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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 総務課 課長 

      野口 尚史（のぐち なおし）さんです。 

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

    元号が「令和」となり初めての『そらいろ通信』です。 

    皆さま、どのような思い、期待で「令和元年」を迎えたでしょうか。 

    平成は、阪神淡路大震災、東日本大震災、豪雨災害、火山噴火災害 

   など、多くの自然災害が発生した時代でした。多くの教訓から私たち 

   が引き続き取り組むべき課題も多いですが、令和が自然災害の少ない 

   時代となることを祈念しています。 

    さて、5月 10 日から 16 日の一週間は、毎年ではありますが令和初めて 

   の「愛鳥週間」です。野鳥の活動が活発になるこの時期に、野鳥を通 

   じて自然保護の大切さを知り広めることを目的としています。 

    新緑が美しい季節を迎え、身近な公園や国立公園などの野山に出か 

   け、野鳥の様子を観察しながら、自然や環境の事を考えてみては如何 

   でしょうか。 

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

 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃ ♪ も く じ ♪       ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【イベント情報】 

1. 【三重】伊勢志摩国立公園管理事務所による講座 

          「レンジャー出前授業」（2019年度） 



2. 【長野】上信越高原国立公園指定 70周年記念写真展 

3. 【石川】白山国立公園自然観察会「白山ろくでお花炭づくり」 

4. 【愛知】第 30回藤前干潟クリーン大作戦 

5. 【富山】アースデイとやま 2019 

6. 【愛知】エコットフォーラム 2019「食品ロスへらそう大作戦 in とよた」 

7. 【愛知】あいち ecoティーチャーによる環境学習講座 

8. 【三重】よっかいち川調査隊～海蔵川編～ 

9. 【福井】福井県海浜自然センター「海のふれあい教室」 

10.【長野】山と自然のサイエンスカフェ@信州 

      第 1回「長野・新潟県境付近の植物のうつりかわり」 

11.【愛知】モリコロパーク「おさんぽ deいきものみっけ」 

12.【長野】「クリーン信州 forザ・ブルー」ボランティア募集 

13.【三重】四日市港開港 120 周年記念! 

     「海の森づくり in 四日市港～アマモプロジェクト」（全 2回） 

 

【募集情報】 

1.  いしかわエコデザイン賞 2019 募集【石川】 

2.  かがやけ☆あいちサスティナ研究所 研究員（第 5 期生）募集【愛知】 

3.  B&G 海洋クラブ登録団体 募集 

4.  平成 31 年度子どもゆめ基金助成金 二次募集 

5.  トヨタ環境活動助成プログラム 助成プロジェクト募集 

6.  公益財団法人都市緑化機構 

  「第 39回 緑の都市賞」・「第 30 回 緑の環境プラン大賞」募集 

7.  2019 年度ザ・ボディショップ ニッポン基金助成活動 募集 

8.  平成 31 年度「世界で最も美しい富山湾」〔活用・保全連携事業費補助金〕 

  募集【富山】 

9.  若手環境教育リーダー育成事業 プログラム募集【福井】 

10. 平成 31 年度自然エネルギー地域発電推進事業〔第一次募集〕【長野】 

11.「長野県 SDGs推進企業登録制度」〔第一次登録受付〕【長野】 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 【三重】伊勢志摩国立公園管理事務所による講座 



┃１┃ 「レンジャー出前授業」（2019 年度） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省伊勢志摩国立公園管理事務所では、伊勢志摩国立公園の自然について 

楽しく体験しながら学べる講座を行っています。レンジャーが御要望のあっ 

た学校などに出張し、映像や実物を使いながら自然や生きものについてのお 

話しをしたり、一緒に自然観察をしたりします。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/to_2019/2019.html 

 

利用日時：原則として平日の日中（詳細は要相談） 

費  用：無料 

講座内容：伊勢志摩国立公園の自然や動植物、レンジャーの活動 

     絶滅危惧種、外来生物、生物多様性、いのちのつながり 

     身近な環境で自然観察会の講師 

     その他：レンジャー活動を体験しよう! ESD 活動の支援  など 

 

