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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、 

   環境省 中部地方環境事務所 環境対策課 

   主査 溝手 康人（みぞて やすひと）さんです。 

………………………………………………………………………………… 

   ～ウォームビズ始まりました。～ 

   環境省では、平成 17年度より冬の地球温暖化対策として職場や家庭で 

   暖房時の室温を 20℃で快適に過ごすライフスタイルを推奨する「ウォ 

   ームビズ」を毎年 11月１日から翌年 3月 31日までの間行っています。 

   室温設定の調節による省エネ効果は夏よりも冬の方が大きいという統 

   計があり、二酸化炭素削減だけではなく、電気代の節約になります。 

   環境省ウェブサイト※ではウォームビズのポイントとして、快適に過 

   ごせるように衣食住に関する様々なアイディアを掲載しておりますの 

   で、ご参考にしていただければ幸いです。 

   但し、冬は寒さや寒暖差が原因による疾病にかかるリスクが高まりま 

   すので、くれぐれも無理のない範囲で取り組んでいただきますよう、 

   よろしくお願いいたします。 

 

   ※環境省 HPにリンクします 

   https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/warmbiz/about/index.html 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

♪*♪*♪* ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「環境 人づくり企業大賞 2018」取組募集 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ♪*♪*♪* 

「環境 人づくり企業大賞」では、環境保全や社会経済のグリーン化を牽引す 



る人材、すなわち環境人材を自社で育成するための優良な取組を行う企業を 

表彰しています。地球環境に配慮した企業経営に向けて、自ら進んで行動す 

る自社の社員の育成に係る取組を募集しています。 

 

詳  細：http://www.eco-lead.jp/commendation/award2018/ 

 

応募資格：日本国内の企業 

応募区分：「大企業」又は「中小企業」のいずれかに区分 

応募期限：2018年 11月 30日（金） 

主  催：環境省、環境人材育成コンソーシアム（EcoLeaD） 

 

問 合 せ：環境人材育成コンソーシアム（EcoLeaD）事務局 

     TEL：03-6418-0375 

     メール：info@eco-lead.jp 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

♪藤前干潟のイベント♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃藤前活動センター 企画展「アナジャコ展～干潟の穴掘り名人の謎～」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「エビ」のようでエビでなし 

「シャコ」のようでシャコでなし 

「ザリガニ」のようでザリガニでなし 

こいつは、いったい何者だ？！ 

 

開催日時：2018年 7月 28日（土）～12月 16日（日）9：00～16：30 

開催場所：藤前活動センター 2階多目的室（名古屋市港区藤前 2-202） 

     http://chubu.env.go.jp/wildlife/fujimae/index.html 

入 館 料：無料 

休 館 日：毎週月曜日（祝日の場合、翌日）・第 3水曜日 

 

問 合 せ：環境省藤前活動センター 



     TEL：052-309-7260 

 

 

┏━┓ 

┃２┃稲永ビジターセンター 企画展「干潟のごちそう展」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

食べ物としてみる干潟の生きものたち 

 

開催日時：2018年 8月 1日（水）～11月 30日（金）9：00～16：30 

開催場所：稲永ビジターセンター 1階（名古屋市港区野跡 4-11-2） 

     http://chubu.env.go.jp/wildlife/fujimae/index.html 

入 館 料：無料 

休 館 日：毎週月曜日（祝日の場合、翌日）・第 3水曜日 

 

問 合 せ：環境省稲永ビジターセンター 

     TEL：052-389-5821 

 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃ ♪ も く じ ♪ ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【イベント情報】 

1.【東京】ESD推進ネットワーク全国フォーラム 2018 

2.【三重】平成 30年度「SDGs カードゲーム体験会」 

3.【愛知】Let’s エコアクション in AICHI 

4.【長野】世界環境写真展（松本会場） 

5.【福井】廃棄物処理施設見学バスツアー 

6.【長野】平成 30年度信州自然講座 

     「佐久地域の自然と生き物の未来を考える」 

7.【愛知】エコットフェスタ 2018 

8.【愛知】野鳥観察&鳥類調査イベント「藤前干潟の渡り鳥調査隊」 

9.【愛知】生物多様性講演会 

     「干潟は巣穴でできている～アナジャコのふしぎな暮らし～」 

 



