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        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 環境対策課 課長 

      萩ノ脇 裕司（はぎのわき ひろし）さんです。 

      ………………………………………………………………………………… 

    この度 4月 1 日付けで、九州地方環境事務所から赴任しました。よろ 

   しくお願いいたします。 

    さて、私たちは、パリ協定の 2℃目標、そして SDGsの共通の目標・ 

   ゴールを掲げ、持続可能な脱炭素社会づくりを目指し課題に取り組ん 

   でいます。この目標に向かう中、経済を取り巻く情勢は TCFD提言や 

   ESG投資拡大等の流れが加速化しつつあり、また、身近な問題としての 

   異常気象の影響は拡大しつつあり「待ったなし」の状態です。被害を 

   回避・軽減していくための「緩和」「適応」の対策を関連する事案と 

   ともに考えていきます。 

      ………………………………………………………………………………… 

 

 

♪*♪*♪*   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【締切間近】 

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 

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


     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・中部地方 ESD 活動支援センターの開館時間【変更】のお知らせ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ♪*♪*♪* 

2019年 4月 1日から EPO 中部・中部地方 ESD活動支援センターの開館時間が変更 

になりました。 

 

開 館 日：月曜日～木曜日 9：30～18：00 

閉 館 日：土・日曜、祝日、お盆・年末年始の休業あり 

 

※金曜日は情報収集・整理日です。 

（スタッフ外出により閉館の場合がありますので、ご確認の上来館願います。） 

 

引き続き、EPO中部・中部地方 ESD 活動支援センターをどうぞよろしくお願い 

いたします。 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃ ♪ も く じ ♪       ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【イベント情報】 

1. 【長野】「アクティブ･レンジャー国立公園写真展」・「一目五山写真展」 

2. 【福井】アースデイえちぜん 2019 プレイベント 

3. 【長野】長野県 SDGs シンポジウム 

4. 【福井】福井県海浜自然センター「海のふれあい教室」ほかイベント 

5. 【愛知】藤前干潟 生きものまつり 

mailto:sokan-keikaku@env.go.jp


6. 【愛知】Green Gift 地球元気プログラム「こどもの森フェス 2019」 

  ～第 6回げんきの森づくり～ 

7. 【愛知】なごや環境大学連携講座 

  エコツアー「渥美を学び、渥美を食べよう!」 

8. 【愛知】2019年度第 1回 森の楽校・森のようちえん 

  「ワクワクいっぱい! 春の森へおいでよ!」 

9. 【愛知】NPO 法人書類作成講座 

10.【三重】2019年度「森林インストラクター資格試験合格支援講座」 

  受講者募集 

11.【愛知】「なごやグリーンウェイブ 2019」関連イベント募集・ 

   「なごやグリーンウェイブ 2019」市内一斉植樹 参加団体募集 

12.【愛知】海上の森アカデミー「森の自然教育コース」受講生募集 

13.【愛知】「もりの学舎ようちえん（平成 31 年度）」参加者募集 

14.【愛知】映像「生物多様性×SDGs」制作にかかる学生モニター募集 

 

【募集情報】 

1.  パタゴニア環境助成金プログラム募集 

2.  2019 年度「公益信託富士フイルム・グリーンファンド」募集 

3. 「第 6回生物多様性日本アワード」募集 

4. 「コメリ緑資金ボランティア」助成金 

5. 公益財団法人高原環境財団 2019年度助成事業の募集 

6.  2019 年度「元気なふるさとの里山整備事業」実施団体等募集【福井】 

7. 2019 年度「いしかわ里山振興ファンド」公募【石川】 

8. 環境をテーマとしたポスターの募集【富山】 

9. 「第 4次とやまのライチョウサポート隊」隊員募集【富山】 

10.「平成 31年度森づくりボランティア推進事業」募集【石川】 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃【長野】「アクティブ･レンジャー国立公園写真展」・「一目五山写真展」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省信越自然環境事務所では、国立公園の魅力やアクティブ・レンジャー 



の活動などを紹介する「アクティブ・レンジャー国立公園写真展」、妙高戸 

隠連山国立公園の山々と人の営みなどの風景が一体的である様を表現した｢一 

目五山写真展｣を開催しています。 

 

