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

環境省任期付職員を募集しています！ 

(1)自然共生サイト（仮称）の業務等に従事する環境省任期付職員 

(2)地域の外来生物対策業務に従事する環境省任期付職員 

(3)伊勢志摩国立公園の魅力向上等を担当する環境省任期付職員 

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

環境省では、今年の 4 月から中部地方環境事務所（名古屋市）及び伊勢志摩国 

立公園管理事務所（志摩市）で働く以下の任期付職員を募集しています（併願 

可能）。 

 

(1)自然共生サイト（仮称）の業務等に従事する環境省任期付職員の募集 

環境省では、中部地方環境事務所を含む全国 5つの地方事務所で、環境省職員 

（任期付職員：自然環境調整専門官）を 1 名ずつ募集しています。 

来年度から正式認定が始まる「自然共生サイト」に関する業務のほか、各地域 

での 30by30 アライアンスとの連携、地域戦略の策定のための相談対応などなど、 

日本の OECM 促進をはじめとする仕事に従事することになります。 

民間等での経験を生かして活躍いただける方、環境省の一員として OECM を盛り 

上げていただける方のご応募をお待ちしています。 

 

任用期間：令和 5年 4 月 1日から令和 7年 3月 31日まで（予定） 

勤 務 地：名古屋市 

応募締切：令和 5年 1 月 23 日（月）必着 

詳細/募集要項：https://www.env.go.jp/guide/saiyo/cat_x2/20221223c.html 

 

問 合 せ：環境省自然環境局自然環境計画課（担当：石川、小林） 

     TEL：03-5521-8272 

     メール：shizen-keikaku-saiyo@env.go.jp 

https://www.env.go.jp/guide/saiyo/cat_x2/20221223c.html
mailto:shizen-keikaku-saiyo@env.go.jp


 

(2)地域の外来生物対策業務に従事する環境省任期付職員の募集 

令和 5年 4月から改正外来生物法が全面施行します。 

環境省では、ヒアリ等の新たな外来生物の侵入をとめ、地方における外来生物 

防除の強化をはかり、健全な自然生態系を取り戻す新たな試みをするため、中 

部地方環境事務所を含む全国 7つの地方事務所で、環境省職員（任期付職員： 

外来生物企画官、外来生物防除専門官）を募集します。 

 

任用期間：令和 5年 4 月 1日から令和 7年 3月 31日まで（予定） 

勤 務 地：名古屋市 

応募締切：令和 5年 1 月 23 日（月）必着 

詳細/募集要項：https://www.env.go.jp/guide/saiyo/cat_x2/20221223d.html 

 

(3)伊勢志摩国立公園の魅力向上等を担当する環境省任期付職員の募集 

伊勢志摩国立公園では、自然を満喫できる上質なツーリズムを実現し、国内外 

の誘客を促進する「国立公園満喫プロジェクト」を実施しています。公園利用 

者（外国人観光客を含む）の利用環境の向上等を目的として、関係者間の調整、 

所要の事務処理、現地調査など国立公園に関する業務に従事する環境省職員 

（任期付職員：自然保護官）を募集します。 

 

任用期間：令和 5年 4 月 1日から令和 7年 3月 31日まで（予定） 

勤 務 地：志摩市 

応募締切：令和 5年 1 月 23 日（月）必着 

詳細/募集要項：https://chubu.env.go.jp/topics_00035.html 

 

 

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

《プログラム・登壇者確定！》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。30 by 30 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。また、生物多様性保全の取組を展開してい 

る、またはご関心のある企業、活動団体、自治体のみなさまのご参加をお待ちし 

ております。 

 

https://www.env.go.jp/guide/saiyo/cat_x2/20221223d.html
https://chubu.env.go.jp/topics_00035.html


