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

○●○ 

●○ そらいろ通信 ～EPO-Chubuメールマガジン～117号(2019.3.12) 

○ 

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 廃棄物・リサイクル対策課 課長 

     水原 健介（みずはら けんすけ）さんです。 

………………………………………………………………………………… 

    最近、「海洋プラスチックごみ」のニュースを見る機会が増えてき 

   ました。ポイ捨てなどにより、回収されずに河川などを通じて海に流 

   れ込んだ「海洋プラスチックごみ」は長期にわたり海に残存し、この 

   ままでは 2050年までに魚の重量を上回ることが予測されるなど、地球 

   規模での環境汚染が懸念されています。 

    一方、リサイクル目的で収集されたプラスチックは、これまで一部 

   海外でも処理されていましたが、各国で廃プラスチックの輸入を禁止 

   する動きが増えております。そのため国内で適正に処理できる体制を 

   整えるとともに、不法投棄・ポイ捨ての防止、さらには、使い捨ての 

   プラスチックの使用を減らす取組が重要になっています。 

    個人・企業・団体・行政などがそれぞれの立場でできる取組を行い、 

   プラスチックと賢く付き合っていくことが大切です。こういった取組 

   を応援し、さらに広げていくため環境省では、「プラスチック・スマ 

   ート」キャンペーンを実施していますので、キャンペーンサイトを是 

   非ご覧下さい。 

   ………………………………………………………………………………… 

 

 

♪*♪*♪* ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

平成 31年度 地域循環共生圏づくりプラットフォームの構築に向けた 

地域循環共生圏の創造に取り組む活動団体の公募について 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ♪*♪*♪* 

環境省は、地域循環共生圏づくりプラットフォームの構築に向けた地域循環 



共生圏の創造に取り組む活動団体を公募しています。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/106493.html 

 

対  象：地方公共団体または地方公共団体と連携している民間団体若しく 

     は協議会。複数の地方公共団体の連携による団体についても対象。 

公募団体数：20団体程度 

事業規模：1団体当たり 200万円を上限 

公募締切：2019年 4月 15日（月） 

 

問 合 せ：環境省大臣官房環境計画課 

     TEL：03-5521-9265  FAX：03-3581-5951 

     メール：sokan-keikaku@env.go.jp 

 

 

♪*♪*♪* ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

EPO中部「協働による地域循環共生圏づくり 

     ～EPO中部・協働コーディネーターの紹介～」の発行 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ♪*♪*♪* 

EPO中部の「協働による地域循環共生圏づくり～EPO中部・協働コーディネー 

ターの紹介～」が完成しました。 

「協働コーディネーターにお願いしたいことがある方」、 

「協働に取り組むにあたり専門家によるお手伝いを希望される方」、 

「事業や活動等の現状分析を行ってみたい方」、 

「事業や活動等の今後の展開を考えるための検討材料がほしい方」など、 

ぜひご参照ください。 

 

詳  細：http://www.epo-chubu.jp/epo/4075.html 

 

構  成：全 20頁 

(1) 協働について 

(2) EPO中部で活躍中の「協働」コーディネーター 

(3) EPO中部が構築中!  

  複雑な協働取組を可視化する「活動見える化プログラム」 

 

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 

 

 

♪*♪*♪* ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

中部地方 ESD活動支援センター 

「ESD/SDGsパンフレット&チェックリスト」の発行 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ♪*♪*♪* 

中部地方 ESD活動支援センターの「ESD/SDGsパンフレット」「ESD/SDGsチェッ 

クリスト」が完成しました。 

チェックリストは、SDGsの 17ゴールと事業や活動などとの紐付けを初めて行 

う場合などにご活用いただける簡易ワーキング・シートになっています。 

ぜひご所属先の組織内で SDGs の活用を検討される際などに試してみてください。 

また、チェックリストには「SDGsわかってる度レベル判定クイズ」の“おまけ” 

つきです。こちらもぜひチャレンジを! 

