（金）14：00～15：00「経済からみた SDGs」 

受講対象：一般／SDGs に関心のある中小企業経営者、SDGs関連部署の方 

定  員：各 100名 

 

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：webinar@n-kd.jp 

 

 

┏━┓【愛知】SDGsシンポジウム「SDGs時代の新しいまちづくり～さかなクン 

┃７┃ といっしょに SDGs を考えよう！～」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

知立市は、SDGs を普及啓発するため、東京海洋大学名誉博士のさかなクンを講 

師とした SDGsシンポジウム「SDGs 時代の新しいまちづくり～さかなクンといっ 

しょに SDGs を考えよう！～」を開催します。 

 

詳  細： 

https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza21a/A-13.html
mailto:webinar@n-kd.jp


https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/kikaku/kikakuseisaku/gyomu/1621414696588.htm

l#a15 

 

開催日時：2022年 2月 13日（日）13：30 開演 15：30 終演予定 

開催場所：知立市文化会館（パティオ池鯉鮒）かきつばたホール（愛知県知立市） 

主な内容： 

基調講演「さかなクンといっしょに SDGsを考えよう！」（登壇者：さかなクン） 

パネルディスカッション「SDGs未来都市知立に求められるもの（予定）」 

（登壇者：知立市長、教育長、愛知教育大学西尾圭一郎准教授、知立市＆ちりゅっぴ 

 PR部長（元アイドル）北川綾巴氏、知立東高校生） 

定  員：434名（応募者多数の場合、抽選） 

申込期限：2021年 12月 24日（金）（郵送の場合、必着） 

 

問 合 せ：知立市企画政策課 

     TEL：0566-95-0114  FAX：0566-83-1141 

     メール：kikaku-seisaku@city.chiryu.lg.jp 

 

 

┏━┓【石川】2021年度石川県 SDGs・ESD 児童生徒学習活動交流会 

┃８┃ ビデオ報告及び参加者募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

北陸 ESD 推進コンソーシアム・石川県ユネスコ協会主催で「2021年度 石川県 SDGs 

・ESD 児童生徒学習活動交流会」を開催します。皆さんのビデオ報告ならびに参 

加をお待ちしています。 

 

詳  細：https://esd.w3.kanazawa-u.ac.jp/ 

 

開催日時：2022年 1月 22日（土）13：30～15：30 

開催方法：オンライン開催 

内  容：学習活動報告、ゲスト報告（県外からのビデオ報告）、意見交換、講評  

《ビデオ報告の募集》 

児童生徒による学習成果等の発表等（時間 10 分以内）を募集しています。 

※担当の先生の当日参加と補足説明が必要となります。 

申込締切：ビデオ報告の応募、参加申込みともに、2021 年 1月 13 日（木） 

 

問 合 せ：北陸 ESD推進コンソーシアム事務局 

https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/kikaku/kikakuseisaku/gyomu/1621414696588.html#a15
https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/kikaku/kikakuseisaku/gyomu/1621414696588.html#a15
mailto:kikaku-seisaku@city.chiryu.lg.jp
https://esd.w3.kanazawa-u.ac.jp/


     ［金沢大学 附属教育実践支援センター内］ 

     メール：hokuriku.esd@gmail.com 

 

 

┏━┓【福井】福井ライフ・アカデミー ふるさと未来講座 

┃９┃『里山を創生する「デザイン的思考」と「生活観光」。』（講演会） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井ライフ・アカデミーは、岩佐十良氏（株式会社自遊人代表取締役）を講師 

にお迎えし、里山創生をテーマとした講演会を開催します。 

 

詳  細： 

http://www2.pref.fukui.lg.jp/press/view.php?cod=53cb3c1633999285G8&whence=4 

 

開催日時：2022年 1月 20日（木）14：00～15：30 

開催場所：福井県生活学習館（ユー・アイふくい）映像ホール 

     （福井県福井市） 

テ ー マ：里山を創生する「デザイン的思考」と「生活観光」。 

対  象：福井県民どなたでも 

定  員：先着 60 名 

申込締切：2022年 1月 19日（水）※事前申込のない場合入場不可 

 

