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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 

      統括自然保護企画官 酒向 貴子（さこう たかこ）さんです。 

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

    今から 9年前の 2010年 10月に、名古屋国際会議場において生物多様 

   性条約第 10 回締約国会議（COP10）が開催され、生物多様性に関する 

   世界目標となる「愛知目標」が採択されました。愛知目標の短期目標 

   は、2020 年までに、生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急 

   的な行動を実施することです。4 ヶ月後に 2020 年を迎える私たちは愛 

   知目標を達成したと言えるでしょうか。 

    今後、愛知・名古屋をはじめ各地で、この 10 年間の生物多様性の保 

   全と持続可能な利用に関する取組・成果・課題を共有・発信し、更な 

   る行動の広がりにつなげていくイベントが開催されます。そらいろ通 

   信等をご覧いただき、足を運んでいただければ幸いです。 

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

 

 

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

第 17 回地球温暖化に関する中部カンファレンス 

「パラダイムシフト（その 2）～脱炭素社会へ導く自治体の役割～」 

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

中部地方環境事務所では「地球温暖化に関する中部カンファレンス」を開催 

します。今回は、地域の発展を牽引する中心的な存在（アクター）である自 

治体や地域を支えるステークフォルダー等を対象に、「地域循環共生圏」と 

いう概念をどう具現化していけばよいかを考えます。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/to_2019/cs17.html 

http://chubu.env.go.jp/to_2019/cs17.html


 

開催日時：2019年 10月 3日（木）13：30～17：00（受付開始 13：00） 

開催場所：TKP名駅桜通口カンファレンスセンター ホール 4D（愛知県名古屋市） 

定  員：150名（申込先着順・定員に達し次第、受付締切の可能性有） 

内  容：基調講演、事例発表、ディスカッションなど 

申込期限：開催日の前日まで 

 

問 合 せ：中部地方環境事務所環境対策課 

     TEL：052-955-2134  FAX：052-951-8889 

     メール：REO-CHUBU@env.go.jp 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃ ♪ も く じ ♪       ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【イベント情報】 

1. 【愛知】環境デーなごや 2019（中央行事） 

2. 【長野】森のいきもの調査員になって 戸隠の自然を知ろう! 

3. 【愛知】愛・地球博記念イベント「モリコロパーク秋まつり」 

4. 【三重】第 11回くるくる環境フェスタ IN ベルファーム 

5. 【愛知】「EPOCフォーラム」 

6. 【石川】白山に恩返し! 白山登山道整備を学ぼう! 

7. 【富山】フィールドウォッチング「弥陀ヶ原とカルデラ展望」 

8. 【三重】企業の環境対策、今を知るバスツアー 

9. 【富山】とやま環境フェア 2019 

10.【愛知】子どもエコライフセミナー「水力発電を体感しよう!」 

11.【愛知】「海上の森自然ウォッチング」 

12.【愛知】こどもエコばんぱく in 東郷 2019 

13.【福井】地域づくりをテーマとする講座 

  「たった一人からでも地域は変わる」 

 

【藤前干潟関連イベント】 

1.【愛知】稲永ビジターセンター企画展「あなたの知らない藤前干潟」 

2.【愛知】藤前活動センター企画展 

 「藤前干潟のものがたり～藤前干潟・歴史旅～」 

mailto:REO-CHUBU@env.go.jp


3.【愛知】稲永ビジターセンター 干潟体験 

4.【愛知】藤前干潟ふれあい事業 

5.【愛知】藤前干潟ふれあい事業 パートナーシップ事業 

 

【募集情報】 

1. 「三井物産環境基金」活動助成案件 募集 

2.  こくみん共済 coop〈全労済〉「地域貢献助成事業」募集 

3. 「花王・みんなの森づくり活動」助成対象団体 募集 

4. 「TOTO水環境基金」助成団体 募集 

5.  第 30回コメリ緑資金 助成 募集 

6.  損保ジャパン日本興亜環境財団「環境保全プロジェクト助成」募集 

7.  一般財団法人セブン-イレブン記念財団 

   「2020年度環境市民活動助成」募集 

8. 「生物多様性アクション大賞 2019」募集 

9.  イオン エコワングランプリ 

   （高等学校・高校生によるエコ活動コンテスト）募集 

10. 日本水環境学会「水環境文化賞」募集 

11.「第 9回毎日地球未来賞」募集 

12.「いしかわエコリビング賞」募集【石川】 

13.「第 22回日本水大賞」募集 

14.「2020愛知環境賞」エントリー募集【愛知】 

15.「みえ環境フェア 2019」出展者 募集【三重】 

16.「e～coといっぱいアイディア」募集【石川】 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃【愛知】環境デーなごや 2019（中央行事） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

20 回目となる「環境デーなごや 2019」（中央行事）が開催されます。 

各種団体のブース出展、ステージイベント等が予定されています。 

 

詳  細：http://www.kankyoday.com/chuogyoji/ 

http://www.kankyoday.com/chuogyoji/


 