＜アクティブ･レンジャー国立公園写真展＞ 

開催期間：2019年 4月 2日（火）～25日（木） 

開催場所：長野市民病院〔開館時間 9：00～19：00（無休）〕 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2019/2019.html 

 

＜一目五山写真展＞ 

開催期間：2019年 3月 29日（金）～4月 23日（火）9：00～16：00 

     ※土日祝日は休止 

開催場所：ギャラリープラザ長野 

主  催：妙高戸隠連山国立公園連絡協議会 

入 場 料：無料 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2019/post_74.html 

 

問 合 せ：戸隠自然保護官事務所 

     TEL：026-254-3060 

 

 

┏━┓ 

┃２┃【福井】アースデイえちぜん 2019プレイベント 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

エコラブえちぜんでは、「アースデイえちぜん 2019」のプレイベントとして、 

映画『TOMORROW パーマネントライフを探して』の上映会を開催します。 

 

詳  細： 

http://www2.pref.fukui.jp/event/view.php?event_cod=14VF1d15507305776b 

 

開催月日：2019年 4月 21日（日） 

上映時間：(1) 10：00～12：00 (2) 13：30～15：30 (3) 16：00～18：00 

開催場所：越前市エコビレッジ交流センター 

料  金：前売り 500 円／当日 700 円 

http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2019/2019.html
http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2019/post_74.html
http://www2.pref.fukui.jp/event/view.php?event_cod=14VF1d15507305776b


     春の里山ランチ付きチケット 1,500円 

主  催：エコラブえちぜん 

 

問 合 せ：越前市産業環境部環境政策課 

     TEL：0778-22-5342 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【長野】長野県 SDGs シンポジウム 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県では、SDGs（持続可能な開発目標）を県内企業に普及促進するため、 

シンポジウムを開催します。蟹江憲史氏（慶應義塾大学大学院教授）による 

基調講演、企業による事例発表などが予定されています。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/happyou/20190329press_sdgs_sympo0426.html 

 

開催日時：2019年 4月 26日（金）14：00～16：30 

開催場所：ホクト文化ホール（長野県県民文化会館）小ホール 

対  象：長野県内企業の経営者、担当者等 

定  員：150名（定員になり次第締切） 

参 加 費：無料 

主  催：長野県、長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、 

     長野県商工会議所連合会、長野県商工会連合会、 

     G20関係閣僚会合長野県推進協議会 

 

問 合 せ：長野県 SDGsシンポジウム事務局 

     （株式会社共立プラニング内） 

     TEL：080-8080-2256  FAX：026-238-8861 

     メール：sdgs-sympo@kyoritz-p.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【福井】福井県海浜自然センター「海のふれあい教室」ほかイベント 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井県海浜自然センターでは、「海のふれあい教室」「自然教室」など各種 

https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/happyou/20190329press_sdgs_sympo0426.html
mailto:sdgs-sympo@kyoritz-p.co.jp


講座を開催しています。 

どなたでも参加できます（小学生以下は保護者同伴参加）。 

 

詳  細：http://fcnc.jp/ 

 

＜春の砂浜で生きものを探してみよう（小浜市西津浜）＞ 

砂浜に生息する生きものを小型の地引網やタモ網で採集して観察し、生きも 

のの名前や特徴、砂浜の環境を学ぶことができます。 

開催日時：2019年 4月 13日（土）9：00～12：00 

     ※講座開始 30分前から受付 

開催場所：小浜市西津浜（集合：若狭高等学校海洋キャンパス） 

定  員：40名 

参 加 費：100円 

 

＜バードウォッチング 春 食見海岸アビ類ウオッチング＞ 

北国に帰る直前のアビ類など海鳥を中心に観察を行います。 

開催日時：2019年 4月 14日（日）9：00～11：30 

     ※講座開始 30分前から受付 

開催場所：若狭町食見海岸・世久見海岸（集合：福井県海浜自然センター） 

定  員：30名 

参 加 費：100円 

 

＜早めに自由研究スタート! 貝殻を探してみよう・貝殻標本を作ってみよう＞ 

午前中は海岸で貝殻を探して拾います。午後は拾った貝殻を使って標本を作り 

ます。 

開催日時：2019年 4月 20日（土）※講座開始 30分前から受付 

     〔貝殻を探してみよう〕9：00～11：30 

     〔貝殻標本を作ってみよう〕13：00～15：00 

開催場所：美浜町坂尻海岸（集合：美浜町坂尻多目的センター） 

定  員：30名 

参 加 費：貝殻を探してみよう・貝殻標本を作ってみよう 各 100円 

 