 

詳  細：https://chubu.esdcenter.jp/ 

 

問 合 せ：中部地方 ESD活動支援センター 

     TEL：052-218-9073  FAX：052-218-8606 

     メール：office@chubuesdcenter.jp 

 

 

♪*♪*♪* ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省「こども環境白書」の発行 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ♪*♪*♪* 

「こども環境白書」は、「環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」の 

内容を基に、小学校高学年以上の子どもたちを主な対象として、今、起きて 

いる環境問題を分かりやすく理解していただくために、環境省が環境教育用 

の冊子として作成しています。2019年 1月に発行された「こども環境白書」を 

はじめ、これまでに発行された「こども環境白書」の電子データの閲覧・ダ 

ウンロードが可能となっています。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/kodomo.html 

 

問 合 せ：環境省大臣官房環境計画課企画調査室 



     メール：hakusho@env.go.jp 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃ ♪ も く じ ♪ ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【イベント情報】 

1. 【富山・長野・石川】ニホンライチョウの公開展示 

2. 【石川】企業の協働活動促進セミナー～企業の里山づくり活動のすすめ～ 

3. 【愛知】「もりの学舎まつり 2019」・「もりの学舎 春休み特別企画」 

4. 【三重】四日市公害と環境未来館 開館 4周年記念講演会 

5. 【愛知】藤前干潟ガタレンジャーJr.2019参加者募集 

6. 【愛知】来て! 見て! なっとく!  

  燃料電池バスで行くセントレア水素社会体験ツアー 

7. 【愛知】愛・地球博記念イベント「モリコロパーク春まつり」 

8. 【石川】地球温暖化対策に関する講演会 

9. 【愛知】希少種シンポジウム 2019 

  「次代に引き継ぐなごやの貴重な生きものたち」 

10.【愛知】プロボノ初心者のための NPO理解講座 

  ～ウワサの『NPOゲーム』で NPOの成長過程を体感しよう!～ 

11.【三重】みえ星空環境案内人養成講座～特別編～ 

  「浅田英夫先生の天文教室」 

 

【募集情報】 

1. 平成 31年度 県民による森づくり提案事業 

 「あなたが行う森づくり活動」募集【富山】 

2. あいち森と緑づくり 環境活動・学習推進事業 

  平成 31年度交付対象事業 企画提案募集【愛知】 

3. あいち森と緑づくり 生態系ネットワーク形成事業 

  平成 31年度企画提案募集【愛知】 

4. 2019年度（平成 31年度）「伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大作戦」 

  参加団体募集【三重】 

5. 2019年度いしかわ里山振興ファンド公募事業説明会開催【石川】 

 

 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃【富山・長野・石川】ニホンライチョウの公開展示 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省及び公益社団法人日本動物園水族館協会は、国内希少野生動植物種ニ 

ホンライチョウについて、飼育技術の向上や普及啓発の促進等を目的として、 

公開展示を行います。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/106413.html 

 

公開予定日：2019年 3月 15日（金） 

公開飼育園館と展示個体（予定）： 

 〇富山市ファミリーパーク…オス 2個体（2017年孵化） 

 〇大町山岳博物館…メス 1個体（2017年孵化） 

 〇いしかわ動物園…オス 2個体（2018年孵化） 

                      ほか 

 

問 合 せ：〔環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室〕 

     TEL：03-5521-8353 

     〔富山市ファミリーパーク（動物課）〕TEL：076-434-1234 

     〔大町山岳博物館〕TEL：0261-22-0211 

     〔いしかわ動物園〕TEL：0761-51-8500 

 

 

┏━┓【石川】企業の協働活動促進セミナー 

┃２┃ ～企業の里山づくり活動のすすめ～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

石川県では、事業活動を通した生物多様性保全、里山里海保全活動の理解促 

進を図るため、企業の協働活動促進セミナーを開催します。 

 

詳  細： 

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kisya/2019/documents/0228ontai-kigyo.pdf 

 



開催日時：2019年 3月 14日（木）13：30～16：15 

開催場所：石川県地場産業振興センター 本館 3階 第 5研修室 

対  象：里山里海づくりに関心のある企業、NPO、団体、個人 

内  容： 

〔企業の協働活動促進セミナー〕 

〇基調講演「生物多様性を SDGsや ESG目線で進めよう」 

〇事例紹介（ジェイ・バス株式会社、能登ふぐ事業協同組合、北陸コカ・ 

 コーラボトリング株式会社） 

〔いしかわ版里山づくり ISO 認証団体の取組紹介〕 

〇ポスター展示、ポスターセッション 

 