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（YouTube ライブ配信の視聴） 

※zoom参加は定員（100名）に達しましたので YouTube ライブ配信による視聴 

参加を募集しています。 

プログラム： 

1. 開会 

  ご挨拶：環境省中部地方環境事務所 

2. 企業による生物多様性保全 

 「OECMと自然共生サイト（仮称）について」 

 環境省自然環境局自然環境計画課 

 「世界目標と企業の生物多様性保全」 

 渡辺綱男氏（国連大学サステイナビリティ高等研究所 シニアプログラムコ 

 ーディネーター） 

3. 自然共生サイト（仮称）試行認定の経験共有 

 「森の維持管理と自然共生サイトへの取組」 

 谷岡修氏（ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株 

 式会社 人事総務部門総務・ファシリティ部） 

 「希少生物が生息・生育するシャトー・メルシャンの椀子（まりこ）ヴィン 

 ヤード（長野県上田市）」 

 小此木陽子氏（キリンホールディングス株式会社 CSV 戦略部） 

 「柞（ははそ）の森（石川県珠洲市）における茶道用木炭生産を通じた里山 

 の保全」 

 大野長一郎氏（株式会社ノトハハソ 代表取締役） 

4. OECM に向けた多様な主体の連携 

 「自然共生を目指した企業連携」 

 北本都美氏（環境パートナーシップ・CLUB（EPOC）自然共生分科会事務局、 

 東邦ガス株式会社 CSR環境部部長付） 

 「市民・専門家と連携した調査・保全活動」 

 長谷川泰洋氏（なごや生物多様性保全活動協議会会長） 

5. 質疑応答と登壇者によるトークセッション 

 コーディネーター：環境省中部地方環境事務所 

 

参加申込フォーム 

https://forms.gle/W5W5YCL7jJ7MZuB46 

https://www.epo-chubu.jp/epo-news/17367.html
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 

 

 

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

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/epo-news/17840.html 

 

開催日時：2023年 2月 4日（土）13：00～17：00 

＊YouTube ライブ配信を自由にご視聴いただけます。《申込不要》 

《視聴 URL》https://youtu.be/S8h8-zX6EKU 

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 ♪    ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance
https://www.epo-chubu.jp/epo-news/17840.html
https://youtu.be/S8h8-zX6EKU


【イベント関連】 

1.   東北 ESD/SDGs フォーラム 2022 

   ～スポーツ・音楽・伝統工芸から SDGs を紐とく～ 

2.  【富山】JICA北陸公開セミナー 

  「海をこえて、みんなで考える！再生可能エネルギー」 

3.  【愛知】田原菜の花エコプロジェクト感謝祭 2023 

4.  【長野】令和 4年度信州 ESD/SDGs 成果発表＆交流会～発表校を募集～ 

5.  【三重】悩める若者のための環境の仕事のハナシ 

   ～自然に関わる仕事をしよう！～ 

6.   脱炭素チャレンジカップ 2023～来場者・WEB投票の登録受付中～ 

7.  【愛知】多文化共生をテーマとした SDGs イベント 

  「Why ジャパニーズピーポー？～自分とは違う『普通』を知ろう～」 

8.  【三重】みえ星空環境案内人養成講座 

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

10. 【石川】2022年度北陸 ESD推進コンソーシアム成果報告会 

11. 【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」 

 

【ツール・コンテンツ】 

1.  【長野】長野圏域 SDGs ポータルサイトを開設 

 

【助成金・表彰等】 

1.   アウトドア環境保護基金（2022年度後期）募集 

2.   令和 5 年度なごや生物多様性保全活動協議会助成金 募集【愛知】 

3.   世界農業遺産「能登の里山里海」フォトコンテスト 2022 作品募集 

4.   知立市 SDGsアイデアコンテスト 提案募集【愛知】 

 

【その他】 

1.  「あいち食品ロス削減パートナーシップ制度」創設 

   ～登録企業・団体等を募集～【愛知】 

2.  「岐阜県プラスチック・スマート事業所『ぎふプラスマ！』」募集 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

             ♪イベント関連♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



┏━┓東北 ESD/SDGs フォーラム 2022 

┃１┃～スポーツ・音楽・伝統工芸から SDGs を紐とく～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

東北地方 ESD活動支援センター主催で東北 ESD/SDGs フォーラム 2022を開催します。 

 

詳  細：https://tohoku.esdcenter.jp/ 

 

開催日時：2023年 1月 21日（土）13：00～15：00（オンライン） 

開催形式：オンライン開催 YouTubeで配信します。 

※オンライン参加、YouTube 配信には、事前の申し込みが必要です。 

主な内容： 

〇ショートトークショー「ESDと SDGｓとは？」 

〇トークセッション 

テーマ 1：音楽と SDGs 

テーマ 2：伝統工芸と SDGs 

テーマ 3：スポーツと SDGs 

〇パネルディスカッション 

申込締切：2023年 1月 19日（木）12：00 

 

