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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 環境対策課 

      主査 西田 清紀（にしだ きよのり）さんです。 

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

    近年、SDGs（持続可能な開発目標）がとても注目されています。 

   SDGsは、東京オリンピックの運営計画に含まれたり、大阪万博の開催 

   目的になっています。市民、ボランティア、NPO、企業、市町村、都 

   道府県、国等多くの団体等が注目しています。 

    ぜひ皆様も SDGs という言葉を知っていただき、皆様の取組が、どの 

   SDGsの目標につながるか考えてみてはいかがでしょうか。 

   ………………………………………………………………………………… 

 

 

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

第 18 回地球温暖化に関する中部カンファレンス 

「COP25の交渉結果と我が国の対応」 

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

中部地方環境事務所は、「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、国連気候変動枠組条約第 25 回締約国会議（COP25）の参加者 

に、交渉内容や結果、会場で感じられた世界の潮流等を御報告いただき、我 

が国の主張や対応を明らかにします。また、それぞれの立場で何をすべきか 

等、ディスカッションを通して考えます。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/to_2019/cs18.html 

 

開催日時：2020年 1月 9日（木）13：30～17：00 

開催場所：名古屋国際センター 別棟ホール（名古屋市中村区） 

http://chubu.env.go.jp/to_2019/cs18.html


〔講演〕＊講演タイトルは（仮） 

「COP25の結果と今後の課題」 

 高村ゆかり氏（東京大学未来ビジョン研究センター教授） 

「IPCC「気候変動と土地特別報告書」、「海洋・雪氷圏特別報告書」について」 

 田村堅太郎氏（(公財)地球環境戦略研究機関(IGES)プログラムディレクター） 

「COP25を踏まえた温暖化対策について」環境省（調整中） 

「COP25におけるノンステートアクターの動き」 

 内田東吾氏（(一社)イクレイ日本事務局長） 

〔ディスカッション〕テーマに沿った話題の深掘り等 

 モデレーター：高村ゆかり氏（東京大学未来ビジョン研究センター教授）  

 パネリスト：上記登壇者 3 名  

定  員：150名（事前申込要・先着順） 

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 

 

 

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

SDGsチェックリスト ワークショップ 

あなたの取組と SDGsのつながりを考えよう! 

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

中部地方 ESD活動支援センターと西濃環境 NPOネットワークの主催で、SDGs チ 

ェックリストのワークショップを開催します。チェックリストを活用して SDGs 

とは何かを体感し、今後の事業活動に活かしていただくセミナーです。 

 

詳  細： 

https://chubu.esdcenter.jp/hot_topics/sdgschecklistworkshop2019-3/ 

 

開催日時：2019年 12月 14日（土）16：15～17：45 

開催場所：大垣市多目的交流イベントハウス（岐阜県大垣市） 

対  象：地域活動をしている方、SDGsに興味のある方 

定  員：30名（要事前申込） 

内  容： 

〇話題提供 1「SDGsとは何か～企業・団体にとってその意味を考える」 

mailto:REO-CHUBU@env.go.jp
https://chubu.esdcenter.jp/hot_topics/sdgschecklistworkshop2019-3/


〇ワークショップ 1「自分の活動はどのように SDGsに貢献しているか」 

〇ワークショップ 2「SDGs に貢献していることを人に伝える(SDGsの PRに役立てよう!)」 

 

問 合 せ：西濃環境 NPO ネットワーク 本事業担当 

     NPO法人 泉京・垂井 事務局 

     TEL：0584-23-3010  メール：info@sento-tatui.org 

 

 

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

地域循環共生圏づくりセミナー 

地域循環共生圏づくりでローカル SDGs を考える 

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

環境省 EPO中部主催で「地域循環共生圏づくりセミナー」を開催します。 

地域の将来像を描くことからはじめる『バックキャスティング』と地域経済 

循環分析ツールで地域づくりのヒントを得る『フォアキャスティング』をテ 

ーマに地域循環共生圏づくりを考えます。 

 

詳  細：http://www.epo-chubu.jp/epo/5305.html 

 

開催日時：2020年 1月 31日（金）13：30～17：00（受付開始 13：00） 

開催場所：環境省中部地方環境事務所 第 1会議室（名古屋市中区） 

内  容： 

〇講演「環境省の最新動向～SDGsと地域循環共生圏～」 

 西田清紀氏（環境省中部地方環境事務所環境対策課主査） 

〇情報提供「地域経済循環分析について」 

 山崎清氏（株式会社価値総合研究所パブリックコンサルティング第 4事業部 

 事業部長） 

〇ワークショップ「持続可能性のための地元担い手ワーキング」 

〔進行〕原理史（環境省中部環境パートナーシップオフィス） 

〔ファシリテーター〕EPO 中部・協働コーディネーター 

 

