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┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃  ♪ も く じ ♪    ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【イベント関連】 

1.  「第 21 回聞き書き甲子園」高校生を募集 

2.   令和 4 年度横山ビジターセンター自然観察会 

3.  「いきものログ」の『種名調べ支援』～今年もはじまりました～ 

4.  【福井】ゆうあいシアター「映像で親しむ 日本の森」（上映会） 

5.  【愛知】「未来をつくるユース会議」参加者募集 

6.  【愛知】「環境デーなごや 2022」中央行事 ブース出展者の募集 

7.  【富山】SDGs×ミントカフェ 

8.   2022 王子の森・自然学校（オンライン）参加者募集 

9.  【三重】「夏休みこども環境講座」（全 12講座） 

10. 【愛知】環境教育インストラクター応募資格取得セミナー 

11. 【福井】さばえ SDGs部 部員募集 

12. 【長野】2022年度 SDGs 出前授業 

13. 【愛知】環境共生・環境創造 講演会 

 

【ツール・コンテンツ】 

1.  【岐阜】令和 3年度版「子ども環境白書」を作成 

2.  【愛知】「こまき SDGs ガイドブック」を作成 

3.  【岐阜】「岐阜市 SDGs Book」を作成 

4.  【長野】「ライチョウ学習動画」を YouTube で公開 

5.  【岐阜】岐阜県清掃活動ウェブページ 

    「クリーンアップぎふ～海まで届け清流！～」を開設 

 

【助成金・表彰等】 



1.   公益信託大成建設自然・歴史環境基金 2022年度助成金 対象団体募集 

2.   第 18期ナショナル・トラスト活動助成 募集 

3.   前川報恩会 2022 年度地域振興助成 募集 

4.   里山の自然をしらべる全国調査「モニ 1000里地調査」調査地 募集 

5.   ふくい SDGsパートナー活動応援金 企画提案 募集【福井】 

6.   第 7回「イオン生物多様性みどり賞（国内賞）」募集 

7.   第 8回 SDGs学生小論文アワード by 住友理工 小論文募集 

8.   2022 年度持続可能な社会づくり活動表彰 募集 

9.  「みんなで海ごみを減らそう」啓発動画コンテスト【福井】 

10.  令和 4 年度豊橋市高校生・大学生 SDGs アクション 取組募集【愛知】 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

             ♪イベント関連♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓  

┃１┃「第 21回聞き書き甲子園」高校生を募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

聞き書き甲子園実行委員会（農林水産省、文部科学省、環境省、公益社団法人 

国土緑化推進機構、NPO法人共存の森ネットワーク）は「第 21回聞き書き甲子 

園」の参加者（高校生）を募集します。 

 

詳  細：https://www.kikigaki.net/ 

 

参加資格：高校生 

募集人数：96人 

参加条件：事前研修に参加できること。 

     また、聞き書き作品を期日までに提出すること。 

参加費用：無料（事前研修、取材、成果発表会にかかる旅費は主催者が負担） 

応募締切：2022年 6月 23日（木）必着 

 

問 合 せ：聞き書き甲子園実行委員会事務局 

     （NPO 法人共存の森ネットワーク内） 

     TEL：03-6432-6580  FAX：03-6432-6590 

     メール：contact@kikigaki.net 

 



 

┏━┓ 

┃２┃令和 4年度横山ビジターセンター自然観察会 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

伊勢志摩国立公園・横山ビジターセンターでは、令和 4 年 6 月から令和 5年 2月 

まで自然観察会を開催します。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/to_2022/4_1.html 

 

開催時期：2022年 6月～2023 年 2月 

内  容：夏の星空観察会、キノコの観察会、片田漁港で魚釣り体験、 

     神島ウォーク、朝熊岳道ウォーキング、冬の野鳥観察会 ほか 

参加申込：開催日の 1 ヶ月前から受付 

主  催：伊勢志摩国立公園自然ふれあい推進協議会 

 

問 合 せ：横山ビジターセンター 

     TEL：0599-44-0567  FAX：0599-46-0701 

     メール：yokoyama-vc@aroma.ocn.ne.jp 

 

 

