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■『第 11 回 寺子屋ローカル SDGs』開講のご案内〜企業版ふるさと納税マッチング会〜
■開催日迫る！『第 10 回 寺子屋ローカル SDGs』開講のご案内〜テーマは外部人材の巻き
込み方〜
■第 19 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
■2/9 環境省主催イベント地域循環共生圏（ローカル SDGs）オンラインセミナー〜地域資源
を利用したエネルギーの地産地消〜
■【オンラインセミナー】
『カーボンニュートラル「まるわかりセミナー（動向編・第２回）」
：
CN の実現に向けた銀行界の取組み

〜産業界とともに実現する CN〜』のご案内

■2 月 9 日(水)「霞が関ダイアログ」スピンオフ企画開催決定！！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■『第 11 回 寺子屋ローカル SDGs』開講のご案内〜企業版ふるさと納税マッチング会〜
第 11 回となる寺子屋ローカル SDGs を、２月 22 日（火）に開催します！
今回は初の「つながる編」として、内閣府と環境省の共催で「企業版ふるさと納税の活用
に向けた企業と地方公共団体とのマッチング会

〜地域脱炭素の推進に向けて〜」をオン

ラインにて開催いたします。
地域脱炭素に向けて施策・事業をお考えの地方公共団体や地域の事業者が増えていると
ころですが、予算の確保に加え、施策・事業の立案段階における高い専門知識を持つ人材が
少なく、専門人材・予算の確保や人材育成が求められているところです。
本会では、そんな地方公共団体からのプレゼンと、ブレイクアウトルームによる個別地域
ごとのお話の場を設けさせていただきます。
「企業の皆さんにぜひ手助けしてほしい！」
「プレゼンをしたい！」という地方公共団体
の登壇者だけでなく、地方公共団体や企業さんの「ほかの地域がどのように進めようとして
いるのか見たい！」という視聴での参加もお待ちしています。
(１)開催概要
日 時：令和４年２月 22 日（火）13:30〜15:45（最大 16:00 予定）
共

催：内閣府、環境省

参

加：地域脱炭素に意欲的な地方公共団体、企業

参加費：無料
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形

態：登壇・視聴共にオンライン（ZOOM） ※途中入退室可

(２)プログラム（予定）
13:30

開会

13:35

内閣府からの概要説明

13:50

地方公共団体によるプレゼンテーション（５団体×６分）

14:20

５分間休憩

14:25

地方公共団体によるプレゼンテーション（５団体×６分）

14:55

事務局からの連絡

15:00

個別マッチング（１回目・１０団体平行ブレイクアウトルーム）

15:20

休憩

15:25

個別マッチング（２回目・１０団体平行ブレイクアウトルーム）

15:45

閉会（最大 16:00 までを予定）

(３)申込方法
以下の申込フォームに必要事項をご入力のうえ、期日までにお申し込みください。
※「地方公共団体プレゼンテーション登壇枠」、
「視聴のみ」の２つの参加形態からお選びい
ただけます。
申込フォーム：https://forms.gle/T9UuancFCLP3tKJ99/
申込締切日

