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┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃  ♪ も く じ ♪    ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【イベント関連】 

1.   環境省アクティブ･レンジャー写真展（長野・富山・岐阜開催分） 

2.  【岐阜】アースレンジャー自然体験塾 

3.  【福井】アースデイえちぜん 2022 

4.  【石川】生物多様性の日記念イベント 

    「みんなで発見！里海の生き物と豊かさ in NOTO」 

5.  【愛知】第 31 回環境フォーラム 

    「グリーンリカバリー コロナ危機から考えるみらいのカタチ」 

6.  【愛知】JICA中部 2022 年度 開発教育指導者研修（実践編） 

7.  【愛知】JICA中部 2022 年度 教師国内研修 

8.  【富山】富山県環境科学センター 一般公開 

9.  【愛知】第 52 回愛知県野生生物保護実績発表大会 

     ～輝く未来のいきものサポーター～における発表団体の募集 

10. 【愛知】「なごや環境大学」企業向け SDGsオンラインセミナー 

    「消費者とともに歩く企業」 

11. 【富山】とやま森の祭典 2022 

12. 【愛知】おさんぽ deいきものみっけ 

13. 【愛知】環境学習講師「あいち ecoティーチャー養成研修」参加者募集 

 

【ツール・コンテンツ】 

1.  【富山】パンフレット「身の回りの気候変動を考えよう！」を作成 

2.  【石川】パンフレット「白山ユネスコエコパークってな～に？」が完成 

3.  【岐阜】「岐阜県の SDGs～自然と人が創り出す世界に誇る『清流の国ぎ 

   ふ』を目指して～」を作成 



4.  【三重】SDGsの啓発マンガを作成しています（志摩市） 

 

【助成金・表彰等】 

1.   ラッシュジャパン チャリティバンク 助成団体 募集 

2.   2022 年度「B&G海洋クラブ」、「B&Gサポーター」登録団体 募集 

3.   令和 4 年度環境ふくい未来創造事業 助成団体・企業 募集【福井】 

4.   まちづくり活動助成「スタートアップ部門」団体 募集【愛知】 

5.   県民ワクワクチャレンジプランコンテスト 2022（NPO 部門）募集【福井】 

6.   令和 4 年度環境保全活動支援助成金 募集【石川】 

7.   ラムサール条約登録 20 周年記念「藤前干潟写真コンテスト」作品募集 

8.   令和 4 年度いしかわ里山ポイント制度 対象事業 募集【石川】 

 

【その他】 

1.   第 7次とやまのライチョウサポート隊 募集【富山】 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

             ♪イベント関連♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃環境省アクティブ･レンジャー写真展（長野・富山・岐阜開催分） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省信越自然環境事務所は、アクティブ・レンジャー写真展を開催します。 

今年度は「環境省アクティブ・レンジャー写真展 ～活かして護る国立公園～」 

と題し、上信越高原国立公園、妙高戸隠連山国立公園、中部山岳国立公園の 3 

公園で活動するアクティブ・レンジャーが撮影した数多くの写真を展示します。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2022/post_238.html 

 

《長野開催》 

開催期間：2022年 4月 29日（金・祝）～6月 13 日（月） 

会  場：上高地インフォメーションセンター（長野県松本市） 

開館時間：8：00～16：00 

問 合 せ：上高地管理官事務所  TEL：0263-95-2032 

《富山開催》 

開催期間：2022年 6月 24日（金）～7月 20日（水） 

会  場：富山県中央植物園（富山県富山市） 

http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2022/post_238.html


開館時間：9：00～17：00（木曜休園） 

入 園 料：大人 500円、高校生以下無料 

問 合 せ：立山管理官事務所  TEL：076-462-2301 

《岐阜開催》 

開催期間：2022年 7月 23日（土）～8月 18日（木） 

会  場：新穂高ロープウェイ 画廊飛騨乃風（岐阜県高山市） 

開館時間：［7/23～7/31］8：30～16：00  ［8/1～8/18］7：00～16：30 

問 合 せ：中部山岳国立公園管理事務所  TEL：0263-94-2024 

 

主  催：環境省信越自然環境事務所 

 

 

┏━┓ 

┃２┃【岐阜】アースレンジャー自然体験塾 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

里山での米づくりや金華山の自然観察、川の生きものしらべなど、年間を通じ 

て岐阜市の身近な自然を楽しく体験する「アースレンジャー自然体験塾」の参 

加者を募集しています。 

 