 

【募集情報】 

1.「プラスチック・スマート」キャンペーン実施（取組・アイディア募集） 

2.「COOL CHOICE ZEH 体験宿泊事業」宿泊者募集 

 「COOL CHOICE チャレンジ」実施 

3. プラスチックを使用しないノベルティ（啓発物品）の提案募集 

4. 環境活動ステップアップ研修 参加者募集 

5. 公益信託経団連自然保護基金 2019年度支援プロジェクト 募集 

6. 平成 30年度「歴史の道みどりの拠点づくり事業」募集 

7. 循環ビジネス相談会 参加者募集 

8. 地域循環圏モデル事業マッチング会 参加者募集 

9. 積水ハウスマッチングプログラム 2019年度（第 14回）助成団体 募集 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃【東京】ESD推進ネットワーク全国フォーラム 2018 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「ESD推進ネットワーク全国フォーラム」は、持続可能な社会を担う人づくり 

に関わる多様なステークホルダーが一堂に集い、ESDに関する最新の国際動向、 

国内動向及びネットワーク形成の状況を共有するとともに、相互のつながりを 

構築・強化することにより、ネットワークが成長するための機会として開催さ 

れます。第 3回目を迎えた今回は「SDGs（持続可能な開発目標）を地域で達成 

していくための人づくり：地域 ESD拠点の可能性」と題し、SDGs達成のための 

人づくりとしての ESD、及び ESD推進ネットワークについての意見交換を行い 

ます。 

 

開催日時：2018年 11月 30日（金）13：00～18：00 

12月 1日（土）9：30～14：30 

開催場所：国立オリンピック記念青少年総合センター 

     （https://nyc.niye.go.jp/） 

     全体会…カルチャー棟 小ホール 

     分科会…分科会用会議室（カルチャー棟、センター棟） 



参 加 費：無料 

申込期限：2018年 11月 20日（火） 

 

＜プログラム概要＞ 

【1日目】 

セッション 1：基調パネルディスカッション 

「SDGs(持続可能な開発目標)を地域で達成していくための人づくり・ESDの 

 さらなる展開に向けて」 

セッション 2：ポスター発表・情報交流セッション 

セッション 3：ESD関係省庁施策と ESD推進ネットワークへの期待 

―持続可能な社会づくりのための消費者行動をめぐる諸課題を中心に― 

 

【2日目】 

セッション 4：分科会 地域 ESD拠点：活動成果と可能性 

※5つの分科会あり 

セッション 5：全体総括 

 

〇詳  細：https://esdcenter.jp/hottopics/esdcenter-forum2018/ 

 

〇参加申込：https://business.form-mailer.jp/fms/e52b3e0992878 

 

主  催：ESD活動支援センター、文部科学省、環境省 

 

問 合 せ：ESD活動支援センター 

     TEL：03-6427-9112 メール：esdforum@esdcenter.jp 

 

 

┏━┓ 

┃２┃【三重】平成 30年度「SDGsカードゲーム体験会」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

SDGsについての理解や周知啓発を目的とした「SDGsカードゲーム体験会」が 

四日市市で開催されます。「SDGs」って何? 言葉はよく聞くけど「あまりわ 

からない」「何をしたらいいの?」という人も多いのではないでしょうか。 

SDGsカードゲームの体験を通して、楽しみながら本質を理解できる内容とな 

っています。 

 



詳  細： 

http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1535526349990/index.html 

 

開催日時：2018年 11月 18日（日）14：00～16：30（受付 13：30～） 

開催場所：四日市市なやプラザ 3階 音楽室大 

対 象 者：市民活動を行っている方 

     （NPO、ボランティア、自治会等)、SDGsに興味がある方 

定  員：36名 ※定員になり次第締切 

参 加 費：500円 

講  師：奥村 雄介 氏 

     （興亜商事株式会社代表取締役、 

      SDGsカードゲーム認定ファシリテーター） 

主  催：四日市市なやプラザ 

 

