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

【環境省】脱炭素先行地域（第 2回）の募集について 

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

環境省は、脱炭素先行地域（※）の第 2回募集をしています。温暖化対策等に 

取り組まれる地方公共団体の皆様におかれてはぜひご検討いただき、奮ってご 

応募いただければと思います！（第 2回以降も年 2回程度の募集を予定） 

農村・漁村・山村、離島、都市部の街区など多様な地域において、地域脱炭素 

を進め、地域課題も解決する意欲ある提案をお待ちしています！ 

 

※脱炭素先行地域とは… 

2030年度までに民生部門（家庭部門及び業務その他部門）の電力消費に伴う CO2 

排出実質ゼロを実現するとともに、運輸部門や熱利用等も含めてそのほかの温 

室効果ガス排出削減についても、わが国全体の 2030年度目標と整合する削減を 

地域特性に応じて実現する地域です。 

 

《第 2回募集の募集要領・様式などについて》 

https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/preceding-region/boshu-02.html#requirements 

募集期間：2022年 7月 26日（火）～8月 26日（金）17：00必着 

 

《参考：第 1回脱炭素先行地域 選定地方公共団体 計画提案書》 

https://www.env.go.jp/policy/roadmapcontents/ 

 

問合せ(中部地方)：環境省中部地方環境事務所地域脱炭素創生室 

         TEL：052-385-4248  メール：CN-CHUBU@env.go.jp 

 

 

 

https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/preceding-region/boshu-02.html#requirements
https://www.env.go.jp/policy/roadmapcontents/
mailto:CN-CHUBU@env.go.jp


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

地域づくりのための気候変動社会教育 

学び合いの場(1)(2)＆実践セミナー 

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

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」の一環として「地域づくりのための気候変動社会教育～学び合 

いの場(1)(2)＆実践セミナー」を開催します。 

 

詳  細：https://www.epo-chubu.jp/ 

 

≪学び合いの場(1)：気候危機に立ち向かう地域や市民のありかたを考える≫ 

開催日時：2022年 8月 25日（木）16：00～18：00 

開催方法：オンライン（zoom） 

内  容： 

〇基調講演「気候危機の科学とリスク・社会を変えるには」 

 江守正多（東京大学未来ビジョン研究センター 教授、国立環境研究所 上級 

 主席研究員） 

〇話題提供「脱炭素社会を見えるものに～市民目線のまちづくり～」 

 木原浩貴（総合地球環境学研究所 客員准教授） 

〇質疑＆ディスカッション＆総括 

 進行：原 理史（中部地方 ESD活動支援センター） 

申込締切：2022年 8月 22日（月） 

 

≪学び合いの場(2)：気候危機問題から SDGs 地域づくり・人づくりを考える≫ 

開催日時：2022年 9月 1日（木）16：00～18：00 

開催方法：オンライン（zoom） 

内  容： 

〇基調講演「気候危機に立ち向かい持続可能なまちづくりを目指す」 

 杉山範子（名古屋大学大学院環境学研究科附属持続的共発展教育研究センタ 

 ー 特任准教授） 

〇話題提供「市民ワークショップによる「脱炭素」と「地域課題」の同時解決 

 の図られた将来ビジョンづくり」 

 田中九一郎（大野市くらし環境部環境・水循環課 課長） 

〇話題提供「まちづくりワークショップ・まちづくりカレッジによる気候変動 

 へのアプローチ」 

 北川直規（坂井市総合政策部まちづくり推進課 課長） 

https://www.epo-chubu.jp/


〇質疑＆ディスカッション＆総括 

 進行：原 理史（中部地方 ESD活動支援センター） 

申込締切：2022年 8月 29日（月） 

 

≪実践セミナー：脱炭素のまちづくり 人づくりワークショップ≫ 

開催日時：2022年 11月 25日（金）13：30～16：00 

開催場所：結とぴあ（多田記念大野有終会館）（福井県大野市） 

     ＊ワークショップは現地参加者のみ。オンライン中継有。 

内  容： 

○ワークショップ「ローカル SDGsのための福井県版気候変動教育プログラム 

 体験」（仮題） 

ファシリテーター：水上聡子（アルマス・バイオコスモス研究所 代表） 

総括：佐藤真久（東京都市大学大学院環境情報学研究科 教授） 

申込締切：2022年 11月 21日（月） 

 