問 合 せ：伊勢志摩国立公園管理事務所 

     TEL：0599-43-2210  FAX：0599-43-2373 

     メール：RO-SHIMA@env.go.jp 

 

 

┏━┓ 

┃２┃【長野】上信越高原国立公園指定 70周年記念写真展 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省信越自然環境事務所では、2019年が上信越高原国立公園指定 70周年の 

記念の年にあたることから、上信越高原国立公園写真展を開催し、公園内の 

風景、動植物などの魅力あふれる写真を展示しています。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2019/70.html 

 

＜会場：道の駅ファームス（FARMUS）木島平（長野県木島平村）＞ 

 開催期間：2019年 4月 26 日（金）～5月 20日（月） 

 開館時間：10：00～17：00 

 

 問 合 せ：志賀高原自然保護官事務所 TEL：0269-34-2104 

 

http://chubu.env.go.jp/to_2019/2019.html
mailto:RO-SHIMA@env.go.jp
http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2019/70.html


＜会場：ゆきむら夢工房 観光案内所脇（長野県上田市）＞ 

 開催期間：2019年 4月 25 日（木）～5月 24日（金） 

 開館時間：8：30～17：15 

 

 問 合 せ：信越自然環境事務所 TEL：026-231-6572 

 

＜会場：田崎美術館（長野県軽井沢町）＞ 

 ※田崎美術館主催「廣助を魅了した日本の山展」と同時開催 

 詳  細：http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2019/70_1.html 

 

 開催期間：4月 27日（土）～11月 4日（月）※水曜休館日 

 開館時間：〔5 月～9 月〕  10：00～17：00 

      〔10月～11月〕10：30～16：30 

 入 館 料：一般 900 円、未就学児無料、小･中学生 400 円、高校生 700円 

 

 問 合 せ：田崎美術館 TEL：0267-45-1186 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【石川】白山国立公園自然観察会「白山ろくでお花炭づくり」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省中部地方環境事務所では、白山国立公園の白山ろくで自然・歴史に触 

れながら、山の恵みを体感する自然観察会（市ノ瀬、岩屋俣谷の散策と花炭 

づくり体験）を実施します。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/pre_2019/post_43.html 

 

開催日時：2019年 5月 19日（日）9：00～15：00 

開催場所：石川県白山市白峰（市ノ瀬）市ノ瀬園地、岩屋俣谷園地 

プログラム： 

(1)お花炭づくり …市ノ瀬でかつて盛んに行われていた炭焼きについて学ん 

 だ後、市ノ瀬の木の実や木の葉を素材とし、お花炭つくり体験を行います。 

(2)自然観察と炭焼きかま跡見学 …白山の登山口である市ノ瀬の歴史・文化 

 に触れながら、新緑の市ノ瀬園地や岩屋俣谷園地を散策し、市ノ瀬の自然 

 を満喫します。 

募集人数：20名（電話で申込・定員になり次第終了） 

http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2019/70_1.html
http://chubu.env.go.jp/pre_2019/post_43.html


募集対象：小学生～一般（ただし、小学生は保護者同伴） 

参 加 費：大人子ども共に一人 200 円（傷害保険代）  

 

問 合 せ：石川県白山自然保護センター 

     TEL：076-255-5321 

     メール：hakusan@pref.ishikawa.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【愛知】第 30回藤前干潟クリーン大作戦 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

第 30 回目となる 2019 年春の「藤前干潟クリーン大作戦」を開催します。 

クリーンアップ活動（午前の部）と 2つの干潟活動（午後の部）として「干潟 

観察会」、「ヨシ原復元・ヨシ植栽会」を予定しています。 

 

詳  細：https://cleanupfujimae.jimdo.com/ 

 

開 催 日：2019年 5月 18日（土） 

開催場所：藤前干潟・庄内川 新川河口付近 

活動内容： 

〔午前の部〕「クリーンアップ活動」10：00～（受付 9：30～）※申込不要 

〔午後の部〕 

「干潟観察会」12：30～14：00 ※定員 80 名・事前申込要 

「ヨシ原復元・ヨシ植栽会」12：20～13：50 ※定員 25 名・事前申込要 

 

