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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 総務課 

      総務課長 野口 尚史（のぐち なおし）さんです。 

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

    ～11月は「エコドライブ推進月間」です～ 

    行楽シーズンで自動車に乗る機会が多くなる 11 月を「エコドライブ 

   推進月間」として、全国各地でイベントなどを開催して普及啓発を図 

   っています。 

    「ふんわりアクセル」「車間距離にゆとりをもって」「ムダなアイド 

   リングはやめよう」など、心に余裕をもって、地球とお財布にやさし 

   い運転で、紅葉や冠雪の山々などを眺望する秋のドライブはいかがで 

   しょうか?【※くれぐれも脇見運転にはご注意を!】 

    イベント情報やエコドライブ 10のすすめなどを環境省 HP 

    （http://www.env.go.jp/press/107354.html） 

   に掲載していますので、是非ご覧下さい。 

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

 

 

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

ESD（持続可能な開発のための教育）推進のためのダイアログ in 飯田 

「ユネスコエコパークを活かした ESDによる地域創生」 

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

中部地方 ESD活動支援センターは、本年度・第 3 回目となる「ESD 推進のための 

ダイアログ」を長野県飯田市で開催いたします。 

テーマは「ESD×ユネスコエコパーク（生物圏保存地域）×地域創生」です。 

 

詳  細： 

http://www.env.go.jp/press/107354.html


https://chubu.esdcenter.jp/hot_topics/esddialogueiniidasouthernalpsbr/ 

 

開催日時：2019年 11月 16日（土）13：30～16：30 

開催場所：飯田市役所（本庁舎）C棟 3階 C311-313号会議室（長野県飯田市） 

 

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 

 

 

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

地域環境活動の協働における連携強化のためのフォーラム in 飯山 

「信州の地域循環共生圏づくりと協働取組」 

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

EPO中部は、地域環境活動の協働における連携強化のためのフォーラム in 飯山 

「信州の地域循環共生圏づくりと協働取組」を長野県飯山市で開催します。 

第五次環境基本計画で提唱された「地域循環共生圏」、「飯山林福連携事業」 

と「飯山ログファイヤ─」、そして「森カフェ」がテーマです。 

 

詳  細：http://www.epo-chubu.jp/epo/4852.html 

 

開催日時：2019年 11月 23日（土・祝）12：00～15：00 

開催場所：なべくら高原森の家（長野県飯山市） 

 

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. 【愛知】「なごや環境大学」特別公開講座 

   環境×防災 上映会・SDGsセミナー 

https://chubu.esdcenter.jp/hot_topics/esddialogueiniidasouthernalpsbr/
mailto:office@chubuesdcenter.jp
http://www.epo-chubu.jp/epo/4852.html
mailto:office@epo-chubu.jp


2. 【福井】福井県海浜自然センター 体験講座 

   (1) 海ごみを調べてみよう! (2) 漂着物アートに挑戦しよう! 

3. 【愛知】環境フェスタ江南 2019 

4. 【長野】岡谷エコフェスティバル 2019 

5. 【三重】三重県気候講演会 

    ～地球温暖化によって、猛暑・豪雨・台風はどうなるのか～ 

6. 【愛知】Let's エコアクション in AICHI 

7. 【三重】企業から学ぶ講座 

   「サスティナブルな未来へ 企業と生活者による対話」 

8. 【福井】ふるさと環境フェア 2019 

9. 【福井】廃棄物処理施設見学バスツアー 

10.【長野】南アルプスジオパーク認定 10周年・ 

    ユネスコエコパーク登録 5周年記念シンポジウム 

11.【岐阜】学生環境会議 2019 自然と共に生きるとは 

12.【愛知】海洋プラスチック問題に関するお話 

    ～小さなゴミが与える大きな影響～ 

13.【三重】四日市市環境フェア 

14.【愛知】エコットフェスタ 2019 

15.【愛知】三河湾環境再生パートナーシップ・クラブ 

    第 1 回サポーター講座 

16.【三重】ESD 実践講座「わたし、地域、世界をつなぐ学びかた」 

17.【三重】講演会「プラスチックの海洋汚染を考える」 

18.【富山】地球温暖化防止・適応策セミナー 

19.【愛知】藤前干潟サイエンスカフェ 

   「ヨコエビ～小さな干潟の生きもの～」 

 