開催日時：2019年 9月 14日（土）10：00～16：00 

開催場所：久屋大通公園（愛知県名古屋市） 

テ ー マ：「つながる つくる なごやのみらい」 

内容（予定）： 

エンゼル広場…生物多様性の保全を中心とした活動の紹介・情報発信 

エディオン久屋広場…3R の推進、CO2削減などの取組の紹介を通して、 

環境にやさしいライフスタイル・ビジネススタイルを提案 

光の広場…秋のフェアトレードタウンまつり（ファッションショー、 

マルシェ、ビンゴ大会など） 

 

問 合 せ：「環境デーなごや」実行委員会事務局 

     （名古屋市環境局環境企画課内） 

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

 

 

┏━┓ 

┃２┃【長野】森のいきもの調査員になって 戸隠の自然を知ろう! 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

NPO法人 ecology&eco-lives 信州と長野県 NPO センターでは、秋の戸隠の森の 

生態を調べるイベントを開催します。冬に向けた野生動物の動きとこの時期 

にしか見られない花など、トレッキングしながら秋の戸隠を楽しめます。 

 

詳  細： 

http://savejapan-pj.net/sj2018/nagano/event/template_event.html 

 

開催日時：2019年 9月 15日（日）10：00～14：00 

開催場所：戸隠国有林内（長野県長野市） 

     （戸隠イースタンキャンプ場からラポーザセンター間） 

対  象：幼児から大人までどなたでも 

定  員：20名 

申込締切：2019年 9月 13日（金） 

 

問 合 せ：NPO法人 ecology&eco-lives 信州 

     TEL：080-8828-1893  FAX：026-217-8390 

     メール：info@npo.raposa.jp 

http://savejapan-pj.net/sj2018/nagano/event/template_event.html
mailto:info@npo.raposa.jp


 

 

┏━┓ 

┃３┃愛・地球博記念イベント「モリコロパーク秋まつり」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛・地球博記念公園で「モリコロパーク秋まつり」が開催されます。 

「愛・地球博の理念と成果の継承」と「都市緑化の普及啓発」をテーマに様々 

な企画が予定されています。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koen/morikoropark-akimatsuri2019-kikaku.html 

 

開催日時：2019年 9月 21日（土）・22 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（愛知県長久手市） 

実施企画：参加体験型プログラム、南米民族体験、各種 PR 出展、ステージパ 

     フォーマンス・会場パフォーマンス 

関連同時開催イベント・企画： 

TOKAI ECO FESTA（東海エコフェスタ）、FUNFES 2019、サトラボ企画（21日）など 

 

問 合 せ：愛知県都市整備局都市基盤部公園緑地課協働グループ 

     TEL：052-954-6491 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【三重】第 11回くるくる環境フェスタ IN ベルファーム 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

くるくる環境フェスタは、市民・市民団体・事業者による環境にやさしい取 

組の展示・体験コーナーなど気軽に環境にふれあい、楽しむイベントです。 

 

詳  細：https://www.bellfarm.jp/user_data/topics.php 

 

開催日時：2019年 9月 22日（日）・23 日（月・祝）10：00～16：00 

開催場所：松阪農業公園ベルファーム（三重県松阪市） 

料  金：入園無料（有料イベント有） 

内  容： 

「まつさか環境フェア」（22 日のみ）、「エコクッキング」（23日のみ・要 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koen/morikoropark-akimatsuri2019-kikaku.html
https://www.bellfarm.jp/user_data/topics.php


事前予約）、「もったいないマーケット」、「クラフト&雑貨マルシェ」など 

 

問 合 せ：松阪農業公園ベルファーム 

     TEL：0598-63-0050  FAX：0598-58-3712 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【愛知】「EPOCフォーラム」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

今回の「EPOCフォーラム」は、地球温暖化問題について、科学的知見の現状 

と「環境がため」の技術開発に限らない、「イノベーション」による解決の 

可能性についての基調講演と、交通分野における自動運転や MaaS（Mobility 

 as a Service）の技術開発と事業展開についての事例紹介を予定しています。 

EPOC会員の方だけでなく、一般の方もご参加いただけます。 

 

詳  細：http://www.epoc.gr.jp/katudou/index.html 

 

開催日時：2019年 9月 25日（水）14：00～17：00（受付開始 13：30） 

開催場所：サイプレスガーデンホテル 2F 天舞の間（愛知県名古屋市） 

定  員：150名 ※定員になり次第、募集締切 

申込締切：2019年 9月 19日（木） 

 

問 合 せ：EPOC 会長会社 事務局 

     東海旅客鉄道株式会社 総合技術本部技術開発部 

     TEL：0568-47-5378   

     メール：epoc.jr-central@jr-central.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃６┃【石川】白山に恩返し! 白山登山道整備を学ぼう! 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

白山の自然を考える会では、7回目となる白山登山道整備を実施します。 

別山に続くチブリ尾根登山道で維持管理作業を体験しましょう。 

今回は環境に配慮した登山道整備を実施します。 

 

