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

ローカル SDGs／地域循環共生圏セミナー＠中部 

「SDGs17 ゴールの紐づけの先へ あなた・地域・社会の変容に向けて」 

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

環境省中部環境パートナーシップオフィス（EPO中部）主催でローカル SDGs／ 

地域循環共生圏セミナー＠中部「SDGs17 ゴールの紐づけの先へ あなた・地域・ 

社会の変容に向けて」を開催します。 

 

詳  細：https://www.epo-chubu.jp/epo-news/17185.html 

 

開催日時：2022年 12月 15日（木）13：30～16：30 

開催方法：オンライン（zoom） 

主な内容： 

〇ご挨拶／環境省からのお知らせ 

〇EPO 中部とは／本セミナーの趣旨 

〇基調講演 

『ソーシャル・プロジェクトを成功に導く発想と技法～SDGsの本質に対応し、 

「国連・ESDの 10年」の経験を活かす』 

講師：東京都市大学大学院環境情報学研究科教授 佐藤真久氏 

〇話題提供「SDGsの我がごと化と SDGs の指標について考えてみる」 

講師：中部環境パートナーシップオフィス（EPO中部）ESD 責任者 原理史 

〇ワークショップ 

「SDGsチェックリスト」を活用したローカル SDGsの我がごと化ワーキング 

参加申込フォーム《本日締切》 

https://forms.gle/KUYda4X1bQX1NbAy5 

 

問 合 せ：環境省 中部環境パートナーシップオフィス（EPO中部） 



     TEL：052-218-8605  FAX：052-218-8606 

 

 

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

生物多様性主流化フォーラム in 中部 

「OECMを通じた企業の生物多様性保全活動」 

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

EPO中部主催で生物多様性主流化フォーラム in 中部「OECM を通じた企業の生物 

多様性保全活動」を開催します。 

30by30 及び OECMにご関心のある方は、どなたでもお気軽にご参加いただけます。 

 

プログラム・詳細：https://www.epo-chubu.jp/epo-news/17367.html 

 

開催日時：2023年 1月 25日（水）13：30～16：30 

開催方法：オンライン（zoom） 

参加申込フォーム 

https://forms.gle/W5W5YCL7jJ7MZuB46 

 

《参考：生物多様性のための 30by30 アライアンス(環境省ウェブサイト)》 

https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance 

 

問 合 せ：環境省 中部環境パートナーシップオフィス（EPO中部） 

     TEL：052-218-8605  FAX：052-218-8606 

 

 

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

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 

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

中部地方 ESD活動支援センター主催で「SDGs学生サミット」を開催します。 

 

詳  細：https://www.epo-chubu.jp/ 

 

開催日時：2023年 2月 4日（土）13：00～17：00 

開催方法：オンライン開催 

＊一般参加の方は、YouTube ライブ配信をご視聴いただけます。《申込不要》 



＊視聴 URLは後日 web ページに掲載いたします。 

プログラム（予定）： 

第 1部 団体発表 

若者にとっての SDGs～学習活動等の取組紹介や展望～ 

…中部地方に所在する大学等の学生・ユースグループが、SDGs の取組・活動 

について発表を行います。 

第 2部 話題提供 

地域の SDGs の取組～自治体の SDGsの取組について～ 

…中部地方の SDGs 未来都市に選定されている基礎自治体の担当者などから、 

施策や取組をご紹介いただきます。 

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！ 

進行：原 理史（中部地方 ESD活動支援センター） 

総括：伊藤 恭彦氏（名古屋市立大学副学長、ESD／EPO 運営委員会 座長） 

 