問 合 せ：福井ライフ・アカデミー本部（事務局 県生涯学習センター） 

     TEL：0776-41-4206  FAX：0776-41-4201 

 

 

┏━┓ 

┃10┃【愛知】「生物多様性と SDGsユース会議」取組発表者 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、「生物多様性と SDGsユース会議」を開催するにあたり、会議当日に 

会場で取組を発表するユースの皆さんを募集します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/youth-conference-r3.html 

 

《開催概要》 

開催日時：2022年 2月 26日（土）13：00～17：00 

mailto:hokuriku.esd@gmail.com
http://www2.pref.fukui.lg.jp/press/view.php?cod=53cb3c1633999285G8&whence=4
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/youth-conference-r3.html


開催場所：名城大学ナゴヤドーム前キャンパス南館 DS102 室（名古屋市東区） 

参 加 者：大学生等のユース世代（50名程度） 

《募集概要》 

対  象：愛知県内で生物多様性に関連する活動を行っているユースの団体 

     ※個人での応募も可 

募 集 数：10団体程度（申込先着順） 

発表内容：団体概要及び取組内容について 1団体 4分以内で発表。 

申込期限：2022年 1月 31日（月）17：00 ※募集数に達し次第募集終了 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策部自然環境課 

     TEL：052-954-6229  メール：shizen@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃11┃【三重】三重県資源循環セミナー（オンライン開催） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県は「三重県資源循環セミナー」をオンライン開催します。 

テーマは「脱炭素社会における循環関連産業の取組について」です。 

 

詳  細：https://www.pref.mie.lg.jp/HAIKIK/HP/m0058000131.htm 

 

公開期間：2021年 12月 17日（金）～2022年 2月 14日（月） 

対  象：産業廃棄物排出事業者、産業廃棄物処理業の許可（収集運搬業・処 

     分業）を取得している事業者、リサイクラー他、関心があればどな 

     たでも視聴いただけます。 

講演内容： 

〇「廃棄物・資源循環分野における温室効果ガス排出の現状と最新の取組」 

 鈴木俊介氏（環境省環境再生・資源循環局リサイクル推進室） 

〇事例紹介等 

(1)「Bottle to Bottle の拡大に向けて～水平リサイクルこそが真の資源循環 

  と信じて～」金丸敦氏（協栄 J＆T 環境株式会社専務取締役） 

(2)「DXで実現する低炭素静脈物流システム～資源循環・脱炭素社会の実現に 

  向けて～」小貫桃花氏（白井グループ株式会社営業企画部主任） 

(3)「中堅中小企業に求められるカーボンニュートラル経営とは」 

  鈴木修一郎氏（株式会社ウェイストボックス代表取締役） 

〇その他「三重県からのお知らせ」 

mailto:shizen@pref.aichi.lg.jp
https://www.pref.mie.lg.jp/HAIKIK/HP/m0058000131.htm


 三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物・リサイクル課  

申込期間：2021年 11月 29日（月）～2022年 2月 7日（月） 

 

問 合 せ：三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物・リサイクル課 

     TEL：059-224-3310  メール：haikik@pref.mie.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃12┃【三重】シマシ SDGs パートナーズ 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

志摩市は、SDGs の達成、持続可能なまちづくりを目指す「シマシ SDGs パートナ 

ーズ」で一緒に取り組む「パートナー」を募集しています（募集開始日：2021年 

10月 1日）。 

 

詳  細： 

https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/seisakusuishin/SDGs/shimashiSDGspartners/1631171

929101.html 

 

登録対象：以下のいずれかに該当する企業、団体、個人事業主等 

〇すでに SDGsの達成に向けて取り組んでいる。 

〇これから SDGsに取り組んでいこうと考えている。 

〇SDGsに関心がある。 

〇志摩市とともに SDGsを「ものさし」とした地域課題の解決や地域の活性化など、 

 持続可能なまちづくりに取り組みたい。 

「パートナー」のメリット： 

〇志摩市ホームページ等で、パートナーの取組紹介、PR ができます。 

〇志摩市 SDGs推進本部が発行する「シマシ SDGsパートナーズ登録証」及び「宣言書」 

 を掲示することができます。 

〇SDGsに取り組んでいることが「見える化」され、企業や団体等のイメージ向上に 

 つながります。 

〇SDGs宣言を行うことで、社員等への SDGs自分ごと化にもつながります。 

〇SDGsに関連した勉強会や交流会に参加することができます。 

〇今まで関係することのなかった企業、団体等との交流のきっかけが作られます。 

 

