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■地域循環共生圏フォーラム 2021 開催！！
■『第 6 回 寺子屋ローカル SDGs』開講のご案内〜テーマはグリーンインフラ！〜
■寺子屋ローカル SDGs 開催レポート＆動画を公開中！
■地域循環共生圏・なうっ！
■第 14 回企業版ふるさと納税分科会「企業と地方公共団体とのマッチング会」のご案内
■【地方自治体職員向け】オンライン型環境パートナーシップ研修のご案内
■「ＧＩＡＨＳ認定 10 周年記念フォーラム in 佐渡」のご案内
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■地域循環共生圏フォーラム 2021 開催！！
10 月 27 日（水）に「地域循環共生圏フォーラム 2021」を開催します。
本フォーラムでは、地域や企業の皆様にとって、これからの取組へのヒントとなるような地
域循環共生圏の最新の取組を様々な視点からご紹介します。
今年も興味深いコンテンツばかりをご用意しましたのでぜひ奮ってご参加ください！
【日 時】令和 3 年 10 月 27 日（水）9:30〜17:20
【場 所】オンライン開催
【主 催】環境省
【共 催】and Beyond カンパニー（事務局：NPO 法人 ETIC.）
【参加費】無料（事前申し込み制）
【定 員】各分科会 300 名程度
【申 込】お申込みはこちらの専用フォームから https://chiikijunkan.jp/forum2021entry/
【期 日】令和 3 年 10 月 22 日（金）17 時
※申し込んだ方には、開催日前に参加 URL をご案内いたします。
【詳 細】本フォーラムの詳細はこちらから https://www.env.go.jp/press/110034.html
◆9:30〜10：00
オープニング「なぜ今こそ地域循環共生圏なのか」
登壇：株式会社風と土と阿部裕志氏
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◆10:10〜11:10
・分科会①「まずはここからスタート〜地域循環共生圏のはじめ方と地域プラットフォーム
づくり〜」※調整中
・分科会②「企業版ふるさと納税が気になるあなたへ！活用方法を知ろう！」
熊本県
・分科会③「脱炭素は地域が命運を握る！〜再エネを担う人材の拡大のために〜」
稲垣 憲治氏（一社）ローカルグッド創成支援機構
◆11：20〜12：00
・関係省庁による地域循環共生圏づくりに関連した事業・取組紹介①・②
国交省、金融庁、林野庁ほか
◆13：00〜14：00
・分科会④「地域課題をビジネスで解決する！ローカル SDGs ビジネスづくりの最前線」
株式会社ボーダレス・ジャパン
・分科会⑤「地域と取り組む ESG 金融のススメ」
栃木銀行、環境省大臣官房環境経済課
・分科会⑥「地域に「裨益」する木質バイオマス事業を本気で作ろう」
加藤 鐡夫氏（
（一社）日本木質バイオマスエネルギー協会）
◆14：10〜15：10
・分科会⑦「地域資源を活かした資源循環のまちづくり実践例〜生ごみなどを使った発電と
熱利用から液肥まで〜」
松尾 和久氏 福岡県みやま市
・分科会⑨「地域でお金を循環させよう！最新事例のご紹介（仮）」
※調整中
◆15：20〜16：20
・分科会⑧「企業と地域で持続可能なミライを作る！〜TCFD から考える地域と企業の協
働のあり方〜（仮）
」
※調整中
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◆15：20〜17：20
・
「出張開催！Beyond ミーティング×地域循環共生圏フォーラム 2021」
andBeyond カンパニー（事務局：ＮＰＯ法人ＥＴＩＣ．
）
※Beyond ミーティングへの参加者は別途募集します。
（募集開始は 10 月第 2 週を予定して
おります。メルマガならびに環境省ローカル SDGs ホームページで告知いたします。
）
※ プ ロ グ ラ ム は 決 定 次 第 、 順 次 、 環 境 省 ロ ー カ ル SDGs ホ ー ム ペ ー ジ
（http://chiikijunkan.env.go.jp/）もしくは、
Facebook ページ（https://www.facebook.com/LocalSDGsplatform.env/）に公開いたします
ので、ご参照ください。
【お問い合わせ】
地域循環共生圏フォーラム事務局（いであ株式会社内 担当：高橋・安間）
Email：event@chiikijunkan.jp
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■『第 6 回 寺子屋ローカル SDGs』開講のご案内〜テーマはグリーンインフラ！〜
昨今多発する自然災害への持続可能な形での対応について考える地域も多いかと思います。
グリーンインフラは自然の持つ多様な機能をインフラ整備に活用することを基本としてお
り、防災・減災や地域振興、環境保全までさまざまな分野で注目を集めています。
第 6 回「学び編」では、京都産業大学の西田さんを先生としてお招きし、なぜ今、グリーン
インフラを考える必要があるのか？どうやって地域経済と結び付けるのかという観点から、
防災・減災への解決策の糸口となるグリーンインフラについて具体的な事例などを交えて
お伺いします。