詳  細： 

https://www.city.gifu.lg.jp/kankoubunka/event/1005273/1012863/1005288.html 

 

開催時期：2022年 6月～2023 年 1月（全 6 回） 

開催場所：金華山、伊自良川など（現地集合、現地解散） 

対  象：小・中学生と保護者（保護者同伴） 

定  員：10組程度 

申込締切：2022年 5月 13日（金）申込者多数の場合は抽選 

 

問 合 せ：岐阜市環境保全課 

     TEL：058-214-2151 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【福井】アースデイえちぜん 2022 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

エコラブえちぜん主催で「アースデイえちぜん 2022 いま私ができること～身近 

https://www.city.gifu.lg.jp/kankoubunka/event/1005273/1012863/1005288.html


に繋がる SDGs～」を開催します。 

 

詳  細： 

https://www.facebook.com/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%87%E3%82%A4%E3%81%88%E3%81

%A1%E3%81%9C%E3%82%93-190313044405927/ 

 

開催日時：2022年 5月 15日（日）10：00～16：00 

開催場所：まさかりどんの館（武生中央公園旧見流館）（福井県越前市） 

内  容：アースマルシェ、おもしろ環境実験隊、SDGs 絵本のよみきかせ、 

     もったいないオークション、フードドライブ、工作・展示など 

 

問 合 せ：越前市産業環境部環境政策課 

     TEL：0778-22-5342 

 

 

┏━┓【石川】生物多様性の日記念イベント 

┃４┃「みんなで発見！里海の生き物と豊かさ in NOTO」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

国連大学サステイナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ 

ユニットは、生物多様性の日記念イベント「みんなで発見！里海の生き物と豊 

かさ in NOTO」を開催します。 

 

詳  細：https://ouik.unu.edu/events/5645 

 

開催日時：2022年 5月 22日（日）10：00～16：00 

開催場所：のと海洋ふれあいセンター（能登エリアの無料送迎バスの手配有） 

定  員：能登地域の高校生 30 名（会場参加） 

     ＊講義の時間のみオンラインによる視聴ができます。 

内  容：講演「能登の里海の豊かさを支える里山の生き物たち」 

     講演「能登の豊かな海藻食文化」 

     講演「「九十九湾の磯で見つかる動物とその生態」 

     フィールド観察会、分類・同定・アプリ体験、ワークショップなど 

 

問 合 せ：国連大学サステイナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレ 

     ーティング・ユニット 

     TEL：076-224-2266  メール：unu-iasouik@unu.edu 

https://www.facebook.com/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%87%E3%82%A4%E3%81%88%E3%81%A1%E3%81%9C%E3%82%93-190313044405927/
https://www.facebook.com/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%87%E3%82%A4%E3%81%88%E3%81%A1%E3%81%9C%E3%82%93-190313044405927/
https://ouik.unu.edu/events/5645
mailto:unu-iasouik@unu.edu


 

 

┏━┓【愛知】第 31回環境フォーラム 

┃５┃「グリーンリカバリー コロナ危機から考えるみらいのカタチ」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

グリーンリカバリーとは、新型コロナウイルス感染症の影響による経済停滞か 

らの回復を気候変動対策とともに進める手法のことで、今日世界的に注目を浴 

びています。環境フォーラムでは気候変動に関する予測を改めて学び、コロナ 

危機で打撃を受けた経済の回復を世界中が図る今、どうしてグリーンリカバリ 

ーが唱えられているのかをお伝えします。 

 

詳  細：https://www.facebook.com/stem.ecoforum/ 

 

開催日時：2022年 6月 7日（火）13：30～17：00（受付開始 13：00） 

参加方法：(1) 会場参加 ウインクあいち 2F 大ホール（名古屋市中村区） 

     (2) Web（オンライン）参加 ZOOMウェビナー 

内  容： 

○第 1部「グリーンリカバリーとは」 

 平田仁子氏（一般社団法人 Climate Integrate 代表理事、千葉商科大学サイ 

 エンスアカデミー特別客員准教授） 

○第 2部「グリーンリカバリーの展望」 

 松下和夫氏（京都大学名誉教授、公益財団法人地球環境戦略研究機関  

 (IGES) シニアフェロー） 

申込締切：2022年 5月 27日（金） 

 