┏━┓ 

┃３┃「いきものログ」の『種名調べ支援』～今年もはじまりました～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省生物多様性センターが運営する「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』（無料サービス）を期間限定で実施しています。 

 

詳  細：https://ikilog.biodic.go.jp/ 

 

実施期間：2022年 4月 29日（金・祝）～10月 31日（月） 

     ※依頼は期間中 1 人 20回まで 

利用方法： 

1.「いきものログ」ウェブサイトからユーザ登録する（ユーザの方は 2から） 

2.「報告する」→『種名調べ支援』→「種名調べ支援を依頼」から質問を投稿 

3.『種名調べ支援』ページでいきもの博士からの回答をチェック 

4. 名前がわかったら依頼画面の「報告する」をクリックして「いきものログ」 



   に報告 

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 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【福井】ゆうあいシアター「映像で親しむ 日本の森」（上映会） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井ライフ・アカデミーは、ゆうあいシアター「映像で親しむ 日本の森」を 

開催します。今回は、公益社団法人国土緑化推進機構の「日本の森シリーズ」 

を上映します。日本各地の森の環境や、豊かな生態系を形成する動植物の世界 

を描き、人間と自然のかかわりをみつめ、貴重な森を守っていくための様々な 

試みを紹介します。 

 

詳  細： 

http://www2.pref.fukui.jp/event/view.php?event_cod=0b7B901650618755da 

 

開催日時：2022年 6月 24日（金）第 1回 14：00～、第 2回 19：00～ 

     2022年 6月 25日（土）第 3回 10：00～、第 4回 14：00～ 

     ＊全 4回、同じ作品を上映 

対  象：福井県民どなたでも 

定  員：各回先着 60名（参加無料）事前申込のない場合は入場不可 

申込締切：2022年 6月 23日（木） 

 

問 合 せ：福井県生活学習館内 福井ライフ・アカデミー本部 

     TEL：0776-41-4206 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【愛知】「未来をつくるユース会議」参加者募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、「未来をつくるユース会議」の参加者を募集します。愛知大学の鈴 

木誠教授をファシリテーターにお迎えし、「将来はどのような分野で活躍した 



いか」「社会で活躍する頃に地域や世界で活躍することを阻む理由は何か」「10 

年後はどのような地域や世界になってほしいか」の 3つをキーワードに、若者 

の提言をグループごとにまとめていきます。 

 

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

 

対  象：愛知県内に在住・在学の高校生など 

開催日程：(1) 尾張会場（名古屋市）［会場：愛知県立瑞陵高等学校］ 

     2022年 7月 26日（火）13：30～16：30 

     (2) 三河会場（豊橋市）［会場：愛知県立豊橋南高等学校］ 

     2022年 8月 2日（火）13：30～16：30 

定  員：各会場 50名（先着順） 

申込期限：(1) 尾張会場 2022 年 6月 28日（火） 

     (2) 三河会場 2022 年 7月 5 日（火） 

 

問 合 せ：愛知県県民文化局県民生活部社会活動推進課 

     TEL：052-954-6175  FAX：052-971-8736 

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

 

 

┏━┓ 

┃６┃【愛知】「環境デーなごや 2022」中央行事 ブース出展者の募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「環境デーなごや」実行委員会は、環境をテーマにしたブース出展者を募集し 

ています。市民団体、NPO 等非営利活動団体の方は、出展料は免除となります。 

 

詳  細：http://www.kankyoday.com/chuogyoji/ 

 

開催日時：2022年 9月 17日（土）10：00～16：00 

開催場所：久屋大通公園（ミツコシマエヒロバス、エンゼル広場、エディオン 

     久屋広場） 

募集締切：2022年 6月 30日（木） 

 

問 合 せ：「環境デーなごや」実行委員会事務局 

     （名古屋市環境局環境企画課内） 

     TEL：052-972-2684  FAX：052-972-4134 



     メール：a2661-01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃７┃【富山】SDGs×ミントカフェ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

一般社団法人実践倫理宏正会富山支部は、「SDGs×ミントカフェ」を開催しま 

す。エシカルで SDGsに寄与する取組を体験していただける場となっています。 

ご参加をお待ちしています（入場・観覧無料）。 

 

