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空の色(そらいろ)を見ながら、皆さまとのつながりを感じつつ、 

多様なセクター、テーマ、中部地域の環境情報をお届けします。 

冒頭文は、中部地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課長 

水原 健介（みずはら けんすけ）さんです。 

………………………………………………………………………………… 

 新年度を迎えたばかりと思っていたら早くも６月になりました。 

環境省では、ごみゼロの日である 5月 30日から環境の日である 6月 5 

日までを「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」と設定し、市民、事業者、  

廃棄物関係団体、行政が一体となって、全国で不法投棄の監視活動・啓 

発活動を強化しております。 

先日、某自治体が主催する不法投棄監視パトロールの出発式に参加さ 

せていただき、また、ご担当の方からまだまだ不法投棄が後を絶たない 

現状を伺いました。４月に閣議決定された第５次環境基本計画では、 

「地域循環共生圏の創造」といったフレーズが出ているように、地域の 

特性を生かし適切に資源を適切に循環させ、自然と共生をしていくこと 

が求められている中で、まずは大前提として不法投棄の撲滅といった地 

道で継続的な取組の重要性を再認識したところです。 

６月は「環境月間」であり、環境に関する様々なイベントもあるかと 

思いますので、ご興味があるイベントがあれば是非ご参加ください。 

………………………………………………………………………………… 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃ ♪ も く じ ♪ ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【イベント情報】 

1. 第 12回地球温暖化に関する中部カンファレンス 

   「気候変動と私たちの生活への影響を考える」 

2. レンジャー写真展 2018 



3. 藤前干潟の生きもの ちぎり絵ワークショップ 

4. 2018年度中部サステナ政経塾 開講記念公開シンポジウム 

5. 環境ボランティアサークル亀の子隊 

   6月の渥美半島西の浜クリーンアップ活動 

6. 環境省「CO2削減/ライトダウンキャンペーン」の実施 

7. 平成 30年度「環境白書及び環境基本計画を読む会」の開催について 

 

【募集情報】 

1. 第 17回聞き書き甲子園に参加の高校生を募集 

2. ESD岡山アワード 2018 の応募団体を募集 

3. 第 29期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成の募集案内 

4. あいちｅｃｏティーチャー養成校の受講生を募集 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓第 12回地球温暖化に関する中部カンファレンス 

┃１┃ ～気候変動と私たちの生活への影響を考える～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

中部地方環境事務所では、自治体、事業者、地域や家庭で地球温暖化対策を推 

進している、または実践しようとしている方を対象に、「地球温暖化に関する 

中部カンファレンス」を開催しています。 

 

【講演】 

 ・近年の気候・気象の特徴について 

 NPO法人気象キャスターネットワーク 気象予報士 岩名美樹 

 ・気象変動へのカルビーポテト（株）の対応について 

  カルビーポテト（株）馬鈴薯研究本部本部長 植村弘之 

 ・気候と米の栽培・酒醸造の関わりについて 

    (株)水谷酒造 顧問 星野和平 

 ・名古屋市内における浸水対策について 

   名古屋市上下水道局技術本部計画部主幹 太田宗由 

 ・気候変動への適応に関する環境省の取組と気候変動適応法案について（仮） 

   環境省地球環境局総務課 気候変動適応室 



【ディスカッション】 

   モデレーター 中部地方環境事務所環境対策課長 永井均 

 

日  時：平成 30年 6月 21日（木）13:30～17:00 

場  所：名古屋国際センター別棟ホール 

申込締切：平成 30年 6月 20日(水) 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/to_2018/cs12.html 

 

 

┏━┓ 

┃２┃レンジャー写真展 2018 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

国指定藤前干潟鳥獣保護区、白山国立公園、伊勢志摩国立公園で働く環境省 

職員「レンジャー」と「アクティブ・レンジャー」が目にする美しい自然を写 

真で紹介します。 

 

【碧南海浜水族館・碧南市青少年海の科学館】 

日 時：平成 30年６月１日（金）～７月１日（日）09:00～17:00 

住 所：愛知県碧南市浜町２番地３ 

入場料：無料 

休館日：毎週月曜日（祝日と重なる場合はその翌日） 

詳 細：http://chubu.env.go.jp/pre_2018/post_34.html 

 

 

┏━┓ 

┃３┃藤前干潟の生きもの ちぎり絵ワークショップ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【レンジャー写真展関連イベント！】 

レンジャー写真展の期間中に、レンジャーが会場にやってきます！ 

会場で、レンジャーと一緒に藤前干潟の生き物のちぎり絵を作ろう。 

 