【募集情報】 

1. 「環境 人づくり企業大賞 2019」募集 

2.  2020 年度地球環境基金助成金 募集 

3.  第 15回エコツーリズム大賞 募集 

4.  環境教育体験活動優良事例の募集 

5.  未来へつなぐ「国連生物多様性の 10年」せいかリレー 

  キックオフイベント 出展者募集【愛知】 

6.  令和 2（2020）年度「住まいとコミュニティづくり活動助成」募集 

7.  2019 年度こどもエコクラブ「全国エコ活コンクール」 

    壁新聞・絵日記 募集 



8.  未来につなぐふるさと基金 募集 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓【愛知】「なごや環境大学」特別公開講座 

┃１┃ 環境×防災 上映会・SDGs セミナー 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「なごや環境大学」では、マンガ家手塚治虫氏原案・地球温暖化の意識啓発 

アニメ『ガラスの地球を救え!』プロジェクトの 2作品の無料上映会と、SDGs 

セミナー「なごやで考える防災とグリーンインフラ」を開催します。 

 

詳  細：https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza19a/op05.html 

 

開 催 日：2019年 11月 16日（土） 

開催場所：名古屋市都市センター 14F 特別会議室（愛知県名古屋市） 

〔上 映 会〕※申込不要・事前予約の場合は席を確保 

 「地球との約束」1回目 10：00～10：30、2回目 15：15～15：45 

 「私たちの未来」1回目 10：45～11：15、2回目 12：45～13：15 

〔セミナー〕※定員 30名・要事前申込 

 時間：13：30～15：00 

 講師：香坂玲氏（名古屋大学大学院環境学研究科教授） 

 

問 合 せ：「なごや環境大学」実行委員会事務局 

     TEL：052-223-1223  FAX：052-223-1223 

     メール：jimu@n-kd.jp 

 

 

┏━┓【福井】福井県海浜自然センター 体験講座 

┃２┃ (1) 海ごみを調べてみよう! (2) 漂着物アートに挑戦しよう! 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

初冬の砂浜は宝物がいっぱい! 貝殻やビーチグラス、流木、時には珍しい魚 

やきれいな石が見つかるかもしれません。 

(1) 海ごみ調査でどのような漂着物があるか調べます。 

https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza19a/op05.html
mailto:jimu@n-kd.jp


(2) 拾った漂着物を使ってリースを作ります。  

 

詳  細：http://fcnc.jp/syusaievent/syusaievent-10900 

 

開催日時：2019年 11月 17日（日）(1)9：00～11：30 (2)13：00～15：00 

開催場所：(1) 海浜自然センター、食見海岸 (2) 海浜自然センター 

     （福井県三方上中郡若狭町） 

対  象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴参加） 

定  員：(1) 40 名 (2) 30 名 ※要事前予約 

参 加 費：(1) 1 名 100 円 (2) 1 名 200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 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【愛知】環境フェスタ江南 2019 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

江南市では「環境フェスタ江南」と「江南市消費生活展」を合同開催します。 

 

詳  細：https://www.city.konan.lg.jp/kankyou/kankyo_fes.htm 

 

開催日時：2019年 11月 17日（日）10：00～15：30 

開催場所：江南市民文化会館（愛知県江南市） 

内  容：企業・団体による展示や体験、フードドライブ、クイズラリー、 

     フリーマーケット など 

 

問 合 せ：江南市役所 

     TEL：0587-54-1111  FAX：0587-54-0800 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【長野】岡谷エコフェスティバル 2019 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

岡谷市は「岡谷エコフェスティバル 2019」を開催します。「考えよう 地球の 

http://fcnc.jp/syusaievent/syusaievent-10900
mailto:kaihin-c@pref.fukui.lg.jp
https://www.city.konan.lg.jp/kankyou/kankyo_fes.htm


未来 エコライフ」をメインテーマに、「ごみ減量・3R の推進」「省エネ・再 

生可能エネルギーの有効利用」「環境学習」について学びます。 

 

詳  細：https://www.city.okaya.lg.jp/site/kouhouokaya/ 

     ⇒『広報おかや』（2019年 11月号・p.32）をご覧ください。 

 