開催日時：2022年 7月 2日（土）18：30～21：00（開場 18：00） 

開催場所：一般社団法人実践倫理宏正会 会館 駐車場広場（富山県富山市） 

主な内容：オープントーク「SDGsなおしゃべり会～誰もがずっと生きやすい 

     世の中って？？」 

     ワークショップ（アップサイクリング、SDGs カルタ＆すごろく等） 

 

問 合 せ：一般社団法人実践倫理宏正会富山支部 

     （SDGs×ミントカフェ 2022 実行委員会事務局） 

     TEL：076-441-9043 

 

 

┏━┓ 

┃８┃2022王子の森・自然学校（オンライン）参加者募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「王子の森・自然学校」は、王子ホールディングス株式会社と協働して実施す 

る、環境教育プログラムです。紙が木材と古紙からできていることや、木を植 

え、育てて使う「森のリサイクル」と古紙から紙へ再生する「紙のリサイクル」 

について学ぶことを目的に開催します。今年は「森のリサイクル編」、「紙のリ 

サイクル編」の 2種類のオンラインプログラムをご用意しました。 

 

詳  細：https://www.jeef.or.jp/activities/oji/ 

 

開催日程：2022年 7月 25日（月）～7月 27日（水） 

     （1時間プログラムを計 12回開催） 

募集対象：小学 4～6年生 

定  員：各回 20 名（応募者多数の場合は抽選） 



参 加 費：無料 

募集期間：2022年 5月 30日（月）～7月 6日（水） 

後  援：環境省、文部科学省、林野庁 

 

問 合 せ：公益社団法人日本環境教育フォーラム「王子の森」係 

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

     メール：oji_forest@jeef.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃９┃【三重】「夏休みこども環境講座」（全 12 講座） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県環境学習情報センターは、「夏休みこども環境講座」（全 12講座）を開 

催します。夏休みの宿題に役立つ講座となっています。 

 

詳  細： 

https://www.eco-mie.com/sponsored_courses/20220708_natuyasumi/ 

 

開催時期：2022年 7月～8月 ＊会場・対象等は講座により異なります。 

講座内容： 

○自由研究に活用！水生生物調査の方法を学ぼう 

〇プラスチックごみについて考えてみよう 〇下水道って なあに？ 

〇風力発電工作教室～風で電気を作ろう～ 〇三重の木の箸づくり ほか 

申込締切：2022年 7月 4日（月）必着［応募多数の場合は抽選］ 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃10┃【愛知】環境教育インストラクター応募資格取得セミナー 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

NPO法人愛知環境カウンセラー協会主催（共催：NPO法人環境カウンセラー全国 

連合会）で、環境教育インストラクター応募資格取得セミナーを開催します。 

 



詳  細： 

https://sites.google.com/site/npoaeca1/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0?authuser=0 

 

開催日時：2022年 7月 30日（土）・31 日（日）10：00～15：40［2日間］ 

開催場所：環境省稲永ビジターセンター（名古屋市港区野跡 4 丁目 11-2） 

受講資格：環境教育インストラクター認定取得を希望する方 

研修概要：(1) 環境行政と環境教育 

     (2) ESD と SDGs について 

     (3) 環境教育における安全対策 

     (4) 環境教育実践事例紹介（高校・大学・企業） 

     (5) 環境教育ワークショップ・グループ討議 

定  員：20名（先着順） 

費  用：一般 5,000 円、学生 3,000 円 ※審査は別途費用が必要（9,800 円）。 

申込締切：2022年 7月 22日（金）定員になり次第締切 

 

問 合 せ：NPO法人愛知環境カウンセラー協会 

     メール：ut76374@cj8.so-net.ne.jp 

 

 

┏━┓ 

┃11┃【福井】さばえ SDGs 部 部員募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

さばえ SDGs 部は、SDGsに関心がある学生のためのプラットフォームです。 

「SDGsについてもっと知りたい！何かしてみたい！」学生さん、一緒に行動し 

てみませんか？ 

 

詳  細：https://www.sabae-sdgs.jp/news/1084/ 

 