問 合 せ：石川県生活環境部温暖化・里山対策室 

     TEL：076-225-1469 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【愛知】「もりの学舎まつり 2019」・「もりの学舎 春休み特別企画」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、愛・地球博記念公園内の環境学習施設「もりの学舎(まなびや)」 

で「もりの学舎まつり」を開催します。「キッズインタープリターの自然体 

感プログラム」や地図を片手にクイズや遊びに挑戦する「森のたんけんゲー 

ム」、様々な自然遊びをする「森のあそビバ!」、「もりのコンサート」など 

多くのプログラムを実施します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/h31fes.html 

 

開催日時：2019年 3月 17日（日）11：00～15：00 

開催場所：愛・地球博記念公園（モリコロパーク）内 もりの学舎 

参 加 費：無料（事前申込不要） 

内  容： 

（1）キッズインタープリターの自然体感プログラム※ 

（2）森のたんけんゲーム※ 

（3）森のあそビバ! 

（4）もりのコンサート 

（5）「もりの学舎キッズクラブ」の写真展 



※「キッズインタープリターの自然体感プログラム」と「森のたんけんゲー 

ム」に参加した方には、先着で各 200名に記念品がプレゼントされます。 

 

＜「もりの学舎」春休み特別企画＞ 

「もりの学舎」では、春休み特別企画を実施します。小さなお子様も楽しめ 

る特別プログラムとして、リサイクル素材などを利用した工作教室「あそび 

工房」や、自然と触れ合うプログラム「さわってさがそう」、「紙芝居、読 

み聞かせ」を実施します。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/h31spr.html 

 

開催期間：2019年 3月 23日（土）～4月 7日（日） 

開催場所：愛・地球博記念公園（モリコロパーク）内 もりの学舎 

参 加 費：無料（事前申込不要） 

 

問 合 せ：もりの学舎（まなびや） 

     TEL：0561-61-2315  FAX：0561-61-2328 

     メール：info@mori-manabi.org 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【三重】四日市公害と環境未来館 開館 4周年記念講演会 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

四日市公害と環境未来館では、開館 4周年を記念して講演会が開催されます。 

地球温暖化をはじめとする環境問題について、国際的視点でお話しいただく 

予定です。 

 

詳  細： 

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

 

開催日時：2019年 3月 23日（土）13：30～15：00 

開催場所：そらんぽ四日市 1階 講座室 

定  員：80名（当日先着順） 

講  演：「進化する私たちの暮らし～公害との戦いから環境との統合へ～」 

講  師：小林光氏（元環境省事務次官・慶應義塾大学特任教授） 

参 加 費：無料 



 

問 合 せ：四日市公害と環境未来館 

     TEL：059-354-8065  FAX：059-329-5792 

     メール：kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【愛知】藤前干潟ガタレンジャーJr.2019参加者募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「ガタレンジャーJr.」とは、名古屋港に残された藤前干潟で、小学 4年生～ 

中学生までを対象に行う「環境学習プログラム」です。 

 

詳  細：http://fujimae.org/modules/news/article.php?storyid=451 

 

対  象：新小学 4年生～中学生で、原則すべてのプログラムに参加できる人 

定  員：12名 ※定員になり次第締切 

応募期限：2019年 3月 23日（土） 

参 加 費：5,000円（通信費、保険料、キャンプの食費など） 

 

年間プログラム： 

第 1回「干潟ってどんな場所? 春の干潟を探検してみよう!」 

第 2回「干潟ですごす 2日間! 干潟をじっくり観察してみよう!」 

第 3回「夏の干潟で自由研究! 干潟のふしぎを見つけてみよう!」 

第 4回「ヨシ原ってどんな場所? もう 1つの干潟、ヨシ原を観察してみよう!」 

第 5回「冬のヨシ原探検隊! 干潟で冬をすごす野鳥たちを観察しよう!」 

第 6回「ガタレンジャーJr.の認定式! 大人のガタレンジャーと交流しよう!」 

 

問 合 せ：NPO法人藤前干潟を守る会 

     TEL：080-5157-2002（受付時間 9:30～16:00） 

     メール：info@fujimae.org 

 

 

┏━┓【愛知】来て! 見て! なっとく!  