開催日時：2019年 11月 17日（日）10：00～15：00 

開催場所：ララオカヤ 2階 特設会場・テクノプラザおかや大研修室 

     （長野県岡谷市） 

内  容：SDGs 漫才&クイズ（信州環境カレッジ×よしもと） 

     「環境」と「健康」をテーマとしたクイズラリー 

     もったいない食器市  など 

 

問 合 せ：岡谷エコフェスティバル 2019実行委員会（岡谷市市民環境課） 

     TEL：0266-23-4811 

 

 

┏━┓【三重】三重県気候講演会 

┃５┃ ～地球温暖化によって、猛暑・豪雨・台風はどうなるのか～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

地球温暖化による気候変動問題への理解を深めるために、津地方気象台と三 

重県が連携し、「三重県気候講演会」を開催します。 

 

詳  細： 

http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0012300160.htm 

 

開催日時：2019年 11月 19日（火）13：30～16：00 

開催場所：三重県総合文化センター 小ホール（三重県津市） 

定  員：200名（事前申込要） 

講演内容： 

〇「異常気象と地球温暖化の関係を解き明かす新手法 

  ～イベント・アトリビューション～」 

〇「台風のメカニズムとスーパー台風について」 

申込期限：2019年 11月 18日（月） 

 

問 合 せ：津地方気象台 

https://www.city.okaya.lg.jp/site/kouhouokaya/
http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0012300160.htm


     TEL：059-228-6818  FAX：059-246-8484 

 

 

┏━┓ 

┃６┃【愛知】Let's エコアクション in AICHI 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は刈谷市との共催で、環境イベント「Let's エコアクション in AICHI 

～つなげよう! SDGs へそのアクション～」を開催します。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/ecoactionr01.html 

 

開催日時：2019年 11月 23日（土・祝）、24日（日）10：00～16：00 

開催場所：みなくる広場、刈谷市総合文化センターアイリス、夢と学びの科 

     学体験館、トヨタ車体（株）刈谷ふれ愛パーク 

     （すべて会場は愛知県刈谷市内） 

内  容：ステージイベント（あいちの未来クリエイト部による活動・成果 

     発表会、クイズ大会、サイエンスショーなど）、出展団体による 

     展示・体験コーナー、事前申込制ワークショップ（応募締切：11 

     月 14日）など 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境活動推進課 

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

 

 

┏━┓【三重】企業から学ぶ講座 

┃７┃「サスティナブルな未来へ 企業と生活者による対話」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

この講座は、私たちが暮らしの中で利用している商品やサービスから企業の 

サスティナブルな取組を学び、疑問や質問等交わす対話形式で行われます。 

今回は、「高速道路がつくるサスティナブルな社会」をテーマに NEXCO 中日本 

の事業、環境取組、サスティナビリティへの思いと、皆さんの疑問や質問を 

交えながら対話をすすめます。  

 

詳  細：http://eco-mie.sblo.jp/article/186640366.html 

 

開催日時：2019 年 11 月 23 日（土・祝）13：30～15：30 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/ecoactionr01.html
http://eco-mie.sblo.jp/article/186640366.html


開催場所：四日市市勤労者・市民交流センター（三重県四日市市） 

対  象：16歳以上 

募集人数：50名（先着順）定員に達し次第締切 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃８┃【福井】ふるさと環境フェア 2019 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井県は、「ふるさと環境フェア 2019」を開催します。今年は、「未来へつ 

なげるふくいの環（わ）～つなげよう! ふくいの豊かな『いきもの』～」を 

テーマに、将来世代につなげていきたい福井の環境について、体験しながら 

理解を深めていただける展示などを予定しています。 

 

詳  細：https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/ee/kankyoufair2019.html 

 

開催日時：2019年 11月 23日（土・祝）10：00～16：00 

開催場所：福井県産業会館 1 号館展示場、屋外展示場、本館展示場、 

     本館多目的ホール（福井県福井市） 

内  容：ステージイベント（エコチャレふくい、紙リサイクル教室、講演、 

     トークショー、水素セミナー、アースサポーターの活動報告など） 

     各団体によるブース出展、パネル展、リユースイベントなど 

 

問 合 せ：環境ふくい推進協議会事務局（福井県庁環境政策課内） 

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

     メール：kankyou@pref.fukui.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃９┃【福井】廃棄物処理施設見学バスツアー 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井県は、産業廃棄物処理施設やリサイクル施設が、社会経済活動に欠かせ 