問 合 せ：株式会社エステム 環境フォーラム実行委員会事務局 

     TEL：052-611-0611  FAX：052-612-9384 

     メール：stem-forum@stem.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃６┃【愛知】JICA中部 2022年度 開発教育指導者研修（実践編） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

JICA中部は、開発教育指導者研修（実践編）の受講者を募集します。 

学習者主体の開発教育・国際理解教育の理念や手法を学びたい方、環境・共生・ 

平和・人権などのテーマや ESD・SDGsへの関心と学び方を深めたい方、ファシ 

https://www.facebook.com/stem.ecoforum/
mailto:stem-forum@stem.co.jp


リテーションやアクティブ・ラーニングの技術を身に付けたい方におすすめの 

研修です。 

 

詳  細：https://www.jica.go.jp/chubu/event/2022/20220618_01.html 

 

主な対象：教育関係者、NGO 関係者、協力隊関心者 

研修日程：2022年 6月 18日（土）～2023年 2月 26日（日）に 4回 8日 

会  場：JICA 中部 なごや地球ひろば 2 階 セミナールーム（名古屋市） 

定  員：30名程度 ※過去の本研修を受講された方の再受講も可 

応募期間：2022年 4月 15日（金）～5月 23日（月）24：00必着 

 

問 合 せ：NPO法人 NIED・国際理解教育センター JICA 研修係 

     TEL：070-5333-5566  FAX：052-766-6440 

     メール：jica-ksj@love-hug.net 

 

 

┏━┓ 

┃７┃【愛知】JICA中部 2022年度 教師国内研修 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

JICA中部は、教師国内研修の受講者を募集します。 

地元で活躍する国際 NGO やグローバル人材から学び、教育に生かしたい方、収 

集した SDGs の素材を生かし、教育実践プログラムの作り方を学びたい方、 

SDGsや国際理解教育について学び合う仲間やネットワークが欲しい方におすす 

めの研修です。 

 

詳  細：https://www.jica.go.jp/chubu/event/2022/20220702_01.html 

 

主な対象：教育関係者 

研修日程：2022年 7月 2日（土）～2023年 2月 26日（日） 

会  場：JICA 中部 なごや地球ひろば 2 階 セミナールーム（名古屋市）、他 

定  員：10名程度 

応募期間：2022年 4月 15日（金）～5月 23日（月）24：00必着 

 

問 合 せ：NPO法人 NIED・国際理解教育センター JICA 研修係 

     TEL：070-5333-5566  FAX：052-766-6440 

     メール：nied@love-hug.net 

https://www.jica.go.jp/chubu/event/2022/20220618_01.html
mailto:jica-ksj@love-hug.net
https://www.jica.go.jp/chubu/event/2022/20220702_01.html
mailto:nied@love-hug.net


 

 

┏━┓ 

┃８┃【富山】富山県環境科学センター 一般公開 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県環境科学センターは、県民の皆様に環境保全への関心と理解を深めてい 

ただくため、施設を公開します。 

 

詳  細：https://www.pref.toyama.jp/1730/2022ippankoukai.html 

 

開催日時：2022年 6月 4日（土）9：30～11：30、13：00～15：00 

開催場所：富山県環境科学センター（富山県射水市） 

内  容：アニメ「ガラスの地球を救え！」の上映 

     豪雨の激甚化・熱波の襲来等の VR 体験コーナー 

     環境楽習室「エコ・ラボとやま」の見学 

     オリジナル温度計の作成コーナー 

     大気や水などの環境に関する調査・研究の紹介 

定  員：午前・午後それぞれ 50名 

申込締切：2022年 6月 2日（木） 

 

問 合 せ：富山県環境科学センター  

     TEL：0766-56-2835  FAX：0766-56-1416 

 

 

┏━┓【愛知】第 52回愛知県野生生物保護実績発表大会 

┃９┃ ～輝く未来のいきものサポーター～における発表団体の募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、第 52回愛知県野生生物保護実績発表大会で野生生物保護活動の取組 

発表を希望する学校や団体を募集します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/press-release/52happyoutaikai.html 

 

