
●○●○========================================================== 

○●○ 

●○ そらいろ通信 ～EPO-Chubuメールマガジン～116号(2019.2.12) 

○ 

発行:中部環境パートナーシップオフィス 

協力:環境省中部地方環境事務所 

 

   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 国立公園課長 

    福井 智之（ふくい ともゆき）さんです。 

………………………………………………………………………………… 

    近年、外国人旅行者が増えていると感じている方も多いと思いますが、 

   昨年の 12月、年間の訪日外国人旅行者の数が、はじめて 3000万人を突破 

   しました。 

    政府は、2016年に「明日の日本を支える観光ビジョン」を策定し、 

   2020年までに 4000 万人まで増やす目標を掲げています。この目標の達 

   成に向けて環境省では、「国立公園満喫プロジェクト」として、日本の 

   国立公園を世界水準の「ナショナルパーク」へとブランド化を図る取組 

   を進めています。 

    このプロジェクトに基づき伊勢志摩国立公園では、国立公園の優れた 

   自然資源を観光資源として活用することによって地域への経済効果を高 

   め、「地域循環共生圏」の創出に向けて、利用しながら保全する保護と 

   利用の好循環の仕組みづくりを進めています。 

    外国人旅行者に限らず、多くの方々に国立公園を利用していただくこ 

   とがその保全にもつながりますので、是非皆様も時間を見つけて、国立 

   公園の自然を満喫していただきたいと思います。 

………………………………………………………………………………… 

 

 

♪*♪*♪* ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

地域環境活動促進セミナー 

地域循環共生圏のための｢協働｣戦略を考える 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ♪*♪*♪* 

EPO中部主催で、地域環境活動促進セミナー「地域循環共生圏のための『協働』 



戦略を考える」を開催いたします。 

 

開催日時：2019年 2月 22日（金）13：00～17：00（開場 12：30） 

開催場所：環境省中部地方環境事務所 第 1会議室 

対  象：協働の促進に取り組む県市町村職員、企業、NPO/NGO、 

     環境カウンセラー等の協働取組従事者 

定  員：30名 

参 加 費：無料 

 

詳  細：http://www.epo-chubu.jp/epo/3946.html 

 

問 合 せ：環境省中部環境パートナーシップオフィス（EPO中部） 

     TEL：052-218-8605  FAX：052-218-8606 

     メール：office@epo-chubu.jp 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃ ♪ も く じ ♪ ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【イベント情報】 

1. 【長野】人と環境のサイエンスカフェ in 信州「長野県の水環境」 

2. 【岐阜】風の谷 森林の楽校 2019春 

3. 【愛知】「あいちウォームシェア 2018」 

4. 【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」 

5. 【三重】大人の海の学び舎 

  海のお掃除船「じんべい」の見学と四日市の海ゴミ 

6. 【福井】多様な命つながる九頭竜川へ 

  ～サクラマスを指標種として豊かな生態系を未来に～ 

7. 【愛知】第 2回 固定価格買取制度終了後（卒 FIT）の太陽光発電に関する 

  相談会 

8. 【三重】環境学習指導者養成 スキルアップ講座 

  「海洋のプラスチック汚染～伊勢湾の状況～」 

9. 【三重】「自然と人間との共生フェスタ in 三重」 

10.【岐阜】「エネルギー地産地消フォーラム in西濃」 

11.【富山】元気な中山間地域づくりセミナー 



12.【愛知】「あいち環境塾」オープン講座 

  「持続可能な環境と社会を考えよう!」 

13.【愛知】市民活動交流フォーラム 

  「地域資源（ひと・もの・ばしょ）を活用しよう～地域の宝 見本市～」 

14.【愛知】『はじめよう、連携～SDGsから見たパートナー選び～』完成 

 

【募集情報】 

1. 公益社団法人国土緑化推進機構 2019年度「緑の募金」募集 

2. 日本財団「海と日本 PROJECT サポートプログラム」募集 

3. 東海ろうきん 2019年度 NPO育成助成 事業募集【愛知・岐阜・三重】 

4. 持続可能な開発のための教育（ESD）に関する 2019年ユネスコ／日本 

  ESD賞の公募 

5. 第 5回住友理工学生小論文アワード 募集 

6. いしかわ版 CO2削減活動支援制度のご案内【石川】 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃【長野】人と環境のサイエンスカフェ in 信州「長野県の水環境」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県環境保全研究所では、「人と環境のサイエンスカフェ in 信州」を 