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】令和 4年度環境省レンジャー写真展開催（12月分） 

2.  【愛知】あいち地球温暖化対策フォーラム 

3.  【愛知】環境教育 協働授業づくり研修 

4.   モニタリングサイト 1000里地調査 2022 年度全国講習会／交流会 

    「楽しく調査を続け、新たな仲間を得るために」 

5.  【石川】2022年度石川県 SDGs・ESD児童生徒学習活動交流会 

6.  【石川】2022年度北陸 ESD推進コンソーシアム成果報告会 

7.  【三重】三重県気候講演会～気候変動 私たちにできること 

8.  【三重】ESD実践講座 2022「ESD for 2030」持続可能な社会への変革 

9.  【富山】富山県 SDGs連携推進ワークショップ 

10. 【愛知】気候危機対策交流フォーラム「未来に向けた地域づくりを考える」 

 

【助成金・表彰等】 



1.   SDGs 貢献プロジェクト助成事業 募集 

2.   2022 年度パタゴニア環境助成金プログラム 募集 

3.   令和 5（2023）年度住まいとコミュニティづくり活動助成 募集 

4.   2022 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】 

5.   いしかわ脱炭素業界団体プロジェクト支援事業の公募【石川】 

6.   東海地域 NGO 活動助成金 対象事業 募集【愛知、岐阜、三重、静岡】 

7.   第 8回わぉ！な生きものフォトコンテスト 作品募集 

8.  「2022年度 SDGs Quest みらい甲子園」 

     東海エリア大会（愛知県・岐阜県・三重県）エントリー募集 

9.   ブリヂストン こどもエコ絵画コンクール 作品募集 

10.  FUKUI SDGs AWARDS 2022 エントリー募集【福井】 

 

【その他】 

1.  「あいち生物多様性サポーターズ」の募集【愛知】 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

             ♪イベント関連♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃【愛知】令和 4 年度環境省レンジャー写真展開催（12月分） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「白山国立公園」、「伊勢志摩国立公園」、「国指定藤前干潟鳥獣保護区」で活躍 

するレンジャーやアクティブ・レンジャーと呼ばれる環境省職員が現地で撮影 

した写真を巡回展示します。12月は愛知県豊田市で開催中です。 

 

詳  細：https://chubu.env.go.jp/topics_00026.html 

 

会場：豊田市自然観察の森 ネイチャーセンター（愛知県豊田市） 

期間：2022年 11月 29 日（火）～12月 27日（火） 

時間：午前 9時～午後 4時 30 分 

休館：月曜日（月曜日が祝日の場合は開館） 

 

問 合 せ：名古屋自然保護官事務所 TEL：052-389-2877 

 

 



┏━┓ 

┃２┃【愛知】あいち地球温暖化対策フォーラム 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、県民及び事業者の意識の向上や、行動の変革を促すため、カーボン 

ニュートラルの実現に向けた方策について考える場となる、「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/press-release/forum2022.html 

 

開催日時：2022年 12月 22日（木）14：00～17：00 

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） 

＊オンラインでの参加も可能（Web配信） 

主な内容： 

(1) 基調講演「カーボンニュートラルへ向かう企業の気候リスク」 

  講師：上智大学名誉教授 上妻義直氏 

(2) 事例発表 

  「ものづくり技術によるカーボンニュートラル経営への転換」 

  講師：愛三工業株式会社カーボンニュートラル推進本部長 山家吉智氏 

  「カーボンニュートラルの最新動向について」 

  講師：株式会社ウェイストボックス 代表取締役社長 鈴木修一郎氏 

(3) トークセッション「脱炭素社会に求められる企業経営」 

  登壇者：基調講演・事例発表講師 3名 

  インタビュアー：気象予報士／フリーアナウンサー 早川敦子氏 

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：2022年 12月 16日（金） 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【愛知】環境教育 協働授業づくり研修 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、地域と学校が協働して効果的な環境学習を行うための「環境教育 

協働授業づくり研修」を開催します。地域の特性を生かした授業づくりをお考 



えの教員の方にもおすすめの研修です。是非御参加ください。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/press-release/kyodo2022.html 

 