問 合 せ：藤前干潟クリーン大作戦実行委員会事務局 

     TEL：090-8421-1037  FAX：0568-52-0267 

     メール：suzuki.1@re.commufa.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【富山】アースデイとやま 2019 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

今年のアースデイとやまは、「エス・ディー・ジーズ（SDGs）ってなに?」を 

テーマに開催されます。 

トークセッション、ミュージックライブ、ワークショップ・活動展示、SDGs 

mailto:hakusan@pref.ishikawa.lg.jp
https://cleanupfujimae.jimdo.com/
mailto:suzuki.1@re.commufa.jp


カードゲーム体験など、様々な企画が予定されています。 

 

詳  細：http://earthday-toyama.org/ 

 

開催日時：2019年 5月 19日（日）9：30～16：00 

開催場所：富山市ファミリーパーク 

テ ー マ：「エス・ディー・ジーズ（SDGs）ってなに?」 

内容（一部）： 

《SDGs解剖のススメ》アースデイトーク…ゲストとホストによるセッション 

《地球のリズムで生きよう》…ミュージックライブ 

《地球市民エリア》…各団体によるワークショップ・活動展示、ナチュラル 

 マーケット、リサイクルマーケット、スローフード屋台など 

《ゲームで体験しよう、SDGs》…カードゲーム体験 

《自然エネルギー体験エリア》…薪ストーブ・ペレットストーブの展示や体 

 験、自然エネルギーを生かした暮らしの提案など 

 

問 合 せ：アースデイとやま 2019実行委員会事務局 

     TEL：076-445-6376（緊急時）  FAX：076-434-1316 

 

 

┏━┓【愛知】エコットフォーラム 2019 

┃６┃「食品ロスへらそう大作戦 in とよた」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

豊田市環境学習施設「eco-T（エコット）」は、エコットフォーラム 2019 を開 

催します。2 名の講師による講演を予定しています。食品ロスの現状を知り、 

自分にできることを考えてみませんか。 

 

詳  細：http://ecotnew.boo-log.com/e484214.html 

 

開催日時：2019年 6月 16日（日）13：00～16：00 

開催場所：豊田市環境学習施設「eco-T（エコット）」多目的室 

定  員：150名（要申込み） 

講  演：『食品ロスの発生実態と削減に向けた取組みについて』 

      講師：浅利美鈴さん（京都大学地球環境学堂准教授） 

      『家庭の災害備蓄食品の備蓄と活用 

      ─ローリングストック法を知っていますか?─』 

http://earthday-toyama.org/
http://ecotnew.boo-log.com/e484214.html


      講師：森圭子さん（愛知学院大学教授） 

 

問 合 せ：豊田市環境学習施設「eco-T（エコット）」事務局 

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

     メール：info@eco-toyota.com 

 

 

┏━┓ 

┃７┃【愛知】あいち eco ティーチャーによる環境学習講座 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

あいち ecoティーチャーは、豊かな知識や経験等を若い世代につなげるため、 

愛知県が養成した環境学習講師です。子どもたちが環境について体験的に楽 

しく学べる講座を行っています。 

 

詳  細： 

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

 

対  象：愛知県内の小学生以上（小学 4 年生以上推奨） 

人  数：各回 10～40名程度 

所要時間：各コース 45分程度 

派 遣 先：愛知県内小学校、環境学習施設、図書館、市町村講座・イベント、 

     児童館、トワイライトスクール、子ども会、放課後児童クラブ等 

費  用：経費については愛知県が負担（回数に限りあり） 

講座内容：講座 1「どこへいく? プラスチックごみの真実!」 

     講座 2「食べ物とごみのさかい目はどこ? 

                 ～ごみをなくそう大作戦!～」 

     講座 3「きみは水なしで生きられるか!?」 

     講座 4「見えない水を見る!?～節水大作戦～」 

     講座 5「水の惑星地球を救え! ぐるぐるトルネード実験」 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策部環境活動推進課 

     TEL：052-972-9011・052-972-9012  FAX：052-972-9013 

 

 

┏━┓ 

┃８┃【三重】よっかいち川調査隊～海蔵川編～ 

mailto:info@eco-toyota.com
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/ecoteacher.html


┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

四日市公害と環境未来館では「よっかいち川調査隊～海蔵川編～」を開催し 

ます。海蔵川にどんな生き物がいるのか調べて、スケッチや発表をしよう! 