【日 時】令和 3 年 10 月 13 日（水）18:00〜19:00
（終了後も質問等で最大延長 19:30 まで予定しております）
【場 所】オンライン開催（Zoom 使用予定）
【登壇者】京都産業大学 西田 貴明さん
【定 員】50 名（予定）
【プログラム】
①講義等「防災・減災とグリーンインフラ」
②質疑応答
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③ネットワーキング（任意参加）
【参加費】無料
【申 込】https://forms.gle/BvYcvDBzdwrD1BFG7
（氏名、ご所属、メールアドレスを専用フォームにご記入ください。フォームからのお申込
みができない場合には、メールにてお問い合わせください。
E-mail：touroku@chiikijunkan.jp）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■寺子屋ローカル SDGs 開催レポート＆動画を公開中！

「寺⼦屋ローカル SDGs」のこれまでの開催レポートや動画を下記 URL にて公開していま
す。ぜひご覧ください。
http://chiikijunkan.env.go.jp/manabu/seminar2021/
◆第 1 回 学び編〜先輩に聞いてみよう〜
「準備で 8 割決まる、地域で効果的に事業を進めるためのプロジェクトデザイン」
登壇者：一般社団法人ねばの森 杉山 泰彦氏
◆第 2 回 学び編〜専門家に聞いてみよう〜
「地域で仲間を集める！効果的な場づくりとファシリテーション」
登壇者：ヒトコトデザイン株式会社 清水 謙氏
◆第 3 回 学び編〜専門家に聞いてみよう〜
「エコツーリズムのススメ〜持続可能な地域創造のツールとして〜」
登壇者：一般社団法人エコツーリズム協会 坪根 悠太氏
◆第 4 回 学び編〜専門家に聞いてみよう〜
「エネルギーの地産地消からはじまる地方創生」
登壇者：ローカルエナジー株式会社 上保 裕典氏
環境省大臣官房環境計画課 澁谷 潤氏
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■地域循環共生圏・なうっ！
(1)【実践地域等登録制度】新しい仲間が増えました
現在、99 団体にご登録いただいております。
メルマガ 28 号より新たに 1 団体が実践地域として登録されました。
（令和 3 年 9 月 27 日
時点）
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・株式会社萩・森倫館（山口県萩市）
各団体の抱える課題や活用できる資源など、各団体の情報は下記ページにて紹介しており
ますので、ぜひご覧ください。
http://chiikijunkan.env.go.jp/tsunagaru/
（2）
【企業等登録制度】登録企業等が増えました
現在、122 団体にご登録いただいております。
エネルギー、サーキュラーエコノミー、農林水産業・地場産品など、メルマガ 29 号より新
たに 11 事業者が登録されました。
（令和 3 年 9 月 27 日時点）
・株式会社フロンティアハウス
・アルテック新材料株式会社
・一般社団法人アーバニスト
・株式会社パーツランド東部
・株式会社ふくしま新聞店
・株式会社 CRS 埼玉
・有限会社サンコーファーマシー
・Precious Plastic 唐津
・国際人材開発事業協同組合
・株式会社トビムシ
・h.LAB
登録事業者は下記ページにて紹介していますので、ぜひご覧ください。
http://chiikijunkan.env.go.jp/deau/kigyo_list/
気になる事業者があれば事務局までお気軽にご相談・問合せください！
（3）
【実践地域等登録制度】
【企業等登録制度】登録情報更新の受付
ご登録及びウェブサイト掲載がされてから情報の更新が必要でしたら、事務局あてにご連
絡ください。
その際には、申請時にご提出いただいた様式の該当箇所を修正した書類のご提出をお願い
いたします。変更した箇所が分かるようにしていただけると幸いです。
【登録制度事務局】E-mail：touroku@chiikijunkan.jp（担当：小池、那花）
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■第 14 回企業版ふるさと納税分科会「企業と地方公共団体とのマッチング会」のご案内
企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）は、地方公共団体が行う地方創生の取組に対する
企業の寄附について法人関係税を税額控除する仕組みです。
専門的知識・ノウハウを有する企業の人材の地方公共団体等への派遣を促進することを通
じて、地方創生のより一層の充実・強化を図る、企業版ふるさと納税（人材派遣型）の活用
も全国で広がり始めているところです。
昨今、福岡市内の企業が熊本県へ、脱炭素化推進事業に従事する人材が派遣されたほか、
都内の企業がカーボンニュートラルをテーマにした寄附事業の公募をするなど、環境分野
においても本制度が活用されています。
この度、内閣府では、企業版ふるさと納税を活用した、官民連携による地方創生の取組を
推進するため、
「企業と地方公共団体とのマッチング会」をオンラインにて開催いたします。
この分科会をきっかけに企業と地方公共団体の皆様との連携を促進し、企業版ふるさと