《大会概要》 

開催日時：2022年 8月 4日（木）10：30～16：00（予定） 

開催場所：刈谷市産業振興センター（愛知県刈谷市） 

https://www.pref.toyama.jp/1730/2022ippankoukai.html
https://www.pref.aichi.jp/press-release/52happyoutaikai.html


《募集概要》 

対  象：愛知県内の小学校、中学校及び高等学校並びに団体（こどもエコクラ 

     ブ、サークル活動等）で、児童・生徒が中心となって過去複数年にお 

     いて野生生物保護に関する活動を行い、成果を収めたもの。 

〔野生生物保護活動の例〕 

・探鳥会や自然観察会、生き物マップ作成や活動発表等の普及啓発活動 

・野鳥や昆虫等のすみかとなる環境等（ビオトープ）の造成と維持管理 

・地域住民や NPO、企業等と連携して行う生物多様性保全・普及啓発活動 等 

募集期間：2022年 4月 19日（火）～6月 3日（金） 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策部自然環境課 

     TEL：052-954-6475  FAX：052-963-3526 

     メール：shizen@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓【愛知】「なごや環境大学」企業向け SDGsオンラインセミナー 

┃10┃「消費者とともに歩く企業」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「なごや環境大学」は SDGs をテーマにした企業向けオンラインセミナーを開催 

します。企業の取組や商品を通して持続可能な世界へのヒントを考えます。 

多岐にわたる分野から講師をお招きして、様々な切り口でお話しいただきます。 

 

詳  細：https://www.n-kd.jp/event/detail?t=2022f&c=A-03 

 

開催日程：＊時間は各日 14：00～15：00 

○2022年 5月 27日（金）Brother Earth・環境への取組み 

 講師：岩田 俊夫（ブラザー工業株式会社 CSR&コミュニケーション部シニア・ 

    チーム・マネージャー） 

○2022年 6月 24日（金）フードロス対策・シェアリングが老舗を救う 

 講師：青木 裕典（有限会社山本屋専務取締役） 

○2022年 7月 29日（金）SDGsで住みたい家×環境をつなぐ 

 講師：堀尾 速人（仲建設株式会社代表取締役） 

○2022年 8月 26日（金）Tourism for Tomorrow 

 講師：沼田 篤寛（株式会社日本旅行 中部営業本部 営業部 課長） 

○2022年 9月 30日（金）青い星を残すために、今あなたができること 

 講師：鈴木 訓幸（日本財団海と日本プロジェクト in 愛知県実行委員会） 

mailto:shizen@pref.aichi.lg.jp
https://www.n-kd.jp/event/detail?t=2022f&c=A-03


    森 貴宏（株式会社 WCS取締役・プロデューサー） 

開催方法：オンライン（zoom） 

定  員：各 100名 

申込期限：開催日の 3 日前 

 

問 合 せ：「なごや環境大学」実行委員会事務局 

     TEL&FAX：052-223-1223 

 

 

┏━┓ 

┃11┃【富山】とやま森の祭典 2022 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県・公益社団法人とやま緑化推進機構の主催で、「とやま森の祭典 2022」 

を開催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.toyama.jp/1603/pressrelease/morinosaiten2022.html 

 

開催日時：2022年 5月 29日（日）10：00～14：00 

開催場所：県民公園太閤山ランド・ふるさとパレス周辺（富山県射水市） 

テ ー マ：「森のため きっと未来の 自分のため」 

内  容：とやまの森林・林業・木材、緑化に関する展示（スマート林業等） 

     体験イベントの実施（森の寺子屋、ツリークライミング等） 

     「1day林業体験」の実施 

     地球温暖化危機の紹介（パネル、VR） 

     苗木・花苗無償配布（アジサイ、ヘチマ、ゴーヤ等） など 

 

問 合 せ：富山県農林水産部森林政策課 

     TEL：076-444-3386 

 

 

┏━┓ 

┃12┃【愛知】おさんぽ de いきものみっけ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県と特定非営利活動法人もりの学舎自然学校は、東邦ガス株式会社の協賛 

を得て、「おさんぽ de いきものみっけ」を開催します。公園内の森にすむ生き 

https://www.pref.toyama.jp/1603/pressrelease/morinosaiten2022.html


もののオリジナルイラストが描かれた「ハンディびょうぶ」を持って、ゆっく 

りお散歩しながら、生きものを探してみませんか。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/press-release/r4osanpo.html 

