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■「ローカル SDGs 四国の創り手人材育成プログラム研修成果発表会」のご案内
■「持続可能な地域経済社会の活性化に向けた金融庁と環境省との連携チームオンライン
イベント」のご案内
■2021 年度第３回ウォータープロジェクト「グッドプラクティス塾」のご案内
■「CDP 水セキュリティレポート 2021 報告会×Water Project」のご案内
■「第四次循環型社会形成推進基本計画の第２回点検及び循環経済工程表の策定に向けた
ワークショップ」開催のご案内
■(再掲)活動団体の集大成、3/8 成果報告会を開催
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■「ローカル SDGs 四国の創り手人材育成プログラム研修成果発表会」のご案内
【LS 四国主催】ローカル SDGs 四国の創り手人材育成プログラム研修成果発表会が開催され
ます！
2021 年 12 月より始まったローカル SDGs 四国の創り手人材育成プログラム研修。総勢 18 人
の研修参加者の想いを事業化していけるように、研修を進めてきました。
今回の成果発表会は、研修参加者の想いや事業企画を発表頂き、ご参加頂いた皆様と更なる
事業企画のアイデア出しを行う Beyond ミーティング形式で実施し、今後事業化していく上
での仲間作りを目指しています。あなたにご参加いただくことで思いもしなかった化学反
応が起きるかもしれません。ぜひご参加ください！
【開催日時】令和４年 2 月 23 日（水）13:00〜16:00
【場所】Zoom 開催
【定員】100 名
【参加費】無料
【研修参加者の事業企画タイトル】※一部変更になる可能性もございます。
・排水を活用した陸上養殖
・新しい、古紙リサイクル
・世界と食品ロス
・みかんまるごと循環プロジェクト
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・SDGｓ×キャリア教育の旅
・空海を驚かせ！！”４県の個性が輝く”、誰も取り残さない四国を作る
・教育現場を通じた持続可能な内子町へのアプローチ
・中高生対象 自分の気持ちを表現して、実現化計画
・私の共創の場（co creation space づくりにおけるビジョン）
【詳細】詳細は下記 URL よりご覧ください。
https://4epo.jp/information/notice/24351.html
【申込み】下記 URL からお申し込みください。
申込締切：2 月 22 日（火）
https://forms.gle/ZPAySQXaPUC5UY4E9
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■「持続可能な地域経済社会の活性化に向けた金融庁と環境省との連携チームオンライン
イベント」のご案内
地域経済エコシステムの形成や地域課題の解決を通じた地域経済の活性化、地域資源の活
用を通じた持続可能な地域社会づくり「地域循環共生圏」に資する取組について、金融庁と
環境省が両省庁の知見やノウハウを持ち寄り、協働で取り組むことを目的として、令和３年
３月 31 日に「持続可能な地域経済社会の活性化に向けた連携チーム」が発足しました。
このオンラインイベントでは、金融庁と環境省との連携チームがかかわってきた各地域の
取組の一部をご紹介するとともに、国土交通省、文部科学省にも施策のご紹介をいただくな
ど、さまざまな視点から対話し、新たな気づきとネットワーク形成につなげることを目的に
開催します。ぜひ多くの皆さまのご参加をお待ちしています。
【日 時】令和４年 3 月 2 日（水）18:30〜20:00
【場 所】Zoom 開催
【参加費】無料
【定 員】100 名
【参加方法】
以下のメールアドレスから必要情報を記載の上、お申込みください。
申込締切は 2 月 24 日(木)17 時までです。
申込先：RENKEI_TEAM@env.go.jp
〇メール入力内容
・題名：3/2 イベント申込
・本文：①氏名（フルネーム） ②組織・役職 ③ZoomURL 送付先メールアドレス
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※一回のメールに、複数人のお申込みは可能です。
※参加時の URL は、別途ご案内致します。
※個人情報の取り扱いについては、本イベント以外の目的で利用することは一切ございま
せん。
【プログラム】
開催挨拶（金融庁）
18:35〜19:05 各地域の取組紹介
① ローカル SDGs プラットフォーム「LS 四国」のご紹介
四国環境パートナーシップオフィス（四国 EPO） 所長 常川 真由美氏