 

詳  細： 

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

 

開催日時：(1) 2019 年 6月 2日（日）10：00～15：30 

     (2) 2019 年 7月 14 日（日）10：00～15：30 

開催場所：(1) 橋北中学校 

     (2) 三重地区市民センター 

テ ー マ：(1)「河口～海に近い場所の生きものたち」 

     (2)「中流～多様な生き物たち」 

対  象：小学生以上 ※幼児不可、小･中学生は保護者同伴 

定  員：30名（抽選） 

 

募集締切：2019年 5月 19日（日）必着 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃９┃【福井】福井県海浜自然センター「海のふれあい教室」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井県海浜自然センターでは、「海のふれあい教室」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）。 

 

＜初夏の磯で生きものを探してみよう＞ 

 初夏の食見海岸の磯場で生きものを採集して観察します。 

 

 詳  細：http://fcnc.jp/syusaievent/syusaievent-9669 

 

 開催日時：2019年 5月 26 日（日）13：30～15：30 

 開催場所：福井県海浜自然センター、食見海岸 

http://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/event.html
mailto:info@eco-yokkaichi.com
http://fcnc.jp/syusaievent/syusaievent-9669


 定  員：各回 30名 ※事前予約要 

 参 加 費：100円 

 

＜早めに自由研究スタート! 昆虫採集と標本作り＞ 

 午前中はセンター周辺で昆虫を採集し、午後は採集した昆虫で標本作りを 

 行います。 

 

 詳  細：http://fcnc.jp/syusaievent/syusaievent-9672 

 

 開催日時：2019年 6月 8日（土）10：00～15：00 

 開催場所：福井県海浜自然センター、食見海岸 

 定  員：30 名 ※事前予約要 

 参 加 費：200円 

 

＜みんなで環境美化! 海域公園クリーンアップ＞ 

 スノーケリングをしながら海中のゴミを回収したり、陸上で打ち上げられ 

 たゴミを拾って海岸をきれいにします。 

 

 詳  細：http://fcnc.jp/syusaievent/syusaievent-9756 

 

 開催日時：2019年 6月 15 日（土）10：00～16：00 

 開催場所：福井県海浜自然センター、食見海岸、烏辺島 

 対  象：海中は中学生以上のスノーケリング経験者 

      陸上はどなたでも（小学生以下は保護者同伴参加） 

 定  員：25 名 ※事前予約要 

 参 加 費：100円 

 最終締切：2019年 6月 8日（土） 

 

 

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 

 

 

┏━┓【長野】山と自然のサイエンスカフェ@信州 

┃10┃ 第 1 回「長野・新潟県境付近の植物のうつりかわり」 

http://fcnc.jp/syusaievent/syusaievent-9672
http://fcnc.jp/syusaievent/syusaievent-9756
mailto:kaihin-c@pref.fukui.lg.jp


┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県環境保全研究所は、「山と自然のサイエンスカフェ@信州」を開催しま 

す。長野県から新潟県に向かっていくと、気温や積雪の変化に伴って植物の 

花や葉の形、さらには種類が変わっていきます。今回のサイエンスカフェで 

は、そうした植物の多様性についてお話しします。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/happyou/190418_s_cafe.html 

 

開催日時：2019年 5月 16日（木）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 

話  題：『長野・新潟県境付近の植物のうつりかわり』 

      話題提供者：環境保全研究所 柳澤衿哉（植物担当） 

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：026-239-1031  FAX：026-239-2929 

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

 

 

┏━┓ 

┃11┃【愛知】モリコロパーク「おさんぽ de いきものみっけ」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県と特定非営利活動法人もりの学舎自然学校では、子どもから大人まで 

楽しめるイベント「おさんぽ de いきものみっけ」を、東邦ガス株式会社の協 

賛を得て開催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/h31osanpo.html 

 