 

開催日時：2022年 6月 5日（日）※小雨決行、荒天延期（予備日：6月 19日） 

受付時間：10：00～14：00 

     ※ハンディびょうぶ（250冊）が無くなり次第、受付終了 

開催場所：愛・地球博記念公園（モリコロパーク）（愛知県長久手市） 

     ［受付・スタート］多目的広場前テント ［ゴール］もりの学舎 

 

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  メール：kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃13┃【愛知】環境学習講師「あいち eco ティーチャー養成研修」参加者募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、県内の環境学習講座などでボランティア講師として活躍いただけ 

る、環境学習講師「あいち ecoティーチャー」になるための養成研修の参加者 

を募集しています。これまでに養成した「あいち ecoティーチャー」の方々に 

は、県内の小学校や環境学習施設等で、子どもたちに、ごみや水、SDGsなど環 

境について体験的に楽しく学べる講座を実施していただいています。 

 

詳  細：https://kankyojoho.pref.aichi.jp/plaza/ 

 

日  程：2022年 7月 16日～2023年 2月 4日までの間の計 7 日間 

開催場所：あいち環境学習プラザ（名古屋市北区）他 

対  象：◎愛知県内在住・在勤の概ね 45歳以上の方 

     ◎環境教育に関心のある方 

     ◎原則、すべての研修に参加できる方 

     ◎2023年度以降の平日も環境学習講師として活動可能な方 

定  員：15名程度 

費  用：無料（ただし、研修参加に係る交通費等は自己負担） 

申込期限：2022年 6月 13日（月）（必着） 

申込方法：申込用紙（上記 URLからダウンロードできます）に必要事項をご記 

https://www.pref.aichi.jp/press-release/r4osanpo.html
mailto:kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp
https://kankyojoho.pref.aichi.jp/plaza/


     入の上、郵送または Eメールにてお申込みください。（Eメールの 

     場合は必要事項をメール本文にご記入ください。） 

決  定：厳正な審査の上、受講者を決定し、6月 30日（木）までに事務局 

     より連絡します。 

主  催：愛知県 

 

問 合 せ：株式会社フルハシ環境総合研究所 

     TEL：052-324-5351 メール：eco@fuluhashi.jp 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

           ♪ツール・コンテンツ♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃【富山】パンフレット「身の回りの気候変動を考えよう！」を作成 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県気候変動適応センターは、パンフレット「身の回りの気候変動を考えよ 

う！」を作成しました。農林水産業や皆さんの身の回りで生じている気候変動 

影響や、それに対する適応の取組等についてわかりやすく紹介しています。 

 

詳  細：https://www.pref.toyama.jp/1730/20220331_pamphlet_cca.html 

 

問 合 せ：富山県生活環境文化部環境科学センター  

     TEL：0766-56-2835  FAX：0766-56-1416 

 

 

┏━┓ 

┃２┃【石川】パンフレット「白山ユネスコエコパークってな～に？」が完成 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

白山を中心に 4 県 7市村をエリアとする白山ユネスコエコパークの小学生向け 

パンフレットが完成しました。子どもから大人まで楽しめる内容になっています。 

 

詳  細：https://hakusan-br.jp/ 

 

問 合 せ：白山ユネスコエコパーク協議会 

     TEL：076-274-9564  FAX：076-274-9546 

mailto:eco@fuluhashi.jp
https://www.pref.toyama.jp/1730/20220331_pamphlet_cca.html
https://hakusan-br.jp/


 

 

┏━┓【岐阜】「岐阜県の SDGs～自然と人が創り出す世界に誇る『清流の国 

┃３┃ ぎふ』を目指して～」を作成 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

岐阜県は、「岐阜県の SDGs～自然と人が創り出す世界に誇る『清流の国ぎふ』 

を目指して～」を作成しました。 

 

詳  細：https://www.pref.gifu.lg.jp/page/26370.html 

 

 

問 合 せ：岐阜県清流の国推進部清流の国づくり政策課 

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

 

 

┏━┓ 

┃４┃【三重】SDGsの啓発マンガを作成しています（志摩市） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

志摩市水産課では、SDGsの達成につながる取組を周知するために啓発マンガを 

作成しています。 

  

《SDGs未来都市シリーズマンガ～イセエビについて～》 

https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/sangyoshinkobu/suisanka/1615366180605.html 