開催します。 

 

話  題：「長野県の川と湖の水質は？」、「諏訪湖の今昔」、 

     「諏訪湖の底泥の調査」、「野尻湖のおはなし」 

 

詳  細：https://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/happyou/190121.html 

 

開催日時：2019年 2月 22日（金）18：00～19：30 

開催場所：ステーションビル MIDORI長野 3階 りんごのひろば 

参 加 費：無料 

定  員：座席数 30席（申込不要） 

 



問 合 せ：長野県環境保全研究所 

     TEL：026-227-0346  FAX：026-224-3415 

     メール：kanken@pref.nagano.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃２┃【岐阜】風の谷 森林の楽校 2019春 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

やさしい風吹く谷、岐阜県揖斐川町谷汲地区。奈良の飛鳥を想わせるのどか 

な里山の盆地にて、廃校になった小学校を改装した「ラーニングアーバー横 

蔵」を拠点に、周辺の森づくりを行います。 

 

詳  細：http://blog.canpan.info/juon/archive/497 

 

開 催 日：2019年 3月 16日（土）～17日（日）1泊 2日 

開催場所：岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲・横蔵地区 

宿  泊：ラーニングアーバー横蔵 

     http://www.juann.jp/ 

内  容：森づくり体験（間伐、枝打ち等）など 

定  員：30名 

締  切：2019年 3月 8日（金）※締切後の申込みは要相談 

必要経費：学生・会員: 8,000 円＋α  一般: 10,000円＋α 

 

問 合 せ：認定特定非営利活動法人 JUON NETWORK（樹恩ネットワーク） 

     TEL：03-5307-1102  FAX：03-5307-1091 

     メール：juon-office@univcoop.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【愛知】「あいちウォームシェア 2018」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では「あいちウォームシェア 2018」を実施しています。この取組は、 

御家庭の暖房を使用する代わりに公共施設や商業施設の「シェアスポット」 

に出かけて暖かさをシェアするものです。シェアスポットに出かけて応募い 

ただいた方の中から、抽選で 90名の方に真空保温調理器シャトルシェフ等の 

賞品が当たります。 



 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/warmshare.html 

 

実施期間：2018年 12月 22日（土）～2019年 2月 24日（日） 

応募資格：愛知県内にお住まいの方 

シェアスポット：愛知県内のショッピングセンター、図書館など 

 

問 合 せ：あいちクール＆ウォームシェア事務局 

     （株式会社フルハシ環境総合研究所） 

     TEL：052-324-5351  FAX：052-324-5351 

     メール：aichi-cw2018@fuluhashi.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【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：2019年 3月 23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 

 

 

┏━┓【三重】大人の海の学び舎 



┃５┃ 海のお掃除船「じんべい」の見学と四日市の海ゴミ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

泳ぎながらエサを吸い込むジンベイザメのようにゴミを集める、清掃船「じ 

んべい」のデモンストレーションや船内の見学ができます。また、マイクロ 

プラスチックのような小さなゴミから巨大な流木まで、多種多様なゴミが流 

れ着く、海ゴミの現状を学びます。 

 

詳  細： 

http://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/pdf/2019_jinbei_0321.pdf 

 

開催日時：2019年 3月 21日（木・祝）13：30～15：30 

集合場所：四日市港ポートビル 2階 大会議室 

     （三重県四日市市霞 2丁目 1-1） 

対  象：15歳以上 

定  員：30名（要事前申込み。当日空きがあれば先着順に受付） 

参 加 費：無料 

 

問 合 せ：四日市公害と環境未来館 

     TEL：059-354-8430  FAX：059-354-8431 

     メール：info@eco-yokkaichi.com 

 

 

┏━┓【福井】多様な命つながる九頭竜川へ 

┃６┃ ～サクラマスを指標種として豊かな生態系を未来に～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井ライフ・アカデミーでは、ふるさと未来講座「自然科学」を開催します。 

今回は、講師に安田龍司氏をお迎えし、これまでのサクラマスレストレーシ 

ョンの取り組みやサクラマスの生態などについてお話しいただきます。 

 

詳  細： 

http://www.manabi.pref.fukui.jp/manabi/koza_gyoji/27291.html 

 

開催日時：2019年 2月 16日（土）14：00～15：30 

開催場所：福井県生活学習館（ユー・アイ ふくい）3階 映像ホール 

参 加 費：無料 

定  員：60名 



申込締切：2019年 2月 15日（金） 

 