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 

 

 

mailto:info@sento-tatui.org
http://www.epo-chubu.jp/epo/5305.html
mailto:office@epo-chubu.jp


┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃ ♪ も く じ ♪       ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【イベント情報】 

1. 【岐阜】岐阜県気候変動適応推進セミナー 

2. 【長野】上信越高原国立公園指定 70周年記念写真展 

3. 【岐阜】SDGsセミナー「私とつながる SDGs」 

4. 【愛知】なごや環境大学共育講座『なごやの環境平成史』（連続講座） 

5. 【福井】GREEN PICNIC 2019 つるが環境フェア 

6. 【石川】土曜環境サロン「どうなるの? 石川のお天気」 

7. 【福井】自然史トーク『昆虫を通して環境を知る』 

8. 【愛知】かがやけ☆あいちサスティナ研究所成果発表会 2019 

9. 【三重】みえ環境フェア 2019 

10.【石川】北陸 SDGs ステークホルダーミーティング 2019 

11.【長野】信州 SDGs フォーラム 

12.【愛知】「もりの学舎（まなびや）」冬の特別イベント 

13.【愛知】「国際協力カレッジ 2019」 

14.【愛知】「あいち低炭素社会づくりフォーラム」 

15.【長野】「長野県 SDGs 推進企業登録制度説明会」 

16.【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「あいち・なごや生物多様性 EXPO」 

17.【愛知】講演会「南極の氷がなくなるとペンギンはどうなるの?」 

18.【長野】“SDGsってなんだろう?”“他人ごとではなく自分ごと” 

  持続可能な未来のために今こそ知ろう! SDGs 学習会 

19.【愛知】SDGs・気候変動対策 交流フォーラム 

 

【募集情報】 

1. 「環境賞」募集 

2.  東海ろうきん NPO 寄付システム 登録団体募集【愛知・岐阜・三重】 

3.  公益信託オータケ記念愛知県自然環境保護基金 助成先募集【愛知】 

4.  ノエビアグリーン財団 2019 年度助成事業対象者 募集 

5.  冠婚葬祭文化振興財団「2019年度社会貢献基金助成」募集 

6. 「ぎふプラごみ削減モデルショップ」募集【岐阜】 

 

 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃【岐阜】岐阜県気候変動適応推進セミナー 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省中部地方環境事務所は、岐阜県における気候変動の影響やその影響に 

対する適応について、一般の方や地球温暖化活動推進員、環境教育推進員、 

行政職員の方々を対象としたセミナーを開催します。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/to_2019/post_181.html 

 

開催日時：2019年 12月 14日（土）14：00～16：00 

開催場所：ハートフルスクエアーG 大研修室（岐阜県岐阜市） 

内  容： 

〇講演『岐阜県における気候変動の現状と将来の影響』 

 井上博敬氏（東京管区気象台気象防災部地球環境・海洋課地球温暖化情報官） 

〇講演『気候変動に適応するために～啓発の仕方や伝え方～』 

 杉山範子氏（名古屋大学大学院環境学研究科附属持続的共発展教育研究セン 

 ター特任准教授） 

定  員：80名（事前申込優先） 

 

問 合 せ：環境省中部地方環境事務所環境対策課 

     TEL：052-955-2134 

     一般財団法人日本気象協会 中部支社（申込先） 

     メール：tekiou-chubu@jwa.or.jp   FAX：052-914-0171 

 

 

┏━┓ 

┃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ています。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2019/7012.html 

http://chubu.env.go.jp/to_2019/post_181.html
mailto:tekiou-chubu@jwa.or.jp
http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2019/7012.html


 

開催期間：2019年 12月 21日（土）～2020年 1月 14日（火） 

     ※2020年 1月 7日（火）休館 

開催場所：楓の館（湯田中駅旧駅舎）（長野県下高井郡山ノ内町） 

開館時間：10：00～20：00 

 

問 合 せ：志賀高原自然保護官事務所  TEL：0269-34-2104 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【岐阜】SDGsセミナー「私とつながる SDGs」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

NPO法人泉京・垂井では、SDGsとは何かをわかりやすく解説し、食べ物の選 

択や子育て支援、気候変動、地域コミュニティといった身近な話題から SDGs 

について学ぶセミナーを開催します。 

 

詳  細：http://nangoc.org/hiroba/event/sdgs-sdgs.php 

 

開催日時：2019年 12月 13日（金）19：00～21：00 

開催場所：ハートフルスクエアーG 研修室 30（岐阜県岐阜市） 

内  容：SDGs の基礎知識のレクチャー、ワークショップ 

定  員：30名（先着順） 

参 加 費：500円 

申込締切：2019年 12月 12日（木） 

 