：令和４年２月４日（金）15：00 まで
※「視聴のみ」の枠は、令和４年２月 18 日（金）まで受付いたします。

(４)プレゼンテーションご登壇条件
本会にて地方公共団体プレゼンテーション（事業の発表）にご登壇をご希望される場合は、
以下３点にご留意下さい。
①プレゼンテーションのご登壇は、既に企業版ふるさと納税に係る地域再生計画の認定を
受けている団体又は令和４年１月に地域再生計画の認定申請を行っている団体のみとさせ
ていただきます。
②本会は開催テーマに「地域脱炭素」を設定しております。テーマに沿った事業をご発表さ
れる団体を優先いたしますので、ご留意ください。
③ご登壇いただけるのは 10 団体までとなっております。10 団体を超える応募があった場合
には、ご登壇できない可能性がございますのであらかじめご了承ください。
(５)資料作成
ご登壇を希望される地方公共団体は、当日のプレゼンテーション資料を作成し、指定する期
日までにご提出ください。
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形 式： PowerPoint、もしくは PDF にて横向き
枚 数：スライド５枚まで ※文字の大きさは 14 ポイント以上
提出期日：令和４年２月 14 日（月）17：00 まで
※以下のポータルサイトに、過去の内閣府主催マッチング会で各地方公共団体が作成した
資料を公開しておりますので、ご参照ください。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/portal/pdf/dai12/05jichitaipresentati
on.pdf
(６)お問合せ先
不明点がある場合は、下記のお問合せ先へお問い合わせください。
地域循環共生圏全国プラットフォーム事務局
宮本、稲田
Tel / 045-593-7639
E-mail / touroku@chiikijunkan.jp
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■『第 10 回 寺子屋ローカル SDGs』開講のご案内〜テーマは外部人材の巻き込み方〜
地域循環共生圏において重要な要素である地域資源には、自然資源だけでなく、地域の文化
や人材も含まれます。それに加え、地域の担い手として地域外の人材を呼び込み、更に取組
を発展させたいと考える地域も多いかと思います。しかし、どのように呼び込めば良いか分
からなかったり、受け入れてはみたものの、地域住民と外部人材との関係づくりや地域への
定着につまずいてしまったという方も多いのではないでしょうか。
第 10 回「学び編」では、一般社団法人フィッシャーマン・ジャパンの島本さんを先生とし
てお招きし、外部から人を受け入れる伝統がなかった「漁業」で外部人材を巻き込むことに
成功した経緯や外部人材を巻き込む上での課題、受け入れる地域側の雰囲気づくり、その際
の留意点といった観点で具体的な事例を交えてお話しいただきます。担い手育成事業
（TRITON PROJECT）を担当し、これまで 50 名以上の漁師になりたい若者の受入れを行って
きた島本さんにお話を伺います。質問・交流できるこの機会はとても貴重です！ぜひご参加
ください！
【日 時】令和 4 年 2 月 8 日（火）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）
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【場

所】オンライン開催（Zoom 使用予定）

【登壇者】一般社団法人 フィッシャーマン・ジャパン

島本

幸奈さん

【定 員】50 名（予定）
【プログラム】
① 講義等「海とひと、ウチとソトをつなぐ〜海の豊かさをつくる、担い手のつくり方〜」
②質疑応答
③ネットワーキング（任意参加）
【参加費】無料
【申 込】https://forms.gle/dcLbC2ccpczbmkCz8
（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）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■内閣府主催

第 19 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
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」
がオンラインにて開催されますのでお知らせします。
企業版ふるさと納税は、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。特に、企業版ふるさと納税（人材派遣型）は、寄附
とあわせて 専門的知識・ノウハウを有する企業の人材を地方公共団体等へ派遣することを
通じて、地方創生の一層の充実・強化を図る取組であり、全国で広がり始めています。
企業版ふるさと納税（人材派遣型）は、「地域脱炭素ロードマップ」への掲載や本年８月に
は、九州電力(株)より熊本県へ脱炭素化推進事業に従事する人材が派遣されるなど、環境関
係の施策と親和性の高いものと考えられています！
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
【開催概要】
日時：令和４年２月９日（水）13:30〜15:30
方法：オンライン開催（Zoom）
参加費：無料
プログラム：13:30

開会挨拶

13:35

内閣府からのお知らせ

13:40

活用実績のある地方公共団体による講演（北海道美唄市、福井県鯖江市）
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13:55

内閣府企業版ふるさと納税マッチング・アドバイザーによる制度活用ポイント紹介

14:10

地方公共団体によるプレゼンテーション（10 団体×３分）

14:40

休憩

14:45

地方公共団体によるプレゼンテーション（10 団体×３分）

15:15

寄附意向のある企業によるプレゼンテーション（最大５社×３分）

15:30

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
【当日のプレゼン例：環境保全関係】
・北海道

かみかわ版ゼロカーボン スタートアップ事業

・長野県上松町

木工とデジタルと木曽の森をつなぐ「あげまつ森の 6 次産業化」プロジ

ェクト
【申

込】

申込フォーム URL： https://forms.office.com/r/k7FNKfcJcW
申込締切日：令和４年２月７日（月） 15:00
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。
【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
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■2/9 環境省主催イベント地域循環共生圏（ローカル SDGs）オンラインセミナー〜地域資源
を利用したエネルギーの地産地消〜
本セミナーでは、木質・廃棄物系バイオマスや地熱など、近年関心が高まる「再生可能エネ
ルギー」に着目！様々な地域で最前線でご活躍している方々にご登壇いただき、事業立上げ
期の「苦労」や、地域のヒト・モノ・カネを活かした事業推進の「工夫」をお話頂きます！
実際に地域の課題解決に取り組む・取り組もうとしているみなさま、ご都合が合いましたら
奮ってご参加ください！
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【日 時】令和４年２月９日（水）17:00〜19:00
【場