詳  細：https://ishikawashizen.jp/program2019/7.html 

http://www.epoc.gr.jp/katudou/index.html
mailto:epoc.jr-central@jr-central.co.jp
https://ishikawashizen.jp/program2019/7.html


 

開 催 日：2019年 9月 28日（土） 

開催場所：石川県白山市白峰地内 チブリ尾根登山道 

集合解散：市ノ瀬ビジターセンター 集合 9：00／解散 15：00 

参加対象：18歳以上（登山装備必須、お子様同伴は要問合せ） 

定  員：20名 

募集締切：2019年 9月 22日（日） 

 

問 合 せ：NPO法人白山の自然を考える会 

     TEL：080-6357-7843  メール：nagato1931@yahoo.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃７┃【富山】フィールドウォッチング「弥陀ヶ原とカルデラ展望」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

立山カルデラ砂防博物館と立山黒部ジオパーク協会の共催でフィールドウォ 

ッチングを開催します。弥陀ヶ原を散策しながら、地質地形や動植物、立山 

カルデラの様相を観察します。 

 

詳  細： 

http://www.tatecal.or.jp/tatecal/hot/2019/09/Mida_20190928.pdf 

 

開催日時：2019年 9月 28日（土）8：00～17：00 

開催場所：弥陀ヶ原（富山県中新川郡立山町） 

対  象：小学校 3年生以上（小学生は保護者同伴） 

定  員：40 名（先着順・要申込） 

参 加 費：4,500 円 小学生 3,000 円（バス代、昼食代、障害保険料を含む） 

 

問 合 せ：立山カルデラ砂防博物館学芸課 

     TEL：076-481-1363 

 

 

┏━┓ 

┃８┃【三重】企業の環境対策、今を知るバスツアー 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

四日市公害と環境未来館では、「企業の環境対策、今を知るバスツアー」を 

mailto:nagato1931@yahoo.co.jp
http://www.tatecal.or.jp/tatecal/hot/2019/09/Mida_20190928.pdf


開催します。四日市公害について学んだ後、環境対策に取り組んでいる企業 

をバスで見学します。 

 

詳  細： 

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

 

開催日時：2019年 10月 3日（木）10：00～15：30 

対  象：16歳以上 

定  員：20名 

見 学 先：昭和四日市石油株式会社四日市製油所 

申込締切：2019年 9月 18日（水）必着 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃９┃【富山】とやま環境フェア 2019 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「とやま環境フェア 2019」(併催：「富山県ごみゼロ推進県民大会」、「もの 

づくりフェア」、「富山ではじめる SDGs フォーラム 2019」）が開催されます。 

団体・企業による出展（64団体）や各種イベントが予定されています。 

 

詳  細：http://www.tkz.or.jp/ 

 

開催日時：2019年 10月 5日（土）・6日（日） 

     ※5日は 10：00～17：00、6 日は 10：00～16：00まで 

開催場所：テクノホール（富山産業展示館／富山県富山市） 

内  容： 

「富山ではじめる SDGsフォーラム 2019」（5 日）、SDGs かるた大会・わくわく 

抽選会（5日・6日）、トークショー（6 日）など 

 

問 合 せ：公益財団法人とやま環境財団 

     TEL：076-431-4607  FAX：076-431-4453 

 

https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/event.html
mailto:kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp
http://www.tkz.or.jp/


 

┏━┓ 

┃10┃【愛知】子どもエコライフセミナー「水力発電を体感しよう!」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

春日井市では、子どもエコライフセミナーを開催します。 

水力発電の模型をボタン 1つで操作し、水の力を実感するとともに、電気のい 

ろいろな作り方を学びます。 

 

詳  細：https://www.city.kasugai.lg.jp/event/1011518/1017906.html 

 

開催日時：2019年 10月 6日（日）13：30～16：00 

開催場所：電源開発株式会社中西地域制御所（春日井市十三塚町 1番地 43） 

対  象：小学 4～6年生とその保護者 

定  員：12組（抽選） 

申込締切：2019年 9月 16日（月） 

 

問 合 せ：春日井市環境部環境政策課 

     TEL：0568-85-6216  FAX：0568-84-8731 

 

 

┏━┓ 

┃11┃【愛知】「海上の森自然ウォッチング」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

あいち海上の森フォーラムでは、「海上の森自然ウォッチング」の参加者を 

募集しています。海上の森の自然（動植物）を散策しながら分かりやすく解 

説します。 

 

詳  細：https://www.facebook.com/kaisyoforum/ 

 

開催日時：2019年 10月 6日（日）9：30～14：30 

集合場所：「海上の森」（愛知県瀬戸市）入り口駐車場（9：20までに集合） 

定  員：10名程度（小学生以上・小学生は保護者同伴） 

     応募者多数の場合抽選 

申込締切：2019年 9月 20日（金） 

 

問 合 せ：あいち海上の森フォーラム実行委員会 事務局 

https://www.city.kasugai.lg.jp/event/1011518/1017906.html
https://www.facebook.com/kaisyoforum/