ない施設であることを知り、身近に感じてもらうためのバスツアーを開催し 

mailto:info@eco-mie.com
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/ee/kankyoufair2019.html
mailto:kankyou@pref.fukui.lg.jp


ます。 

 

詳  細： 

http://www.pref.fukui.jp/doc/junkan/sanpai/kengaku.html 

 

開催日時：(1) 坂井地区コース…2019年 11月 29 日（金）12：30～17：30 

      (2) 丹南地区コース…2019年 12月 6 日（金）13：30～17：00 

見学施設：(1) (株)福井クリーン・システム、坂井森林組合（あわら市内） 

     (2) (株)環境資源公社（鯖江市内）、(株)武生環境保全（武生市内） 

対 象 者：福井県内在住の方 

定  員：各 30名（先着順・事前申込要） 

申込締切：2019年 11月 20日（水） 

 

問 合 せ：福井県安全環境部循環社会推進課 

     TEL：0776-20-0382  FAX：0776-20-0679 

     メール：junkan@pref.fukui.lg.jp 

 

 

┏━┓【長野】南アルプスジオパーク認定 10 周年・ 

┃10┃ ユネスコエコパーク登録 5 周年記念シンポジウム 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

伊那市・南アルプス（中央構造線エリア）ジオパーク協議会は、「みんなで 

南アルプスを楽しむ」をテーマに記念シンポジウムを行います。 

 

詳  細： 

https://minamialps-geopark.jp/event/detail.html?CN=620 

 

開催日時：2019年 11月 30日（土）13：00～16：00 

開催場所：伊那市役所 1階 多目的ホール（長野県伊那市） 

定  員：200名（要申込・先着順） 

講  師：大城和恵氏、若松伸彦氏 

申込締切：2019年 11月 15日（金） 

 

問 合 せ：伊那市役所観光課エコパーク・ジオパーク推進係 

     TEL：0265-78-4111  FAX：0265-78-4131 

     メール：sek@inacity.jp  

http://www.pref.fukui.jp/doc/junkan/sanpai/kengaku.html
mailto:junkan@pref.fukui.lg.jp
https://minamialps-geopark.jp/event/detail.html?CN=620
mailto:sek@inacity.jp


 

 

┏━┓ 

┃11┃【岐阜】学生環境会議 2019 自然と共に生きるとは 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

岐阜市では、「岐阜市エコフェスタ」の関連イベントとして「学生環境会議 

2019」を開催いたします。学生が環境についての意見を出し合い、考えを深 

める場です。アドバイザーの講演をヒントに、同世代の参加者と自由に話し 

合います。 

 

詳  細：https://www.city.gifu.lg.jp/36336.htm 

 

開催日時：2019年 12月 1日（日）14：00～16：30 

開催場所：ハートフルスクエアーG 2F 中研修室（岐阜県岐阜市） 

対  象：高校生・大学生（50名） 

申込締切：2019年 11月 20日（水） 

 

問 合 せ：岐阜市環境部環境保全課 

     TEL：058-214-2151 

     メール：ka-hozen@city.gifu.gifu.jp 

 

 

┏━┓【愛知】海洋プラスチック問題に関するお話 

┃12┃ ～小さなゴミが与える大きな影響～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

西生涯学習センターでは、近年大きな話題となっている海洋プラスチック問 

題について学ぶ講座を開催します。 

 

詳  細：https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza19a/E-18.html 

 

開催日時：2019年 12月 7日（土）10：00～12：00 

開催場所：西生涯学習センター（愛知県名古屋市西区） 

講  師：千葉賢氏（四日市大学環境情報部教授） 

定  員：60名 

申 込 み：事前申込不要・講座開始 30 分前に開場し、当日先着順で受付 

 

https://www.city.gifu.lg.jp/36336.htm
mailto:ka-hozen@city.gifu.gifu.jp
https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza19a/E-18.html


問 合 せ：西生涯学習センター 

     TEL：052-532-1551   

     メール：nishi.llgakusyu-c@shinko-sports.com 

 

 