対  象：福井県内在住の現役学生 

活動拠点：さばえ SDGs推進センター（福井県鯖江市） 

活 動 日：月に 1～2回（不定期） 

活動内容：部員のやりたいことを中心に、気軽に SDGs について学び、体験して 

     いきます。 

     （例）勉強会、関連イベント参加、他団体と連携・交流など 

 

問 合 せ：さばえ SDGs推進センター 



     TEL：0778-42-8938 

 

 

┏━┓ 

┃12┃【長野】2022年度 SDGs出前授業 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

NAGANO SDGs PROJECT では、様々な企業・団体と連携し、学校向けに SDGsの出 

前授業を実施しています。 

 

詳  細：https://www.naganosdgs.jp/learn/school_visit 

 

受講対象：長野県内の小学校・中学校・高校・特別支援学校 

     （年度につき 1校 1回まで） 

種  類：NAGANO SDGs PROJECT 主催 出前授業 

     協賛サポーター主催 出前授業・社会見学 

     ※開催講座は web ページでご確認ください（随時追加）。 

募集期間：2022年 4月 1日（金）～12月 31日（土） 

     ※実施希望 2ヶ月前までに申し込み 

     ※限度回数に達した場合等は受付終了の場合有 

 

問 合 せ：NAGANO SDGs PROJECT 

     メール：demae@naganosdgs.jp 

 

 

┏━┓ 

┃13┃【愛知】環境共生・環境創造 講演会 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

一般社団法人環境創造研究センターは、環境共生・環境創造 講演会を開催します。 

 

詳  細：https://www.kankyosoken.or.jp/event/220624.html 

 

開催日時：2022年 6月 24日（金）15：00～16：30 

開催場所：ウインクあいち 12階 1203 会議室（名古屋市中村区） 

基調講演：「臨床環境学の挑戦」 

     高野雅夫氏（名古屋大学大学院 環境学研究科 教授） 

申込締切：2022年 6月 21日（火） 



 

問 合 せ：一般社団法人環境創造研究センター 

     TEL：052-934-7295  FAX：052-932-7296 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

            ♪ツール・コンテンツ♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃【岐阜】令和 3 年度版「子ども環境白書」を作成 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

岐阜市では、小学校 4 年生以上の子どもたちを対象に「子ども環境白書」を作 

成しています。気軽に身近な環境について学べるよう岐阜市環境白書を基にし 

て「自然のこと（生物多様性のこと）」「地球温暖化のこと」「ごみ減量・資 

源化のこと」をわかりやすく解説しています。 

 

詳  細： 

https://www.city.gifu.lg.jp/info/seisaku/1006674/1006685.html 

 

問 合 せ：岐阜市環境部環境政策課 

     TEL：058-214-2175  メール：kankyo-sei@city.gifu.gifu.jp 

 

 

┏━┓ 

┃２┃【愛知】「こまき SDGs ガイドブック」を作成 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

小牧市は、こまき SDGsガイドブックを作成しました。SDGs の基本的知識や小牧市 

の SDGsの達成に向けた取組について漫画を交えてわかりやすく紹介しています。 

 

詳  細： 

https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/shicokoshitsu/hisyo/shiseisenryaku/01/

37582.html 

 

問 合 せ：小牧市市長公室秘書政策課 

     TEL：0568-76-1105  FAX：0568-71-3138 

 



 

┏━┓ 

┃３┃【岐阜】「岐阜市 SDGs Book」を作成 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

岐阜市は、「岐阜市 SDGs Book」を作成しました。わたしたちの社会を取り巻 

く課題や岐阜市の取組、市内の企業や団体、学校の皆さんの先導的な取組を紹 

介しています。 

 

詳  細： 

https://www.city.gifu.lg.jp/info/seisaku/1006500/1006526/1015844/index.html 

 

問 合 せ：岐阜市企画部未来創造研究室 

     TEL：058-214-2004  FAX：058-264-1719 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【長野】「ライチョウ学習動画」を YouTube で公開 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県は、長野県版レッドリストに掲載される等、絶滅のおそれのあるライチョ 

ウについて、生息状況や基本的な生態等を学び、保護への理解を深めるための 

動画を制作し、YouTube で公開しました。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/shizenhogo/happyou/20220606press.html 

 