＜春の砂浜で生きものを探してみよう（高浜町和田海岸）＞ 

砂浜に生息する生きものを小型の地引網やタモ網で採集して観察し、生きも 

のの名前や特徴、砂浜の環境を学ぶことができます。 

開催日時：2019年 4月 27日（土）9：00～12：00 

http://fcnc.jp/


     ※講座開始 30分前から受付 

開催場所：高浜町和田海岸（集合：高浜町はまなす公園） 

定  員：40名 

参 加 費：100円 

 

問 合 せ：福井県海浜自然センター 

     TEL：0770-46-1101  FAX：0770-46-9000 

     メール：kaihin-c@pref.fukui.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【愛知】藤前干潟 生きものまつり 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

NPO法人藤前干潟を守る会では、「藤前干潟 生きものまつり」を開催します。 

干潟観察会、石ころ干潟観察会、ライブ、各団体のブース出展などが予定さ 

れています。 

 

詳  細：http://fujimae.org/modules/news/article.php?storyid=453 

 

開催日時：2019年 5月 5日（日）10：00～15：00 

     ※少雨決行。荒天の場合は 5月 6日（月・祝）に順延 

開催場所：藤前干潟／藤前活動センター 

定  員：各 30名（先着順） 

参 加 費：大人 200円、小中学生 100円、幼児無料 

受付開始：2019年 4月 21日（日） 

内  容：〔石ころ干潟観察会(1)〕10：00～11：00 

     〔干潟観察会(1)〕11：15～12：15 

     〔干潟観察会(2)〕12：30～13：30 

     〔石ころ干潟観察会(2)〕13：45～14：45（当日参加受付） 

※持ち物等は Webページでご確認ください。 

 

問 合 せ：NPO法人藤前干潟を守る会 

     TEL：080-5157-2002 

     メール：info@fujimae.org  

 

 

mailto:kaihin-c@pref.fukui.lg.jp
http://fujimae.org/modules/news/article.php?storyid=453
mailto:info@fujimae.org


┏━┓【愛知】Green Gift 地球元気プログラム 

┃６┃「こどもの森フェス 2019」～第 6回げんきの森づくり～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、モリコロパークにおいて、子どもたちが自分の手で楽しい森づ 

くりをする「げんきの森づくり」を開催しています。今回は、これまで 5回の 

活動で手入れをしてきた森で「こどもの森フェス 2019」～第 6 回げんきの森づ 

くり～を開催します。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/genki6.html 

 

開催日時：2019年 5月 11日（土）10：00～14：00 

     ※荒天の際の予備日：5月 18日（土） 

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（まなびや）周辺の森（親林楽園） 

参 加 費：無料 

内  容： 

○こども森アート（10：00～12：00）※先着 40名・事前申込要 

 参加者で力を合わせて森の大きな生きものオブジェを制作 

○スタンプラリー（10：00～14：00） 

 森の植物や生きものなどのクイズに挑戦するスタンプラリー 

○クラフト体験（10：00～14：00） 

 自然素材を使用した、短時間でできる簡単クラフト 

○森あそび（10：00～14：00） 

 草花あそびや虫取り体験 

○げんきの森づくり写真展（10：00～14：00） 

 これまでの活動の様子の写真展示 

 

問 合 せ：もりの学舎（モリコロパーク内） 

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

     メール：green@mori-manabi.org 

 

 

┏━┓【愛知】なごや環境大学連携講座 

┃７┃ エコツアー「渥美を学び、渥美を食べよう!」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境ボランティアサークル亀の子隊では、なごや環境大学との連携講座とし 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/genki6.html
mailto:green@mori-manabi.org


て、エコツアー「渥美を学び、渥美を食べよう!」を開催します。渥美半島西 

の浜海岸でビーチコーミングしながら伊勢湾の最下流に位置する渥美の海の 

環境について学び、渥美の海の活き活きの魚をいただきます。 

 

詳  細：https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza19s/co05.html 

 