② 市民とともに歩む七尾版ローカル SDGs プロジェクト
七尾商工会議所 SDGs プロジェクト推進室長
のと共栄信用金庫 ふるさと創生部 入口 翔氏
③ 再エネの普及による脱炭素社会の実現と地域経済の持続可能性向上に向けた取り組み
米子信用金庫 営業統括部 副部長 國須 多加志氏
19:05〜19:35 各省庁の施策紹介
① 自然環境が有する多様な機能を活用したグリーンインフラと金融の関わり
国土交通省 総合政策局 環境政策課 課長補佐 和田 紘希氏
日本政策投資銀行 ストラクチャードファイナンス部 課長兼環境社会評価室 北栄 階一氏
② 文科省施策「共創の場形成支援」による地域課題解決の支援について
文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域振興課 課長補佐 齊藤 大地氏
③ 気候変動対応を中心とした ESG 金融の取り組みについて
環境省 環境経済課 環境金融推進室 課長補佐 菊池 豊氏
19:40〜19:55 意見交換
閉会（環境省）
【お問合せ】
環境省環境経済課：脇・下野
Tel：03-3581-3351/内線：7241
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■2021 年度第３回ウォータープロジェクト「グッドプラクティス塾」のご案内
環境省では、ウォータープロジェクトの一環として、2021 年度の第３回目のグッドプラク
ティス塾「水のサプライチェーンマネジメント」を令和４年２月 25 日（金）にオンライン
開催します。
本会議では、WWF ジャパンの並木崇様と一般財団法人持続性推進機構の森下研様をお招きし、
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水に関わる持続可能なサプライチェーンマネジメントの必要性と重要性について御講演い
ただきます。また、花王株式会社から、自社に係るサプライチェーンも含めた水リスクの影
響把握、対応の取組について御紹介いただきます。皆様の御参加をお待ちしております。
【開催日】令和４年 2 月 25 日（金）
【開催形式】Zoom 開催
【参加費】無料（事前申込制）
【詳細】下記 URL をご覧ください。
https://www.env.go.jp/press/110545.html
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■「CDP 水セキュリティレポート 2021 報告会×Water Project」のご案内
令和４年 2 月 22 日（火）
、環境省、CDP の共催で「CDP 水セキュリティレポート 2021 報告会
×Water Project」をオンライン開催します！
本報告会では、高崎経済大学学長の水口剛氏をお招きし、
「ESG 投資・インパクト投資と水」
について御講演いただきます。
また、Water Project の取組として愛媛県西条市より地下水をテーマとした健全な水循環の
維持・回復に関する取組を御紹介いただくほか、CDP が実施している企業の水リスクへの対
応に関する調査結果の報告や企業の優良事例を発表いただきます。
皆様の御参加をお待ちしております。
【開催日】令和４年 2 月 22 日（火）
【開催形式】Zoom 開催
【参加費】無料（事前申込制）
【詳 細】下記 URL をご覧ください。
https://www.env.go.jp/press/110502.html
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■「第四次循環型社会形成推進基本計画の第２回点検及び循環経済工程表の策定に向けた
ワークショップ」開催のご案内
環境省では、第四次循環型社会形成推進基本計画の評価・点検及び循環経済工程表の策定
に伴い、令和４年３月 16 日（水）に循環経済を利用した循環型社会の将来像とそのアプロ
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ーチについて、国民の皆様を含めた幅広い関係主体による意見交換の場としてワークショ
ップをオンラインで開催します。
講演、事例紹介、意見交換を通じて地域循環共生圏でも重要なポイントである循環経済に
関する理解を深められる機会となっております。循環経済に関する日本の今後の方向性に
ついて、一緒に考えてみませんか？奮ってご参加ください。
【日時】令和４年３月 16 日（水）13:00 〜 16:00（予定）
【開催方法】Zoom 開催
【プログラム（予定）
】
13:00〜13:05 開催挨拶、諸説明
13:05〜13:35 基調講演
浅利美鈴氏（京都大学大学院地球環境学堂准教授）
「我が国のこれまでの循環型社会形成に向けた取組や循環経済を今後推進していく上での
ポイント」