内  容：実際のライチョウの映像やキャラクターの解説により、どなたでも 

分かりやすく、楽しく学べる 7本の動画を公開 

「ライチョウの現状編」、「ライチョウの生態編」、「オス・メスの見分け方編」 

「観察時のマナー編」、「長野県の取組編」、「ライチョウクイズ」、 

「ライチョウ目撃情報投稿アプリ「ライポス」」 

 

《長野県自然保護課 YouTube チャンネル》 

https://www.youtube.com/channel/UCTjHkmkqiIed7hYDz4nwBtg 

 

問 合 せ：長野県環境部自然保護課 

     TEL：026-235-7178  FAX：026-235-7498 



 

 

┏━┓【岐阜】岐阜県清掃活動ウェブページ 

┃５┃「クリーンアップぎふ～海まで届け清流！～」を開設 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

岐阜県は、環境における DX の一環として、企業や団体、個人による自主的な清 

掃活動の成果等を「見える化」するウェブページを開設しました。 

 

詳  細：https://www.pref.gifu.lg.jp/page/223639.html 

 

概  要：ごみ拾い専用 SNS アプリ「ピリカ」と連動し、投稿した清掃活動の成 

果が、リアルタイムでウェブページ上のマップに反映されます。また、重点モデ 

ル区域（高山市・垂井町）において、デジタル技術を活用した「散乱ごみ」の分 

布状況調査を行い、色分けなどで視覚的に「見える化」を図り、ウェブページに 

掲載します。 

 

《「クリーンアップぎふ～海まで届け清流！～」》 

https://gifu.pref.pirika.org/ 

 

問 合 せ：岐阜県環境生活部廃棄物対策課 

     TEL：058-272-8214  FAX：058-278-2607 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪助成金・表彰等♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓  

┃１┃公益信託大成建設自然・歴史環境基金 2022年度助成金 対象団体募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益信託大成建設自然・歴史環境基金は、2022年度助成金の対象となる団体を 

募集します。環境保全活動に取り組まれている団体の方のご応募を心からお待 

ちしております。 

 

詳  細：https://www.taisei.co.jp/about_us/society/kikin/ 

 

助成対象：国内ならびに開発途上国の自然・歴史環境の保全活用にかかわる活 



     動や研究 

助成要件：国内に拠点を置き、自然･歴史環境の保全活用のために、活動や研 

     究を行う非営利団体（個人による申請は不可）で適正な運営、会計 

     処理、情報公開を行っていること。 

     なお、大学の研究室が応募する場合には、地域社会等と連携した活 

     動であること。〔他要件は web ページでご確認ください。〕 

助成総額：1,500 万円程度 

助成件数：30件程度 

募集締切：2022年 7月 29日（金）事務局必着 

 

問 合 せ：みずほ信託銀行株式会社 個人業務部 信託業務開発チーム 

     『公益信託 大成建設自然・歴史環境基金』事務局 

     TEL：03-6631-7640  メール：koueki.tb@mizuhotb.co.jp 

 

 

┏━┓  

┃２┃第 18 期ナショナル・トラスト活動助成 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ナショナル・トラスト活動助成では、自然を守ることを目的とした土地の取得 

を支援しています。 

 

詳  細：http://www.ntrust.or.jp/gaiyo/joseikin.html 

 

助成内容： 

＜A. 土地所有状況調査助成＞…随時受付 

土地を購入しトラスト活動を推進する準備段階において、トラスト候補地の土 

地所有状況調査にかかる費用を助成。 

応募資格： 

・自然環境の保全等を目的として、1年以内に、地権者との交渉の開始やトラ 

 スト地の取得を目指しているトラスト団体を対象。 

・トラスト団体をこれから立ち上げようとしている個人も申請可能。 

＜B. 活動実践助成＞ 

トラスト団体を立ち上げて、実際に土地を取得しトラスト活動を実践する費用 

を助成。 

応募資格（一部）： 

・法人格を有していること（NPO 法人、一般財団法人、公益財団法人など） 



・非営利の活動団体で、地域の自然環境の保全を目的としていること 他 

対象となる土地：以下の条件にすべて当てはまる土地 

・絶滅危惧種など希少な野生の動植物保護や生物多様性の保全が必要な土地 

・自然を守る各種法制度によって保護されていない土地 

・購入または借り入れについて地権者の理解が得られている土地 

・第三者の権利（抵当権など）が設定されていない土地 

募集締切：2022年 8月 19日（金）消印有効 

 