参加申込フォーム：https://forms.gle/nfMpJW2au2QHJ5vB8 

 

問 合 せ：中部地方 ESD活動支援センター（環境省 EPO 中部） 

     TEL：052-218-8605・052-218-9073 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃  ♪ も く じ ♪    ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【イベント関連】 

1.  【愛知】SDGs将来世代創造フォーラム 2022 

2.  【石川】いしかわ環境フェア 2022 

3.  【三重】脱炭素への未来に向けた“社会を変えるアクション” 

4.  【愛知】夏休み！おうちでエコアップ大作戦 

5.  【富山】「とやま環境フェア 2022」ブース出展者募集 

6.  【愛知】愛知学院大学×中部大学×なごや環境大学 

  「SDGs普及啓発教育プログラム」受講生募集 

7.  【福井】SDGsパートナーによる人材育成プログラム(出前授業) 実施校募集 

8.  【愛知】中小企業向け「省エネセミナー＆個別相談会」 

 

 

https://forms.gle/nfMpJW2au2QHJ5vB8


【ツール・コンテンツ】 

1.  【石川】海ごみ対策啓発リーフレット（小学生向け） 

 

【助成金・表彰等】 

1.   2022 年度パタゴニア環境助成金プログラム 募集 

2.   地球にやさしいカード 助成受給団体 募集 

3.   令和 4 年度気候変動アクション環境大臣表彰 募集 

4.   第 13回 花王国際こども環境絵画コンテスト 作品募集 

5.   ちゅうでん「リサイクル工作コンクール」作品募集 

6.   NAGANO SDGs PROJECT 

    「Innovation from Teenagers ～10代からの提言～」募集【長野】 

7.   たかおか SDGsロゴマーク 募集【富山】 

8.   2023 愛知環境賞 エントリー募集【愛知】 

9.   MISIA の里山ミュージアム 2022 フォトコンテスト 作品募集【石川】 

 

【その他】 

1.   令和 4 年度環境カウンセラー 募集 

2.   環境活動団体の問題にアドバイスする専門家を派遣【福井】 

3.   県民環境講座の講師派遣【石川】 

4.  「第 8回ユース環境活動発表大会」開催概要決定！ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

             ♪イベント関連♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃【愛知】SDGs将来世代創造フォーラム 2022 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

アサヒ飲料株式会社中部北陸支社は「SDGs 将来世代創造フォーラム 2022」を開 

催します。「環境」「地域共創」をテーマとした、学校や企業の取組を紹介す 

る展示エリアに、EPO中部・中部地方 ESD 活動支援センターもブース出展します。 

ぜひご来場ください。 

 

詳  細：https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2022/pick_0701.html 

 

開催日時：2022年 8月 24日（水）10：00～16：00 

開催場所：名古屋市中小企業振興会館［吹上ホール］（名古屋市千種区） 

https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2022/pick_0701.html


主な内容： 

〇アサヒ飲料の CSVの取り組みについて 

 米女太一氏（アサヒ飲料 代表取締役社長） 

〇パネルディスカッション 

 テーマ：産官学連携による Well-being な未来を考える 

〇基調講演／大村秀章氏（愛知県知事） 

〇学生・生徒による弁論大会 

〇展示・ワークショップ（展示エリア／10：00～16：00） 

 

《参加申込フォーム（来場事前登録）》 

 https://asahisd2022.webreserve.jp/ 

 ＊事前登録の受付締切は、会期当日 8月 24 日（水）正午まで 

 

問 合 せ：アサヒ飲料中部北陸支社 MD 部 

     TEL：0570-047-328 

 

 

┏━┓ 

┃２┃【石川】いしかわ環境フェア 2022 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議は、「いしかわ環境フェ 

ア」を開催します。「いしかわ近未来の環境技術展」「いしかわの里山里海展」 

も同時開催されます。地球温暖化から生物多様性まで、幅広い環境問題への取 

組について、見て、触れて、体験できる魅力満載のイベントです。 

 

詳  細：https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/fair/fair2022.html 

 

開催日時：2022年 8月 20日（土）・21 日（日）9：30～16：30 

開催場所：石川県産業展示館 4号館（石川県金沢市） 

 

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 

     石川県生活環境部温暖化・里山対策室 

     TEL：076-225-1462 

 