13:35〜15:15 各グループ（A・B）での取組事例紹介・意見交換
●A：ライフサイクル（製造、流通、販売、消費・使用、廃棄等）全般での資源循環の取組
の必要性
＜取組事例紹介（五十音順）＞
・イオン株式会社
・住友化学株式会社
・JX 金属株式会社
・トータルケア・システム株式会社
（そのほか登壇者調整中）
●B：循環経済を進めるアプローチ及び SDGs への貢献
＜取組事例紹介（五十音順）＞
・株式会社エアークローゼット
・鹿児島県大崎町
・
（一社）シェアリングエコノミー協会
・JFE エンジニアリング株式会社
・
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
15:25〜15:55 ワークショップ内容の共有、全体を通じた意見交換
15:55〜16:00 閉会挨拶
【申込方法】
参加には事前申込みが必要です。下記 URL の登録フォームからお申し込みください。
○登録フォーム：https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2022/junkan0316.html
○申込締切：令和４年３月 11 日（金）12:00
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※申込者多数の場合は、先着順とさせていただきます。
【詳 細】本イベントの背景等の詳細は下記 URL をご覧ください。
https://www.env.go.jp/press/110513.html
【その他】
ワークショップ同様、第四次循環型社会形成推進基本計画の第２回点検及び循環経済工程
表の策定に向けた検討プロセスとして、2050 年カーボンニュートラルを始めとした持続可
能な社会に向け、循環経済を最大限利用した循環型社会の将来像及びそのアプローチに対
する意見の募集を現在実施しています。
（募集期間：令和４年１月 18 日（火）から同年４年２月 28 日（月）まで）
https://public-comment.egov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195210075&Mode=0
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■活動団体の集大成、3/8 成果報告会を開催
※2/14 にお送りしたものと同じ内容になります。
環境・経済・社会の統合的向上を目指す「地域循環共生圏づくりプラットフォーム構築事業」
に取り組んだ令和３年度の活動地域の方々から、取組の成果を発表いただく、成果報告会を
開催します！
地域の取組の成果だけでなく、苦労したことや課題も共有します。リアルな成果からご自身
の取組の参考になるヒントが見つかったり、一緒に何か出来そう、お手伝いできそうな地域
と出会えるかもしれません。
頑張る地域の皆様に当日は、応援メッセージや共感ポイント、一緒にやりたい！というアピ
ールなど、地域の活動の励みになるようなチャットへの書き込みをお願いします！
＜成果報告会＞
【日 時】令和４年３月８日（火）10:00〜14:45（予定）
【場 所】Zoom 開催
【参加対象】活動団体（発表者）
、実践地域登録制度登録地域・団体、企業等登録制度登録
企業・団体、個人メールマガジン会員
【定 員】40 名
【プログラム】
オンライン２会場で進行します。確定したプログラム等に関する情報は、後日、参加登録い
ただいた方の登録アドレス向けにご連絡いたします。チラシは下記からご覧ください。
https://ideacon.box.com/shared/static/ckzv81jni8wm0w81668wb4eeoak39pt6.pdf
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【申込方法】
申込は下記 URL をご覧ください。
https://forms.gle/TBBz8xyhXYUvnTiu9
※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。
【締 切】令和４年２月 28 日（月）※定員に達し次第、締め切らせていただきます。
【問合せ】地域循環共生圏全国プラットフォーム事務局
E-mail:event@chiikijunkan.jp
Tel: 045‐593‐7639
担当：いであ(株) 小池、高橋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
※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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