┃６┃ 燃料電池バスで行くセントレア水素社会体験ツアー 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、中部国際空港（セントレア）空港島で行われている、水素エネ 



ルギーの利活用拡大を目的とした様々な取組を広く皆様に知っていただくた 

め、水素社会体験ツアーを開催します。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/suisotour201903.html 

 

開催日時：2019年 3月 21日（祝・木）、23日（土）、24日（日） 

     各日 4回開催（ツアーは約 55分） 

開催場所：中部国際空港 

参 加 費：無料（事前申込不要） 

内  容：セントレア水素ステーションにて、設備やバックヤードの見学等 

     ＊アンケートに答えた方にオリジナルエコバッグをプレゼント 

 

問 合 せ：愛知県産業労働部産業科学技術課新エネルギー産業グループ 

     TEL：052-954-6350  FAX：052-954-6977 

     メール：jisedai-ene@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃７┃【愛知】愛・地球博記念イベント「モリコロパーク春まつり」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、愛・地球博記念公園で「モリコロパーク春まつり」を開催しま 

す。「環境」「交流」「市民参加」をテーマに、自然素材やフェアトレード 

品などを使った各種体験プログラム、子供たちを中心とした歌やダンス、演 

奏を披露するステージのほか、モリコログッズのもらえる体験ブースのスタ 

ンプラリーなど、楽しいイベントがいっぱいです。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koen/31harumatsuri2.html 

 

開催日時：2019年 3月 23日（土）・24日（日）各日、10：00～16：00 

開催場所：愛･地球博記念公園（モリコロパーク）内 

     「地球市民交流センター」とその周辺 

参 加 料：無料（一部に有料のプログラムあり） 

イベント内容： 

〇参加型体験プログラム 

 …自然の材料やフェアトレード材料を使った各種工作教室、樹脂粘土を使 

 ったモリゾー・キッコロ作り、公園内の植物を使ったクラフト ほか 



〇たいけんスタンプラリー 

〇市民参加ステージ 

〇南米民族体験（一部有料） 

〇モリコロパフォーマンス 

 

問 合 せ：〔愛知県公園緑地課協働グループ〕 

     TEL：052-954-6491  FAX：052-953-5329 

     〔愛・地球博記念公園（モリコロパーク）管理事務所〕 

     TEL：0561-64-1130  FAX：0561-61-2150 

 

 

┏━┓ 

┃８┃【石川】地球温暖化対策に関する講演会 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

石川県では、地球温暖化対策に関する講演会を開催します。 

 

詳  細：http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/events/20190326.html 

 

開催日時：2019年 3月 26日（火）14：00～15：00 

開催場所：石川県庁行政庁舎 11階 1104会議室 

演  題：「グリーンシティ フライブルク地域（ドイツ）の最近の事情 

      ～持続可能性に向かって～」 

講  師：前田 成子 氏（いしかわ環境国際協力コーディネーター） 

定 員：40名 ※定員に達し次第締切 

参 加 費：無料 

申込期限：2019年 3月 22日（金） 

 

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 

 

 

┏━┓【愛知】希少種シンポジウム 2019 

┃９┃「次代に引き継ぐなごやの貴重な生きものたち」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

なごや生物多様性センターでは、希少種シンポジウムを開催します。 



絶滅の危機に直面しているなごやの生きものには、どんなものがいるのでし 

ょうか。レッドリスト改訂に向けた調査をふまえ、なごやの希少種の最新情 

報を、各分野の専門家からご紹介します。 

 

詳  細：http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000114901.html 

 

開催日時：2019年 3月 24日（日）14：00～16：40（開場 13：30） 

開催場所：名古屋市高齢者就業支援センター 大会議室 

定  員：150名程度（事前申込不要） 

参 加 費：無料 

内  容： 

〇講演「レッドリスト作成の意義」芹沢俊介氏（愛知教育大学名誉教授） 

〇報告「絶滅のおそれのあるなごやの野生生物について」 

 

問 合 せ：名古屋市環境局「なごや生物多様性センター」 

     TEL：052-831-8104  FAX：052-839-1695 

     メール：bdnagoya@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 

 

 

┏━┓【愛知】プロボノ初心者のための NPO理解講座 

┃10┃ ～ウワサの『NPOゲーム』で NPOの成長過程を体感しよう!～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人あいちコミュニティ財団は、プロボノ初心者のための NPO理解 

講座を開催します。地域課題を解決し、よりよい社会を実現するために活動 

する「NPO」と NPOの活動を伴走支援する「プロボノ」。でも…「NPO」って 

何?「プロボノ」って何? 今さら聞けない、その疑問を解決します。 

NPOに関心のある方、NPOの方、プロボノ初心者、経験者、どなたでもご参加 

いただけます。 

 

詳  細：http://aichi-community.jp/events/26031 

 

開催日時：2019年 3月 16日（土）13：30～17：00 

開催場所：日本陶磁器センタービル 3階 大会議室 

講座内容： 

1.「NPOゲーム」をやってみよう! 