 

https://asahisd2022.webreserve.jp/
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/fair/fair2022.html


┏━┓ 

┃３┃【三重】脱炭素への未来に向けた“社会を変えるアクション” 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

特定非営利活動法人気候ネットワーク・三重県環境学習情報センター主催で「脱 

炭素への未来に向けた“社会を変えるアクション”」をオンライン開催します。 

 

詳  細：https://www.eco-mie.com/sponsored_courses/20220919_datutanso/ 

 

開催日時：2022年 9月 19日（月・祝）10：00～12：00 

開催方法：オンライン（zoom） 

対  象：16歳以上 三重県内の気候変動対策の取組に興味のある方 

内  容：第 1 部 基調講演／講師：朴恵淑氏（三重大学特命副学長） 

     第 2 部 三重県でのアクション紹介 

     第 3 部 若者からのメッセージ 

     第 4 部 ディスカッション 

     コーディネーター：新海洋子氏（(一社)SDGs コミュニティ代表理事） 

 

《参加申込フォーム（ウェビナー登録》当日の開催時刻まで受付可能 

https://bit.ly/3MAEyNX 

 

問 合 せ：三重県環境学習情報センター 

     TEL：059-329-2000  メール：info@eco-mie.com 

     気候ネットワーク京都事務所 

     TEL：075-254-1011  メール：kyoto@kikonet.org 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【愛知】夏休み！おうちでエコアップ大作戦 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、「夏休み！おうちでエコアップ大作戦」を実施します。これは、児 

童が家族と一緒に過ごす時間の長い夏休み期間中に、チェックシートを使って 

省エネなどのエコアップ行動に取り組んでいただくものです。エコアップ行動 

を実践していただいた御家族には、愛知県認定「エコ家族認定証」をお渡しし 

ます。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/press-release/ecoup22.html 

https://www.eco-mie.com/sponsored_courses/20220919_datutanso/
https://bit.ly/3MAEyNX
mailto:info@eco-mie.com
mailto:kyoto@kikonet.org
https://www.pref.aichi.jp/press-release/ecoup22.html


 

対  象：愛知県内在住の小学生 

実施時期：各学校の夏休み期間中 

参加方法：「エコアップブック」のチェックシートを使いながらエコアップ 

     行動を実践し、チェックシートを提出してください。 

提出期限：2022年 9月 30日（金） 

 

《エコアップブックはこちらからダウンロードが可能です。》 

https://www.accca.net/ecoup/ 

 

問 合 せ：愛知県地球温暖化防止活動推進センター（県委託事業者） 

     （一般社団法人 環境創造研究センター内） 

     TEL：052-934-7295 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【富山】「とやま環境フェア 2022」ブース出展者募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

とやま環境フェア開催委員会（富山県、富山市、環境とやま県民会議、(公財) 

とやま環境財団）は、「とやま環境フェア 2022」の開催にあたり、ウェブ会場 

とリアル会場の出展者を募集します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.toyama.jp/1705/kensei/kouhou/houdou/2022/0721syuttenbosyuu.html 

 

募集対象：原則として県内に事業所等のある団体等（NPO団体、企業、行政機関、 

     学校等） 

出 展 料：ウェブ会場及びリアル会場ともに出展料無料 

申込締切：2022年 8月 19日（金） 

 

《ウェブ会場》 

 開催期間：2022年 10月 7 日（金）～2023年 1 月 9日（月・祝） 

《リアル会場》 

 開催日時：2022年 10月 9 日（日）、10月 10日（月・祝） 

 開催場所：富山市民プラザ 2F アートギャラリー（富山市大手町） 

 

https://www.accca.net/ecoup/
https://www.pref.toyama.jp/1705/kensei/kouhou/houdou/2022/0721syuttenbosyuu.html


問 合 せ：富山県生活環境文化部環境政策課 TEL：076-444-3141 

     公益財団法人とやま環境財団   TEL：076-431-4607 

 

 

┏━┓【愛知】愛知学院大学×中部大学×なごや環境大学 

┃６┃「SDGs普及啓発教育プログラム」受講生募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

持続可能なより良い社会の実現のため、SDGsを学び、主体的な活動をしていき 

たい方々に向けて、愛知学院大学・中部大学・なごや環境大学合同のプログラ 

ムを開設します（2022年 9月スタート）。 

 