開催日時：2019年 6月 9日（日）〔受付時間 10：00～15：00〕 

     ※ハンディびょうぶ（500冊）がなくなり次第受付終了 

開催場所：愛・地球博記念公園（モリコロパーク） 

     （スタート地点）西口休憩所前テント（随時受付） 

     （ゴール地点）もりの学舎 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/happyou/190418_s_cafe.html
mailto:kanken-shizen@pref.nagano.lg.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/h31osanpo.html


参 加 費：無料 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策部環境活動推進課 

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

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

 

 

┏━┓ 

┃12┃【長野】「クリーン信州 for ザ・ブルー」ボランティア募集  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県では、6月に軽井沢町で開催される G20持続可能な成長のためのエネル 

ギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合を契機に、海洋プラスチック問題 

を上流域から考え取り組むため、例年実施している春の河川一斉パトロール 

に合わせ、河川等のプラスチックごみなどの回収を行っていただける方を募 

集します。 

 

詳  細：https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/happyou/310415press.html 

 

開 催 日：2019年 5月 26日（日） 

     ※実施場所、集合時刻等は、実施要領でご確認ください。 

申込期限：2019年 5月 22日（水） 

 

問 合 せ：長野県環境部資源循環推進課 

     TEL：026-235-7203  FAX：026-235-7259 

 

 

┏━┓【三重】四日市港開港 120 周年記念! 

┃13┃「海の森づくり in四日市港～アマモプロジェクト」（全 2 回） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

四日市公害と環境未来館は、四日市港管理組合と共催で、四日市港 120周年を 

記念し「海の森づくり in四日市港～アマモプロジェクト」を実施します。 

四日市にアマモを増やして、生きものが棲みやすい豊かな海にする「海の森 

づくり」を行います。 

 

詳  細： 

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

mailto:kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp
https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/happyou/310415press.html
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/event.html


 

開催日時：〔第 1回〕2019 年 6月 16日（日） 8：30～17：00 

      〔第 2回〕2019 年 11 月 10日（日）9：30～12：00 

対  象：小学 4年生以上（中学生以下は保護者同伴） 

定  員：40名（連続参加を優先し、抽選） 

内  容：〔第 1回〕タネとりと海の森の生き物観察 

      〔第 2回〕タネまきと苗作り 

参 加 費：〔第 1回〕海の博物館入館料 大人 720円 大学生以下 320円 

      〔第 2回〕無料 

応募締切：2019年 6月 2日（日） 

 

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 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃いしかわエコデザイン賞 2019 募集【石川】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

石川県では、低炭素（地球温暖化防止）、里山里海保全などの自然共生、資 

源循環（3R）、環境保全のための情報発信やパートナーシップ（参加・国際 

的取組）など、持続可能な社会の実現に向けて生み出された、石川発の優れ 

た製品（モノづくり）やサービス（コトおこし）を育むことを目的に、「い 

しかわエコデザイン賞 2019」の募集をします。 

 

詳  細： 

http://www.pref.ishikawa.jp/ontai/ecodesign/index.html 

 

対  象：企業（個人事業者を含む）、NPO、団体、高等教育機関関係者（教 

員、研究者、学生）など。原則、石川県内に活動拠点があること。 

ただし、応募する製品・サービスが石川県に関連するものであれば、国の内 

外を問わず応募可。 

mailto:info@eco-yokkaichi.com
http://www.pref.ishikawa.jp/ontai/ecodesign/index.html


応募領域： 

〔製品領域〕…（例）機械製品、繊維製品、情報機器、日用品、建築・構造物 

〔サービス領域〕…（例）エネルギー管理、教育・学習支援、パブリシティ 

（イベント・キャンペーン）、情報通信、宿泊・飲食、小売、金融、運輸 

応募期限：2019年 6月 28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 

 

 

┏━┓ 

┃２┃かがやけ☆あいちサスティナ研究所 研究員（第 5期生）募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

かがやけ☆あいちサスティナ研究所は、大学生が研究員となって、パートナ 

ー企業から提示された環境課題に対して解決策を提案し、その研究成果を発 

信しています。 

この度、第 5期生の研究員として参加する大学生（短大生、大学院生を含む） 

を募集します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyo/sustaina-ken2019.html 

 