所】オンライン（Zoom） ※参加の手順を別途ご案内いたします

【参加費】無料
【定

員】100 名（先着）

【申

込】下記 URL よりお申込みください。

https://cu-nri.zoom.us/meeting/register/tJMscOCgrT4tGtQzVD1qhDjCGEbfK-IQL23h
お申込み期限：令和 4 年 2 月 7 日（月）
【登壇企業・登壇者のご紹介】
●元気アップつちゆ さま（https://genkiuptcy.com/）
＊福島県土湯温泉において、地域資源である「温泉」「温泉熱」を軸に、地熱発電事業や
エビ養殖事業などの多彩な事業で、地域復興に尽力。
有休資産を活用した賑わい創出を目指す更なる計画も進めるなど、まちづくり事業を
展開します。
●気仙沼地域エネルギー開発 さま（http://chiiki-energy.co.jp/）
＊宮城県気仙沼市において、市内の森林資源を活用した木質バイオマス発電により、
林業再生や雇用創出に注力。
さらに、地域内の経済循環を目的に、木材の買取では地域通貨を発行する工夫も行って
います。
●ビオクラシックス半田 さま（https://biokurasix.jp/）
＊愛知県半田市と共に、
「半田市バイオマス産業都市構想」の具現化に取り組んでいます。
畜産・食品廃棄物等のバイオマス資源を、電気・熱・CO₂といったエネルギーや肥料に
変え、近隣農地へ還元する地域循環モデルづくりを進めています。
【主

催】環境省

【問い合わせ先】
株式会社野村総合研究所
サステナビリティ事業コンサルティング部 向井・由藤・今泉
E-mail:localsdgs2022@nri.co.jp
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■【オンラインセミナー】
『カーボンニュートラル「まるわかりセミナー（動向編・第２回）」
：
CN の実現に向けた銀行界の取組み

〜産業界とともに実現する CN〜』のご案内

パリ協定の採択や持続可能な開発目標（SDGs）の採択などを機に、環境（Environment）・
社会（Social）・ガバナンス（Governance）（＝ESG）を考慮した資金の流れが世界的に
急速に広がっています。こうした中で、中小企業等の最大の資金調達先である銀行では、
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地域の ESG 課題を積極的に掘り起し、ファイナンスに関するノウハウを生かして、
新たな事業構築への関与を強化しています。こうした動きを踏まえ、銀行界における
取組みや最新動向、金融を通じて今後中小企業に求められる取組み等について
分かりやすく解説いたします。
【配信期間】2022 年２月 18 日（金）〜３月 20 日（日）
【申込期間】2022 年１月 20 日（木）〜２月 28 日（月）
お申込者には、セミナー動画閲覧用 URL（YouTube 限定公開・動画時間は約 40 分）を 2022
年 2 月 18 日（金）以降に配信いたします。
【申込・詳細】下記 URL よりご確認ください。
https://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-109783.html
【お問い合せ先】
東京商工会議所

産業政策第二部

環境・エネルギー担当

E-mail:sansei2@tokyo-cci.or.jp
また、本セミナーは、カーボンニュートラル「まるわかりセミナー（動向編）」の第２回目
です。以下のとおり計３回開催してまいります。
・第１回（１月）：カーボンプライシングとは何か？

〜炭素税導入の議論とビジネスへの

影響〜
・第２回（２月）：CN の実現に向けた銀行界の取組み

〜産業界とともに実現する CN〜

・第３回（３月）：カーボンオフセットとクレジット市場の動向（仮題）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■2 月 9 日(水)「霞が関ダイアログ」スピンオフ企画開催決定！！
2/9(水)、霞が関ダイアログスピンオフ企画「
【自治体×金融】セッション」を開催します！
今回は、「金融機関や支援機関等にお届けしたい！連携したい！」という自治体の皆さまに
ご登壇いただき、各自治体の注目施策を発表いただきます。
内容は、「中小企業の脱炭素化・省エネ支援（東京都）」「スタートアップ支援、オープンイ
ノベーション創出（愛知県）」「副業・兼業人材の活用推進（神戸市）
」など、全国的にも関
心が高まっている施策が盛りだくさんです！！
もちろん、今回も棒読み禁止の熱いプレゼンをいただきます！！
詳細等は、下記ＵＲＬよりご確認ください。
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【申込 URL】
https://dialog-kasumigaseki0209.peatix.com
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
※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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