詳  細：https://www.n-kd.jp/project/report/8187.html 

 

内  容：第 1 期（2022年 9月～2023年 1月）全 15 回 

     〔受講科目：産官民提携講座 II（SDGs概論）〕 

     第 2 期（2023年 4月～7月）全 15回 

     〔受講科目：持続学のすすめ〕 

     第 3 期（2023年 8月～9月）全 6 回 

     〔受講科目：なごや環境大学 SDGs アソシエイト養成講座〕 

応募資格：＊詳細は webページでご確認ください。 

(1) 一般社会人 

(2) 愛知学院大学学生、中部大学学生 

定  員：合計 20 名 

受 講 料：53,000 円（愛知学院大学学生、中部大学学生は 3,000 円） 

申込締切：2022年 9月 2日（金） 

 

問 合 せ：愛知学院大学 名城公園キャンパス事務室 

     TEL：052-911-1011  メール：mkc-j@dpc.agu.ac.jp 

     中部大学 地域連携センター 

     TEL：0568-51-9872  メール：chiiki@office.chubu.ac.jp 

     「なごや環境大学」実行委員会事務局 

     TEL：052-223-1223  メール：jimu@n-kd.jp 

 

 

┏━┓【福井】SDGsパートナーによる人材育成プログラム 

┃７┃（出前授業）実施校募集 

https://www.n-kd.jp/project/report/8187.html
mailto:mkc-j@dpc.agu.ac.jp
mailto:chiiki@office.chubu.ac.jp
mailto:jimu@n-kd.jp


┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「ふくい SDGsパートナー」登録企業の若手有志が福井の未来を担う人材の育成 

を目指したプロジェクトを立ち上げ、中学・高校生を対象とした出前授業形式 

のプログラムを作成しました。 

 

詳  細：https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/seiki/sdgs/pjt-school.html 

 

募集対象：福井県内の中学校、高等学校 

     ＊クラス単位（20～40名程度）での実施を想定。授業 1コマ 50分～ 

実施形式：出前授業の形式（プロジェクトメンバーが学校に出向いて実施） 

内  容：3 種類（テーマ）のプログラムがあり、生徒たちがグループで考え、 

     発表するワークショップを中心としたスタイルです。 

テ ー マ：「未来の AI 技術者育成」、「ものづくりから価値づくりへ」、 

     「農林水産業を成長産業へ」 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃８┃【愛知】中小企業向け「省エネセミナー＆個別相談会」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県地球温暖化防止活動推進センターは、豊田市環境政策課との共催で、中 

小企業向けに「省エネセミナー＆個別相談会」を開催します。 

 

詳  細：https://www.kankyosoken.or.jp/event/220823.html 

 

開催日時：2022年 8月 23日（火）13：30～16：30 

開催場所：高橋交流館 多目的ホール（愛知県豊田市） 

内  容： 

第 1部 省エネセミナー（学識者、専門家による実例を交えたお話） 

・中小企業における脱炭素経営について 

・どうする？「運用改善による省エネ」と「見える化」 

・「設備導入による省エネ」の実践事例 

・省エネ機器導入と補助金活用 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/seiki/sdgs/pjt-school.html
mailto:fukui-sdgs@pref.fukui.lg.jp
https://www.kankyosoken.or.jp/event/220823.html


・「豊田市脱炭素スクール」について 

第 2部 個別相談会 

・希望する企業（6 社程度）を対象に専門家が個別にアドバイスします。 

申込締切：2022年 8月 19日（金）17：00 

 

問 合 せ：愛知県地球温暖化防止活動推進センター 

     （一般社団法人 環境創造研究センター内） 

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

     メール：cca-info@kankyosoken.or.jp 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

           ♪ツール・コンテンツ♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃【石川】海ごみ対策啓発リーフレット（小学生向け） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

石川県は、海ごみへの理解を深め、ごみの分別やポイ捨て防止など、できるこ 

とから実践する習慣を身に付けてもらうため、小学生向けに、海ごみの現状や 

発生原因、私たちにできることなどを解説したリーフレットを作成しました。 

環境教育の教材として、ぜひご活用ください。 

 

詳  細：https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/kaigan/leaflet.html 

 