応募資格：愛知県内に在住又は県内の短大・大学・大学院等に在籍し、環境 

     活動などを実施している学生や環境活動に意欲のある学生で、原 

     則、全プログラム日程に参加できる方 

募集定員：40名 

活動期間：6 月から 12 月にかけて 15日間程度 

参 加 費：無料（交通費は実費相当額を支給） 

募集締切：2019年 6月 3日（月） 

 

問 合 せ：かがやけ☆あいちサスティナ研究所事務局 

     TEL：052-203-8745  FAX：052-203-8634 

     メール：kagayake@think-pp.co.jp 

 

 

mailto:ontai@pref.ishikawa.lg.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyo/sustaina-ken2019.html
mailto:kagayake@think-pp.co.jp


┏━┓ 

┃３┃B&G海洋クラブ登録団体 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

B&G海洋クラブは、マリンスポーツ活動や、海や川、湖での環境学習、環境 

保全活動などの、水辺の自然体験活動を通して、地域の子どもたちの健全育 

成、地域貢献活動を行う組織です。 

海洋クラブとして登録した団体には、B&G財団から活動への支援として、上限 

50～200万円の範囲で活動器材を配備します。 

 

詳  細：https://www.bgf.or.jp/club/ 

 

対象団体：マリンスポーツや環境学習等を推進する自治体・民間団体等 

マリンスポーツや海洋教育等を推進し、非営利な活動に取り組む団体が対象 

既存団体（NPO法人や任意団体など）、新規団体（個人による申請）も対象 

 

対象活動例： 

(1) カヌーやスタンドアップパドルボード（SUP）、ヨットなどの舟艇器材 

   を活用したマリンスポーツ活動 

(2) 水生生物の観察、水質の保全、漂流ゴミ調査、ビーチクリーン活動など、 

   水辺や海辺の環境に関する活動 

(3) 水辺でのレクリエーション活動 

(4) 地域や自治体と連携した親水活動 など 

 

申請期限：2019年 5月 31日（金） 

 

問 合 せ：B&G財団事業部海洋センター・クラブ課 

     TEL：03-6402-5314  FAX：03-6402-5315 

     メール：center@bgf.or.jp  

 

┏━┓ 

┃４┃平成 31年度子どもゆめ基金助成金 二次募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

子どもゆめ基金は、未来を担う夢を持った子どもの健全な育成の一層の推進 

を図ることを目的に、民間団体が実施する特色ある新たな取組や、体験活動 

等の裾野を広げるような活動を中心に、様々な体験活動や読書活動等への支 

援を行っています。現在、二次募集の申請を受け付けています。 

https://www.bgf.or.jp/club/
mailto:center@bgf.or.jp


 

詳  細：https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/index.html 

 

対象団体：次に該当する団体で、当該団体が自ら主催し、子どもの健全な育 

成を目的に子どもの体験活動や読書活動の振興に取り組む団体 

(1) 公益社団法人、公益財団法人又は一般社団法人、一般財団法人 

(2) 特定非営利活動法人 

(3) 上記(1)(2)以外の法人格を有する団体（国又は地方公共団体、法律によ 

   り直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設 

  立された法人を除く） 

(4) 法人格を有しないが、活動を実施するための体制が整っていると認めら 

   れる団体 

対象活動：子どもを対象とする体験活動（自然体験活動、科学体験活動、交 

     流を目的とする活動、社会奉仕体験活動、職場体験活動、総合・ 

     その他の体験活動）や読書活動 

活動期間：2019年 10月 1日～2020年 3月 31 日 

助成金申請額：50万円以下（1件当たり） 

申請期限：〔郵送申請〕2019 年 6月 4日 （火）消印有効 

      〔電子申請〕2019年 6月 18 日（火）17：00 

 

問 合 せ：独立行政法人国立青少年教育振興機構子どもゆめ基金部助成課 

     フリーダイヤル：0120-579081（平日 9：00～17：45） 

     TEL：03-5790-8117・8118  FAX：03-6407-7720 

     メール：yume@niye.go.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃トヨタ環境活動助成プログラム 助成プロジェクト募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