問 合 せ：志摩市役所政策推進部 SDGs 未来都市推進室 

     TEL：0599-44-0206  FAX：0599-44-5252 

mailto:haikik@pref.mie.lg.jp
https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/seisakusuishin/SDGs/shimashiSDGspartners/1631171929101.html
https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/seisakusuishin/SDGs/shimashiSDGspartners/1631171929101.html


 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

            ♪ツール・コンテンツ♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃日本政策金融公庫「ソーシャルビジネスステーション」WEB 上に開設 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日本政策金融公庫は、企業と NPOの連携・協働を促進するためのプラットフォー 

ム「ソーシャルビジネスステーション」を WEB上に開設しました。ソーシャルビ 

ジネスに関心のある方であれば、経営者・新規事業立ち上げの担当者など、ど 

なたにでもご利用いただけます。 

 

詳  細：https://www.jfc.go.jp/n/info/pdf/topics_211201a.pdf 

 

主なコンテンツ： 

〇連携・協働先を募集している NPO 等を探すことができる「NPOマップ」 

〇連携・協働のイメージを具体化できる「連携・協働事例」「連携・協働のステップ」 

〇ソーシャルビジネスの知識が深まる「有識者へのインタビュー」「お役立ちコラム」 

 

《ソーシャルビジネスステーション》 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/social/sbs/ 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪助成金・表彰等♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃エネルギー学習コンテンツ作成（教師によるコンテンツ作成）二次募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

SDGsエネルギー学習の拡がりに貢献する、実際の授業に取り入れやすいツールや 

授業手法の開発、作成に関して、全国の小中学校に対して必要経費を補助します。 

 

詳  細：https://energy-kyoiku.go.jp/teacher/ 

 

支援対象： 

https://www.jfc.go.jp/n/info/pdf/topics_211201a.pdf
https://www.jfc.go.jp/n/finance/social/sbs/
https://energy-kyoiku.go.jp/teacher/


(1) SDGs エネルギー学習を推進するデジタルコンテンツなどの繰り返し活用可 

  能なコンテンツ制作の提案 

(2) 既存の動画やコンテンツを活用した教材の作成や授業手法の提案 

一件あたりの上限額：内容により増減（1件 50万円程度※税抜） 

公募締切：2021年 12月 27日（月） 

 

問 合 せ：エネルギー教育推進事業事務局 

     TEL：03-6228-4646  メール：info@energy-kyoiku.go.jp 

 

 

┏━┓ 

┃２┃SDGs貢献プロジェクト助成事業 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

SDGs貢献プロジェクトでは、「格差是正」、「災害分野」、「環境保全」に取 

り組む団体の事業を支援します。 

 

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

 

対象団体：原則、法人（営利／非営利等の法人格は問わない）であること 

     主たる事業所所在地と事業展開地が日本国内であること  他 

助成対象：「格差是正」、「災害分野」、「環境保全」のいずれかの分野で、 

日本国内で実施する包摂的かつ持続可能な地域社会の発展に貢献する事業を対象。 

・格差是正…人と人もしくは地域間で生じる水準の差異の是正につながる事業 

・災害分野…災害発生地域における支援及び将来の災害に備えた減災・防災に 

      つながる事業 

・環境保全…様々な天然資源の維持につながる事業 

募集期間：年 2 回（6月 1日～30日、12月 1 日～31日） 

 

問 合 せ：SDGs 貢献プロジェクト外部事務局 

     （公益社団法人日本フィランソロピー協会内） 

     TEL：03-5205-7580  FAX：03-5205-7585 

 

 