問 合 せ：福井ライフ・アカデミー本部（事務局 県生涯学習センター） 

     TEL：0776-41-4206  FAX：0776-41-4201 

     メール：f-manabi@pref.fukui.lg.jp 

 

 

┏━┓【愛知】第 2回 固定価格買取制度終了後（卒 FIT）の太陽光発電に 

┃７┃ 関する相談会 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

2009年以前に太陽光を設置した家庭は、2019年以降に現在の制度に基づく余 

剰売電が終了します。とよたエコライフセンターでは、固定価格買取制度終 

了後の対策や制度について、ミニ講演と個別相談会を開催します。 

 

詳  細：http://toyota-efami.com/news/entry-448.html 

 

開催日時：2019年 2月 16日（土）、3月 3日（日）10：00～12：00 

開催場所：とよたエコフルタウン内元城庁舎 3F大会議室 

定  員：各日先着 50人（要申込） 

 

問 合 せ：とよたエコライフセンター（豊田市役所環境センター1階） 

     TEL：0565-41-7391  FAX：0565-41-7392 

 

 

┏━┓【三重】環境学習指導者養成 スキルアップ講座 

┃８┃「海洋のプラスチック汚染～伊勢湾の状況～」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県環境学習情報センターでは、環境学習指導者養成 スキルアップ講座 

を開催します。今回は、廃プラスチックによる海洋汚染について、すでに顕 

在化している問題、これから起こりうる問題について学び、私たちがなすべ 

き予防策や改善策について考えます。 

 

詳  細：http://eco-mie.sblo.jp/article/185342513.html 

 

開催日時：2019年 3月 17日（日）13：30～15：30（開場：13：00） 

開催場所：三重県総合文化センター 中研修室 



講  師：千葉 賢 教授（四日市大学） 

対  象：中学生以上 

募集人数：50人（抽選） 

申込締切：2019年 2月 28日（木）締切日以降は空き状況により受付 

 

問 合 せ：三重県環境学習情報センター 

     TEL：059-329-2000  FAX：059-329-2909 

 

 

┏━┓ 

┃９┃【三重】「自然と人間との共生フェスタ in 三重」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県総合博物館は、公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会と鳥羽市立 

海の博物館と共催で「自然と人間との共生フェスタ in 三重」を開催します。 

県内外で自然や文化と関わる活動を行っている団体が集まり、活動の成果に 

ついて発表を行います。 

 

詳  細：http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0013700176.htm 

 

開催日時：2019年 3月 2日（土）13：30～17：30（開場 12：45） 

開催場所：三重県総合博物館 3階レクチャールーム 

参 加 費：無料 

定  員：120名 

申込期限：2019年 2月 24日（日）※応募者多数の場合は抽選 

 

問 合 せ：三重県総合博物館（MieMu：みえむ） 

     TEL：059-228-2283  FAX：059-229-8310 

     メール：MieMu@pref.mie.jp 

 

 

┏━┓ 

┃10┃【岐阜】「エネルギー地産地消フォーラム in西濃」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

岐阜県では、「エネルギー地産地消フォーラム in西濃」を開催します。 

エネルギーの地産地消をめぐる様々な疑問に対し、豊富な実務経験をもつ講 

師や全国の先進事業者が、実際の事例を紹介しながら解りやすく解説します。 



 

詳  細： 

https://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/c_11353/energy-forum03.html 

 

開催日時：2019年 2月 25日（月）13：30～16：00（受付 13：00～） 

開催場所：ソフトピアジャパンセンター 10階 大会議室 

基調講演：「自立分散型エネルギーシステムによる地域活性化・防災力強化」 

事例紹介： 

「地域・工場と連携したエネルギーマネジメント“F-グリッド”の取組み」 

「中山間地における水素社会実現に向けた取組み」 

申込期限：2019年 2月 20日（水） 

 

問 合 せ：岐阜県商工労働部新産業・エネルギー振興課 

     TEL：058-272-8835  FAX：058-278-2653 

     メール：c11353@pref.gifu.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃11┃【富山】元気な中山間地域づくりセミナー 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県は「元気な中山間地域づくりセミナー」を開催します。セミナーでは、 

基調講演のほか、中山間地域の資源等を活用し、中山間地域の集落と企業・ 

団体等が連携して取り組む、地域活性化に向けた活動の事例発表が予定され 

ています。 

 

詳  細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1605/kj00017291.html 

 