問 合 せ：四日市市なやプラザ 

     TEL：059-357-1370  FAX：059-357-1371 

     メール：info@npo-naya.jp 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【愛知】Let’s エコアクション in AICHI 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、地球にやさしい身近な環境配慮行動「エコアクション」の輪を 

広げていくため、環境イベント「Let’s エコアクション in AICHI」を開催 

します。ジブリソング歌手の井上あずみさんによるミニコンサートや、大村 

知事と井上あずみさんのトークショー、地元アイドルグループ「ＯＳ☆Ｕ」 

のライブなどが予定されています。また、自転車発電で楽しむエコゆうえん 

ちや、自然素材を使った工作など企業や団体によるワークショップも実施さ 

れます。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/ecoaction30.html 

 

開催日時：2018年 11月 17日（土）・18日（日）10：00～16：00 

開催場所：アスナル金山（名古屋市中区金山一丁目 17番 1号） 

参 加 費：無料 



 

問 合 せ：愛知県環境部環境活動推進課環境学習グループ 

     TEL：052-954-6208  FAX：052-954-6914 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【長野】世界環境写真展（松本会場） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県環境保全協会では、創立 20周年記念事業として「世界環境写真展」を 

開催します。環境意識の高い世界中の写真家の作品を一堂に集めた作品展と 

なっています。 

 

詳  細：http://nace.main.jp/news/2018/09/news-96.php 

 

開催日時：2018年 11月 13日（火）～11月 19日（月）10：00～17：00 

開催場所：信毎メディアガーデン（信濃毎日新聞松本本社） 

入 場 料：無料 

 

問 合 せ：長野県環境保全協会 

     TEL：026-237-6620  FAX：026-238-9780 

     メール：nace@janis.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【福井】廃棄物処理施設見学バスツアー 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井県では、産業廃棄物処理施設やリサイクル施設が、社会経済活動に欠か 

せない施設であることを知ってもらい、身近に感じてもらえるよう、廃棄物 

処理施設見学バスツアーを実施します。 

 

詳  細：http://www.pref.fukui.jp/doc/junkan/sanpai/kengaku.html 

 

開催日時：(1) 嶺北…2018 年 11月 30日（金）13：00～17：30 

     (2) 嶺南…2018 年 12月 7日（金）13：00～16：40 

見学場所：(1)（一財）福井県産業廃棄物処理公社、福井環境事業（株） 

     (2) JX金属敦賀リサイクル（株）、敦賀セメント（株） 



参 加 費：無料 

定  員：各 40名（先着順） 

申込期限：2018年 11月 21日（水） 

 

問 合 せ：福井県安全環境部循環社会推進課 

     TEL：0776-20-0382  FAX：0776-20-0679 

     メール：junkan@pref.fukui.lg.jp 

 

 

┏━┓【長野】平成 30年度信州自然講座 

┃６┃「佐久地域の自然と生き物の未来を考える」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県の自然環境保全について、長野県環境保全研究所の研究成果を紹介す 

るとともに、その現状と課題、保全に向けた取組について県民のみなさんと 

ともに考える信州自然講座が開催されます。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/happyou/181102press.html 

 

開催日時：2018年 12月 2日（日）12：50～16：00 

開催場所：佐久市市民創錬センター（佐久市猿久保 165-1） 

参 加 費：無料（申込不要） 

 

問 合 せ：長野県環境保全研究所（飯綱庁舎） 

     TEL：026-239-1031 

     メール：kanken-shizen@pref.nagano.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃７┃【愛知】エコットフェスタ 2018 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

豊田市環境学習施設 eco-T（エコット）では、エコで楽しいイベント「エコ 

ットフェスタ 2018」を開催します。「ミニエコ屋台村」では、ごみつりゲー 

ムやクイズ、エコ工作など、楽しくエコを学べるブースが盛りだくさん。 

その他、「渡刈クリーンセンター自由見学」や「エコットマルシェ」などの 

催しが予定されています。 



 