     FAX：0584-51-2378 

     メール：kaisyoforum@yahoo.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃12┃【愛知】こどもエコばんぱく in 東郷 2019 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

東郷町は「こどもエコばんぱく in 東郷 2019」を開催します。このイベント 

は、子ども達を始め参加する皆さんに、地球温暖化の問題から身近な生活で 

の取組まで、美化活動の実施、ごみの減量、リサイクル、自然の大切さを知 

るなど、会場での実体験を通じて、楽しみながら体験できる環境学習の場と 

なるよう、エコキャンペーンとして展開しています。 

 

詳  細： 

http://www.town.aichi-

togo.lg.jp/kankyo/hozen/machi_kankyo/kankyo/event/2019_ecobanpaku.html 

 

開催日時：2019年 9月 29日（日）10：00～14：00 

開催場所：イーストプラザいこまい館芝生広場（愛知県愛知郡東郷町） 

内  容：エコワークショップ、エコステージ、エコ屋台、エコ遊園地など 

      ※詳細は決まり次第 Web ページに掲載されます。 

 

問 合 せ：東郷町環境課 

     TEL：0561-56-0729  FAX：0561-38-7933 

 

 

┏━┓【福井】地域づくりをテーマとする講座 

┃13┃「たった一人からでも地域は変わる」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井ライフ・アカデミーでは、「たった一人からでも地域は変わる～まちを 

担う人財が次々と生まれ育つ場づくり～」をテーマに、地域づくりに関する 

講演会を開催します。 

 

詳  細： 

http://www2.pref.fukui.lg.jp/press/view.php?cod=b7b11a1565051641X9 

 

mailto:kaisyoforum@yahoo.co.jp
http://www.town.aichi-togo.lg.jp/kankyo/hozen/machi_kankyo/kankyo/event/2019_ecobanpaku.html
http://www.town.aichi-togo.lg.jp/kankyo/hozen/machi_kankyo/kankyo/event/2019_ecobanpaku.html
http://www2.pref.fukui.lg.jp/press/view.php?cod=b7b11a1565051641X9


開催日時：2019年 10月 13日（日）14：00～15：30 

開催場所：福井県生活学習館（ユー・アイふくい）映像ホール（3 階） 

     （福井県福井市） 

講  師：市來広一郎氏（NPO法人 atamista 代表理事） 

定  員：60名 

申込締切：2019年 10月 12日（土） 

     ※定員に達していなければ、当日の参加も可能 

 

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 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

           ♪藤前干潟関連イベント♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃【愛知】稲永ビジターセンター企画展「あなたの知らない藤前干潟」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ごみ非常事態宣言から 20周年を迎える節目の年。藤前干潟の魅力的な生きも 

のを紹介しながら、藤前干潟の問題にも迫ります! 

 

開催日時：2019年 7月 26日（金）～11月 30 日（土）9：00～16：30 

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） 

入 館 料：無料 

休 館 日：毎週月曜日、第三水曜日（祝日と重なる場合はその翌日） 

 

問 合 せ：稲永ビジターセンター  TEL：052-389-5821 

 

 

┏━┓【愛知】藤前活動センター企画展 

┃２┃「藤前干潟のものがたり～藤前干潟・歴史旅～」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

藤前干潟が現在の姿になるまでには、様々な歴史や経緯がありました。 

藤前干潟は、人との関わりの中で、どのように変化してきたのか、古代から 

mailto:f-manabi@pref.fukui.lg.jp


現代までを楽しみながら学べる展示です。 

 

開催日時：2019年 7月 26日（金）～11月 17 日（日）9：00～16：30 

開催場所：藤前活動センター（名古屋市港区藤前 2-101） 

入 館 料：無料 

休 館 日：毎週月曜日、第三水曜日（祝日と重なる場合はその翌日） 

 

問 合 せ：藤前活動センター  TEL：052-309-7260 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【愛知】稲永ビジターセンター 干潟体験 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【干潟の生きものを探そう!】 

企画展「あなたの知らない藤前干潟」とコラボした干潟観察会です。 

「干潟」と一口に言っても、いろいろな干潟があります。 

カニだけでなく、トビハゼなどの絶滅危惧種などがいる多様な環境を学ぶほか、 

ゴミ拾いも実施し、マイクロプラスチックなどの問題にも目を向けてみましょう。 

 

開催日時：2019年 9月 28日（土）10：00～12：00 

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） 

対  象：一般（幼児～大人） 

参 加 費：大人 200円、子ども 100 円、幼児無料 

定  員：20名（先着順） 

申  込：2019年 9月 14日（土）より受付開始（下記、問合せ先まで） 

 

問 合 せ：稲永ビジターセンター  TEL：052-389-5821 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【愛知】藤前干潟ふれあい事業 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【干潟のカニやハゼをかんさつしてみよう!】 

藤前干潟には、どんなカニやハゼがすんでいるんでしょうか。 

名古屋港水族館の先生と一緒に、水槽の生き物をじっくり観察してみましょう!  

先生のお話もあります! 