┏━┓ 

┃13┃【三重】四日市市環境フェア 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

四日市市は「環境フェア」を開催します。四日市市と協働で環境学習などを 

行うエコパートナーや企業が出展し、展示や工作、ワークショップ、ステー 

ジ発表などが行われます。 

 

詳  細： 

https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/index.php 

 

開催日時：2019年 12月 7日（土）10：00～15：30 

開催場所：じばさん三重 6階（三重県四日市市） 

 

問 合 せ：四日市公害と環境未来館 

     TEL：059-354-8430 

 

 

┏━┓ 

┃14┃【愛知】エコットフェスタ 2019 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

豊田市環境学習施設 eco-T（エコット）では、今年もエコットフェスタを開 

催します。 

 

詳  細：http://www.eco-toyota.com/ 

     ⇒『eco-T通信』（76号）をご覧ください。 

 

開催日時：2019年 12月 8日（日）9：30～15：00 

開催場所：豊田市環境学習施設 eco-T（エコット） 

内  容：エコ屋台村、エコットマルシェ、エコファッションショー、 

     子ども服リユース広場、野外ステージ など 

 

mailto:nishi.llgakusyu-c@shinko-sports.com
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/index.php
http://www.eco-toyota.com/


問 合 せ：豊田市環境学習施設 eco-T（エコット） 

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

 

 

┏━┓【愛知】三河湾環境再生パートナーシップ・クラブ 

┃15┃ 第 1 回サポーター講座 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、「三河湾環境再生パートナーシップ・クラブ」と連携・協働しな 

がら「三河湾環境再生プロジェクト」を実施しています。この度、三河湾へ 

の理解・関心を更に深め、三河湾の環境保全活動の実践につなげていただく 

ための講座を開催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/2019supporterkouza1.html 

 

開催日時：2019年 12月 8日（日）13：00～14：30 

開催場所：蒲郡市生命（いのち）の海科学館 1階 メディアホール 

     （愛知県蒲郡市港町 17-17） 

募集対象：小学生以上の三河湾環境再生パートナーシップ・クラブのサポー 

     ター（※サポーターになっていない方も講座への応募と同時に、 

     サポーター登録を行うことが可能） 

定  員：50名 

内  容：〔題目〕三河湾の海岸や干潟のいきもの 

     〔講師〕戸館真人氏（蒲郡市竹島水族館副館長） 

     ※講座の後は、生命の海科学館の展示の解説ツアーに参加できます。 

申込期限：2019年 11月 20日（水）17：00 必着 

     ※応募者数が定員を超えた場合は抽選 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策部水大気環境課（三河湾環境再生グループ） 

     TEL：052-954-6220  FAX：052-953-5716 

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

 

 

┏━┓ 

┃16┃【三重】ESD 実践講座「わたし、地域、世界をつなぐ学びかた」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/2019supporterkouza1.html
mailto:seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp


三重県環境学習情報センターでは、スキルアップ講座として ESD実践講座を開 

催します。この講座では、教員・自治体職員、企業担当者、NPOスタッフなど 

すべての人が、「学びあい、行動する力」を育む、学びあいの場をつくります。  

 

詳  細：http://eco-mie.sblo.jp/article/186637795.html 

 

開催日時：全 5 回連続講座（原則全回ご参加ください） 

(1) 2019 年 12月 15日（日）13：30～16：30 

(2) 2020 年 1月 11 日（土）13：30～16：30 

(3) 2020 年 2月 2日（日）13：30～16：30 

(4) 2020 年 2月 15 日（土）10：00～16：30 

(5) 2020年 3月 14 日（土）10：00～16：30 

開催場所：三重県総合文化センター（三重県津市） 

ファシリテーター：寺田卓二氏（一般社団法人ネクストステップ研究会代表） 

申込締切：2019年 12月 5日（木） 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃17┃【三重】講演会「プラスチックの海洋汚染を考える」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

四日市公害と環境未来館は、プラスチックの海洋汚染を考える講演会を開催 

します。近年使用済み廃プラスチックが流出し、地球規模での環境汚染によ 

る悪影響が懸念されています。国の対応計画、研究者からの提言、プラスチ 

ックについての側面から学びます。  

 

詳  細： 

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

 