詳  細：http://ecotnew.boo-log.com/e462130.html 

 

開催日時：2018年 12月 2日（日）10：00～15：00 

開催場所：環境学習施設 eco-T（エコット） 

     （豊田市渡刈町大明神 39-3 渡刈クリーンセンター内） 

     （http://www.eco-toyota.com/access/index.html） 

 

問 合 せ：eco-T事務局 

     TEL：0565-26-8058  FAX.0565-26-8068 

 

 

┏━┓ 

┃８┃【愛知】野鳥観察&鳥類調査イベント「藤前干潟の渡り鳥調査隊」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「渡り鳥調査隊」は、藤前干潟に飛来する野鳥を観察しながら、野鳥の種類 

と数を調べるイベントです。毎月 1回土曜日に開催されています。 

 

詳  細： 

http://www.inae-bird-watching-place.org/wataridorityousatai2018.pdf 

 

開催日時：2018年 11月 24日（土）10：00～12：00 

     2018年 12月 8日（土）10：00～12：00 

開催場所：名古屋市野鳥観察館 

     http://www.inae-bird-watching-place.org/top.html 

対  象：小学生以上（小学 3年生以下は保護者同伴） 

定  員：各回 20名（定員に達しない場合は当日も受付） 

参 加 費：無料 

 

問 合 せ：名古屋市野鳥観察館 

     TEL：052-381-0160 

     メール：nagoya.kansatukan@car.ocn.ne.jp 

 

 

┏━┓【愛知】生物多様性講演会 

┃９┃「干潟は巣穴でできている～アナジャコのふしぎな暮らし～」 



┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

干潟の生物の多くが巣穴を掘って暮らし、それらの生物の暮らしが干潟の環 

境をつくっています。藤前干潟に生息している生物の中でも、とりわけ深い 

巣穴に住んでいるアナジャコ。不思議なアナジャコの暮らしと共生生物につ 

いての講演会です。 

 

詳  細：http://www.city.nagoya.jp/minato/page/0000110997.html 

 

開催日時：2018年 12月 15日（土）13：00～15：00（開場 12：30） 

開催場所：稲永ビジターセンター（名古屋市港区野跡 4-11-2） 

     http://chubu.env.go.jp/wildlife/fujimae/index.html 

講  師：伊谷 行 氏（高知大学教育学部准教授） 

定  員：50名（先着） 

参 加 費：無料 

申込期限：2018年 12月 13日（木） 

 

問 合 せ：名古屋市港区保健福祉センター公害対策室 

     TEL：052-651-6493  FAX：052-651-5144 

     メール：a6516471-06@minato.city.nagoya.lg.jp 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓「プラスチック・スマート」キャンペーン実施 

┃１┃（取組・アイディア募集） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省では、世界的な海洋プラスチック問題の解決に向けて、個人・自治体・ 

NGO・企業・研究機関など幅広い主体が連携協働して取組を進めることを後押 

しするため、「プラスチック・スマート-for Sustainable Ocean-」と銘打っ 

たキャンペーンを立ち上げました。幅広い主体の取組を募集・集約し、「プ 

ラスチックとの賢い付き合い方」を全国的に推進し、我が国の取組を国内外 

に発信していきます。 

 



詳  細：http://www.env.go.jp/press/106073.html 

 

◆キャンペーンサイト（http://plastics-smart.env.go.jp/ ）の内容◆ 

(1) 個人の取組・アイディアの SNS上でのシェアの呼びかけ 

…プラスチック・スマートに関する取組・アイディアを「#プラスチックス 

マート」で Instagram・Facebook・Twitterに投稿しよう！ 

(2) 自治体・NGO・企業・研究機関などからの取組の募集 

…海洋プラスチックごみ問題の解決に貢献する取組を広く募集しています。 

 