2.「プロボノ」体験談 （1）課題深堀り （2）資金集め （3）広報 



3. あいちコミュニティ財団のプロボノ 

定  員：30名（先着順） 

参 加 費：1,000円 

 

問 合 せ：公益財団法人あいちコミュニティ財団事務局 

     TEL：052-936-5101  FAX：052-936-5106 

     メール：office@aichi-community.jp 

 

 

┏━┓【三重】みえ星空環境案内人養成講座～特別編～ 

┃11┃「浅田英夫先生の天文教室」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県環境学習情報センターは、「みえ星空環境案内人養成講座」を開催し 

ます。今回は特別講座として、四日市市出身の天文研究家・浅田英夫氏をお 

招きし、初心者から楽しめる天文深堀話をお伺いします。 

当日、会場では 11時から、星たまごプラネタリウム、太陽観望会などのイベ 

ントも開催されます。 

 

詳  細：http://eco-mie.sblo.jp/article/185335346.html 

 

開催日時：2019年 3月 23日（土）13：30～15：00 

開催場所：四日市市勤労者・市民交流センター 本館多目的ホール 

対  象：16歳以上の方 

募集人数：100名 ※先着順・定員になり次第締切 

参 加 費：無料 

申込期限：2019年 3月 18日（月） 

 

問 合 せ：三重県環境学習情報センター 

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

     メール：info@eco-mie.com 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



┏━┓ 平成 31年度 県民による森づくり提案事業 

┃１┃「あなたが行う森づくり活動」募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県では、「水と緑の森づくり税」を活用し、平成 31年度に県民の皆さん 

が自ら企画、実践する森づくり事業を募集しています。 

 

詳  細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1603/kj00011455.html 

 

募集対象事業：富山県の森林内（民有林）での活動を主とし、次のいずれか 

を目的とする事業 

(1) 森林の整備や森林空間の利活用を推進する事業 

(2) 県民の森づくりに対する意識の醸成を図る事業 

(3) 木竹等の森林資源の利活用を促進する事業 

 

募集対象者： 

提案した事業を会員自らが実践することのできる団体、グループなど 

＊1つの団体が提案できる事業は、1年度につき 1件 

＊この事業で補助を受けることができる回数は通算で 3回まで（例外あり） 

 

支援内容：採択事業については、補助の対象となる経費のうち 20万円までは 

10分の 10以内を、20万円を超える部分についてはその 4分の 3以内を補助予定 

（1事業への補助は 50万円を上限とする予定） 

＊採択事業が多数となった場合等は、補助金の交付額が申請額を下回る場合 

あり 

応募期限：2019年 3月 20日（水） 

 

問 合 せ：富山県農林水産部森林政策課森づくり推進班 

     TEL：076-444-3385  FAX：076-444-4428 

 

 

┏━┓あいち森と緑づくり 環境活動・学習推進事業 

┃２┃平成 31年度交付対象事業 企画提案募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、「あいち森と緑づくり税」を活用し、NPOやボランティア団体 

等が実施する自発的な環境保全活動や環境学習を対象として、平成 31年度交 

付対象事業の企画提案を募集します。 



 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/0000023749.html 

 

対象団体：NPO法人、ボランティア団体、農協、漁協、森林組合、自治会、 

私立学校、市町村等（愛知県内に活動の拠点を置く、5人以上の団体） 

対象事業： 

〇環境保全活動…(1) 森・緑の育成活動事業 

〇環境学習…(2) 水と緑の恵み体感事業 

      (3) 森林生態系保全の学習事業 

〇緑の教室…(4) 太陽・自然の恵み学習事業 

〇独自提案…(5) 独自提案による環境保全活動・環境学習事業 

 