《SDGs未来都市シリーズマンガ～海女について～》 

https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/sangyoshinkobu/suisanka/1648023382965.html 

  

問 合 せ：志摩市役所産業振興部水産課 

     TEL：0599-44-0289  FAX：0599-44-5262 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪助成金・表彰等♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓  

┃１┃ラッシュジャパン チャリティバンク 助成団体 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/26370.html
https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/sangyoshinkobu/suisanka/1615366180605.html
https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/sangyoshinkobu/suisanka/1648023382965.html


ラッシュジャパンのチャリティバンクでは、「人権・環境・動物」に関連する 

活動を行っている NPO 等の小規模な草の根団体の活動をサポートする助成金プ 

ログラムを実施しています。 

 

詳  細：https://weare.lush.com/jp/lush-life/our-giving/charity-pot/ 

 

助成対象： 

(1) 活動内容が下記分野にあてはまる団体 

  〇自然環境の保護活動 

 〇動物の権利擁護活動 

 〇人権擁護・人道支援・復興支援活動 

(2) 小規模で草の根活動を行っている団体 

(3) 他の企業や助成団体からの助成金 

(4) より良い社会を目指して変革するために、問題の根本を見極め、その解決に 

  取り組む努力をしている団体 

(5) 波及効果があるプロジェクトを行っている団体 

助成期間：原則 1年以内 

     継続支援も可能《プロジェクト完了後(報告書提出後)に再度申請》 

     短期的なプロジェクト、長期的なプロジェクトのいずれも可能 

助成金額：10万円～200万円（助成財源により変更の可能性有） 

応募締切：偶数月の月末 

     （2月末日、4月末日、6月末日、8 月末日、10月末日、12月末日） 

 

問 合 せ：ラッシュジャパン チャリティバンク事務局 

     メール：charity@lush.co.jp 

 

 

┏━┓  

┃２┃2022年度「B&G 海洋クラブ」、「B&Gサポーター」登録団体 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

B&G財団は、「B&G海洋クラブ」及び今年度新設した「B&Gサポーター」の登録 

団体を募集します。 

 

詳  細：https://www.bgf.or.jp/club/20220406_release.html 

 

申請対象： 

https://weare.lush.com/jp/lush-life/our-giving/charity-pot/
mailto:charity@lush.co.jp
https://www.bgf.or.jp/club/20220406_release.html


《B&G 海洋クラブ》 

・マリンスポーツや環境学習等を希望する自治体・民間団体等 

・現時点で B&G 海洋クラブを有していない全ての B＆G 海洋センターまたは海洋 

 センター所在自治体 

《B&G サポーター》 

・水辺の安全に関する知識普及・啓発活動を行う団体・学校等 

支援内容：団体が希望する活動に必要な器材を配備します。 

B&G海洋クラブ…規模により上限 200万円、100万円、50万円 

B&Gサポーター…上限 20万円 

申請期間：2022年 4月 1日（金）～5月 31 日（火）※郵送必着 

 

問 合 せ：B&G財団 事業部 海洋センター・クラブ課（クラブ登録担当） 

     TEL：03-6402-5314  FAX：03-6402-5315 

     メール：center@bgf.or.jp  

 

┏━┓  

┃３┃令和 4年度環境ふくい未来創造事業 助成団体・企業 募集【福井】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境ふくい推進協議会は、福井県内における環境保全活動の活性化を図るため、 

「環境ふくい未来創造事業」の対象となる助成団体・企業を募集しています。 

 

詳  細： 

http://www.kankyou-fukui.jp/080_information/detail.php?id=273 

 

助成対象：環境ふくい推進協議会団体・企業会員 

     （募集期間に会員となれば申請可能。団体会員は会費無料） 

対象活動：福井県内において実施すること 

     福井県環境基本計画を推進すると認められるもの など 

助成金額： 

［スタート応援枠］…団体を立ち上げてから 5年未満の団体、もしくは新しく 

 事業を立ち上げる団体への助成 

・1団体につき最大 10 万円（最長 3 年）3団体程度 

［共働活動応援枠］…新たに他団体や企業と共働して活動する団体や団体と共 

 働して活動する企業への助成 

・1団体につき最大 30 万円（最長 2 年）3団体程度 

募集締切：2022年 5月 20日（金） 

mailto:center@bgf.or.jp
http://www.kankyou-fukui.jp/080_information/detail.php?id=273