┏━┓ 

┃３┃自然保護助成基金 第 7期協力型助成 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

mailto:info@energy-kyoiku.go.jp
https://www.philanthropy.or.jp/jt/


自然保護助成基金の協力型助成は、助成金の提供にとどまらず、密なコミュニ 

ケーションを通して採択団体と共にプロジェクトの目標達成を目指していく助 

成プログラムです。 

 

詳  細：https://www.pronaturajapan.com/index.html 

 

助成カテゴリー 

○国際 NGO助成…海外の地域において活動実績のある NGO団体が、地域のステー 

 クホルダーと協働して行う自然保護活動に対する助成 

○学協会助成…学協会の自然保護委員会やワーキンググループが行う自然保護 

 活動に対する助成 

○国際的プログラムに関する助成…国際的な自然保護プログラム（世界自然遺 

 産、ユネスコエコパーク、世界／日本ジオパークなど）に登録されている 

 （あるいは登録を目指している）国内の地域における、自然環境保全活動に 

 対する助成 

募集期間：2021年 10月 1日（金）～2022年 1月 5日（水） 

 

問 合 せ：公益財団法人自然保護助成基金 

     TEL：03-5454-1789  FAX：03-5454-2838 

 

 

┏━┓ 

┃４┃令和 4（2022）年度住まいとコミュニティづくり活動助成 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団は、今日の住まいとコミュニ 

ティに関する多様な社会的課題に対応するため、令和 4（2022）年度の助成では、 

「コミュニティ活動助成」と「住まい活動助成」の二本立てとし、それぞれに 

対して助成を行います。 

 

詳  細：http://www.hc-zaidan.or.jp/program.html 

 

対象団体：営利を目的としない民間団体 

対象活動：今日の人口減少社会、少子高齢化社会等を背景にした住まいとコミュ 

ニティに関する課題に取り組む市民の自発的な地域づくり・住まいづくり活動で、 

地域住民が主体的に関わっている次に掲げるもの。 

・社会のニーズに対応した地域活動 

https://www.pronaturajapan.com/index.html
http://www.hc-zaidan.or.jp/program.html


・地域環境の保全と向上 

・地域コミュニティの創造・活性化 

・安心・安全に暮らせる地域の実現 

・その他、豊かな住環境の実現に繋がる活動 

応募締切：2022年 1月 12日（水）必着 

 

問 合 せ：一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団 

     TEL：03-6453-9213  FAX：03-6453-9214 

 

 

┏━┓ 

┃５┃2021年度公益信託オータケ記念愛知県自然環境保護基金 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益信託オータケ記念愛知県自然環境保護基金では、愛知県下の自然環境の保 

護・啓蒙に貢献している活動に対する助成を実施しています。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/otake-boshu-r03.html 

 

助成対象： 

(1)愛知県下における自然環境の整備、保全及び保護に関する実践的活動を行うもの。 

(2)愛知県下における自然環境の整備、保全及び保護に関する調査、研究を行うもの。 

(3)愛知県下における自然環境の整備、保全及び保護に関する普及、啓発を行うもの。 

申込期間：2021年 11月 15日（月）～2022年 1月 14日（金）到着分まで 

 

問 合 せ：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 

     オータケ記念愛知県自然環境保護基金申請口 

     TEL：03-5232-8910  FAX：03-5232-8919 

 

 

┏━┓ 

┃６┃東海地域 NGO活動助成金 募集【愛知・岐阜・三重・静岡】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

名古屋 NGOセンターと真如苑の共催で、東海地域 NGO活動助成金の対象となる事 

業を募集します。 

 

詳  細：https://nangoc.org/2021/12/03/tokaingo2021/ 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/otake-boshu-r03.html
https://nangoc.org/2021/12/03/tokaingo2021/


 

対象団体：愛知、岐阜、三重、静岡県内に活動拠点がある NGO 団体で、申請時に 

     おいて設立後 3年以上経過し、継続的な活動実績がある団体。 

助成対象：名古屋 NGO センターのミッションと行動規範を定めた「ステファニ憲 

     章」の精神に合致していれば、特に分野は定めません。 

応募受付：2021年 12月 21日（火）～2022年 1月 19日（水）12：00 必着 

 