開催日時：2019年 5月 26日（日）7：45～18：00（予定） 

集合・解散場所：名古屋駅 新幹線 太閤口噴水前 

参加条件：4 歳以上で健康な方 

参 加 費：中学生以上 5,000 円、小学生以下 4,000 円（幼児別） 

     （交通費･体験料･入浴料･保険料） 

募集人員：40名（定員になり次第締切） 

申込期限：2019年 5月 15日（水） 

 

問 合 せ：環境ボランティアサークル亀の子隊 

     TEL：090-9123-7983  FAX：0531-23-0581 

     メール：yoshiharu@kamenoko.org 

 

 

┏━┓【愛知】2019年度第 1回 森の楽校・森のようちえん 

┃８┃「ワクワクいっぱい! 春の森へおいでよ!」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

あいち海上の森センターでは、「森の楽校・森のようちえん」を開催します。 

春の海上の森で、インタープリターと遊びながら自然とふれあいましょう。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kaisho/2019gakkou01.html 

 

開催日時：2019年 5月 4日（土）10：00～15：00 

開催場所：あいち海上の森センター 

対  象：〔森の楽校〕小学生と保護者 5 組 

     〔森のようちえん〕4 歳以上の園児と保護者 15 組 

内  容：〔森の楽校〕森の中で自然観察、「土のクレヨン」づくり 

     〔森のようちえん〕「むささびロープ」などでの遊び、 

              「森のお弁当づくり」 

参 加 費：無料（ただし、傷害保険料 50円／人） 

申込締切：2019年 4月 20日（土）必着 ※申込者多数の場合は抽選 

https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza19s/co05.html
mailto:yoshiharu@kamenoko.org
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kaisho/2019gakkou01.html


 

問 合 せ：あいち海上の森センター 

     TEL：0561-86-0606  FAX：0561-85-1841 

     メール：kaisho@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃９┃【愛知】NPO 法人書類作成講座 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

名古屋市市民活動推進センターでは、NPO法人書類作成講座を開催します。 

NPO法人の事務を行う方を対象に、所轄庁に提出する書類の作り方を説明し 

ます。 

 

詳  細：http://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/npoinfo/ 

 

開催日時：2019年 4月 19日（金）14：00～16：00 

開催場所：名古屋市市民活動推進センター 集会室 

対  象：名古屋市内にのみ事務所を置く NPO法人の事務を担う方 

定  員：50名 

参 加 費：500円 

 

問 合 せ：名古屋市市民活動推進センター 

     TEL：052-228-8039  FAX：052-228-8073 

     メール：npo@shiminkeizai.city.nagoya.lg.jp 

 

 

┏━┓【三重】2019年度「森林インストラクター資格試験合格支援講座」 

┃10┃ 受講者募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重森林インストラクター会では、三重県環境学習情報センターの共催で 

「森林インストラクター資格試験合格支援講座」を開講します。 

 

詳  細：http://eco-mie.sblo.jp/article/185764688.html 

 

開 催 日：2019年 5月 12日～9月 8日までの全 9回（すべて日曜日） 

開催場所：三重県環境学習情報センター 

mailto:kaisho@pref.aichi.lg.jp
http://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/npoinfo/
mailto:npo@shiminkeizai.city.nagoya.lg.jp
http://eco-mie.sblo.jp/article/185764688.html


定  員：30名 ※先着順（ただし、20歳以上の方） 

申込締切：2019年 4月 26日（金）（定員に達し次第締切） 

受 講 料：1回 2,000 円×受講回数 

     ※全 9回分を一括支払いされる場合は 15,000 円 

 

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 

 

 

┏━┓【愛知】「なごやグリーンウェイブ 2019」関連イベント 募集・ 

┃11┃「なごやグリーンウェイブ 2019」市内一斉植樹 参加団体募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

＜「なごやグリーンウェイブ 2019」関連イベント 募集＞ 

名古屋市は「なごやグリーンウェイブ 2019」の関連イベントを募集しています。 

植樹や森林・樹木とふれあう市民向けイベントに対して、広報や活動の支援を 

行います。 

 

詳  細：http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000115708.html 

 

募集対象：2019年 4月 1日から 6月 15 日までに実施する市民向けイベントでその 

内容がグリーンウェイブ活動に該当するもの 

〔グリーンウェイブ活動〕 

 (1) 植樹  (2) 樹木や森林等の保全、手入れ 

 (3) 森林や樹木等とふれあう活動（イベント） 

募集期限：2019年 5月 31日（金） 

 