開催日時：2023年 1月 6日（金）13：00～16：00 

開催場所：愛知県環境調査センター 1階 第 1 会議室（愛知県名古屋市） 

対  象：(1)団体・企業・社会教育施設等の方 (2)教員 

定  員：(1)・(2) 各 10名程度（申込先着順） 

内  容： 

第 1部【講義】「環境学習分野における協働について」 

第 2部【事例講座】「事業者・行政・学校の各主体による協働の事例発表」 

第 3部【演習】「協働授業づくり体験」 

申込期限：2022年 12月 27日（火）必着 

 

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  FAX：052-954-6914 

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

 

 

┏━┓モニタリングサイト 1000里地調査 2022年度全国講習会／交流会 

┃４┃「楽しく調査を続け、新たな仲間を得るために」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

モニタリングサイト 1000里地調査事務局は、「楽しく調査を続け、新たな仲間 

を得るために」をテーマに、2022年度全国講習会／交流会を開催します。 

 

詳  細：https://www.nacsj.or.jp/2022/11/33009/ 

 

開催日時：2023年 1月 14日（土）13：00～16：00 

開催方法：オンライン会議システム「Zoom」による開催 

対  象：モニ 100里地調査員のほか、どなたでも参加できます（要申込）。 

主な内容： 

〇「モニタリングサイト 1000 とは」中村仁（環境省生物多様性センター） 

〇「モニ 1000里地調査について」藤田卓（日本自然保護協会） 

〇基調講演「多様な主体が関わるプロジェクトを継続するための『設計図』 

の描き方」白川勝信氏（芸北 高原の自然館） 

〇調査サイトの実例から 



申込締切：2023年 1月 8日（日）必着 

 

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 

     メール：moni1000satochi@nacsj.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【石川】2022年度石川県 SDGs・ESD 児童生徒学習活動交流会 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

北陸 ESD 推進コンソーシアムは「2022年度 石川県 SDGs・ESD児童生徒学習活 

動交流会」を開催するにあたり、報告校及び参加者を募集しています。 

 

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

 

開催日時：2023年 1月 21日（土）13：30～15：00 

開催方法：オンライン開催（参加費無料） 

内  容： 

〇学習活動報告 

…児童生徒による報告ないしはビデオ報告及び担当の先生からの報告 

〇ゲスト報告（県外からのビデオ報告） 

〇意見交換 

〇講評 

 国連大学 OUIK 事務局長 永井三岐子氏 

 金沢大学大学院教職実践研究科 准教授 加藤隆弘氏 

 金沢星稜大学経済学部 特任教授 新広昭氏 

実践報告の募集： 

児童生徒による 10 分以内の学習活動等の発表またはビデオ報告を募集します。 

担当の先生の当日参加が必要となります。 

［報告校の締切：2023年 1月 13 日（金）］ 

参加申込フォーム：https://forms.gle/3DeaRXJyQdJZYJ1D9 

［参加申込の締切：2023年 1月 18日（水）］ 

 

問 合 せ：北陸 ESD推進コンソーシアム事務局 

     TEL：076-264-5589  メール：hokuriku.esd@gmail.com 

 



 

┏━┓ 

┃６┃【石川】2022年度北陸 ESD推進コンソーシアム成果報告会 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

北陸 ESD 推進コンソーシアムは、「2022 年度北陸 ESD推進コンソーシアム成果 

報告会」を開催するにあたり、実践報告及び参加者を募集しています。 

 

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

 

開催日時：2023年 2月 11日（土）13：30～15：30 

開催方法：オンライン開催（参加費無料） 

内  容： 

〇2022年度成果報告（成果報告書及び映像資料） 

(1) 学校教育における eラーニング教材事例 

(2) 社会教育における eラーニング教材事例 

(3) 学生による eラーニング教材制作事例 

(4) オンライン講座（試行）について 

〇質疑応答、意見交換 

〇外部評価委員による評価コメント 

〇文部科学省担当者のコメント 

参加対象者：北陸や他地域のユネスコスクール及び SDGs・ESDに関心がある 

学校、団体、個人 

実践報告の応募：事務局までご連絡ください。 

［実践報告の締切：2023年 1月 27日（金）］ 

参加申込フォーム：https://forms.gle/krjHprXiNndAazrE7 

［参加申込の締切：2023年 2月 8 日（水）］ 

 