問 合 せ：NPO法人泉京・垂井 

     TEL：0584-23-3010  メール：info@sento-tarui.org 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【愛知】なごや環境大学共育講座『なごやの環境平成史』（連続講座） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

なごや環境大学では、連続講座『なごやの環境平成史』を開講しています。 

平成の 30年間を振り返りつつ、令和のなごやの環境を考える講座です。 

 

詳  細：https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza19a/A-04.html 

http://nangoc.org/hiroba/event/sdgs-sdgs.php
mailto:info@sento-tarui.org
https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza19a/A-04.html


 

（第 1回は 11月 30日に終了） 

＜第 2回「ごみ減量を成し遂げた協働力とは」＞ 

 日 時：2019年 12月 14日（土）13：30～15：30 

 場 所：名古屋市環境学習センター エコパルなごや（名古屋市中区） 

 講 師：浅井久美氏（環境カウンセラー） 

 参加費：300円 

 

＜第 3回「地球温暖化は『気候危機』の時代に」＞ 

 日 時：2020年 1月 11日（土）10：00～12：00 

 場 所：名古屋国際会議場 1号館 133（名古屋市熱田区） 

 講 師：杉山範子氏（名古屋大学特任准教授） 

 参加費：無料 

 

＜第 4回「平成から令和へ、SDGsの達成に向け環境を考える」＞ 

 日 時：2020年 2月 8日（土）13：30～15：30 

 場 所：愛知学院大学名城公園キャンパス アガルスホール 

     （名古屋市北区） 

 講 師：涌井史郎氏（「なごや環境大学」学長） 

 参加費：無料 

 

問 合 せ：「なごや環境大学」実行委員会事務局 

     TEL&FAX：052-223-1223  メール：jimu@n-kd.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【福井】GREEN PICNIC 2019 つるが環境フェア 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

つるが環境みらいネットワークは、「GREEN PICNIC 2019 つるが環境フェア」 

を開催します。環境について考え、学ぶきっかけになるプログラムが多数予 

定されています。 

 

詳  細：https://www.facebook.com/events/535967750518013/ 

 

開催日時：2019年 12月 14日（土）10：00～17：00 

開催場所：きらめきみなと館（福井県敦賀市） 

mailto:jimu@n-kd.jp
https://www.facebook.com/events/535967750518013/


主な内容：講演、リサイクル展抽選会、パネル展示ブース、 

     遊ぼう♪かんきょうキッズ広場、燃料電池自動車体験ブース、 

     ワークショップ（参加費要・定員有）など 

 

問 合 せ：つるが環境みらいネットワーク事務局 

     （敦賀市役所環境廃棄物対策課） 

     TEL：0770-22-8121 

 

 

┏━┓ 

┃６┃【石川】土曜環境サロン「どうなるの? 石川のお天気」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

土曜環境サロンは、環境保全活動に関わる県民の皆さんが気軽に情報交換で 

きる場です。今回は、気象予報士の池津勝教氏に｢地球温暖化や気候の最新情 

報｣、｢石川県の気候の変化や今後｣をクイズ形式でわかりやすく解説していた 

だきます。 

 

詳  細：http://www.eco-partner.net/event/index.html 

 

開催日時：2019年 12月 14日（土）10：00～12：00 

開催場所：県民エコステーション（いしかわエコハウス内）（石川県金沢市） 

定  員：25名（定員に達し次第締切） 

 

問 合 せ：県民エコステーション（いしかわエコハウス内） 

     TEL：076-266-0881  FAX：076-266-088 

 

 

┏━┓ 

┃７┃【福井】自然史トーク『昆虫を通して環境を知る』 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井市自然史博物館は、自然史トーク『昆虫を通して環境を知る』を開催し 

ます。絶滅危惧種や外来種の昆虫について解説し、昆虫を通して環境の変遷 

を調べる研究についても紹介します。 

 

詳  細：http://www.nature.museum.city.fukui.fukui.jp/index.html 

 

http://www.eco-partner.net/event/index.html
http://www.nature.museum.city.fukui.fukui.jp/index.html


開催日時：2019年 12月 15日（日）13：30～14：30 

開催場所：福井市自然史博物館 実習室（福井県福井市） 

対  象：小学生以上（申込不要） 

 

問 合 せ：福井市自然史博物館 

     TEL：0776-35-2844  FAX：0776-34-4460 

     メール：sizen@city.fukui.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃８┃【愛知】かがやけ☆あいちサスティナ研究所成果発表会 2019 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