問 合 せ：環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室 

     TEL：03-5501-3153 

 

 

┏━┓「COOL CHOICE ZEH 体験宿泊事業」宿泊者募集 

┃２┃「COOL CHOICE チャレンジ」実施 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

◆「COOL CHOICE ZEH 体験宿泊事業」宿泊者募集◆ 

環境省では、住宅の省エネ・低炭素化推進のため、高断熱・省エネ住宅への 

買換えや省エネリフォームを呼びかける「COOL CHOICE エコ住キャンペーン」 

を実施しています。「COOL CHOICE ZEH 体験宿泊事業」は、ZEH (ネット・ゼ 

ロ・エネルギー・ハウス)の断熱基準又はそれに準ずる基準を満たした施設の 

宿泊体験を通じ、高断熱・省エネ住宅の良さを実感していただくものです。 

新築住宅・新居購入及び建替え・リフォームを検討中のご家族を対象に体験 

宿泊の希望者を募集します。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/106089.html 

 

応募期間：2018年 10月 23日（火）～2019年 2月 14日（木）予定 

宿泊期間：2018年 12月 1日（土）～2019年 2月 28日（木）予定 

応募締切：宿泊日の 2週間前まで 

宿泊費用：無料 

 

 

◆「COOL CHOICE チャレンジ」実施◆ 

環境省では、12月に開催される気候変動枠組条約第 24回締約国会議（COP24） 



に先駆け、地球温暖化の現状を知り、低炭素型の製品への買換え・サービス 

の利用・ライフスタイルの選択などの「賢い選択」を広く国民や企業の皆様 

に実践していただくことを集中的に呼びかけていく「COOL CHOICE チャレン 

ジ」を実施します。 

 

詳  細： 

http://www.env.go.jp/press/106074.html 

 

実施期間：2018年 11月 26日（月）～12月 2日（日） 

 

COOL CHOICE に賛同し、期間中、地球温暖化対策に取り組んでいただいた企業、 

団体については、取組結果を特設サイトに投稿いただけます。投稿いただいた 

取組については、特設サイトに掲載されるほか、今後の環境省の普及啓発活動 

において活用させていただきます。 

 

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：03-5521-8341 

 

 

┏━┓ 

┃３┃プラスチックを使用しないノベルティ（啓発物品）の提案募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

名古屋市では、世界的な問題となっているプラスチックごみによる海洋汚染 

への対策の一環として、広く市民に配布されるノベルティ（啓発物品）の調 

達において、プラスチックの発生抑制に取り組むことを目的に、プラスチッ 

クを使用しないノベルティの提案を募集します。 

 

詳  細：http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000110920.html 

 

募集期間：2018年 11月 1日（木）～12月 14日（金） 

提案内容：一般的に製品または容器包装の素材にプラスチックが使用される 

ノベルティについて、その素材を紙、木材などの自然素材や、生分解性プラ 

スチックに代替したもの。商品は現在製造および納入が可能なものまたは開 

発中であって、概ね 1年以内に商品化可能なもの。 

 

問 合 せ：名古屋市役所環境局ごみ減量部減量推進室 



     TEL：052-972-2398 

     メール：a2398-02@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃環境活動ステップアップ研修 参加者募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、NPO等による森と緑の保全活動や環境学習の裾野を広げ、活動 

のレベルアップを図るため、「環境活動ステップアップ研修」を開催します。 

研修のテーマは、環境活動を実施する上で課題となる「リスクマネジメント」 

や「企画・広報」（基礎・実践）を予定しています。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/kankyostepup.html 

 

対 象 者： 

・「あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業」により活動している団体の方 

・森と緑の保全活動や県民を対象とした環境学習を行っている方、これから 

行おうとしている方 など 

 

開催日時：2018年 12月 21日（金）10：00～16：00 

     2019年 1月 17日（木）10：00～16：00 

     2019年 1月 18日（金）・19日（土）10：00～16：00 

申込期限：各回とも開催日の 7日前まで 

参 加 費：無料 

実施場所：愛知県東大手庁舎 

     もりの学舎（まなびや）（愛・地球博記念公園内） 

 