日 時：平成 30年 6月 24日(日) 

    １回目：11：00～12：00、２回目：13：30～14：30  

場 所：碧南海浜水族館・碧南市青少年海の科学館 

（愛知県碧南市浜町２番地３） 

対 象：一般（幼児～大人） 



参加費：無料 

問合せ先：環境省名古屋自然保護官事務所 

     TEL:052-389-2877 

 

 

┏━┓ 

┃４┃2018年度中部サステナ政経塾 開講記念公開シンポジウム 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

持続可能な地域づくりのための、政策やプロジェクトの立案および実現ができ 

る人材を育成する中部サステナ政経塾の 2018年度開講記念講演と公開シンポ 

ジウムが開催されます。 

 

日  時：平成 30年 6月 16日(土)13:30～16:40 

場  所：ウインクあいち 901大会議室 

     （名古屋市中村区名駅 4-4-38） 

参 加 費：無料 

内  容：基調講演、特別講演、対談、全体討論 

申込締切：平成 30年 6 月 13 日(水) 

問 合 せ：中部 ESD拠点協議会事務局 

     TEL:0568-51-7618 FAX:0568-51-4736 

     メール: office@chubu-esd.net 

詳  細：http://sustena-policy.jpn.org/ 

 

 

┏━┓ 

┃５┃環境ボランティアサークル亀の子隊 

┃ ┃6月の渥美半島西の浜クリーンアップ活動 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

海はすべての命の源です。大昔の人たちのようにもっともっと海を大切にしな 

ければなりません。環境ボランティアサークル亀の子隊は、西の浜クリーンア 

ップ活動の 6月の参加者を募集しています。  

 

日 時：平成 30年 6月 17日(日) 10:00～11:00 

場 所：田原市西山町の信号を出て、Ｆポイントあたりの海 

問合せ：環境ボランティアサークル亀の子隊 

    TEL:090-9123-7983 



詳 細：http://www.kamenoko.org/ 

 

 

┏━┓ 

┃６┃環境省「CO2削減/ライトダウンキャンペーン」の実施 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省では 6月 21日(木)から 7月 7日(土)までの間、「CO2削減／ライトダウ 

ンキャンペーン」を実施します。 

また、6月 21日（夏至の日）と 7月 7日（クールアース・デー）両日の夜 8 

時から 10時までの 2時間を特別実施日として設定し、全国のライトアップ施 

設や各家庭の照明の一斉消灯を呼び掛けます。 

なお、特別実施日の一斉消灯に参加いただける施設は、「CO2削減/ライトダウ 

ンキャンペーン」ホームページにて登録できます。 

 

【特別実施日の参加登録はこちら】 

https://ondankataisaku.env.go.jp/coolearthday/registration/ 

 

問 合 せ：環境省地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室 

     TEL:（代表）03-3581-3351、（直通）03-5521-8341 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/105435.html 

 

 

┏━┓ 

┃7 ┃平成 30年度「環境白書及び環境基本計画を読む会」の開催について 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

平成 30年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書が６月５日に閣議 

決定され、国会へ提出及び公表されました。中部地方環境事務所では、白書の 

内容を広く知っていただくため、四日市大学及び四日市市との共催により「環 

境白書及び環境基本計画を読む会」を開催いたします。 

 

日 時：平成 30年 8月 10日（金） 13:30開始（２時間程度） 

場 所：四日市公害と環境未来館 講座室 

問合せ：四日市大学 社会連携センター 

詳 細：http://chubu.env.go.jp/to_2018/h30hakusyo.html 

 

【環境省記者発表資料】 



http://www.env.go.jp/press/105537.html 

【白書（PDF）の閲覧】 

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h30/pdf.html 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃第 17回聞き書き甲子園に参加の高校生を募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「聞き書き甲子園」は、高校生が、森・川・海の名人を訪ねその知恵や技、も 

のの考え方や生き方を「聞き書き」し、その成果を発信する取り組みです。 

 

【聞き書き甲子園】http://www.foxfire-japan.com/index.html 

 

参加資格：高校生 

     定時制、通信制高校、高等専修学校、特別支援学校（盲学校、ろう 

     学校及び養護学校）、フリースクールの高等部等も含みます 

募集定員：100名 

応募・ 

申込方法：http://www.foxfire-japan.com/join.html 

応募締切：平成 30年 6月 25日（月）必着 

問 合 せ：NPO法人共存の森ネットワーク聞き書き甲子園実行委員会事務局 

     TEL:03-6432-6580 FAX:03-6432-6590 

     メール:info@foxfire-japan.com 

 