問 合 せ：東北地方 ESD活動支援センター 

     TEL：022-393-9615  FAX：022-290-7181 

     メール：info@tohoku-esdcenter.jp 

 

 

┏━┓【富山】JICA北陸公開セミナー 

┃２┃「海をこえて、みんなで考える！再生可能エネルギー」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

JICA北陸と PEC とやま主催で公開セミナー「海をこえて、みんなで考える！再 

生可能エネルギー」を開催します。気候変動が深刻な課題となる現代で、エネ 

ルギー問題、特に再生可能エネルギーに関わる 2 ヵ国 9 名の行政官たち。昨年行 

われた JICA 研修での学びあいの成果を代表者 3 名が各地から発信するセミナー 

です。海に囲まれた島国マーシャルとスリランカからのレポートをお届けしま 

す。質問コーナーもあります！  

 

詳  細：https://www.jica.go.jp/hokuriku/event/2022/20221215.html 

 

https://tohoku.esdcenter.jp/
mailto:info@tohoku-esdcenter.jp
https://www.jica.go.jp/hokuriku/event/2022/20221215.html


開催日時：2023年 1月 26日（木）13：00～15：00 

開催場所：富山県総合福祉会館サンシップとやま 福祉ホール（富山市） 

     またはオンライン（Zoom） 

定  員：富山会場 40名・オンライン定員なし ※事前予約制 

参 加 費：無料・日英通訳つき 

 

問 合 せ：JICA 北陸（独立行政法人国際協力機構北陸センター） 

     TEL：076-233-5931  FAX：076-233-5959 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【愛知】田原菜の花エコプロジェクト感謝祭 2023 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

田原市と特定非営利活動法人田原菜の花エコネットワークは、田原菜の花エコ 

プロジェクト感謝祭 2023を開催します。 

 

詳  細： 

https://www.city.tahara.aichi.jp/kurashi/gomi/1000033/1004292/1003305.html 

 

開催日時：2023年 1月 14日（土）10：30～15：00 

開催場所：田原市加治町新田の菜の花畑（愛知県田原市加治町新田 51-1） 

対  象：一般（申込不要） 

主な内容：菜の花エコプロジェクトの紹介、食用菜の花・菜種粕・菜種油等の 

     販売、豚汁・ぜんざいの無料配布 など 

 

問 合 せ：田原市市民環境部環境政策課 

     TEL：0531-23-7401  FAX：0531-23-1832 

 

 

┏━┓【長野】令和 4 年度信州 ESD/SDGs 成果発表＆交流会 

┃４┃ ～発表校を募集～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

信州 ESD コンソーシアムは「信州 ESD/SDGs 成果発表＆交流会」を開催します。 

長野県内のユネスコスクールや、全国ユネスコエコパークで学ぶ学校等の児童・ 

生徒が、日頃の ESD/SDGs 学習の成果を互いに発表しあい、また交流することを 

通じて、学びを深め、拡げるとともに、学びの姿を発信することにより ESD/SDGs 

https://www.city.tahara.aichi.jp/kurashi/gomi/1000033/1004292/1003305.html


の普及を目指します。 

 

詳  細：https://esd-nagano.org/ 

 

開催日程： 

2023年 2月 3日（金）午前の部 9：50～12：10／午後の部 13：30～15：30 

2023年 2月 4日（土）午前の部のみ 10：00～12：10 

開催方法：オンライン（Zoom）／一般向け：YouTube Live による同時配信 

発表校の募集（募集内容）： 

・児童、生徒による ESD/SDGs 学習の成果発表（発表時間 10 分） 

・オンラインで当日の発表もしくはビデオによる動画での発表 

・発表の後に 20分程度の交流の時間を設けます。 

・ポスターでの発表も可能です。 

申込締切：2023年 1月 13日（金） 

 

問 合 せ：信州大学教育学部 信州 ESD コンソーシアム事務局 

     TEL：026-238-4034  FAX：026-234-5540 

     メール：kyoesd@shinshu-u.ac.jp 

 

 

┏━┓【三重】悩める若者のための環境の仕事のハナシ 

┃５┃ ～自然に関わる仕事をしよう！～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

四日市公害と環境未来館は、「悩める若者のための環境の仕事のハナシ」を開 

催します。樹木医や環境省、公園ガイドなど自然に関わる仕事に携わっている 

方に話を聞いてみましょう。 

 