＜「なごやグリーンウェイブ 2019」市内一斉植樹 参加団体募集＞ 

森林や樹木とのふれあいを通じ、生物多様性の大切さを考える「グリーンウェ 

イブ活動」の一環として、国際生物多様性の日である 5 月 22日を中心とした市 

内一斉植樹を実施します。「なごやグリーンウェイブ 2019」市内一斉植樹に 

ご協力いただける団体に苗木を無料でお配りします。 

 

詳  細：http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000115620.html 

 

mailto:info@eco-mie.com
http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000115708.html
http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000115620.html


募集対象：名古屋市内の事業所（企業、保育園、幼稚園等）、町内会等の団体 

募集団体数：50 団体（先着順） 

申込期限：2019年 4月 12日（金） 

 

問 合 せ：名古屋市環境局環境企画課 

     （なごやグリーンウェイブ 2019事務局） 

     TEL：052-972-2698  FAX：052-972-4134 

     メール：a2662-01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃12┃【愛知】海上の森アカデミー「森の自然教育コース」受講生募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

あいち海上の森センターでは、海上の森アカデミー「森の自然教育コース」 

の受講生を募集しています。このコースでは、里山や都市公園など身近な森 

林環境を活用し、子どもに自然と触れ合う機会を提供するための知識・技術 

を身に付け、実践してもらうことを目的としています。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kaisho/31shizenkyouiku.html 

 

開催日時・テーマ：※時間はいずれも 9：30～15：30 

〔第 1回〕2019年 5月 11日（土）「自然教育の現場のはなし」 

〔第 2回〕2019年 5月 12日（日）「生きものって面白い」 

〔第 3回〕2019年 5月 19日（日）「森の中での遊び方」 

〔第 4回〕2019年 6月 15日（土）「森の遊びのつくり方」 

〔第 5回〕2019年 6月 16日（日）「森の遊びの発表会」 

開催場所：あいち海上の森センター及び海上の森 

対  象：一般（高校生以上）10名 

     ※子ども（幼児から小学校低学年）の自然教育に関心のある方 

受 講 料：無料（ただし、保険料 360円程度が必要） 

申込期限：2019年 4月 22日（月）必着 

 

問 合 せ：あいち海上の森センター 

     TEL：0561-86-0606  FAX：0561-85-1841 

     メール：kaisho@pref.aichi.lg.jp 

 

mailto:a2662-01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kaisho/31shizenkyouiku.html
mailto:kaisho@pref.aichi.lg.jp


 

┏━┓ 

┃13┃【愛知】「もりの学舎ようちえん（平成 31年度）」参加者募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、未就学児童とその保護者を対象に、「つなげよう! 子どもと自 

然!」をテーマとして、森の案内人“インタープリター”が四季を通じた自 

然体感プログラムを行う「もりの学舎ようちえん」を実施します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/h31moriyou.html 

 

開催日時：2019年 5月から 2020年 3 月の間で全 6回のプログラムを実施 

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」 

対  象：愛知県内在住の未就学児童（平成 31年 4月 1日時点で 4 歳以上） 

     とその保護者 30 組 

     ※保護者 1 名に対し児童 1名の 2人 1 組 

     ※応募者多数の場合は抽選 

参 加 費：無料（ただし、交通費・昼食等は自己負担） 

募集期限：2019年 4月 12日（金）必着 

 

問 合 せ：もりの学舎 

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

     メール：info@morideaso.boo.jp 

 

 

┏━┓ 

┃14┃【愛知】映像「生物多様性×SDGs」制作にかかる学生モニター募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

名古屋市では、生きものとの関わりを捉え直すきっかけとなるよう、生物多 

様性の大切さを啓発する映像を制作します。映像制作にあたり、次世代を担 

う学生の皆様と意見交換等を行うワークショップを開催するため、その参加 

者を募集します。 

 

詳  細：http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000115692.html 

 

活動内容：啓発映像に関する意見交換等を行うワークショップへの参加 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/h31moriyou.html
mailto:info@morideaso.boo.jp
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     ※ワークショップは、5月から 8月の平日夜間または祝休日に、 