開催日時：2019年 12月 15日（日）13：30～16：30 

開催場所：四日市公害と環境未来館 1階 講座室（三重県四日市市） 

定  員：50名（抽選） 

対  象：どなたでも（中学生以下は、保護者同伴） 

http://eco-mie.sblo.jp/article/186637795.html
mailto:info@eco-mie.com
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申込締切：2019年 11月 24日（日）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 

 

 

┏━┓ 

┃18┃【富山】地球温暖化防止・適応策セミナー 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県では、地球温暖化防止や気候変動適応策の積極的な対策を推進するた 

め、事業者や市町村職員等を対象とした「地球温暖化防止・適応策セミナー」 

を開催します。 

 

詳  細： 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1705/kj00021082.html 

 

開催日時：2019年 12月 10日（火）14：00～16：10 

開催場所：富山県総合福祉会館サンシップとやま 福祉ホール 

     （富山県富山市） 

対  象：市町村・事業者の環境保全担当者等 

内  容： 

○国・県の法令や施策紹介 

・気候変動を巡る最近の動向について（環境省中部地方環境事務所） 

・県の関連施策の紹介（富山県） 

〇事業者の取組み講演 

・積水化学グループの気候変動の適応に関する取組み 

 ～リスクを軽減し、チャンスに転換するために～（積水化学工業株式会社） 

・BCP（事業継続計画）における水害対策の強化（株式会社トヨックス） 

・ノーレジ袋実践ウィークの取組結果報告（取組み事業者等） 

申込締切：2019年 12月 3日（火） 

 

問 合 せ：富山県環境政策課地球環境係 

     TEL：076-444-8727  FAX：076-444-3480 

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

 

mailto:kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp
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┏━┓【愛知】藤前干潟サイエンスカフェ 

┃19┃「ヨコエビ～小さな干潟の生きもの～」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ヨコエビってどんな生きもの? エビとどう違う? 

ヨコエビの生態（生息場所、食性など）日本の干潟にいるヨコエビ、変わった 

ヨコエビ…などなど 

小さな生きものの世界にレッツゴ－! 

 

詳  細：http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000067134.html 

 

開催日時：2019年 12月 7日（土）14：00～15：30 

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） 

講  師：有山啓之氏（大阪市立自然史博物館外来研究員） 

定  員：20～30名 

申込締切：2019年 11月 28日（木）※応募者多数の場合は抽選 

 

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 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓  

┃１┃「環境 人づくり企業大賞 2019」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省では、環境に配慮した企業経営に向けて、自ら進んで行動する自社の 

社員を育成する企業の取組とその成果を表彰する「環境 人づくり企業大賞 

2019」（環境人材育成に関する先進企業表彰）の募集を行っています。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/107362.html 

 

応募資格：日本国内の企業 

http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000067134.html
mailto:WB-NAGOYA@env.go.jp
http://www.env.go.jp/press/107362.html


応募区分：「大企業」又は「中小企業」 

募集対象：環境に配慮した企業経営に向けて、自ら進んで行動する自社の社員 

     の育成に係る取組とその成果 

応募締切：2019年 12月 26日（木） 

 

問 合 せ：環境 人づくり企業大賞 2019事務局 

     「環境人材育成コンソーシアム」事務局（一般財団法人持続性推進 

     機構内） 

     TEL：03-6418-0375  メール：info@eco-lead.jp 

 

 

┏━┓  

┃２┃2020年度地球環境基金助成金 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境再生保全機構では、日本国内外の民間団体が開発途上地域又は日本国内 

で実施する環境保全活動に対し、助成金の交付を行っています。 

2020年度の地球環境基金助成金を募集します。 

 

詳  細：https://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/application/h31_info.html 

 

対象団体：民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体 

対象活動： 

民間団体が行う環境保全に資する活動で、次のいずれかに該当するもの 

イ．国内に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の 

  保全を図るための活動 

ロ．海外に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の 

  保全を図るための活動 

ハ．国内に主たる事務所を有する民間団体による国内における環境の保全を図 

  るための活動 

※当基金以外の国又は国の機関から補助・助成等を受ける活動等は除く。 

募集の種類等：(1) はじめる助成  (2) つづける助成  (3) ひろげる助成 

       (4) フロントランナー助成  (5) プラットフォーム助成 

       (6) 復興支援助成  (7) 特別助成  (8) LOVE BLUE助成 

募集期限：2019年 12月 3日（火）13：00（電子申請） 

 