トヨタ環境活動助成プログラムでは、環境課題の解決に取り組む人材育成や、 

実践的に環境課題解決に資するプロジェクトを推進する民間非営利団体の活 

動を助成します。 

 

詳  細： 

https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/challenge6/ecogrant/ 

 

https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/index.html
mailto:yume@niye.go.jp
https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/challenge6/ecogrant/


応募資格：民間非営利団体（NPO・NGO、公益法人および法人格を持たない任 

     意団体やグループを含む） 

助成対象テーマ：「生物多様性」・「気候変動」 

助 成 枠： 

〔海外プロジェクト〕 

 …日本国内在住の団体、または日本国内在住団体と海外在住団体の協働に 

  よるプロジェクトを助成 

〔国内プロジェクト〕 

 …日本国内在住団体による、環境を保全するための地域に根差した活動を 

  助成 

〔国内小規模プロジェクト〕 

 …今まで当助成プログラムで助成を受けたことがない日本国内在住団体に 

  よる、環境を保全するための地域に根差した活動を助成 

 

助成金額：〔海外プロジェクト〕上限 700 万円／件 

      〔国内プロジェクト〕上限 300 万円／件 

      〔国内小規模プロジェクト〕上限 100 万円／件 

募集期限：2019年 6月 6日（木）必着 

 

問 合 せ：トヨタ環境活動助成プログラム事務局 

     メール：tmc-ecogrant@g500.jp 

 

 

┏━┓ 公益財団法人都市緑化機構 

┃６┃「第 39回 緑の都市賞」・「第 30 回 緑の環境プラン大賞」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人都市緑化機構では、「第 39回 緑の都市賞」・「第 30 回 緑の環 

境プラン大賞」を募集しています。 

 

＜第 39回 緑の都市賞＞ 

樹木や花、水辺などの「みどり」を用いた環境の改善、景観の向上、地域社 

会の活性化、青少年の育成等に取り組み、環境や社会に対する貢献の実績と 

成果をあげている団体等を顕彰しています。緑の市民協働部門の受賞団体に 

は、活動助成金を贈呈します。 

 

＜第 30回 緑の環境プラン大賞＞ 

mailto:tmc-ecogrant@g500.jp


民間・公共の各種団体を対象に、緑豊かな都市環境で育まれる人と自然との 

ふれあいやコミュニティ醸成、環境保全を目的として、優秀なプランを表彰 

するとともに、そのプランの実現のための助成を行っています。 

 

応募期限：2019年 6月 30日（日） 

 

詳  細：https://urbangreen.or.jp/grant 

 

問 合 せ：公益財団法人都市緑化機構 

     TEL：03-5216-7191  FAX：03-5216-7195 

     メール：midori.info@urbangreen.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃７┃2019年度ザ・ボディショップ ニッポン基金助成活動 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ザ･ボディショップ ニッポン基金は、日本国内で社会や環境問題の改善をめ 

ざした実践的な活動をしている団体・個人の方を助成・応援するための基金 

です。2019年度の助成活動について一般公募を受け付けています。 

 

詳  細： 

http://www.the-body-shop.co.jp/commitment/act_japan/grant.html 

 

助成対象：(1) 生物多様性保全を目的とした環境・動物保護に関わる活動 

     (2) 人権擁護に関わる活動 

     (3) 女性のエンパワメントに繋がる活動 

     (4) 東日本大震災に関わる支援活動 

助成金額：30万円を上限とし、支援は 1年間とする。 

     次年度以降の再応募も可能。 

応募期限：2019年 5月 31日（金） 

 

問 合 せ：ザ・ボディショップ ニッポン基金事務局 

     TEL：03-3249-7136  FAX：03-3249-7147 

     メール：values@the-body-shop.co.jp 

 

 

https://urbangreen.or.jp/grant
mailto:midori.info@urbangreen.or.jp
http://www.the-body-shop.co.jp/commitment/act_japan/grant.html
mailto:values@the-body-shop.co.jp


┏━┓ 平成 31 年度「世界で最も美しい富山湾」 

┃８┃〔活用・保全連携事業費補助金〕募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県では、富山湾沿岸市町が民間団体等と連携して新たに取り組む富山湾 

の活用・保全を図る事業に対して補助します。 

 