問 合 せ：特定非営利活動法人名古屋 NGO センター 

     TEL&FAX：052-228-8109  メール：info@nangoc.org 

 

 

┏━┓ 

┃７┃令和 4年度 なごや生物多様性保全活動協議会助成金 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

なごや生物多様性保全活動協議会は、「令和 4 年度 なごや生物多様性保全活動 

協議会助成金」の対象となる活動を募集します。 

 

詳  細：http://www.bdnagoya.jp/index.html 

 

対象団体：・営利を目的としない市民活動団体（法人格の有無や種類を問わず） 

     ・学校の部活動団体（指導者を有すること）、学校をサポートして 

      いる団体（PTA 等） 

助成対象活動：名古屋市及び周辺で実施される下記の活動が助成対象となります。 

(1) 自然環境保全活動の後継者育成活動（調査・研究・体験・学習活動など） 

(2) 部活動など学校における自然環境保全に関する調査・研究・体験・学習活動 

応募受付：2022年 1月 4日（火）～2月 4日（金）必着 

 

問 合 せ：なごや生物多様性保全活動協議会 

     （事務局：なごや生物多様性センター内） 

     TEL：052-831-8104  FAX：052-839-1695 

     メール：bdnagoya@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃８┃かべ新聞コンテスト 作品募集（二次募集） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

mailto:info@nangoc.org
http://www.bdnagoya.jp/index.html
mailto:bdnagoya@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp


小学校 4～6 年生を対象にエネルギーを題材とした「かべ新聞コンテスト」の作 

品を募集しています。最優秀作品に選ばれた作品は朝日小学生新聞に掲載され 

ます。また、参加賞（図書カード 500円分）の贈呈があります。 

 

詳  細：https://energy-kyoiku.go.jp/kabe/ 

 

対  象：全国の小学校 4～6年生 

内  容：わたしたちのくらしとエネルギー 

     エネルギーについて調べたり取材したりしたことを、かべ新聞の形 

     式でまとめたものとする。 

応募締切：2021年 12月 27日（月）当日消印有効 

 

問 合 せ：エネルギー教育推進事業事務局 

     TEL：03-6228-4646  メール：kabe@energy-kyoiku.go.jp 

 

 

┏━┓ 

┃９┃第 7回わぉ！な生きものフォトコンテスト 作品募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人日本自然保護協会は、ソニーグループ株式会社と協働する「わぉ！ 

わぉ！生物多様性プロジェクト」で第 7回わぉ！な生きものフォトコンテストを 

開催します。 

 

詳  細：https://www.nacsj.or.jp/media/2021/11/27993/ 

 

応募テーマ：自然のなかで、わぉ！、おもしろい、感動した、人に伝えたい、と 

      思った生きもの（植物・動物）の写真とエピソード 

受付期間：2021年 11月 1日（月）～2022年 1月 10日（月） 

 

《専用ウェブサイト》 

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/spotlight/waowao/photocontest.html 

 

問 合 せ：公益財団法人日本自然保護協会 自然のちから推進室 

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

 

 

https://energy-kyoiku.go.jp/kabe/
mailto:kabe@energy-kyoiku.go.jp
https://www.nacsj.or.jp/media/2021/11/27993/
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┏━┓ 

┃10┃ブリヂストン こどもエコ絵画コンクール 作品募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ブリヂストンは「第 19回ブリヂストンこどもエコ絵画コンクール」の作品を募 

集します。今回のテーマは「なかよくくらす ちきゅう の なかま」です。 

 

詳  細：https://www.bridgestone.co.jp/sc/soc_japan/ecokaiga/ 

 

応募資格：小学生以下の日本在住の方 

テ ー マ：なかよくくらす ちきゅう の なかま 

応募期間：2021年 12月 1日（水）～2022年 1月 21日（金） 

 

問 合 せ：ブリヂストンこどもエコ絵画コンクール事務局 

     TEL：0120-841-496  FAX：050-3730-8670 

 

 

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