※今回は、干潟には入りません。 

 

開催日時：2019年 10月 5日（土）10：00～12：00 

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） 

対  象：小学校 1年生～3 年生 

参 加 費：無料 

定  員：15名（保護者同伴、申込が多い場合は抽選） 

申  込：メール、はがき、FAX にて 

申込締切：2019年 9月 20日（金）必着 

 

申込・問合せ：環境省名古屋自然保護官事務所 

       TEL：052-389-2877  FAX：052-389-2878 

       メール：WB-NAGOYA@env.go.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【愛知】藤前干潟ふれあい事業 パートナーシップ事業 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【渡り鳥調査隊】 

藤前干潟は渡り鳥の飛来地として有名な場所です。 

秋には多くの鳥がやってきて賑やかになります。 

そんな秋の渡り鳥をじっくり観察し、また、鳥の調査ってどんなことをするの? 

と言う体験も出来るイベントです。 

 

開催日時：2019年 9月 28日（土）10：00～12：00 

開催場所：名古屋市野鳥観察館（名古屋市港区野跡 4-11-2） 

対  象：一般（幼児～大人） 

参 加 費：無料 

定  員：要確認 

申  込：事前連絡があると良い（当日申込可） 

 

問 合 せ：名古屋市野鳥観察館  TEL：052-381-0160 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪募集情報♪ 

mailto:WB-NAGOYA@env.go.jp


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓  

┃１┃「三井物産環境基金」活動助成案件 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三井物産株式会社は、三井物産環境基金 2019 年度の活動助成案件を募集して 

います。地球環境問題の解決と持続可能な社会の構築に貢献するさまざまな 

案件を支援します。 

 

詳  細： 

https://www.mitsui.com/jp/ja/sustainability/contribution/environment/fund/application

/1229277_7661.html 

 

対象団体：日本国内に拠点をもつ、特定非営利活動法人（NPO法人）、一般社 

     団・財団法人、公益社団・財団法人、大学、高等専門学校のうち、 

     活動実績が 3年以上ある団体 

対象案件：申請者が主体的に取り組む持続可能な社会の実現に貢献する「実 

     践的な環境貢献活動」で、次の対象分野に係わるもの 

対象分野： 

A）地球環境…自然の変化をモニタリングし、その結果に基づく必要な警鐘と 

  対応につながる活動 

B）資源循環…資源の効果的管理および活用につながる活動 

C）生態系・共生社会…生態系サービスの保全と利用、並びに生態系と人間が 

  共存するための調整につながる活動 

D）人間と社会のつながり…環境問題を基盤にした、人と社会の関係の再構築 

  に繋がる活動 

応募締切：2019年 9月 24日（火）24：00 

 

問 合 せ：三井物産株式会社サステナビリティ経営推進部 

     「環境基金 2019 年度活動助成」係 

     TEL：03-6858-3250   

     メール：19MEF-KatsudoTKAES@mitsui.com 

 

 

┏━┓ 

┃２┃こくみん共済 coop〈全労済〉「地域貢献助成事業」募集 

https://www.mitsui.com/jp/ja/sustainability/contribution/environment/fund/application/1229277_7661.html
https://www.mitsui.com/jp/ja/sustainability/contribution/environment/fund/application/1229277_7661.html
mailto:19MEF-KatsudoTKAES@mitsui.com


┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

こくみん共済 coop では、防災・減災活動、環境保全活動、子どもの健全育成 

活動について、地域で活動している市民団体等を支援いたします。 

 

詳  細：https://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/joseijigyou 

 

助成対象団体：(1)～(3)のすべてに該当する団体 

(1) NPO 法人、任意団体、市民団体 

(2) 設立 1年以上の活動実績を有する団体 

(3) 直近の年間収入が 300 万円以下の団体 

助成対象活動： 

(1) 自然災害に備え、いのちを守るための活動 

(2) 地域の自然環境・生態系を守る活動 

(3) 温暖化防止活動や循環型社会づくり活動 

(4) 子どもや親子の孤立を防ぎ、地域とのつながりを生み出す活動 

(5) 困難を抱える子ども・親がたすけあい、生きる力を育む活動 

助成金額：〔助成総額〕2,000 万円（上限）予定 

     〔1団体に対する助成上限額〕30 万円 

受付期間：2019年 9月 20日（金）～10月 10 日（木）当日消印有効 

 

問 合 せ：こくみん共済 coop ブランド戦略部内 地域貢献助成事業事務局 

     TEL：03-3299-0161 

     メール：90_shakaikouken@zenrosai.coop 

 

 

┏━┓ 

┃３┃「花王・みんなの森づくり活動」助成対象団体 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

花王株式会社は、オリジナル緑化プログラム「花王・みんなの森づくり活動」 

（公益財団法人都市緑化機構との協働プログラム）の、2019年度助成対象団 

体を募集しています。 

 

詳  細：https://www.kao.com/jp/corporate/news/2019/20190729-001/ 

 