開催日時：2019年 3月 18日（月）13：30～16：30 

開催場所：富山県民会館 304 号室 

対  象：地域貢献や農業活動、6次産業化等に関心がある企業・団体関係者 

     企業・団体等との連携に関心がある集落代表者等 

定  員：100名 ※定員になり次第締切 

参 加 費：無料 

 

問 合 せ：富山県農林水産部農村振興課 

     TEL：076-444-9011  FAX：076-444-4427 



     メール：anosonshinko@pref.toyama.lg.jp 

 

 

┏━┓【愛知】「あいち環境塾」オープン講座 

┃12┃「持続可能な環境と社会を考えよう!」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、企業・団体・行政などで活躍する持続可能な地域づくりの環境 

リーダーの育成を目指し「あいち環境塾」を開講しています。平成 31年度の 

塾生募集に先立ち、あいち環境塾の雰囲気を体験できるオープン講座を開催 

します。講座は、卒塾生が語る会、講演会、参加者交流会を予定しています。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/juku20190309.html 

 

開催日時：2019年 3月 9日（土）13：00～16：00（受付開始 12：30） 

開催場所：TKPガーデンシティ PREMIUM 名古屋ルーセントタワー 

     16階 A会場 

定  員：50名（申込先着順） 

参 加 費：無料 

申込期限：2019年 2月 28日（木）※定員になり次第、申込受付終了 

 

問 合 せ：愛知県環境部資源循環推進課 

     TEL：052-954-6233 

     公益財団法人名古屋産業科学研究所 

     TEL：052-223-6639  FAX：052-211-6224 

     メール：chc@nisri.jp 

 

 

┏━┓【愛知】市民活動交流フォーラム 

┃13┃「地域資源（ひと・もの・ばしょ）を活用しよう～地域の宝 見本市～」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

犬山市・NPO法人犬山しみんていの会は、市民活動交流フォーラム 犬山市地 

域資源バンク事業「地域資源（ひと・もの・ばしょ）を活用しよう～地域の 

宝 見本市～」を開催します。 

地域資源バンクの紹介、団体による発表、交流タイム等が予定されています。 

 

開催月日：2019年 3月 3日（日）13：00～17：00 



開催場所：国際観光センター「フロイデ」4階ホール 

参 加 費：500円（資料代） 

 

問 合 せ：NPO法人犬山しみんていの会 

     TEL：0568-61-7710  FAX：0568-61-8108 

     メール：center@inuyama-shimintei.com 

 

 

┏━┓ 

┃14┃【愛知】『はじめよう、連携～SDGsから見たパートナー選び～』完成 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

名古屋 NGOセンターは、中部地域の NGOと企業の連携促進のための冊子『はじ 

めよう、連携～SDGsから見たパートナー選び～』を作成しました。 

特に企業の CSR・SDGs担当者の方が、NGOとの連携を図るうえでのツールとし 

て活用いただける内容となっています。 

 

詳  細：http://nangoc.org/information/sdgs.php 

 

問 合 せ：特定非営利活動法人名古屋 NGOセンター 

     TEL：052-228-8109  メール：info＠nangoc.org 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃公益社団法人国土緑化推進機構 2019年度「緑の募金」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益社団法人国土緑化推進機構では、「緑の募金」を通じて、森づくりや人 

と自然がつながる社会づくりを応援しています。2019年度の対象事業を募集 

します。 

 

詳  細：http://www.green.or.jp/bokin/ 

 

対象活動：森林ボランティア、里山保全団体および NPO等による以下の活動 



(1) 国内外の森と人を元気にする活動 

(2) 地球の緑を増やし、地球温暖化防止や生物多様性保全に貢献する活動 

(3) 森づくりのリーダーを育てる活動 

(4) 森や里山で子どもたちを育むことができる活動 

応募期間：2019年 2月 15日（金）～3月 31日（日） 

活動期間：2019年 7月 1日（月）～2020年 6月 30日（火） 

 

問 合 せ：公益社団法人国土緑化推進機構 

     TEL：03-3262-8457  FAX：03-3264-3974 

 

 

┏━┓ 

┃２┃日本財団「海と日本 PROJECT サポートプログラム」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「海と日本プロジェクト」は、海との多様なつながりを生かしながら独自性 

のある取り組みを実施することで、次世代を担う子供や若者を中心に多様な 

人が海への好奇心を持ち、行動を起こすムーブメントをつくることを目指し 

ます。次世代へ海を引き継ぐため、海を介して、人と人とがつながるユニー 

クな取り組みを募集します。 

 