問 合 せ：独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金部 地球環境基金課 

mailto:info@eco-lead.jp
https://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/application/h31_info.html


     TEL：044-520-9505  FAX：044-520-2192 

 

 

┏━┓  

┃３┃第 15 回エコツーリズム大賞 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省では、エコツーリズムの普及、定着のための様々な取組を進めていま 

す。この一環として、エコツーリズムに取り組む事業者、団体、自治体など 

を対象とした「第 15回エコツーリズム大賞」の募集を行っています。 

今回から、地域と企業が連携した取組に対する「パートナーシップ賞」を新 

設しました。 

 

詳  細：https://www.env.go.jp/press/107213.html 

 

応募資格：以下の活動に取り組んでいる事業者、団体、自治体などを対象。 

（例：ツアー事業者、宿泊事業者、交通事業者、コンサルタント、協議会、教 

  育機関、学生団体、地方公共団体など） 

(1) 地域の自然環境や歴史文化を保全しつつ、それらを体験する「エコツーリ 

   ズム」に関連する環境保全活動を取り入れた取組や様々な自然体験の取組 

(2) 環境保全、地域活性化、自然体験提供等の優れた活動 

※自然体験には、農林水産業体験や生活文化体験を通じた自然環境への理解に 

つながる活動などを含みます。 

応募期限：2019年 11月 29日（金）必着 

 

問 合 せ：一般社団法人日本エコツーリズム協会 

     エコツーリズム大賞審査委員会事務局 

     TEL：03-5437-3080  FAX：03-5437-3081 

     メール：award@ecotourism.gr.jp 

 

 

┏━┓  

┃４┃環境教育体験活動優良事例の募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境教育等推進会議（環境省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土 

交通省）では、環境教育の体験活動の事例を広く募集しています。応募いた 

だいた事例で優良と認められる事例は、皆様の取組に参考としていただける 

https://www.env.go.jp/press/107213.html
mailto:award@ecotourism.gr.jp


よう、環境省ウェブサイトに掲載するなどして周知します。 

 

詳  細：https://edu.env.go.jp/system/good_pra_recruit.html 

 

活動主体：不問 

体験活動の範囲： 

〇身近な自然を始め、森林、田園、公園、河川、湖沼、海岸、海洋等におけ 

  る自然体験 

〇持続可能な社会づくりを支える現場に触れる社会体験 

〇日常の生活と異なる文化や慣習などに触れる生活体験 

〇ロールモデルとなるような人との交流体験 

応募締切：2019年 12月 16日（月） 

 

問 合 せ：環境省大臣官房総合政策課環境教育推進室 

     メール：sokan-kyoiku@env.go.jp 

 

 

┏━┓未来へつなぐ「国連生物多様性の 10年」せいかリレー 

┃５┃キックオフイベント 出展者募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

『未来へつなぐ「国連生物多様性の 10 年」せいかリレー キックオフイベン 

ト』を開催するにあたり、自然環境の保全や生物多様性などの取組や成果を 

伝える展示・企画等のブース出展者を募集しています。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/expo2020-booth.html 

http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000121574.html 

 

出展日時：2020年 1月 11日（土）、12 日（日）10：00～17：00（予定） 

出展場所：名古屋国際会議場 イベントホール（愛知県名古屋市） 

出展対象：愛知県内・名古屋市内の生物多様性に取り組む NPO、企業・業界 

     団体、教育機関、行政機関等 

出展内容：自然環境の保全や生物多様性などの取り組みや成果を来場者に伝 

     える展示・企画等 

出 展 料：無料 

申込期限：2019年 11月 18日（月） 

https://edu.env.go.jp/system/good_pra_recruit.html
mailto:sokan-kyoiku@env.go.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/expo2020-booth.html
http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000121574.html


主  催：国連生物多様性の 10 年日本委員会（UNDB-J）、環境省、愛知県、 

     名古屋市 

 

問 合 せ：せいかリレー キックオフイベント事務局 

     （株式会社オン・アース内） 

     TEL：090-9946-6446  FAX：052-228-6447 

     メール：jimukyoku@onearth.biz 

 

 

┏━┓  

┃６┃令和 2（2020）年度「住まいとコミュニティづくり活動助成」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ハウジングアンドコミュニティ財団は、「住まいとコミュニティづくり活動 