問 合 せ：公益社団法人日本ナショナル・トラスト協会 

     TEL：03-5979-8031  FAX：03-5979-8032 

 

 

┏━┓  

┃３┃前川報恩会 2022年度地域振興助成 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人前川報恩会では、2022 年度地域振興助成の対象となる事業を募集 

します。 

 

詳  細： 

https://www.mayekawa.org/category/grant/regional_improvement 

 

申請資格：NPO法人、学校法人等の法人格を有する非営利法人であること 

助成対象： 

1. 地域における資源、伝統、文化等の保全、継承、活用を基本とした地域の活動 

参考例）・地域の自然保護活動、歴史文化活動 

    ・学校法人が課外活動として行う地域交流、地域調査等の活動 

    ・地域循環圏の活用、広域連携活動 

2. 地域に根ざした食やエネルギーに関わる活動 

参考例）・地域の農林水産業や食を通じた地域振興に関する活動 

    （例えばフードバンク活動、子供食堂等も含む） 

    ・地域における再生可能エネルギーを活用した活動 

    ・地域の SDGs 等への取組み 

申請期間：2022年 7月 1日（金）～8月 31 日（水）17：00［Web申請のみ］ 

 

問 合 せ：公益財団法人前川報恩会 

     TEL：03-3642-1566  FAX：03-6458-5876 



 

 

┏━┓  

┃４┃里山の自然をしらべる全国調査「モニ 1000里地調査」調査地 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

里山の自然をしらべる全国調査「モニ 1000里地調査」では、2023年度からの 5年 

間、里地調査にボランティアでご協力いただける一般サイトを新たに募集します。 

 

詳  細：https://www.nacsj.or.jp/moni/2022/02/29126/ 

 

調査実施主体：特定の里地・里山において、「モニタリングサイト 1000 里地調査 

調査マニュアル」に定められた方法で調査をボランティアで実施していただける 

グループまたは個人 

応募資格： 

(1) 特定の里地・里山で自然環境調査や保全活動を実施している（または今後 

予定している）グループまたは個人 

(2) 調査項目のうち最低 1つの項目を継続して実施できる体制と状況が整ってい 

ること 

(3)本プロジェクトの趣旨を理解し、保全施策の検討や調査研究等のために、得 

られたデータを積極的に活用することにご賛同いただけること 

募集期間：2022年 7月～9月末 

 

《オンライン説明会》 

開催日時：2022年 7月 9日（土）10：00～12：30 

開催形式：オンライン会議システム Zoom 

定  員：60人 

参加対象：モニ 1000里地調査・市民調査に関心のある方 

申込締切：2022年 7月 4日（月） 

 

問 合 せ：（公財）日本自然保護協会 

     モニタリングサイト 1000里地調査事務局 

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

     メール：moni1000satochi@nacsj.or.jp 

 

 

┏━┓  



┃５┃ふくい SDGs パートナー活動応援金 企画提案 募集【福井】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井県は、ふくい SDGsパートナーが行う、SDGs の普及啓発に資する事業の企画・ 

提案を募集しています。効果的な事業に応援金を交付します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/seiki/sdgs/sdgs-ouenkin-r4.html 

 

対  象：「ふくい SDGsパートナー」に登録していること 

     （未登録の場合も募集期間内に登録申請した場合は対象）＊他要件有 

対象事業：福井県内において実施する事業であること。 

     福井県民や「ふくい SDGsパートナー」に向けた SDGs の普及啓発 

     に資する事業であること。＊他要件有 

募集件数：10件程度 

募集締切：2022年 6月 24日（金） 

 

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：fukui-sdgs@pref.fukui.lg.jp 

 

 

┏━┓  

┃６┃第 7回「イオン生物多様性みどり賞（国内賞）」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人イオン環境財団は、第 7回「イオン生物多様性みどり賞（国内賞）」 

の公募を行います。 

 

詳  細：https://www.aeon.info/ef/prize/award/about.html 

 