募集期限：2019年 3月 18日（月）17：30（必着） 

限 度 額：1団体当たり年 110万円 

＊ただし、前年度から本交付金事業を継続実施する団体は 80万円、平成 26年度 

以前から継続して実施する団体（継続 6年以上の団体）は 70万円 

＊その他、詳細を参照のこと 

 

問 合 せ：愛知県環境部環境活動推進課調整・環境配慮行動グループ 

     TEL：052-954-6241  FAX：052-954-6914 

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

 

 

┏━┓あいち森と緑づくり 生態系ネットワーク形成事業 

┃３┃平成 31年度企画提案募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、「あいち森と緑づくり税」を活用し、県民、事業者、NPO、行政 

等の地域の様々な立場の人々が協働して、生きものの生息生育空間を保全・ 

再生・創出し、地域の生態系ネットワークを形成する事業を支援しています。 

この度、地域の複数の団体が協働して行う生態系ネットワーク形成事業を対象 

として、平成 31年度に実施する企画提案事業を募集します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/nwkeisei31.html 

 



募集対象：生態系ネットワークの形成を目的とする、NPO・ボランティア団体・ 

農協・漁協・森林組合・自治会・大学・企業・市町村等の複数の団体から構成 

される団体 

募集期限：2019年 3月 18日（月）（必着） 

対象事業： 

(1) ビオトープ創出事業 

(2) ビオトープ維持・向上事業 

(3) 調査事業 

  …上記(1)・(2)の実施にかかる生態系ネットワーク形成のための調査 

 

交 付 率：対象事業に必要な経費のうち知事が認める経費の 10分の 10以内 

限 度 額：1件あたり 300万円 

 

問 合 せ：愛知県環境部自然環境課国際連携・生態系グループ 

     TEL：052-954-6229  FAX：052-963-3526 

     メール：shizen@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓2019年度(平成 31年度)「伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大作戦」 

┃４┃参加団体募集【三重・愛知・岐阜】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県では、伊勢湾再生に向けた広域的な連携を目的として「伊勢湾 森・ 

川・海のクリーンアップ大作戦」を実施しています。 

2019年度（平成 31 年度）につきましても森林、河川、海岸、地域等で実施 

される清掃活動の登録を募集しますので、事業の趣旨にご賛同いただける団 

体様は、詳細をご確認のうえお申し込みください。 

 

詳  細：http://www.pref.mie.lg.jp/eco/isewan/49956016937.htm 

 

※登録は随時募集しておりますが、2019年度（平成 31年度）パンフレットへ 

の掲載を希望される場合は、2019年 3月 15日（金）までにご登録ください。 

 

問 合 せ：三重県環境生活部大気・水環境課水環境班 

     TEL：059-224-2382  FAX：059-229-1016 

     メール：mkankyo@pref.mie.lg.jp 

 



 

┏━┓ 

┃５┃2019年度「いしかわ里山振興ファンド」公募事業説明会開催【石川】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

いしかわ里山づくり推進協議会では、2019年度「いしかわ里山振興ファンド」 

の事業（里山里海の資源を活用した生業の創出、里山里海地域の振興、スロ 

ーツーリズムの推進）を公募するにあたり、石川県内の農林水産事業者、企 

業、NPO等を対象とする説明会を開催します。 

 

※公募期間は、2019年 4月 1日（月）～5月 24日（金）を予定 

 

詳  細： 

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/satoyama/documents/h31koubo.html 

 

開催日時・会場： 

(1) 2019年 3月 19日（火）10：30～11：30 

  石川県奥能登行政センター 4階 講義室 A 

(2) 2019年 3月 19日（火）14：00～15：00 

  石川県中能登総合事務所 2階 第 1・2会議室 

(3) 2019年 3月 20日（水）14：00～15：00 

  石川県小松合同庁舎 2階 第 2会議室 

(4) 2019年 3月 25日（月）14：00～15：00 

  石川県石川農林総合事務所 3階会議室 

(5) 2019年 3月 26日（火）14：00～15：00 

  石川県庁 8階 801会議室 

 

申込締切：2019年 3月 15日（金）※当日参加も可能 

 

問 合 せ：いしかわ里山づくり推進協議会事務局 

     （石川県農林水産部里山振興室内） 

     TEL：076-225-1631  FAX：076-225-1618 

     メール：satoyama@pref.ishikawa.lg.jp 

 

 

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