      名古屋市内の会議室等で 4回程度開催予定 

応募資格：次のいずれの要件も満たす学生 

     ・生物多様性や SDGs、映像制作に関心があること 

     ・愛知県内の大学（院）・短期大学・専門学校に在学中、または 

      名古屋市出身であること 

     ・年齢が満 30歳以下であること 

募集人数：10名程度 

募集締切：2019年 4月 26日（金）必着 

 

問 合 せ：名古屋市環境局環境企画部環境企画課 

     TEL：052-972-2684  FAX：052-972-4134 

     メール：a2684@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃パタゴニア環境助成金プログラム募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

パタゴニア社は、毎年売り上げの 1％以上を草の根の環境保護団体に寄付して 

います。直接行動する課題を持った、草の根で活動する小規模なグループや、 

自然環境を保護・回復させようとするキャンペーンに取り組んでいるような 

グループへの助成を行っています。 

 

詳  細：https://www.patagonia.jp/grant-guidelines.html 

 

助成金額：多くの場合 50万円から 200万円までの範囲 

申請締切：4月 30日（毎年 7月以降に実施されるプロジェクト） 

     8月 31日（毎年 10 月以降に実施されるプロジェクト） 

          ※申請締切は年 2 回 

          ※1団体からの申請受付は 1年（毎年 5月～翌年 4 月）に 1回のみ 

 

問 合 せ：パタゴニア日本支社 環境・社会部 環境助成金プログラム担当 

mailto:a2684@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
https://www.patagonia.jp/grant-guidelines.html


     TEL：045-435-6012  FAX：045-8278-2072 

 

 

┏━┓ 

┃２┃2019年度「公益信託富士フイルム・グリーンファンド」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富士フイルム・グリーンファンドでは、身近な自然を守るために地域に根付 

いた活動をしてきた方、あるいは環境保全の研究を実際に進めてきた方で、 

この助成によって大きな進展が望める活動や研究を対象に助成を行っていま 

す。 

 

詳  細：http://www.jwrc.or.jp/service/shintaku/fgf.htm 

 

応募資格： 

(1) 活動助成を申請するものは、身近な自然の保全や自然とのふれあいを積 

  極的に行っていること 

(2) 研究助成を申請するものは、身近な自然環境の保全・活用の促進に関す 

  る具体的な研究や、ふれあいの場としての緑地の質的向上を目指した実 

  証研究等を行っていること 

応募締切：2019年 5月 7日（火） 

助成件数：8 件程度、総額 850万円を予定 

 

問 合 せ：一般財団法人自然環境研究センター内 

     公益信託富士フイルム・グリーンファンド事務局 

     TEL：03-6659-6310  FAX：03-6659-6320 

 

 

┏━┓ 

┃３┃「第 6回生物多様性日本アワード」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人イオン環境財団では、2009年に創設した「生物多様性日本アワ 

ード」により、国内在住の団体・組織・企業・個人による、生物多様性の保 

全と持続可能な利用に貢献する優れた取組を選出・顕彰しています。 

 

詳  細：https://www.aeon.info/ef/ 

 

http://www.jwrc.or.jp/service/shintaku/fgf.htm
https://www.aeon.info/ef/


応募資格：日本国内に在住する団体・組織・企業・個人であること 

     ※複数の団体・組織による共同の取組も対象 

対象となる取組：(1) 生物多様性の保全 

        (2) 生物多様性の持続可能な利用 

        (3) 生物多様性の普及・啓発 

顕彰内容：グランプリ 1件（副賞 200万円）、優秀賞 4 件（副賞 100万円） 

応募期限：2019年 5月 20日（月） 

主  催：公益財団法人イオン環境財団 

後  援：環境省、国連生物多様性の 10年日本委員会 

 

問 合 せ：公益財団法人イオン環境財団 

     生物多様性日本アワード事務局 

     TEL：043-212-6022  FAX：043-212-6815 

     メール：ef@aeon.info 

 

 

┏━┓ 

┃４┃「コメリ緑資金ボランティア」助成金 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人コメリ緑育成財団では、地域の幼稚園・保育所・小中学校・特 

定施設の緑化活動を推進する「コメリ緑資金ボランティア」を実施しています。 

コメリ従業員が参加・お手伝いする緑化活動に対して、活動で使用する花苗・ 

プランター・土などの購入資金として助成金を贈呈いたします。 

 