問 合 せ：北陸 ESD推進コンソーシアム事務局 

     TEL：076-264-5589  メール：hokuriku.esd@gmail.com 

 

 

┏━┓ 

┃７┃【三重】三重県気候講演会～気候変動 私たちにできること 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県は、津地方気象台と連携し三重県気候講演会をオンライン開催中です。 

今年度は、「気候変動 わたしたちにできること」をテーマに、気候変動の現状 



に関する基本的な内容から、三重県で起きている影響や適応策まで、具体的に 

紹介します。 

 

詳  細：https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0012300258.htm 

 

公開期間：2022年 11月 11日（金）～2023年 1月 10日（火） 

参加方法：指定 URL（動画視聴ページ）での視聴 ＊事前申込者のみの限定配信 

主な内容： 

〇講演 1 気候変動の現状と将来 

〇講演 2 三重県で起きている気候変動の影響 

〇講演 3 私たちの生活と「適応策」 

申込期限：2022年 12月 27日（火） 

 

問 合 せ：津地方気象台 

     TEL：059-228-6818  メール：miekikou@met.kishou.go.jp 

 

 

┏━┓ 

┃８┃【三重】ESD 実践講座 2022「ESD for 2030」持続可能な社会への変革 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県環境学習情報センターは、2023年 1 月～3 月にかけて、『ESD実践講座 

2022「ESD for 2030」持続可能な社会への変革』を開催します。 

 

詳  細：https://www.eco-mie.com/sponsored_courses/202301_03_esd2022/ 

 

対  象：三重県在住の 16 歳以上 

《基礎編：「ESD for 2030」～持続可能な社会への変革とは？》 

日時：2023年 1月 29日（日）13：30～16：00 

会場：みえ県民交流センター 交流スペース A（三重県津市） 

講師：寺田卓二氏（一般社団法人ネクストステップ研究会 代表） 

《応用編：「ESD for 2030」～実践するスキルを習得する》 

日時（全 3回）： 

(1) 3月 4日（土）13：45～16：15「ESD実践のスキルを学ぶ(1)」 

(2) 3月 11日（土）13：45～16：15「ESD実践のスキルを学ぶ(2)」 

(3) 3月 21日（火・祝）10：00～16：00「ESD を実践する」 

会場：三重県総合文化センター 中研修室（三重県津市） 



講師：新海洋子氏（一般社団法人 SDGs コミュニティ 代表理事） 

申込締切：2023年 1月 4日（水） 

 

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┃【富山】富山県 SDGs 連携推進ワークショップ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県は、SDGs に取り組む企業・団体の皆様が、「自社の SDGsを推し進めてい 

きたい」「企業・団体との連携先を探している」などの課題を解決するため、 

SDGsの推進に向けた気付きやパートナーシップのきっかけが生まれるワークシ 

ョップを開催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.toyama.jp/100202/kurashi/chihousousei/041212sdgsworkshop.html 

 

ワークショップの内容： 

・県内企業の事例紹介 

・カードゲーム「X（クロス）」の習得 

・オリジナルリソースカードの作成（自社の強みや技術等を記入） 

・作成したリソースカードを用いた問題解決の模擬体験 

・チームごとの発表・意見交換 

・フォローアップ 

講師：西野美冬氏（etincelle 代表・SDGs ビジネスコンサルタント） 

   堺勇人氏（一般社団法人環境市民プラットフォームとやま事務局長） 

 

《魚津会場》 

日時：2023年 1月 18日（水）13：00～16：00 

場所：新川文化ホール 104 会議室（富山県魚津市） 

締切：2023年 1月 16日（月） 

定員：30 名程度 

 