 

問 合 せ：環境ふくい推進協議会事務局（福井県安全環境部環境政策課内） 

     TEL：0776-20-0301  FAX：0776-20-0734 

     メール：kankyou@pref.fukui.lg.jp 

 

 

┏━┓  

┃４┃まちづくり活動助成「スタートアップ部門」団体 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

名古屋都市センターは、令和 4年度まちづくり活動助成「スタートアップ部門」 

の対象となる団体を募集しています。 

 

詳  細： 

https://www.nup.or.jp/nui/human/activity/activity_recruit_r04/activity_recruit_r4_202

20531.html 

 

対象団体：次に掲げるすべての条件に該当する「地域のまちづくり活動団体」 

(1) 名古屋市内で活動する団体であること 

(2) 市内在住または在勤、在学者 3 人以上で構成される団体であること 

(3) 団体の代表者または連絡先担当者のうち、どちらかが 20歳以上であること 

対象活動：地域に根ざし、地域を魅力的で快適なまちにするまちづくり活動 

(例)・まちづくり活動を行うための、仲間作りや活動の勉強会等の開催 

   ・地域のコミュニティの形成を目指すための活動 

   ・住宅の軒先や道路沿いを緑や花でいっぱいにし、まちを美しくする活動 

   ・地域の防災・減災を進めるための活動 

   ・子どもや高齢者、障がいのある方の目線で考え共にする活動 

助成金額：初めての助成…5 万円以内  2回目以降…10万円以内 

申請期限：2022年 5月 31日（火）17：00（厳守） 

 

問 合 せ：名古屋都市センター 調査課 

     TEL：052-678-2214  メール：katsudoujosei@nup.or.jp 

 

 

┏━┓  

┃５┃県民ワクワクチャレンジプランコンテスト 2022（NPO 部門）募集【福井】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

mailto:kankyou@pref.fukui.lg.jp
https://www.nup.or.jp/nui/human/activity/activity_recruit_r04/activity_recruit_r4_20220531.html
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福井県は、福井を活性化する NPO法人・地域で活躍するグループの活動プランを 

募集します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/joseikatuyaku/syakaikoukennkatudousuisinn/wakuwakunp

o2022.html 

 

対象となるプラン： 

・地域課題の解決を目指し、福井を元気にするために活動するプラン 

・1団体につき 1件のみ応募していること 

・新たに開始する活動プランであること など 

応募資格（一部）： 

・40歳以上の者を代表者とする 3名以上の団体（任意団体を含む。）または特定 

 非営利活動法人 

・福井県内でプランを確実に遂行する能力・体制を有すること 

支援金額／採択予定数： 

(1) 100 万円コース（支援希望額 100万円を上限とするコース）：1件 

(2) 20 万円コース（支援希望額 20万円を上限とするコース）：5件 

募集期間：2022年 4月 18日（月）～6月 10日（金）必着 

 

問 合 せ：福井県県民活躍課 

     TEL：0776-20-0319  FAX：0776-20-0632 

     メール：kenkatsu@pref.fukui.lg.jp 

 

 

┏━┓  

┃６┃令和 4年度環境保全活動支援助成金 募集【石川】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議では、営利を目的としな 

い民間の団体が行う環境保全活動に対し、活動資金の助成を行います。 

 

詳  細：https://www.eco-partner.net/activity/subsidy 

 

対象団体：自発的かつ継続的に環境保全に関する活動を行う団体（任意団体含 

     む）で、石川県内に活動の本拠としての事務所を置き、石川県内に 

     おいて活動する団体 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/joseikatuyaku/syakaikoukennkatudousuisinn/wakuwakunpo2022.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/joseikatuyaku/syakaikoukennkatudousuisinn/wakuwakunpo2022.html
mailto:kenkatsu@pref.fukui.lg.jp
https://www.eco-partner.net/activity/subsidy


助成金額：採択金額は、予算の範囲内で行います。 

(1) スタートアップ助成…新たに設立された又は設立後 3年未満の団体が行う活 

  動で、助成額は 7 万 5千円を限度（助成金額は、対象経費の 10分の 10 以内） 

(2) ステップアップ助成…設立後 3 年以上の団体が行う活動で、助成額は 15万円 

  を限度（助成金額は、対象経費の 2分の 1以内） 

応募締切：2022年 6月 15日（水） 

 