対  象：国内で身近な緑を守り育てる活動（持続可能な森づくり活動、 

     緑を守り育てる人づくり活動、花と緑のコミュニティづくり活動、 

https://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/joseijigyou
mailto:90_shakaikouken@zenrosai.coop
https://www.kao.com/jp/corporate/news/2019/20190729-001/


     地域の生物多様性を守る活動等）に取り組む団体 

助成期間：2020年 3月～2022年 3月（2年間） 

助成金額：各年 50 万円を上限に助成 

助成件数：15～20団体 

募集締切：2019年 10月 14日（月）（当日消印有効） 

 

問 合 せ：公益財団法人都市緑化機構 

     花王・みんなの森づくり活動助成事務局 

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

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

 

 

┏━┓ 

┃４┃「TOTO水環境基金」助成団体 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「TOTO水環境基金」では、水にかかわる環境活動に継続して取り組む団体へ 

の支援を続けています。現在、来年度の助成団体を募集しています。 

 

詳  細： 

https://jp.toto.com/company/csr/environment/mizukikin/spirit/thought.htm 

 

〔活動地域：国内〕 

活動内容：地域の水環境や生物多様性の保全・再生につながる実践活動 

     スタートアップ・ステップアップをめざす市民団体の活動 

助成期間：2020年 4月 1日～2023年 3月 31日（最長） 

     ※計画に応じて助成期間（1～3 年）を設定いただけます。 

助成金額：1 件あたり、上限 80 万円／年×最長 3年（最大 240万円） 

 

〔活動地域：海外〕 

活動内容：各国・各エリアの水資源保全または衛生的かつ快適な生活環境づ 

     くりに向けた実践活動 

助成期間：2020年 4月 1日～2021年 3月 31日 

助成金額：1 件あたり上限なし 

     申請された活動内容・予算内容を精査の上、1件あたり 300万円程 

     度を目安として助成金額を決定します。 

 

mailto:midori.info@urbangreen.or.jp
https://jp.toto.com/company/csr/environment/mizukikin/spirit/thought.htm


応募締切：2019年 10月 18日（金）当日消印有効 

 

問 合 せ：TOTO 株式会社総務部総務第二グループ 

     TEL：093-951-2224  FAX：093-951-2718 

 

 

┏━┓ 

┃５┃第 30 回コメリ緑資金 助成 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

コメリ緑育成財団では、私たちの住むふるさとが、美しい花や緑に囲まれ、 

いつまでも豊かであってほしいという願いのもと、公共性のある緑化活動へ 

の助成を続けています。 

 

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

 

助成対象となる活動分野： 

2020年 4月 1日～2021年 3 月 31日に実施する 

(1) 緑化植栽活動 

 …花や緑にあふれるふるさとづくりを目的とした、道路沿いや公園隣地など 

 で行う「花いっぱい運動」など、地域住民が自ら行う植栽活動 

(2) 自然環境保全活動 

 …緑豊かなふるさとづくりを目的とした、山林や河川敷、里地里山などで行 

 う自然環境の保護保全活動や整備、植樹活動 

 

申込締切：2019年 10月 31日（木）消印有効 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃６┃損保ジャパン日本興亜環境財団「環境保全プロジェクト助成」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

損保ジャパン日本興亜環境財団では、環境問題に取り組む NPO・NGOや任意団 

体の環境保全プロジェクトが、より充実したものとなるよう資金助成を行い 

http://www.komeri-midori.org/koubo/guide.html
mailto:midori@komeri.bit.or.jp


ます。 

 

詳  細：https://www.sjnkef.org/project/project.html 

 

対  象：次の 3つの条件を満たすプロジェクトが対象 

(1) 活動の内容…原則として、国内において「自然保護」「環境教育」「リ 

サイクル」「気候変動対応」など広く環境に関する分野で、実践的活動や普 

及啓発活動を行うもの 

(2) 原則として 2019年度中に開始予定のもの（すでに開始されているプロジ 

ェクトも対象） 

(3) 継続性、発展性を持つプロジェクトであり、その成果が公益のために貢 

献するもの 

対象団体：次の 2つの条件を満たす団体が対象 

(1) 2019 年 12月末時点で公益法人、NPO法人または任意団体としての環境保全 

活動実績が 2年以上あること 

(2) 助成対象となったプロジェクトの実施状況および収支状況について適正 

に報告できること 

助成金額：1 プロジェクトにつき 20万円を上限とする。 

     （10団体程度、総額 200 万円を予定） 

応募締切：2019年 10月 31日（木）までに郵送（当日消印有効） 

 

問 合 せ：公益財団法人損保ジャパン日本興亜環境財団 

     TEL：03-3349-4614  FAX：03-3348-8140 

 

 

┏━┓一般財団法人セブン-イレブン記念財団 

┃７┃「2020年度環境市民活動助成」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

一般財団法人セブン-イレブン記念財団では、2020年度の環境市民活動助成を 

募集します。助成の種類により、対象・金額・受付期間が異なります。 

詳細でご確認ください。 

 

詳  細：http://www.7midori.org/josei/index.html 

 