問 合 せ：石川県生活環境部資源循環推進課 

     TEL：076-225-1471  FAX：076-225-1473 

     メール：e170300@pref.ishikawa.lg.jp 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪助成金・表彰等♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃2022年度パタゴニア環境助成金プログラム 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

パタゴニアは、2022年度パタゴニア環境助成金プログラムの応募を受け付けて 

mailto:cca-info@kankyosoken.or.jp
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/kaigan/leaflet.html
mailto:e170300@pref.ishikawa.lg.jp


います。※今年度の申請は 8 月 31日締切分のみとなります。 

 

詳  細：https://www.patagonia.jp/how-we-fund/ 

 

助成対象： 

・多様性、公平性、かつ包括性のある環境ムーブメントを構築している 

・環境政策やアウトドアにおける体系的な偏見、差別、不公正に立ち向かうもの 

・行動志向であること 

・計測可能であること 

・市民を巻き込み、支持を得ている 

・ターゲットと目標において戦略的に活動している 

・問題の根本的原因に焦点を当てている 

・成功が効果的に測定できる特定のゴールと目標を達成している 

申請締切：2022年 8月 31日（水） 

 

問 合 せ：パタゴニア日本支社 助成金プログラム窓口 

     メール：grants.japan@patagonia.com 

 

 

┏━┓ 

┃２┃地球にやさしいカード 助成受給団体 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人緑の地球防衛基金は、SMBCファイナンスサービス株式会社と協力 

して環境問題に関する活動や研究に携わる団体への助成を行っています。 

現在、2023年度の助成受給団体を募集しています。 

 

詳  細：https://green-earth-japan.net/kikin_zyosei.html 

 

事業目的：地球温暖化、森林破壊、砂漠化、大気・海洋汚染、野生動物の絶滅 

     を防ぐなどの、自然環境の保全に取り組む諸活動への助成 

対象事業：上記の自然環境保全を目的として行う様々な調査研究及び諸活動 

受付期間：2022年 8月 1日（月）～9月 30 日（金）必着 

 

問 合 せ：公益財団法人緑の地球防衛基金「地球にやさしいカード」係 

     TEL：03-3297-5505  FAX：03-3297-5507 

     メール：defense@green.email.ne.jp 

https://www.patagonia.jp/how-we-fund/
mailto:grants.japan@patagonia.com
https://green-earth-japan.net/kikin_zyosei.html
mailto:defense@green.email.ne.jp


 

 

┏━┓ 

┃３┃令和 4年度気候変動アクション環境大臣表彰 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省は、気候変動の緩和及び気候変動への適応に顕著な功績のあった個人・ 

団体に対し、その功績をたたえる「気候変動アクション環境大臣表彰」を実施 

します。 

 

詳  細：https://www.env.go.jp/press/press_00141.html 

 

募集部門： 

〇気候変動アクション環境大臣表彰 

(1) 開発・製品化部門［緩和分野・適応分野］ 

(2) 先進導入・積極実践部門［緩和分野・適応分野］ 

(3) 普及・促進部門［緩和分野、適応分野共通］ 

〇気候変動アクション環境大臣表彰（イノベーション発掘・社会実装加速化枠） 

応募締切：2022年 8月 19日（金）17：00 必着 

 

《気候変動アクション環境大臣表彰公式 HP》 

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/min_action_award/ 

 

問 合 せ：令和 4年度気候変動アクション環境大臣表彰 運営事務局 

     （株式会社ステージ内） 

     TEL：03-3554-4453  メール：kankyoaward2022@stage.ac 

 

 

┏━┓ 

┃４┃第 13 回 花王国際こども環境絵画コンテスト 作品募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

花王は、「第 13 回 花王国際こども環境絵画コンテスト」の作品を募集します。 

 

詳  細： 

https://www.kao.com/jp/corporate/sustainability/society/painting-contest/ 

 

テ ー マ：「サステナブルな環境をみんなでつくろう！」 

https://www.env.go.jp/press/press_00141.html
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/min_action_award/
mailto:kankyoaward2022@stage.ac
https://www.kao.com/jp/corporate/sustainability/society/painting-contest/