詳  細：http://www.komeri-midori.org/koubo/volunteer.html 

 

助成対象：コメリ従業員が参加して行う、幼稚園・保育所・小中学校・特定 

施設（老人施設・養護施設等）の校内緑化活動など、公共性のある緑化活動 

活動期間：2018年 7月 1日から 2019年 6月 30日までに実施する活動 

応募締切：2019年 5月 31日（金） 

 

問 合 せ：公益財団法人コメリ緑育成財団事務局 

     TEL：025-371-4455  FAX：025-371-4151 

     メール：midori@komeri.bit.or.jp 

 

 

mailto:ef@aeon.info
http://www.komeri-midori.org/koubo/volunteer.html
mailto:midori@komeri.bit.or.jp


┏━┓ 

┃５┃公益財団法人高原環境財団 2019 年度助成事業の募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人高原環境財団では、「緑化を伴うヒートアイランド対策に関す 

る助成事業」および「子供たちの環境学習活動に対する助成事業」を募集し 

ています。 

 

詳  細：http://www.takahara-env.or.jp/bosyu/03_guidance.html 

 

【緑化を伴うヒートアイランド対策に関する助成事業】 

助成対象：日本国内に所在する法人、地域活動団体 

助成対象事業：(1)屋上、(2)建物の外壁面、(3)駐車場、(4)空地、 

       (5)プランター等で行う新たな緑化事業 

助成金額：助成対象費用の額、または 250 万円のいずれか少ない額 

応募締切：2019年 5月 10日（金）（必着） 

 

【子供たちの環境学習活動に対する助成事業】 

助成対象：日本国内の保育園、幼稚園、小学校、および NPO法人等の地域活 

     動団体 

対象事業：小学生以下の子供を対象に行う、緑化や自然体験などの環境保全 

     に関する体験・学習活動 

助成金額：助成対象費用の額、または 50万円のいずれか少ない額 

応募締切：2019年 5月 10日（金）（必着） 

 

問 合 せ：公益財団法人高原環境財団 

     TEL：03-3449-8684 

     メール：mail@takahara-env.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃６┃2019年度「元気なふるさとの里山整備事業」実施団体等募集【福井】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井県里山里海湖研究所では、里山の恵みを活用した地域づくりや里山保全 

・整備活動を行う団体を様々な内容で応援しています。2019年度の「元気な 

ふるさとの里山整備事業」として、里山の保全・整備活動を行う地域住民団 

体およびその団体とともに里山保全・整備活動に参加・協力していただける 

http://www.takahara-env.or.jp/bosyu/03_guidance.html
mailto:mail@takahara-env.or.jp


企業、学生等を募集しています。 

 

詳  細： 

http://www2.pref.fukui.jp/press/view.php?cod=M1934a155261747349&ctg_cod=pctg1004 

 

募集団体等： 

(1) 里山保全・整備活動団体 ※2019年度は福井県内で 3団体を募集 

…里山の恵みを活用した地域づくり等を行うために、地域住民以外の団体等 

の参加および協力を得て、里山の保全・整備活動を行う団体（町内会、自治 

会、自然活動団体等の地域住民等で組織する団体） 

(2) 里山保全・整備活動に参加および協力が可能な団体等 

…実施団体とともに、里山保全・整備活動に参加および協力をすることが可 

能な団体等（企業、地域おこし協力隊、学生のサークル・グループ等） 

 

募集期限：上記(1)… 2019 年 4月 19日（金） 

     上記(2) …2019 年 4月 19日（金）以降も継続して募集 

 

問 合 せ：福井県里山里海湖研究所 

     TEL：0770-45-3580  FAX：0770-45-3680 

     メール：satoyama@pref.fukui.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃７┃2019年度「いしかわ里山振興ファンド」公募【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）を公募しています。 

 

詳  細：http://www.pref.ishikawa.lg.jp/satoyama/fund/index.html 

 

【里山里海の資源を活用した生業（なりわい）の創出】 

 助成対象：農林水産事業者、企業（個人事業者含む）、NPO等 

 助 成 率：4分の 3 

 助成限度額：2,000 千円（3年以内） 

【里山里海地域の振興】 

http://www2.pref.fukui.jp/press/view.php?cod=M1934a155261747349&ctg_cod=pctg1004
mailto:satoyama@pref.fukui.lg.jp
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 (1) 里山里海地域を元気にするイベント支援 