助成の種類：(1) 緑化植花助成  (2) 清掃助成  (3) 活動助成  

       (4) NPO 自立強化助成 

https://www.sjnkef.org/project/project.html
http://www.7midori.org/josei/index.html


応募期間：上記(1)(2)…2019年 10月 1 日（火）～10月 21 日（水） 

     上記(3)(4)…2019年 10月 25日（金）～11 月 15日（金） 

     ※当日消印有効 

 

問 合 せ：一般財団法人セブン-イレブン記念財団 

     TEL：03-6238-3872  FAX：03-3261-2513 

     メール：oubo.20@7midori.org（2019年 10月 1日～） 

 

 

┏━┓  

┃８┃「生物多様性アクション大賞 2019」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

生物多様性アクション大賞では、地産地消で旬の食材を使う食堂（たべよう）、 

海や川、山での自然体験（ふれよう）、美しい自然や生きものの姿を写真で 

表現（つたえよう）、地域に残る伝統文化の保存（まもろう）、環境に配慮 

した商品開発（えらぼう）等に即した活動を表彰しています。国連生物多様 

性の 10年の最終年に向けて、アクション大賞は今年が最終回です。 

たくさんのご応募をお待ちしています。 

 

詳  細：http://5actions.jp/award2019/index.html 

 

募集対象：日本国内に活動拠点がある団体・学校・個人 

応募部門：「たべよう部門」、「ふれよう部門」、「つたえよう部門」、 

     「まもろう部門」、「えらぼう部門」 

応募締切：2019年 9月 17日（火） 

 

問 合 せ：生物多様性アクション大賞事務局 

     メール：award@cepajapan.org 

 

 

┏━┓ イオン エコワングランプリ 

┃９┃（高等学校・高校生によるエコ活動コンテスト）募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「イオン エコワングランプリ」では、次代を担う高校生の皆さんが日ごろ学 

校単位で取り組んでいる「エコ活動」を募集し、その取り組みを表彰します。 

予選を勝ち抜いた 14校を東京で開催するグランプリ大会にご招待します。 

mailto:oubo.20@7midori.org（2019年10
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詳  細：http://www.eco-1-gp.jp/youkou.html 

 

応募資格：日本国内の全日制・定時制高等学校で、授業および学校が承認し 

ているクラブ活動（サークル・部活）の取り組みを対象とし、学校単位での 

応募（複数応募可）とします。 

募集部門： 

〔普及・啓発部門〕…地域を特定しないで取り組むことができる普及性の高 

いエコ活動が対象。「ゴミの分別・削減」「資源リサイクル活動」「節電・ 

節水」「植樹・緑化活動」など 

〔研究・専門部門〕…地域固有の問題に着目した専門性の高いエコ活動が対 

象。地域の環境問題や資源の問題などへの取り組みなど 

応募締切：2019年 9月 30日（月）※消印有効 

 

問 合 せ：エコワングランプリ運営事務局 

     （毎日新聞社内 毎日企画サービス） 

     TEL：03-6265-6813 

 

 

┏━┓ 

┃10┃日本水環境学会「水環境文化賞」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「水環境文化賞」（ジュニア向けは「みじん子賞」）は、水環境の保全・創 

造に関する社会文化活動が顕著である団体あるいは個人に贈られます。 

自薦、他薦は問いません。 

 

詳  細：http://www.jswe.or.jp/awards/bunka/index.html 

 

被推薦資格： 

〔一般向け〕…水環境の保全・創造に関する社会文化活動に積極的に取り組 

 んでいる団体あるいは個人 

〔ジュニア向け〕…地域の水環境保全・創出に努力している小学生、中学生 

 もしくは高校生のグループ等 

※本会の会員／非会員は問いません。 

提出期限：2019年 10月 3日（木）（必着） 

 

http://www.eco-1-gp.jp/youkou.html
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問 合 せ：公益社団法人日本水環境学会「水環境文化賞」係 

     TEL：03-3632-5351  FAX：03-3632-5352 

     メール：info@jswe.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃11┃「第 9回毎日地球未来賞」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「毎日地球未来賞」は、未来の子どもたちに良好な環境を残すため、「食料」 

「水」「環境」の分野で、国内外の問題解決のために地道に取り組んでいる 

草の根的な市民団体や、中高生・大学生など若い人たちの活動を表彰し、賞 

金を贈って活動を応援します。 

 

詳  細：https://www.mainichi.co.jp/event/aw/chikyumirai/09-1.html 

 

授賞対象・選考（抜粋）： 

〇主に市民・草の根レベルの活動が対象 

〇食料、水、環境の 3 つの分野のうち 1分野での活動、あるいは複数の分野に 

またがる活動 

〇東日本大震災やそれ以降に発生した熊本地震、大阪北部地震、北海道胆振 

東部地震の被災者・被災地を対象に、3 分野で復興に向けた活動を続ける団 

体・個人も表彰 

〇中学・高校生や大学生など若い人たちの活動は全ての賞の選考対象 

賞の種類：毎日地球未来賞（大賞）1点＝賞金 150万円 

     クボタ賞（特別賞）  2点＝賞金 100万円 

     ※以上 3点のうち 1点以上は地震復興・復旧関連とします。 

     次世代応援賞 1 点＝賞金 40万円 

     奨励賞 3 点以内＝賞金 20万円 

応募締切：2019年 10月 8日（火） 

 