     周りの環境や世界全体の大切な環境を守って、自分たちの次に生ま 

     れてくる子どもたちに渡してゆくために、私たちには何ができるで 

     しょうか？自由な発想で絵に表現してください。 

応募資格：6 歳から 15 歳のお子さま ※2022年 8 月末日時点での年齢 

応募期間：2022年 4月 27日（水）～9月 6日（火）必着 

 

問 合 せ：「花王国際こども環境絵画コンテスト」事務局 

     TEL：048-872-1082  メール：kao-contest@hit-bits.com 

 

 

┏━┓ 

┃５┃ちゅうでん「リサイクル工作コンクール」作品募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人ちゅうでん教育振興財団は、「リサイクル工作コンクール」を実 

施します。全国の小学生を対象に、いらなくなった生活用品を利用した工作作 

品の募集を行い、優秀な作品を表彰します。 

 

詳  細：https://www.chuden-edu.or.jp/oubo/oubo3/oubo3.html 

 

テ ー マ：いらなくなった生活用品を利用した工作 

応募資格：全国の小学生 

応募締切：2022年 9月 15日（木）必着 

 

問 合 せ：公益財団法人ちゅうでん教育振興財団 

     TEL：052-932-1741  FAX：052-932-1742 

 

 

┏━┓ NAGANO SDGs PROJECT 

┃６┃「Innovation from Teenagers ～10 代からの提言～」募集【長野】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

NAGANO SDGs PROJECT「Innovation from Teenagers ～10代からの提言～」に学 

校で取り組みませんか？長野県内の児童・生徒の皆さんから、大人たちや企業、 

自治体などに向け、SDGs達成のために「もっとこんなことをしたらどうか」と 

いった提案をぶつけていただく取組です。 

 

詳  細：https://www.naganosdgs.jp/ 

mailto:kao-contest@hit-bits.com
https://www.chuden-edu.or.jp/oubo/oubo3/oubo3.html
https://www.naganosdgs.jp/


 

応募方法：NAGANO SDGs PROJECT 事務局（info@naganosdgs.jp）までメールで 

     ご応募ください。 

応募条件：20歳未満 

応募締切：2022年 8月 31日（水） 

 

問 合 せ：NAGANO SDGs PROJECT 事務局 

     メール：info@naganosdgs.jp 

 

 

┏━┓ 

┃７┃たかおか SDGsロゴマーク 募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

たかおか SDGsサポーター事務局では、高岡の SDGsを推進する「たかおか SDGs ロ 

ゴマーク」のデザインを募集しています。 

 

詳  細：https://www.city.takaoka.toyama.jp/mirai/sdgs_rogo.html 

 

応募資格：なし（年齢、プロ・アマ、住所要件、個人・団体等、すべて不問） 

募集期間：2022年 7月 5日（火）～9月 30 日（金） 

 

問 合 せ：たかおか SDGsサポーター事務局（高岡市未来課内） 

     TEL：0766-20-1320  メール：mirai@city.takaoka.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃８┃2023愛知環境賞 エントリー募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、「2023愛知環境賞」の選考対象となる取組を募集します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/press-release/2023aichikankyoushou01.html 

 

募集対象：企業、団体又はグループ（個人の方は応募できません。） 

対象事例：サーキュラーエコノミーやカーボンニュートラルに関する取組など、 

     資源循環や環境負荷低減を推進する先駆的で効果的な愛知県内の 

mailto:info@naganosdgs.jp）までメールで
mailto:info@naganosdgs.jp
https://www.city.takaoka.toyama.jp/mirai/sdgs_rogo.html
mailto:mirai@city.takaoka.lg.jp
https://www.pref.aichi.jp/press-release/2023aichikankyoushou01.html


     〈技術・事業〉〈活動・教育〉 

募集期間：2022年 8月 1日（月）～9月 30 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 

 

 

┏━┓ 

┃９┃MISIA の里山ミュージアム 2022 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_r4.html 

 

応募資格：どなたでも応募できます。 

応募期間：2022年 6月 22日（水）～11月 30 日（水） 

作品規定：石川県の里山里海にまつわる写真 

     令和 3年 12月 1 日（水）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 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

             ♪そ の 他♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃令和 4年度環境カウンセラー 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/soundwave/photo_contest_r4.html
mailto:forest@mudef.net
mailto:satoho@pref.ishikawa.lg.jp