問 合 せ：愛知県環境部環境活動推進課 

     TEL：052-954-6241 

     メール：kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃公益信託経団連自然保護基金 2019年度支援プロジェクト 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



公益信託経団連自然保護基金では、国内外の NGOが実施する自然保護、生物 

多様性保全に関するプロジェクトに対する支援を行っています。来年度の支 

援プロジェクトを募集しています。 

 

詳  細：https://www.keidanren.net/kncf/fund/project/ 

 

助成対象活動： 

(1)開発途上地域の自然保護活動 

(2)日本国内の野生動植物の保護繁殖活動 

(3)日本国内の自然保護活動 

助成期間：2019年 4月 1日～2020年 3月 31日（1年間） 

応募期限：2018年 12月 3日（月）17：00 

 

問 合 せ：公益信託経団連自然保護基金 

     〔受託者〕 

     三井住友信託銀行株式会社個人資産受託業務部公益信託グループ 

     TEL：03-5232-8910  FAX：03-5232-8919 

     メール：charitabletrust@smtb.jp 

 

 

┏━┓ 

┃６┃平成 30年度「歴史の道みどりの拠点づくり事業」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

国際花と緑の博覧会記念協会は、緑あふれる空間を創造することにより、人 

間にも自然にも魅力的な環境づくりを目指しています。「歴史の道みどりの 

拠点づくり事業」では、旧街道等の歴史的に価値のある道を、自治体等が主 

導的に構想や計画を立て、地域と一緒になって整備していく場合、整備費の 

全部又は一部を負担します。その対象となる事業を募集しています。 

 

詳  細： 

https://www.expo-cosmos.or.jp/main/community/community2.html 

 

対象箇所：旧街道等の沿道で、樹木を植えることが可能なスペース 

対象規模：原則 10平方メートル以上 

事業規模：1か所 150万円程度を限度、全国で 2か所程度 

応募期限：2018年 12月 31日（月） 



応 募 者：応募は当該地元市町村（都道府県も可）、事業実施者及び維持管 

     理団体（地元自治会等）が一体となって応募してください。 

 

問 合 せ：公益財団法人 国際花と緑の博覧会記念協会 

     企画事業部第 2課 歴史の道みどりの拠点づくり係 

     TEL：06-6915-4513  FAX：06-6915-4524 

     メール：rekishi-michi@expo-cosmos.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃７┃循環ビジネス相談会 参加者募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、先導的な循環ビジネスの振興を支援するため、環境パートナー 

シップ・CLUB（EPOC）と共同で、「循環ビジネス創出会議」の一環として 

「循環ビジネス相談会」を開催します。この相談会は、循環ビジネスの事業 

化等を考えている方が抱える様々な課題について複数のアドバイザーに直接 

相談し、その場で助言が得られる対話方式の相談会です。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/soudan20181219.html 

 

開催日時：2018年 12月 19日（水）13：30～17：00 

開催場所：愛知県自治センター6階 第 603会議室 

     （名古屋市中区三の丸二丁目 3番 2号） 

参 加 費：無料 

対 象 者：愛知県内で循環ビジネスの事業化等を考えている事業者 

募集事業者数：3～4社程度（1社につき約 1時間程度） 

相談内容：循環ビジネスに係る技術・特許、事業の方向性（用途、販売先）、 

     資金面・経営面、法手続など 

申込期限：2018年 11月 15日（木） 

 

問 合 せ：愛知県環境部資源循環推進課 

     TEL：052-954-6233  FAX：052-953-7776 

     メール：junkan@pref.aichi.lg.jp 

 

 



┏━┓ 

┃８┃地域循環圏モデル事業マッチング会 参加者募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では「あいち地域循環圏形成プラン」を策定し、「食品廃棄物」「未 