助成」の助成対象団体を募集します。令和 2（2020）年度は、「地域・コミュ 

ニティ活動助成」と「住まい活動助成」の二本立てとし、それぞれに対して 

助成を行います。 

 

詳  細：http://www.hc-zaidan.or.jp/program.html 

 

対象団体： 

・営利を目的としない民間団体（特定非営利活動法人、法人化されていない 

 任意の団体など）。 

・団体として、代表責任者が明確であること、意思決定のしくみが確立され 

 ていること、予算決算を含む会計処理が適切に行われていること。 

対象活動：今日の人口減少社会、少子高齢化社会等を背景にした住まいとコ 

ミュニティに関する課題に取り組む市民の自発的な地域づくり・住まいづく 

り活動で、地域住民が主体的に関わっている次に掲げるもの。 

・社会のニーズに対応した地域活動 

・地域環境の保全と向上 

・地域コミュニティの創造・活性化 

・安心・安全に暮らせる地域の実現 

・その他、豊かな住環境の実現に繋がる活動 

選考団体数： 

「地域・コミュニティ活動助成」・「住まい活動助成」で各 10件程度を予定 

助成金額：1 件あたり 120 万円以内 

応募締切：2020年 1月 8日（水）必着 

mailto:jimukyoku@onearth.biz
http://www.hc-zaidan.or.jp/program.html


 

問 合 せ：一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団（助成係） 

     TEL：03-6453-9213  FAX：03-6453-9214 

 

 

┏━┓2019年度こどもエコクラブ「全国エコ活コンクール」 

┃７┃壁新聞・絵日記 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「全国エコ活コンクール」は、子どもたちが日頃のエコ活動をふりかえる機 

会や新しい気づきを得るきっかけとすることや、壁新聞や絵日記を顕彰・展 

示することにより、地域を巻き込みながら環境活動の輪を広げていくことな 

どを目的に行われています。 

 

詳  細：http://www.j-ecoclub.jp/topics/info/201910011000.html 

 

募集部門： 

壁新聞部門…日頃のエコ活動をまとめた壁新聞 

絵日記部門…「みんなに伝えたいエコ活動」、「これからやってみたいエコ 

      活動」、「エコ活動で地域をこんな風にしたい」などの絵日記  

応募資格：全国のこどもエコクラブ 

応募締切：2020年 1月 9日（木） 

 

問 合 せ：こどもエコクラブ全国事務局（公益財団法人日本環境協会） 

     TEL：03-5829-6359  FAX：03-5829-6190 

 

 

┏━┓  

┃８┃未来につなぐふるさと基金 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

パブリックリソース財団とキヤノンマーケティングジャパンが立ち上げた「未 

来につなぐふるさと基金」では、生物多様性に関する市民参加型プログラムを 

協働で実施する団体を募集しています。 

 

詳  細：http://www.public.or.jp/PRF/fund/fund_03/ 

 

対象となるプログラム： 

http://www.j-ecoclub.jp/topics/info/201910011000.html
http://www.public.or.jp/PRF/fund/fund_03/


生物多様性の保全・啓発を目的とした、以下のいずれかに該当する市民参加型 

プログラム 

(1)【たべる】地域で生産された農産物を、その地域で飲食することを通じて、 

    農産物そのものやそれを取り巻く気候・風土への関心を広げる活動 

(2)【ふれる】自然や動植物とのふれあいを通じて、生物のつながりを体験す 

    る活動 

(3)【つたえる】自然や動植物を観察し、記録・表現する活動 

(4)【まもる】自然や生きものを調査・保全・再生する活動 

支援内容：(1) 助成金：1団体あたり 50万円 

     (2) 上記助成金に加え、助成金以外の支援を提供 

       ・専門性や組織運営力、広報力などを向上させるための支援 

       ・「生物多様性をテーマとした写真教室」実施援助 

       ・報告会等でのノウハウ共有 

応募締切：2020年 1月 10日（金） 

 

問 合 せ：公益財団法人パブリックリソース財団 

     TEL：03-5540-6256  FAX：03-5540-1030 

 

 

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

【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。 

  ○申込・解除 : https://www.mag2.com/m/0000233904.html 

  ○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/ 
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