詳  細： 

https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/event-information/ 

 

開催日時：2023年 2月 12日（日）13：30～16：30 

開催場所：四日市公害と環境未来館 1階 研修・実習室（三重県四日市市） 

対  象：高校生～40 歳くらいまで 

定  員：20人 

講  師：木楽 Nakamura 中村昌幸さん 

     環境省 野々垣安将さん 

https://esd-nagano.org/
mailto:kyoesd@shinshu-u.ac.jp
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/event-information/


     上野森林公園 渡辺直人さん 

申込締切：2023年 1月 29日（日）必着 

 

問 合 せ：四日市公害と環境未来館 

     TEL：059-354-8430  FAX：059-354-8431 

     メール：info@eco-yokkaichi.com 

 

 

┏━┓ 

┃６┃脱炭素チャレンジカップ 2023～来場者・WEB投票の登録受付中～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

脱炭素チャレンジカップ 2023 では、全国から選び抜かれた脱炭素社会につなが 

る活動を実践しているファイナリストが大集結します。来場参加者（オンライ 

ン同時開催）及び WEB 投票参加者を募集しています。 

 

詳  細：https://www.zenkoku-net.org/datsutanso/ 

 

開催日時：2023年 2月 16日（木）10：00～16：55 

会  場：伊藤謝恩ホール（東京都文京区 東京大学キャンパス内） 

     オンライン同時開催 

主な内容（予定）： 

〇ファイナリストによるプレゼンテーション 

〇講演「脱炭素社会にむけて－持続可能なよりよい地域をつくる－」 

 高村ゆかりさん（東京大学未来ビジョン研究センター教授） 

〇「アイデア賞」受賞者からの講演 

〇パネルディスカッション 

参加方法：来場及び WEB投票に参加の場合、事前登録が必要です。 

 

問 合 せ：脱炭素チャレンジカップ事務局 

     （一般社団法人地球温暖化防止全国ネット） 

     TEL：03-6273-7785  メール：zccc@zenkoku-net.org 

 

 

┏━┓【愛知】多文化共生をテーマとした SDGsイベント「Why ジャパニー 

┃７┃ ズピーポー？～自分とは違う『普通』を知ろう～」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

mailto:info@eco-yokkaichi.com
https://www.zenkoku-net.org/datsutanso/
mailto:zccc@zenkoku-net.org


知立市は、多文化共生をテーマとした SDGsイベントを開催します。厚切りジェ 

イソンと SDGsを楽しみながら学びましょう。 

 

詳  細： 

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

l#a40 

 

開催日時：2023年 2月 12日（日）13：30～15：30 

開催場所：知立市文化会館 かきつばたホール（愛知県知立市） 

主な内容： 

〇SDGsトークショー「ジャパニーズ ピーポーあるある～『普通』ってなに？」 

〇壁面アート「みんなの SDGs でちりゅっぴを作ろうだっぴ！」 

募集対象：どなたでも（観覧無料） 

定  員：892人（応募者多数の場合、抽選） 

申込期限：2023年 1月 16日（月）必着 

 

問 合 せ：メ～テレセールスソリューション部 

     TEL：052-322-7127 

     メール：sales-solution@nagoyatv.com 

 

 

┏━┓ 

┃８┃【三重】みえ星空環境案内人養成講座 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県環境学習情報センターは、星と人と環境の懸け橋になる指導者「みえ星 

空環境案内人」を養成する講座を実施します。 

 

詳  細：https://www.eco-mie.com/sponsored_courses/miehosizora_23/ 

 

開催日時／開催場所： 

第 1回 2023年 2月 19日（日）10：00～17：45 

三重県環境学習情報センター（四日市市桜町 3684-11） 

第 2回 2023年 2月 25日（土）10：00～18：15 

四日市市勤労者・市民交流センター（四日市市日永東 1-2-25） 

第 3回 2023年 3月 4 日（土）13：30～18：45 

鈴鹿馬子唄会館、鈴鹿峠自然の家 天文台「童夢」（亀山市関町沓掛 234） 

https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/kikaku/kikakuseisaku/gyomu/1621414696588.html#a40
https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/kikaku/kikakuseisaku/gyomu/1621414696588.html#a40
mailto:sales-solution@nagoyatv.com
https://www.eco-mie.com/sponsored_courses/miehosizora_23/