対象団体：制度の主旨に沿った取り組みを行う実行委員会（中核的構成団体 

として自治体や地元メディアを含むもの）及び財団法人、社団法人、特定非 

営利活動法人等の法人格を有する団体、各種組合等の業界団体、ボランティ 

ア団体等 

 

対象となる事業の内容（審査の視点）については、詳細を参照 

 

詳  細： 

https://www.nippon-foundation.or.jp/what/grant_application/programs/marine_day/ 

 

申請受付：2019年 3月 1日（金）11:00～3月 8日（金）17:00 まで 

 

問 合 せ：日本財団 海と日本 PROJECTサポートプログラム 事務センター 

     TEL：03-6435-5752 

     メール：jimu_center@ps.nippon-foundation.or.jp 

 



 

┏━┓ 

┃３┃東海ろうきん 2019年度 NPO育成助成 事業募集【愛知・岐阜・三重】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「東海ろうきん NPO 育成助成事業」では、東海 3県（愛知県・岐阜県・三重 

県）の地域や社会の課題解決に取り組む NPO 等の民間非営利団体に対し、 

資金提供などの支援を行っています。 

 

詳  細：http://www.crcdf.or.jp/ 

 

募集事業：新規事業創出部門、事業の継続発展部門、組織強化部門 

受付期間：2019年 2月 15日（金）～2019年 2月 28日（木） 

応募資格：愛知・岐阜・三重に事務所を置き活動する民間非営利団体 

活動期間：2019年 6月から 2020年 2月まで 

主  催：東海労働金庫 

 

問 合 せ：一般財団法人中部圏地域創造ファンド 

     TEL：052-228-0350  FAX：052-228-0360 

     メール：crcdf@crcdf.or.jp 

 

 

┏━┓持続可能な開発のための教育（ESD）に関する 2019 年ユネスコ／日本 

┃４┃ESD賞の公募 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ユネスコ／日本 ESD賞は、ESDに関するグローバル・アクション・プログラム 

の枠組みの中で、ESD活動に取り組んでいる団体、学校又は個人について、 

ESDに関する特筆すべきプロジェクトに着目して表彰しています。 

 

詳  細：http://www.mext.go.jp/unesco/004/1412980.htm 

 

応募資格：団体、学校は日本国内に主たる事業所（本社等）が所在すること 

     個人は日本国籍を有する者又は日本に永住を許可されている外国人 

提出期限：2019年 2月 28日（木）正午 

 

問 合 せ：文部科学省国際統括官付ユネスコ第二係 

     TEL：03-5253-4111（内線 3402）  FAX：03-6734-3679 



     メール：jpnatcom@mext.go.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃第 5回住友理工学生小論文アワード 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

住友理工では、「SDGs（持続可能な開発目標）を達成するためにどうイノベ 

ーションを起こすか―「未来に選ばれる会社」とは―」をテーマにした小論 

文を募集しています。 

 

詳  細：https://sr-s-award.jp/#theme1 

 

応募資格：全国の大学生、専門学校生、留学生、大学院生で、ペアまたはチ 

ームでの応募可。（1チームの人数は 3人まで） 

提出期間：2019年 1月 15日（火）～4月 15日（月） 

文 字 数：本文 9,500～10,500 字（別途 800字の要約が必要） 

賞の種類：最優秀賞 100万円（1名）、最優秀次席 50万円（1名）、 

     優秀賞 10万円（3名） 

 

問 合 せ：住友理工 学生小論文アワード事務局（株式会社オルタナ内） 

     TEL：03-6407-0266  メール：sraward@alterna.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃６┃いしかわ版 CO2削減活動支援制度のご案内【石川】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

石川県は、地球温暖化の原因となる CO2の吸収源である森林を保全する活動を 

社会全体で支えるしくみとして「いしかわ版 CO2削減活動支援制度」を設けて 

います。NPOやボランティア団体が行う森林保全活動に企業が協賛し、協賛企 

業は、自社商品や広告等にロゴマークを使用することができます。 

 

詳  細： 

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/pp/co2sakugenkatsudoushien/bosyuu.html 

 

※協賛は通年で受付しています。 

 



問 合 せ：石川県生活環境部温暖化・里山対策室 

     TEL：076-225-1462  FAX：076-225-1479 

     メール：ontai@pref.ishikawa.lg.jp 

 

 

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

【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  

     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/  
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