《高岡会場》 



日時：2023年 1月 19日（木）13：00～16：00 

場所：高岡商工ビル 大ホール（富山県高岡市） 

締切：2023年 1月 17日（火） 

定員：30 名程度 

 

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 

 

 

┏━┓【愛知】気候危機対策交流フォーラム 

┃10┃「未来に向けた地域づくりを考える」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県地球温暖化防止活動推進センターは、気候危機対策交流フォーラム「未 

来に向けた地域づくりを考える」を開催します。 

 

詳  細：https://www.accca.net/ 

 

開催日時：2023年 1月 19日（木）13：30～16：30 

開催場所：ウインクあいち 1302 会議室（愛知県名古屋市） 

主な内容： 

第 1部 気候変動適応セミナー 

第 2部 話題提供「2050脱炭素社会に向けた地域づくり」 

第 3部 トークセッション「気候危機を踏まえた地域づくりを考える」 

 

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 

     メール：cca-info@kankyosoken.or.jp 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪助成金・表彰等♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃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 



む様々な団体の事業を助成により支援します。 

 

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。 

〇格差是正 

 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 

〇災害分野 

 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 

〇環境保全 

 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 

 

 

┏━┓ 

┃２┃2022年度パタゴニア環境助成金プログラム 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

年 2回（4月と 8月）申請の締め切りを設けている環境助成金プログラムですが、 

2022年 4 月の募集が行われなかったため、今年度は 2023 年 1月 8日締切にて 2 

回目の募集を行います。 

 

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：2023年 1月 8日（日） 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃３┃令和 5（2023）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、「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 

 

〇コミュニティ活動助成 

地域づくりやコミュニティを基軸にした広範な市民活動に対する助成 

〇住まい活動助成 

住まいや住宅地、団地、マンションなどを活動対象にして今日の多様な住宅問 

題に取り組む活動に対する助成 

対象団体：営利を目的としない民間団体（特定非営利活動法人、法人化されて 

いない任意の団体など）。 

助成対象：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 

・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 

応募期間：2022年 11月 14日（月）～2023年 1月 10日（火）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 

 

 

┏━┓ 

┃４┃2022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-r04.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：2022年 11月 15日（火）～2023年 1月 13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 

 

 

┏━┓ 

┃５┃いしかわ脱炭素業界団体プロジェクト支援事業の公募【石川】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

石川県は、「いしかわ脱炭素業界団体プロジェクト支援事業」に参加する業界 

団体・企業グループを募集します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/project/hojokin.html 

 

補助対象： 

・石川県内で活動する業務部門・産業部門・運輸部門に関係する業界団体 



・2社以上の企業グループ（団体を組織していなくても、複数企業等が協同 

して行うもの） 

対象事業：業界団体等が実施する先導的な脱炭素の取組 

補 助 額：上限 30 万円 ※補助件数 5件程度 

募集期間：2022年 11月 11日（金）～12月 16 日（金） 

 

問 合 せ：石川県生活環境部温暖化・里山対策室 

     TEL：076-225-1462  メール：ontai@pref.ishikawa.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃６┃東海地域 NGO活動助成金 対象事業 募集【愛知、岐阜、三重、静岡】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

名古屋 NGO センター・真如苑共催で「東海地域 NGO活動助成金」の対象事業を 

募集します。 

 

詳  細：https://nangoc.org/2022/11/27/2023ngojyosei/ 

 

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。 

対象事業：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。 

教育、保健、医療、福祉などの分野、職業訓練、技術移転、人づくりを通じた 

自立支援、災害復興、環境保全、多文化共生、その他の人道的活動や啓発活動 

など、国の内外を問わず様々な活動が対象となります。 

＊ステファニ憲章 https://nangoc.org/about/#01 

採択件数：5～6 件程度（予定） 

助成金額：1 件あたり 20万円以内、かつ対象事業経費の 80％以内。 

     助成総額 100万円を上限に配分。 

受付期間：2022年 12月 20日（火）～2023年 1月 17日（火）12：00 必着 

 