問 合 せ：毎日新聞大阪本社事業部毎日地球未来賞係 

     TEL：06-6346-8407 

     メール：chikyumirai@mainichi.co.jp 

 

 

┏━┓ 

mailto:info@jswe.or.jp
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┃12┃「いしかわエコリビング賞」募集【石川】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

石川県では、省エネルギーおよび石川県の風土に適した住宅の普及を目指し、 

これらの性能に優れた住宅を「いしかわエコリビング賞」として表彰してい 

ます。  

 

詳  細：https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/ecoliving.html 

 

募集対象： 

〔新築部門〕 …平成 28年 4月以降に工事が完了した県内の新築戸建て住宅 

〔改修等部門〕…平成 28年 4月以降にエコ改修（増築・減築を含む）工事が 

        完了した県内の戸建て住宅 

募集期限：2019年 10月 18日（金）※消印有効 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃13┃「第 22回日本水大賞」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日本水大賞委員会と国土交通省では、「第 22回日本水大賞」の募集を行って 

います。この賞は、水循環の健全化に向けた諸活動を広く顕彰し、活動を支 

援するために創設され、水防災、水資源分野などで活動する個人、団体など 

が募集対象となっています。 

 

詳  細： 

http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000984.html 

 

活動分野：水防災、水資源、水環境、水文化、復興 

活動主体：学校、企業、団体、個人、行政 

応募締切：2019年 10月 31日（木）（郵送の場合は当日消印有効） 

 

問 合 せ：日本水大賞委員会 事務局 

     公益社団法人 日本河川協会 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/ecoliving.html
mailto:ontai@pref.ishikawa.lg.jp
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     TEL：03-3238-9771  FAX：03-3288-2426 

     メール：taisyo@japanriver.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃14┃「2020愛知環境賞」エントリー募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、資源循環や環境負荷低減に関する、優れた＜技術・事業＞＜活 

動・教育＞の取組を「愛知環境賞」として表彰しています。この度、16回目 

となる「2020愛知環境賞」の選考対象となる事例を募集します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/2020aichikankyoushou01.html 

 

募集対象：企業、団体又はグループ（個人の方の応募はできません） 

募集対象事例： 

省資源、省エネルギー、新エネルギー及び 3R（リデュース：発生抑制、リユ 

ース：再使用、リサイクル：再生利用）など、資源循環や環境負荷低減に関 

する先駆的で効果的な＜技術・事業＞、＜活動・教育＞とします。 

募集締切：2019年 10月 31日（木）まで（必着） 

 

問 合 せ：愛知県環境局資源循環推進課循環グループ 

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

 

 

┏━┓ 

┃15┃「みえ環境フェア 2019」出展者 募集【三重】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県地球温暖化防止活動推進センターでは、2019 年 12 月 15日開催の「みえ 

環境フェア 2019」の出展者を募集しています。 

 

詳  細：http://www.mec.or.jp/ondan/fair/fair2019/ 

 

開催日時：2019年 12月 15日（日）10：00～15：00 

開催場所：メッセウイング・みえ 

出展募集締切：2019年 9月 27 日（金） 

mailto:taisyo@japanriver.or.jp
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出展募集対象（種類）： 

(1) 地球温暖化や環境に関する展示・体験などの出展 

(2) 食品ロス削減をテーマとする『もったいない市』の出展 

(3) LED など省エネ家電の普及啓発を目的とする『LED から始める家庭の省エ 

ネフェア』の出展 

(4) 省エネ住宅の普及啓発を目的とする『省エネ住宅フェア』の出展 

(5) エコカーの普及啓発を目的とする『エコカーフェア』の出展 

 

問 合 せ：三重県地球温暖化防止活動推進センター 事務局 

     TEL：059-245-7517  FAX：059-245-7518 

     メール：mccca@mec.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃16┃「e～coといっぱいアイディア」募集【石川】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

金沢市では、「e～coといっぱいアイディア」を募集しています。 

金沢市外の方からのご応募や、複数のご応募も大歓迎です! 

 

詳  細： 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/25001/seisaku/ecofesta2019_boshuu.html 

 

部門内容： 

「環境にやさしい e～coと」部門…環境にやさしいことならなんでも OK 

「くらしと環境にやさしい e～co と」部門…環境にやさしいだけでなく、たの 

しい、暮らしに役立つ、といった一石二鳥アイディア 

応募締切：2019年 9月 30日（月）※必着 

 

問 合 せ：金沢市環境政策課温暖化対策室 

     TEL：076-220-2507  FAX：076-261-7755 

     メール：kansei@city.kanazawa.lg.jp 

 

 

 

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

【本メールマガジンについて】 
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  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/  

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

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