応募資格：国内の学校・団体・企業・個人 

     （複数の学校・団体による共同プロジェクトを含む） 

対象活動：生物多様性の保全、生物多様性の持続可能な利活用、生物多様性の 

     普及・啓発・共有 

公募期間：2022年 6月 1日（水）～2022年 7月 15日（金） 

 

問 合 せ：公益財団法人イオン環境財団 



     イオン生物多様性みどり賞（国内賞）事務局 

     メール：ef@aeon.info  

 

 

┏━┓  

┃７┃第 8回 SDGs 学生小論文アワード by 住友理工 小論文募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

住友理工は、第 8回 SDGs学生小論文アワードを実施します。今回の募集テーマは 

「“パーパス”を起点に企業を変えるには～存在意義はなぜ必要なのか～」です。 

 

詳  細： 

https://www.sumitomoriko.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/n51910636.pdf 

 

応募資格：全国の大学生、大学院生、短大生、高等専門学校生（4・5 年生）、 

     留学生で個人または連名（連名の人数は 3人まで）での応募可 

     ＊社会人経験のある方は応募不可 

字  数：9,500～10,500 字（別途 800字の要約が必要） 

応募期間：2022年 6月 1日（水）～8月 31 日（水） 

特設サイト：https://www.alterna.co.jp/47378/ 

 

問 合 せ：住友理工 SDGs 学生小論文アワード事務局（株式会社オルタナ内） 

     TEL：03-6407-0266 

 

 

┏━┓  

┃８┃2022年度持続可能な社会づくり活動表彰 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益社団法人環境生活文化機構は、地域社会・国際社会への貢献、資源循環、 

環境教育及び生物多様性保全活動等、豊かな環境を引き継ぐため、環境、経済、 

社会が一体となった持続可能な社会づくりに資する活動を行う企業・団体を表 

彰します。 

 

詳  細：https://www.elco.or.jp/publics/index/29/ 

 

応募資格：環境保全に資する持続可能な社会づくりに顕著な功績のあった日本 

     国内に主たる事務所を有する企業・団体 



賞の種類：環境大臣賞、地域づくり活動賞、ESD活動賞、資源循環活動賞、 

     生物多様性保全活動賞 

応募締切：2022年 8月 31日（水）必着 

 

問 合 せ：公益社団法人環境生活文化機構事務局 

     TEL：03-5511-7331  FAX：03-5511-7336 

     メール：jimukyoku@elco.or.jp 

 

 

┏━┓  

┃９┃「みんなで海ごみを減らそう」啓発動画コンテスト【福井】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井県は、「みんなで海ごみを減らそう」啓発動画コンテストを実施します。 

 

詳  細：https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/junkan/kaigan/movie.html 

 

応募資格：年齢、個人、団体等は問わず、誰でも応募できます。 

     ＊18 歳未満の方が応募される場合は、保護者の同意が必要です。 

内  容：○福井県の海ごみの現状、生活の中から出たごみが川を通じて海へ 

     流れ着いていること、一人ひとりができることなどをまとめたもの 

     ○小学校高学年程度の子どもから大人までを対象としたもの 

作品（動画）の長さ：3～5分程度 

募集期間：2022年 4月 25日（月）～8月 1日（月） 

 

問 合 せ：福井県安全環境部循環社会推進課 

     TEL：0776-20-0317  FAX：0776-20-0679 

     メール：junkan@pref.fukui.lg.jp 

 

 

┏━┓  

┃10┃令和 4年度豊橋市高校生・大学生 SDGs アクション 取組募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

豊橋市は、目指すまちの実現のため、高校生・大学生から SDGs達成に向けたア 

クションを募集します。応募のあった取組の中から毎月抽選で SDGsに関連する 

グッズが贈られます。 

 



詳  細：https://www.city.toyohashi.lg.jp/50205.htm 

 

対  象：豊橋市内に在住または在学の高校生・大学生 

     （個人またはグループ(1 グループ 10名まで)） 

応募内容：対象期間中に豊橋市内で実施された活動 ほか 

募集期間：2022年 5月 10日（火）～2023年 3月 31日（金） 

 

問 合 せ：豊橋市役所企画部政策企画課 

     TEL：0532-51-2180 
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