問 合 せ：特定非営利活動法人名古屋 NGO センター事務局 

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

 

 

 



┏━┓ 

┃７┃第 8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 8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/2022/11/32505/ 

 

応募テーマ：自然のなかで、感動した、わぉ！と思った、おもしろいと思った、 

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：2022年 11月 1日（火）～2023年 1月 10日（火） 

 

《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 

     TEL：03-3553-4101  メール：wow@nacsj.or.jp 

 

 

┏━┓「2022年度 SDGs Quest みらい甲子園」 

┃８┃ 東海エリア大会（愛知県・岐阜県・三重県）エントリー募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「SDGs Quest みらい甲子園」は高校生がチームで社会課題解決のアクションア 

イデアを考えるコンテストで、2022 年度は、11エリア・25都道府県で開催しま 

す。2023年 3月 29 日開催の東海エリア大会に向けて、エントリーを募集中です。 

 

詳  細：https://sdgs.ac/ 

 

募集内容：SDGs の目標達成に向けた高校生によるアクションアイデアプラン 

参加条件：東海エリア内の高校に通う 1年生・2年生、2～6人で構成するチーム。 

     学年、他校生徒の混成可。 

エントリー方法：申込期間中にエントリーフォームより必要事項を入力し、 

プランデータを添付して送信 

エントリー期間：2022年 10 月 1 日（土）～2023 年 1月 12 日（木）18：00必着 

 



主  催：SDGs Quest みらい甲子園東海エリア大会実行委員会 

 

 

┏━┓ 

┃９┃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 20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「しぜんがいっぱい しあわせなくらし」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：しぜんがいっぱい しあわせなくらし 

応募期間：2022年 12月 1日（木）～2023年 1月 20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 

 

 

┏━┓ 

┃10┃FUKUI SDGs AWARDS 2022 エントリー募集【福井】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井 SDGs AWARDS 2022 実施専門委員会は、2023年 2月に開催する最終審査会 

に向けて、FUKUI SDGs AWARDS 2022 のエントリーを募集中です。 

 

詳  細：https://www.fukui-sdgs.com/ 

 

募集テーマ：福井県における持続可能な開発目標（SDGs）達成に資する取り組み 

応募資格：SDGs 達成に向けて優れた取組を行っている団体・個人 

応募要件：以下のいずれかの要件を満たすこと 

〇福井に活動の拠点がある 

〇福井で活動を行っている 

〇県外から福井に寄与する活動を行っている 

応募締切：2023年 1月 10日（火）必着 

 

問 合 せ：福井 SDGs AWARDS 2022 実施専門委員会事務局 



     （仁愛大学地域共創センター） 

     TEL：0778-43-6576  メール：F_SDGs@jindai.ac.jp 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

             ♪そ の 他♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃「あいち生物多様性サポーターズ」の募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、「あいち生物多様性サポーターズ」を募集しています。愛知県の自 

然や生きものに関心のある方であれば、個人、団体を問わず、サポーターとし 

て登録することができます。サポーターに登録いただいた方には、県からあい 

ちの自然やイベントなどの情報を提供します。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/supporter.html 

 

《個人サポーター》 

・自然や生きものに関心のある個人 

《団体サポーター》 

・県内で生物多様性保全に取り組んでいる市民団体や事業者など各種団体 

・生物多様性保全に貢献していきたい企業（県内に事業所がある企業） 

登録方法： 

《個人サポーター登録フォーム》 

https://www.pref.aichi.jp/ques/questionnaire.php?openid=95&check 

《団体サポーター》 

登録用紙（webに掲載）に必要事項を記入し、愛知県自然環境課まで提出。 

 

問 合 せ：あいち生物多様性サポーターズ事務局 

     愛知県環境局環境政策部自然環境課 

     TEL：052-954-6475  メール：shizen@pref.aichi.lg.jp 
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  本メールマガジンは、転送自由です。 
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