募集人数：15人 

対  象：三重県内在住の 16 歳以上の方※原則、全日程受講できる方 

参 加 費：全日程を通して 3,500 円 

申込締切：2023年 1月 18日（水）応募多数の場合は抽選 

     ＊締切日が過ぎても定員に達しない場合は先着順で受付 

 

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┃【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）］ 

mailto:info@eco-mie.com
https://esd.w3.kanazawa-u.ac.jp/
https://forms.gle/3DeaRXJyQdJZYJ1D9


 

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 

 

 

┏━┓ 

┃10┃【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 

 

 

 

mailto:hokuriku.esd@gmail.com
https://esd.w3.kanazawa-u.ac.jp/
https://forms.gle/krjHprXiNndAazrE7
mailto:hokuriku.esd@gmail.com


┏━┓【愛知】気候危機対策交流フォーラム 

┃11┃「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 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

             ♪ツール・コンテンツ♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃【長野】長野圏域 SDGs ポータルサイトを開設 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野市は、長野圏域の SDGs に関する取組を紹介するポータルサイト（Nagano 

Region SDGs ACTION）を開設しました。企業や団体、自治体で行われている最 

新の SDGsに関係するイベント情報や取組を紹介します。それぞれの活動を見え 

る化することで、取組の普及や共創を促進します。 

 

詳  細：https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kikaku/478294.html 

 

《ポータルサイト：Nagano Region SDGs ACTION》 

https://www.nagano-region-sdgs-action.net/ 

 

https://www.accca.net/
mailto:cca-info@kankyosoken.or.jp
https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kikaku/478294.html
https://www.nagano-region-sdgs-action.net/


 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪助成金・表彰等♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃アウトドア環境保護基金（2022年度後期）募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

コンサベーション・アライアンス・ジャパン（アウトドア環境保護基金）は、 

アウトドアフィールドの保全のために活動している全国の団体に活動資金を助 

成しています。 

 

助成原則： 

(1) 生物多様性に恵まれた特定の陸域や水域を、野生生物の生息地として、ま 

たはアウトドア？レクリエーションの機会を確保するために、持続的に保全す 

ることを目的としているプロジェクト。 

(2) 草の根の市民活動が主導、あるいは支援しているプロジェクト。ただし、 

一般的な教育プロジェクトや科学調査には助成できません。 

(3) アウトドア・コミュニティと協働している、またはアウトドア・レクリエ 

ーションに便益があるプロジェクト。 

(4) 測定可能な具体的な目標や活動対象、行動計画が策定されており、成果を 

図るために明確な判断基準が含まれているプロジェクト。 

(5) 5 年以内に最終的な成果（アウトカム）、または 3 年以内に測定可能な顕著 

な前進が見込めるプロジェクト。 

助成金額：1 回あたり 50万円（上限） 

申込締切：2023年 2月 15日（水） 

 

詳細・応募方法：https://outdoorconservation.jp/promotion-support 

（一般社団法人コンサベーション・アライアンス・ジャパンの Webサイト） 

 

 

┏━┓ 

┃２┃令和 5年度なごや生物多様性保全活動協議会助成金 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

なごビオ（なごや生物多様性保全活動協議会）は、「令和 5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。 

 

https://outdoorconservation.jp/promotion-support


詳  細：https://bdnagoya.jp/introduction/activities/index.html#01 

 

対象団体： 

〇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いません） 

〇学校の部活動団体（指導者を有すること）、学校をサポートしている団体 

（PTA 等） 

※学校とは、幼稚園･小学校･中学校･義務教育学校･高等学校･中等教育学校･特 

別支援学校･大学･高等専門学校･専修学校を指します。 

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 

(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 

応募期間：2023年 1月 4日（水）～2月 3日（金） 

 

問 合 せ：なごビオ（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 

 

 

┏━┓ 

┃３┃世界農業遺産「能登の里山里海」フォトコンテスト 2022 作品募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

石川県、能登 4 市 5町、関係団体で構成する世界農業遺産活用実行委員会では、 

世界農業遺産に認定された「能登の里山里海」の魅力を広く発信するため、 

フォトコンテストを開催します。 

 