問 合 せ：公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議 

     TEL：076-266-0881  FAX：076-266-0882 

     メール：staff@eco-partner.net 

 

 

┏━┓  

┃７┃ラムサール条約登録 20 周年記念「藤前干潟写真コンテスト」作品募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

2022年 11月、藤前干潟はラムサール条約登録 20周年を迎えます。「藤前干潟の 

四季～風景・生きもの～」をテーマに、藤前干潟写真コンテストを実施します。 

 

詳  細：https://fujimae-higata.jp/event-now/post-3.html 

 

テ ー マ：「藤前干潟の四季～風景・生きもの～」 

撮影対象：藤前干潟やその周辺の風景、生きもの（野鳥、カニ、魚、植物など） 

撮影場所：国指定藤前干潟鳥獣保護区内及びその周辺 

応募期間：2022年 4月 1日（金）～8月 31 日（水）必着 

 

主  催：藤前干潟ふれあい事業実行委員会 

     名古屋市野鳥観察館指定管理者東海・稲永ネットワーク  

問 合 せ：環境省名古屋自然保護官事務所 TEL：052-389-2877 

     名古屋市野鳥観察館 TEL：052-381-0160 

 

 

┏━┓  

┃８┃令和 4年度いしかわ里山ポイント制度 対象事業 募集【石川】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

いしかわ里山ポイント制度は、より多くの方々に里山里海保全活動へ参加して 

いただくための制度です。対象の里山里海保全活動に参加すると、里山チケット 

mailto:staff@eco-partner.net
https://fujimae-higata.jp/event-now/post-3.html


と交換できる里山ポイントがもらえます。 

現在、里山ポイントの交付対象となる事業を募集しています。 

 

《いしかわ里山ポイント制度について》 

 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/point/seido.html 

 

《いしかわ里山ポイント制度 対象事業の募集について》 

 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/point/bosyu.html 

 

応募資格：県、市町、県・市町等が主要な構成団体の協議会等、大学等教育機関、 

     いしかわ版里山づくり ISO認証団体 

対象事業：活動の実施場所が石川県内であり、参加者を公募により募集している 

     こと、また、原則として活動時間が 1 時間以上の事業 

     1 里山の田んぼ・畑づくりを支援する活動 

     2 里山の森づくりを支援する活動 

     3 里山の生きものを守り育てる活動 

     4 里海づくりの支援活動 

     5 里山の集落コミュニティの支援活動 

     6 里山の外来生物駆除活動 

     7 その他里山の利用保全に役立つ活動 

募集期間：2022年 4月～11 月末まで 

 

問 合 せ：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 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

             ♪そ の 他♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓  

┃１┃第 7次とやまのライチョウサポート隊 募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県は、ニホンライチョウの保護を県民協働で推進することを目的に、生息 

地パトロール等の活動をボランティアで行う「とやまのライチョウサポート隊」 

を募集します。 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/point/seido.html
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/point/bosyu.html
mailto:satoho@pref.ishikawa.lg.jp


 

詳  細： 

https://www.pref.toyama.jp/1709/kurashi/kankyoushizen/shizen/yaseiseibutsu/raichou_sa

port_boshu.html 

 

活動内容：ライチョウ生息地のパトロール（観察マナーの啓発・指導） 

     ライチョウを観察し、生息状況等の情報提供 

     ライチョウ生息地におけるニホンジカ等の生息状況等の情報提供 

     富山県のライチョウ保護対策の普及 ほか 

登録要件： 

(1)新規で応募する方 

令和 4年度に富山県が開催する認定講習会を受講し、活動を自主的に行える方 

（高校生以上） 

(2)ジュニア枠で応募される方 

令和 4年度に富山県が開催する認定講習会を受講し、長期にわたりライチョウ 

保護に携わっていただける小学校 3 年生～中学生の方 

(3)「とやまのライチョウサポート隊経験者」の方 

第 1次～第 6次の隊員の方で、4 月から活動を自主的に行える方 

募集期間：2022年 4月 1日（金）～5月 27 日（金） 

 

問 合 せ：富山県生活環境文化部自然保護課  

     TEL：076-444-3396  FAX：076-444-4430 
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