納税を活用した地方創生の取組を一層推進できればと存じます。ぜひご参加ください。
【開催概要】
日時：令和 3 年 10 月 13 日（水）13:30〜15:15
方法：Zoom を利用したオンライン形式での開催
参加費：無料
プログラム：13:30 開会
13:35 内閣府制度説明
13:50 地方公共団体によるプレゼンテーション（13 団体×３分）
14:30 休憩
14:35 地方公共団体によるプレゼンテーション（12 団体×３分）
15:10 事務局からの連絡
15:15 閉会
詳細は、次の URL の開催案内をご確認ください。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/portal/sdgs_bunkakai.html
【申込方法】
https://forms.office.com/r/XE5hu9i2TK
申込期限：令和 3 年 10 月 11 日（月）15:00 まで
事前申込が必要となりますので、詳細は上記 URL をご確認ください。
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【お問い合わせ先】
（内閣府事業受託事業者）
東武トップツアーズ株式会社 官公庁事業部 第２営業部
担当：藤田、井上、坂本、大嶋
TEL： 03-5348-3500
MAIL：furusato_kigyou@tobutoptours.co.jp
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■【地方自治体職員向け】オンライン型環境パートナーシップ研修のご案内
環境省では、地方公共団体の職員を対象として集合型で実施していた「環境パートナーシッ
プ研修」に代替するものとして、オンライン型の環境パートナーシップ研修を実施します。
地域との協働取組の事例や協働取組の基礎講座の動画配信のほか、研修生からの行政事例
を題材とした参加型 Web 検討会などを実施いたします。
「パートナーシップで行政を進めるって何だろう？」とお悩みの方、ぜひ一度、扉を叩いて
みてください！
申込方法などの詳細は下記 URL からご覧ください。
http://neti.env.go.jp/proceed/nowup.html
一次〆切：10 月 25 日
最終〆切：11 月 26 日
※各所属の研修窓口を通じてお申し込みください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■「ＧＩＡＨＳ認定 10 周年記念フォーラム in 佐渡」のご案内
世界農業遺産（GIAHS）は、伝統的農法、関連する文化、風習、景観と生物多様性に富
んだ、世界的に重要な地域を次世代に継承するため、国連食糧農業機関（FAO）が創設した
制度です。
佐渡では、2008 年のトキ野生復帰にあわせて、
「朱鷺と暮らす郷づくり認証制度」を開始し、
これらの生物多様性の取組などが認められ 2011 年に「世界農業遺産」に認定されました。
本フォーラムでは、世界農業遺産１０周年を祝して、生物多様性・循環型農業の成果と課題
を基に、10 年間で佐渡や日本農業が歩んできた過程と次世代への継承すべき持続可能な日
本型農業遺産システムとは何かを議論することを目的としています。
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詳細及び申し込み方法等は、特設ページをご覧ください。
https://www.city.sado.niigata.jp/site/giahs/30635.html
【開催日】令和 3 年 10 月 29 日（金）〜31 日（日）
【開催方法】現地参加・オンライン参加併用開催
【定員】400 名
【参加費】3,000 円 ※宿泊代・エクスカーション参加費は改めて必要になります。
【申込期間】令和 3 年 9 月 27 日（月）〜10 月 22 日（金） ※宿泊・エクスカーション・
シャトルバス申込締切 10 月 13 日（水）
【お問い合わせ先】
佐渡 GIAHS 認定 10 周年記念フォーラム実行委員会事務局
（佐渡市役所農業政策課内）
〒952-1219 新潟県佐渡市千種 232 番地
TEL：0259-63-5117

FAX：0259-63-5127

MAIL：sado-giahs@city.sado.niigata.jp
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
※配信先の追加・変更・配信停止・その他本メルマガに関するお問い合わせは事務局までご
連絡ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
発行：地域循環共生圏メールマガジン事務局
touroku@chiikijunkan.jp
環境省ローカル SDGs 地域循環共生圏づくりプラットフォーム HP
http://chiikijunkan.env.go.jp/
環境省ローカル SDGs 地域循環共生圏づくりプラットフォーム Facebook ページ
https://www.facebook.com/LocalSDGsplatform.env/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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