 

┏━┓ 

┃２┃ESD岡山アワード 2018 の応募団体を募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

持続可能な社会づくりに向けた教育や人材育成事業を顕彰する「ESD岡山アワ 

ード 2018」は応募団体を募っています 

環境保全やまちづくり、伝統文化の継承、多文化共生など様々な切り口から持 

続可能な社会づくりに向けて、学び、行動する教育や人づくりを行う事業が対 



象です。 

 

顕彰内容：世界のモデルとなり ESD普及に貢献する優良事例（グローバル賞） 

応募資格：国外・国内で実施される ESD事業 

受 賞 数：2件以内 

賞  金：各 40万円 

応募締切：平成 30年 6月 29日（金）17時 00分必着 

問 合 せ：ESD 岡山 アワード運営委員会 アワード運営委員会 

     （岡山市 市民協働局 市民協働局 ESD 推進課内 小西、岩田） 

     TEL:086-803-1351 FAX:086-803-1777 

メール:esd@city.okayama.lg.jp 

詳  細：http://www.okayama-tbox.jp/esd/pages/8755 

 

 

┏━┓ 

┃３┃第 29期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成の募集案内 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

プロ・ナトゥーラ・ファンド助成は、日本や海外の自然保護のための、地域に 

根ざした自然保護活動や自然保護に関する書籍の出版、年度ごとに定める特定 

のテーマに取り組むプロジェクトに対して助成を行っています。 

 

【プロ・ナトゥーラ・ファンド助成】 

http://www.pronaturajapan.com/foundation/pronaturafund/29pnfbosyu 

 

助成金額：第 29期（2018 年度）は総額約 4000万円の助成を予定 

募集期間：平成 30年 5月 28日（月）～7月 13日（金）正午 

助成期間：平成 30年 10月～平成 31年 9月末（一部平成 32年 9月末まで） 

問 合 せ：公益財団法人自然保護助成基金 プロ・ナトゥーラ・ファンド 

     TEL:03-5454-1789 FAX:03-5454-2838 

     メール:office@pronaturajapan.com 

 

 

┏━┓ 

┃４┃あいち ecoティーチャー養成校の受講生を募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、豊かな知識や経験を有する方々に環境学習講師として活躍してい 



ただくため、45歳以上の方を対象とした、「あいちｅｃｏティーチャー養成校」 

を新たに開校します。 

受講生には、講座づくりのポイントなどを学んでいただいたうえで、オリジナ 

ル講座を作成してもらい、小学生やその保護者を対象に冬休みの期間中に講座 

を実施していただきます。 

また、次年度以降、県の環境学習講座などでボランティア講師として活躍して 

いただく予定です。 

受講料は無料で、定員は 30名です。 

明るい未来創りに興味のある方の御応募をお待ちしています。 

 

～あいちｅｃｏティーチャー養成校とは？～ 

「あいちｅｃｏティーチャー養成校」は、中高年の方を環境学習の講師（あい 

ちｅｃｏティーチャー）として養成し、豊かな知識や経験等を若い世代につな 

げ、持続可能な社会を支える「行動する人づくり」を目指しています。校長は 

愛知県環境部長です。 

 

応募期限：平成 30年 6月 29日(金)必着 

実施場所：あいち環境学習プラザ など 

問 合 せ：あいちｅｃｏティーチャー養成校事務局 

   （株式会社フルハシ環境総合研究所内 担当：城山、中林） 

   TEL:052-324-5351 

     メール:eco@fuluhashi.jp 

詳  細： 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/ecoteacher30.html 

 

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

【本メールマガジンについて】 

本メールマガジンは、転送自由です。 

配信を希望される方は、下記までお申し込みください。 

○申込 : office@epo-chubu.jp 

○解除 : office@epo-chubu.jp 

○バックナンバー 

そらいろ通信 ～EPO-Chubu メールマガジン 

http://www.epo-chubu.jp/ 

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

発信元：環境省中部環境パートナーシップオフィス(EPO中部) 



     中部地方 ESD活動支援センターE  

     TEL:（EPO）052-218-8605／（ESD）052-218-9073 

     FAX: 052-218-8606 

メール:office@epo-chubu.jp 

     URL：（EPO）http://www.epo-chubu.jp 

        （ESD）http://chubu.esdcenter.jp/  

〒460-0003 名古屋市中区錦 2-4-3 錦パークビル 4F 

==================================================================== 