利用木材」「家畜排せつ物」などバイオマス資源を地域で循環利用すること 

を目的に、3つの「地域循環圏モデル事業」の具体化を目指しています。 

この度、各バイオマス資源の循環利用についてのモデル事業案を作成したこ 

とを受け、モデル事業の具体化について意見交換する「マッチング会」を開 

催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/matching2018.html 

 

◆各モデル事業のマッチング会の日程◆ 

 

(1) 食品廃棄物「地産地消の推進と一体となった食品循環ループ」 

○食品廃棄物を用いた高付加価値エコフィード事業 

○商店街・小売市場等の中小店舗による食品廃棄物の堆肥化事業 

 開催日時：2018年 11月 21日（水）14：00～16：30 

 開催場所：安保ホール 101 号室 

      （名古屋市中村区名駅 3-15-9） 

 

(2) 未利用木材「森林保全対策等と連携した里山循環圏モデル」  

 ○地域における小型木質バイオマスエネルギー事業 

 ○地域連携による新マテリアル（木材・竹）活用事業 

 開催日時：2018年 11月 19日（月）10：00～12：30 

 開催場所：安城市勤労福祉会館 大会議室 

      （安城市御幸本町 5-10） 

 

(3) 家畜排せつ物「農畜産場等を核とした分散型バイオマス活用モデル」 

 ○畜産農家と近隣農家による小型バイオガス発電事業 

 ○食品廃棄物と家畜排せつ物をあわせた集約型バイオガス発電事業 

 開催日時：2018年 11月 19日（月）14：00～16：30 

 開催場所：安城市勤労福祉会館 大会議室 

      （安城市御幸本町 5-10） 

 



参 加 費：無料 

対 象 者：食品、木材、畜産業界に携わっている方、新たな循環ビジネスを 

     お考えの方 

定  員：各モデル事業 50名（定員になり次第締切） 

申込期限：2018年 11月 15日（木）17：00 

 

問 合 せ：〔愛知県委託事業者〕 

     (株)地域計画建築研究所（アルパック）名古屋事務所 

     TEL：052-462-1030  FAX：052-462-1061 

     メール：uemat-yk@arpak.co.jp 

 

 

┏━┓積水ハウスマッチングプログラム 

┃９┃2019年度（第 14回）助成団体 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「積水ハウスマッチングプログラムの会」では、2019年度助成団体公募を実 

施しています。積水ハウスグループの役員及び従業員から拠出金を募り、同 

額の積水ハウス株式会社からのマッチングギフトを実施し、サステナブル社 

会の構築に寄与する社会的活動を支援します。 

 

詳  細：http://www.sekisuihouse.co.jp/matching/ 

 

対象となる活動： 

(1)積水ハウスマッチングプログラム会及び各基金の目的に適合するもので 

 あること 

(2)団体の継続性（2019年 4月 1日からさかのぼって 3年以上の活動実績、つ 

 まり 2016年 4月 1日以前から活動が開始していること。任意団体での活動期 

 間を含む）があること 

(3)公共性の高い活動であること 

(4)活動主体の経営の健全性及び透明性が確保されていること 

 

基金の種類と支援内容： 

〇積水ハウスこども基金…次世代を担うこどもたちを育成することを目的とし、 

 こどもたちの健全な育成に関わる活動を支援 

○積水ハウス環境基金…環境問題の解決に寄与することを目的とし、温暖化防 

 止、生態系保全や資源循環に関わる活動を支援 



○積水ハウス住・コミュニティ基金…地域に根差した豊かな住環境の創造を目 

 的とし、まちづくりや地域コミュニティに関わる活動を支援 

 

助成対象期間：2019年 4月 1日～2020年 1月 31日 

応募期間：2018年 10月 26日（金）～12月 10日（月）17：00 

 

問 合 せ：〔協働事務局〕 

     社会福祉法人 大阪ボランティア協会 

     TEL：06-6809-4901  FAX：06-6809-4902 

      

     〔事業主体〕 

     積水ハウスマッチングプログラムの会 事務局 

     （積水ハウス株式会社 CSR部） 

 

 

 

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

【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/ 
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