環境省は、市民や事業者等が行う環境保全活動等に対して、豊富な知識と経験 

を活用して助言を行うことのできる方を環境カウンセラーとして登録する「環 

境カウンセラー登録制度」に基づき、令和 4年度の環境カウンセラーを募集して 

います。 

 

詳  細：https://www.env.go.jp/press/press_00163.html 

 

受付期間：2022年 7月 4日（月） ～9月 2 日（金） 

選考方法：実績・資格・経歴、環境保全に関する知識や専門性をいかした提案 

     力やコーディネート力、カウンセリング経験、コミュニケーション 

     能力等、環境カウンセラーとしての適性を申請書、課題論文及び面 

     接にて選考します。 

 

《環境カウンセラーWebサイト》 

https://edu.env.go.jp/counsel/ 

 

問 合 せ：環境カウンセラー全国事務局 

     （特定非営利活動法人環境カウンセラー全国連合会） 

     TEL：03-6280-5345  FAX：03-6701-7382 

     メール：shinsei.soudan@kankyo-counselor.or.jp（申請相談窓口） 

 

 

┏━┓ 

┃２┃環境活動団体の問題にアドバイスする専門家を派遣【福井】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境ふくい推進協議会は、環境活動に携わる団体が抱える種々の問題が、専門 

家の助言により解決につながるよう、専門家の派遣を希望する団体を募集して 

います。 

 

詳  細：http://www.kankyou-fukui.jp/080_information/detail.php?id=275 

 

派遣対象：環境ふくい推進協議会団体会員 

     （募集期間に会員となれば申請可能。団体会員は会費無料） 

派遣する専門家： 

・司法書士…法務局への登記手続きに関することなど 

・行政書士…行政機関への手続きに関することなど 

https://www.env.go.jp/press/press_00163.html
https://edu.env.go.jp/counsel/
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・中小企業診断士…財政面での安定した団体運営に関することなど 

・マネジメントの専門家…安定した団体運営に関することなど（財政面以外） 

・ICT に関する専門家…インターネットを活用した情報発信に関することなど 

派遣費用：専門家の助言に対する謝礼・交通費は協議会が負担 

     （1回あたり 2万円、最大 5回派遣） 

募集期間：2022年 4月 7日（木）～12月 23日（金） 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃３┃県民環境講座の講師派遣【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は、石川県内の各種の団 

体が行う環境保全のための講演会等に講師を派遣し、その講師に係る謝金及び 

旅費について、予算の範囲内で負担します（要件有）。 

 

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

 

対象団体：県民、事業者、NPO等各種の団体（民間の団体で町内会等地域団 

     体、学校等も含む） 

テーマ等：［講演会］地球環境問題、省エネ家電、廃棄物・リサイクル、水環 

     境、自然環境等 

     ［体験学習会］エコクッキング、エコドライブ、自然体験、その他 

講  師：石川県内の講師を基本とします。著名人等は、除きます。 

参 加 費：講演会は、原則無料で行うものを対象 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃４┃「第 8回ユース環境活動発表大会」開催概要決定！ 

mailto:kankyou@pref.fukui.lg.jp
https://www.eco-partner.net/activity/consign
mailto:staff@eco-partner.net


┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

全国ユース環境活動発表大会実行委員会（環境省／独立行政法人環境再生保全 

機構／国連大学サステイナビリティ高等研究所）が主催する、「第 8回ユース 

環境活動発表大会」の開催概要が決定しました。 

 

開催日程：［地方大会（8地区）］2022年 12 月に実施 

     ［全国大会］2023 年 2 月に実施（予定） 

応募期間：2022年 9月 16日（金）～11月 2日（水） 

 

報道発表資料：https://www.env.go.jp/press/press_00305.html 

 

 

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

【本メールマガジンについて】 

  本メールマガジンは、転送自由です。 

  ○申込・解除 : https://www.mag2.com/m/0000233904.html 

  ○バックナンバー 

    そらいろ通信 ～EPO-Chubu メールマガジン 
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  発信元：環境省中部環境パートナーシップオフィス(EPO中部) 

     中部地方 ESD活動支援センター   

     TEL：（EPO）052-218-8605／（ESD）052-218-9073 

      FAX：052-218-8606 

          メール：info@epo-chubu.jp 

     URL：（EPO）http://www.epo-chubu.jp 

         （ESD）http://chubu.esdcenter.jp/  
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