詳  細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1401/kj00020310.html 

 

対象団体：富山湾沿岸市町と連携して事業に取り組む民間団体・事業者（実 

     行委員会組織によるものを含む） 

対象事業：富山湾沿岸市町の補助等を受けて民間団体・事業者が実施する次 

の事業のうち、新規性のある事業 

(1) 富山湾の魅力を活用し、観光交流の促進や地域活性化を図る事業 

(2) 富山湾の環境保全を図る事業 

補助金額：〔補助率〕2 分の 1以内 〔補助額〕1,000 千円以内 

採択件数：3 件程度 

募集締切：2019年 5月 20日（月） 

 

問 合 せ：富山県観光・交通振興局観光振興室美しい富山湾活用・保全課 

     TEL：076-444-9690  FAX：076-444-4404 

     メール：nanami.kano@pref.toyama.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃９┃若手環境教育リーダー育成事業 プログラム募集【福井】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井県では、夢や希望に向かって挑戦している学生の環境教育プログラムを 

応援する「若手環境教育リーダー育成事業」を実施します。 

 

詳  細：http://www.pref.fukui.jp/doc/kankyou/wakate.html 

 

事業内容：小中学生を対象に自然体験や省エネ活動など環境教育に関するプ 

     ログラムを実施するグループに支援金を提供 

     7月 22日（月）～10月 27日（日）の期間に実施 

応募資格：福井県内の大学生・大学院生・短大生で構成された団体であること 

     など ※詳細要確認 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1401/kj00020310.html
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支 援 金：上限 20 万円×5件 

募集期限：2019年 5月 31日（金） 

 

問 合 せ：福井県安全環境部環境政策課 

     TEL：0776-20-0301  FAX：0776-20-0734 

     メール：kankyou@pref.fukui.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃10┃平成 31年度自然エネルギー地域発電推進事業〔第一次募集〕【長野】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県では、住民や NPO 等、地域の多様な事業主体が、地域金融機関等と連 

携して取り組む自然エネルギー発電事業について、支援を行います。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kurashi/ondanka/shizen/tiikihatuden-suishin.html 

 

対象事業： 

〇ソフト事業…自然エネルギー発電（太陽光発電を除く）に係る調査事業、 

 計画作成事業及び設計事業 

〇ハード事業…自然エネルギー発電（太陽光発電を除く）に係る発電設備導 

 入事業 ※地域金融機関等の融資が採択の要件 

対 象 者：市町村（ソフト事業のみ）、民間事業者（民間企業等、NPO等、 

地域協議会（住民、NPO 等、民間企業、大学及び行政等で構成する組織）など 

原則法人格を有する組織 

募集締切：2019年 5月 22日（水）17：00 

 

問 合 せ：長野県環境部環境エネルギー課 

     TEL：026-235-7179  FAX：026-235-7491 

 

 

┏━┓ 

┃11┃「長野県 SDGs推進企業登録制度」〔第一次登録受付〕【長野】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県では「長野県 SDGs 推進企業登録制度」を創設しました。企業等の取組 

が SDGsにどのように貢献しているかなどの「気付き」を促し、SDGs 達成に向 

mailto:kankyou@pref.fukui.lg.jp
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けた具体的な取組を促進することで、企業等の価値向上や競争力の強化など 

を図る目的とした制度です。 

 

詳  細： 

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

 

対  象：長野県内に本社又は支社等を有し、県内における事業活動を行う 

     企業、法人、団体、個人事業主） 

登録要件：（要件 1 と要件 2 の実施・申請） 

〔要件 1〕…SDGs達成に向けた経営方針等と、「環境」、「社会」、「経済」 

 の 3側面の全てについて重点的な取組と目標を宣言 

〔要件 2〕…県が設定した 42 のチェック項目について、企業活動等に照らし 

 て具体的な取組を記載（セルフチェック） 

募集期間：2019年 5月 20日（月）～6月 28日（金） 

説 明 会：2019年 5月 15日（水）、17 日（金） 

 

問 合 せ：長野県産業労働部産業政策課 

     TEL：026-235-7205  FAX：026-235-7496 

 

 

 

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

【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 
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     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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