詳  細： 

http://www.pref.ishikawa.jp/satoyama/noto-giahs/ne_20221208.html 

 

募集期間：2022年 12月 8日（木）～2023年 2月 17日（金）当日投稿有効 

応募資格：能登エリア内で応募者ご自身が撮影したもの。 

     どなたでも、何度でも、何点でも応募できます。 

応募方法： 

(1) インスタグラムの個人アカウントを公開 

(2) 世界農業遺産活用実行委員会の公式インスタグラムアカウント 

「@notonosatoyamasatoumi」をフォロー！ 

https://bdnagoya.jp/introduction/activities/index.html#01
mailto:bdnagoya@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
http://www.pref.ishikawa.jp/satoyama/noto-giahs/ne_20221208.html


(3) 写真 1点につき、以下のハッシュタグ 2点をつけて投稿 

＃2022能登の里山里海フォトコン 

＃○○市 or 町（撮影場所） 

 

問 合 せ：世界農業遺産活用実行委員会 

     TEL：076-225-1648  FAX：076-225-1618  

     メール：satoyama@pref.ishikawa.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃知立市 SDGs アイデアコンテスト 提案募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

知立市の SDGsの推進につながるアイデアをプレゼンしていただくアイデアコン 

テストを開催します。上位入賞した提案については、賞品を贈呈します。 

 

詳  細： 

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

l#a27 

 

開催日時：2023年 3月 12日（日）13：30～16：00 

開催場所：猿渡公民館 会議室（愛知県知立市） 

参加対象：知立市内の高校及び専門学校に通う生徒。 

     知立市と連携協定を締結している大学及び短期大学の学生。 

発表時間：1 チーム（個人参加も可）10分間。 

     内訳は、SDGs推進につながる施策の提案 7分、質疑応答 3 分。 

申込締切：2023年 2月 28日（火） 

 

問 合 せ：知立市企画政策課地方創生 SDGs係 

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

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

             ♪そ の 他♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓「あいち食品ロス削減パートナーシップ制度」創設 

┃１┃ ～登録企業・団体等を募集～【愛知】 

mailto:satoyama@pref.ishikawa.lg.jp
https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/kikaku/kikakuseisaku/gyomu/1621414696588.html#a27
https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/kikaku/kikakuseisaku/gyomu/1621414696588.html#a27


┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、食品ロス削減に一緒に取り組んでいただける企業・団体等を「あ 

いち食品ロス削減パートナー」として登録します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/press-release/r4foodloss-partnership.html 

 

対象事業者：愛知県内に事業所を有し、当該事業所において食品ロス削減に向 

けた取組を実施している企業・団体等 

募集期間：2022年 11月 30日（水）から常時募集 

メリット： 

(1) 食品ロス削減に積極的に取り組む事業者として PR でき、イメージ向上に 

つながります。 

(2) 愛知県が登録事業者の情報と取組を Webページ等で紹介するため、知名度 

向上につながります。 

(3) ロゴマークを自社の食品ロス削減の取組に活用できます（フードドライブ 

のちらし、企業パンフレット等）。 

 

問 合 せ：愛知県環境局資源循環推進課 

     TEL：052-954-6234  メール：junkan@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃２┃「岐阜県プラスチック・スマート事業所『ぎふプラスマ！』」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

岐阜県は、使い捨てプラスチック製品使用の合理化や再生可能原料への代替など 

に取り組む事業所を「岐阜県プラスチック・スマート事業所『ぎふプラスマ！』」 

として登録する制度を創設しました。「ぎふプラスマ！」に登録してオール岐阜 

でプラスチック資源循環を促進しませんか？ 

 

詳  細：https://www.pref.gifu.lg.jp/page/258045.html 

 

募集対象：プラスチック資源循環に資する取組みを 1つ以上実施している岐阜 

     県内の事業所 

メリット：〇知事名の登録証を交付し、県ホームページに掲載 

     〇ポスター・ステッカーを啓発資材として提供 

https://www.pref.aichi.jp/press-release/r4foodloss-partnership.html
mailto:junkan@pref.aichi.lg.jp
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/258045.html


     〇モデル的事業所として県民に向け対外的に取組みを PR 

 

問 合 せ：岐阜県環境生活部廃棄物対策課 

     TEL：058-272-8214  メール：c11225@pref.gifu.lg.jp 

 

 

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