 助成対象：里山里海地域に居住する住民が主体となる団体等 

 助 成 率：4分の 3（1年目）  3分の 2（2, 3年目） 

 助成限度額：1,500 千円／年（1年目）  1,000 千円／年（2, 3 年目） 

 (2) 里山里海の資源循環モデルの構築による地域おこし 

 助成対象：農林水産事業者、企業（個人事業者含む）、NPO等 

 助 成 率：3分の 2 

 助成限度額：1,500 千円（2年以内） 

【スローツーリズムの推進】 

 助成対象：農林水産事業者、企業（個人事業者含む）、NPO等 

 助 成 率：4分の 3 

 助成限度額：1,000 千円（2年以内） 

 

応募期限：2019年 5月 24日（金） 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃８┃環境をテーマとしたポスターの募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県では、6月の環境月間を前に、次代を担う児童・生徒の皆さんに環境 

問題の重要性を認識していただき、将来に向かってよりよい環境をつくる努 

力と決意を促す一助として、環境月間ポスターを募集します。 

 

詳  細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1705/kj00007920.html 

 

応募資格：富山県内の小・中学生 

テ ー マ：「環境の保全」をテーマに創作したもの。 

     環境に配慮することの大切さを呼びかける内容とし、テーマは幅 

     広くとらえ、自由に創作してください。 

応募期限：2019年 5月 13日（月）（必着） 

主  催：富山県、公益財団法人とやま環境財団 

mailto:satoyama@pref.ishikawa.lg.jp
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1705/kj00007920.html


 

問 合 せ：富山県生活環境文化部環境政策課 

     TEL：076-444-3141 

 

 

┏━┓ 

┃９┃「第 4次とやまのライチョウサポート隊」隊員募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県では、ニホンライチョウの保護を県民協働で推進することを目的に、 

生息地パトロール等の活動をボランティアで行う「とやまのライチョウサポ 

ート隊」を募集しています。 

 

詳  細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1709/kj00018948.html 

 

募集人数：〔新規隊員〕40名（定員を超える応募があった場合は選考） 

     〔経 験 者〕60名程度（先着順） 

活動内容：ライチョウ生息地のパトロール（観察マナーの啓発・指導） 

     富山県のライチョウ保護対策の普及  ほか 

登録要件： 

〔新規で応募する方〕 

 …平成 31 年度に富山県が開催する認定講習会を受講し、活動を自主的に行 

  える 15 歳（高校生）以上の方 

〔「とやまのライチョウサポート隊経験者」の方〕 

 …第 1 次～第 3次の隊員の方で、4月から活動を自主的に行える方 

 ※経験者は本年度の認定講習会の受講を免除 

募集締切：2019年 5月 22日（水）必着 

 

問 合 せ：富山県生活環境文化部自然保護課 

     TEL：076-444-3397  FAX：076-444-4430 

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

 

 

┏━┓ 

┃10┃「平成 31年度森づくりボランティア推進事業」募集【石川】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

石川県では「いしかわ森林環境税」を活用し、県民の理解と参加による森づ 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1709/kj00018948.html
mailto:ashizenhogo@pref.toyama.lg.jp


くりを推進しています。「平成 31年度森づくりボランティア推進事業」とし 

て、NPOや小中高等学校等の団体が県内で自主的に行う里山林の保全再生等 

の活動に対して助成を行います。 

 

詳  細： 

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/moridukurivolunteer/moridukurivolunteer.html 

 

対象団体：石川県内の NPO、ボランティア団体、地域住民等が組織する団体 

     原則として、1年以上の活動実績があり、これからも活動を継続す 

     る意思のある団体 

対象事業：原則私有林を活動地とし、県内の森づくりの推進に寄与し、他の 

     模範となる事業 

     (1) 里山林の保全再生活動 

     (2) 森林に親しむための活動 

補 助 率：補助対象経費の 10 分の 10以内（1 団体当たり 50万円限度） 

募集締切：2019年 4月 19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 

 

 

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

  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/  

     〒460-0003  名古屋市中区錦 2-4-3  錦パークビル 4F 

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