かがやけ☆あいちサスティナ研究所では、研究員である大学生がパートナー 

企業から提示された環境課題に対して、解決策を検討しています。その研究 

成果を発表する「成果発表会 2019」を開催します。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyo/seika2019.html 

 

開催日時：2019年 12月 15日（日）13：00～17：00 

開催場所：愛知学院大学 名城公園キャンパス キャッスルホール「明倫」 

     （名古屋市北区） 

募集人数：230名（要事前申込・申込先着順） 

募集締切：2019年 12月 12日（木）必着 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策課 

     TEL：052-954-6210  FAX：052-954-6914 

     かがやけ☆あいちサスティナ研究所事務局（株式会社シンク内） 

     FAX：052-203-8634  メール：kagayake@think-pp.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃９┃【三重】みえ環境フェア 2019 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県地球温暖化防止活動推進センターでは、今年も「COOL CHOICE（＝賢い 

選択）」をテーマに、県民をはじめ NPO、企業、学校、行政機関などが参加す 

る「みえ環境フェア 2019」を開催します。 

mailto:sizen@city.fukui.lg.jp
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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（三重県津市） 

内  容：ステージイベント（環境トーク）、体験・展示エリア（団体による 

     出展）、家庭の省エネフェア、もったいない市 など 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃10┃【石川】北陸 SDGs ステークホルダーミーティング 2019 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

国連大学サステイナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティン 

グユニットと金沢工業大学 SDGs推進センターの主催で「北陸 SDGs ステークホ 

ルダーミーティング」を開催します。SDGs 未来都市に選定されている基礎自 

治体をはじめとする様々なステークホルダーが集まり、これまでの SDGs の取 

組を共有し、SDGs達成を通じた北陸の未来のあり方を議論します。 

 

詳  細：http://ouik.unu.edu/events/2765 

 

開催日時：2019年 12月 17日（火）9：30～18：00 

開催場所：金沢歌劇座 2階 大集会室他（石川県金沢市） 

申 込 み：事前登録制（参加費無料） 

 

問 合 せ：国連大学サステイナビリティ高等研究所 

     いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット 

     TEL：076-224-2266  メール：unu-iasouik@unu.edu 

 

 

┏━┓ 

┃11┃【長野】信州 SDGs フォーラム 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県は、県内における SDGs 達成に向けた取組を促進するため、有識者を招 

http://www.mec.or.jp/ondan/fair/fair2019/
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いての講演や県内で SDGs 達成に向けて取り組んでいる方々による事例紹介な 

どを行うフォーラムを開催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/happyou/20191122press.html 

 

開催日時：2019年 12月 20日（金）13：30～16：30 

開催場所：長野市芸術館 アクトスペース（長野県長野市） 

内  容： 

・基調講演「オール信州で SDGsに取り組む意義」（関正雄氏） 

・ショートトーク（関正雄氏×星野智子氏） 

・事例発表（企業・学校等で実践している方々） 

・トークセッション（関氏×星野氏） 

定  員：100名（申込要・先着順） 

 

問 合 せ：長野県企画振興部総合政策課 

     TEL：026-235-7014  FAX：026-235-7471 

 

 

┏━┓ 

┃12┃【愛知】「もりの学舎（まなびや）」冬の特別イベント 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

もりの学舎では、冬の特別イベントとして、森の木の実や木の枝を使って 2020 

年の干支のネズミをつくる「ちびっこクラフト」と、縄をなってお正月かざり 

をつくる「おやこクラフト」を開催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/r1-winter-craft.html 

 

開催日時：2019年 12月 21日（土）、22 日（日） 

     ちびっこクラフト…各日とも 10：30～11：50 

     おやこクラフト …各日とも 13：30～15：30 

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 

     （愛知県長久手市） 

対象・募集人数： 

ちびっこクラフト…幼児（3 歳～6歳）とその保護者 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/happyou/20191122press.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/r1-winter-craft.html


各日申込先着 20名程度（保護者 1 名につき、幼児 2名まで） 

おやこクラフト…小学生とその保護者 

各日申込先着 20名程度（保護者 1 名につき、小学生 2 名まで） 

申込期限：2019年 12月 15日（日） 

 

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：info@mori-manabi.org 

 

 

┏━┓ 

┃13┃【愛知】「国際協力カレッジ 2019」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「国際協力カレッジ」は国際的な課題に関心を持つ人びとが国際協力の現場 

の声に触れ、考え、動き始める「学び」と「きっかけ」の場です。名古屋 NGO 

センターと JICA中部との協働によりスタートし、今年で 14回目になります。 

 

詳  細：http://nangoc.org/information/12212019.php 

 

開催日時：2019年 12月 21日（土）10：00～17：00 

開催場所：JICA 中部 なごや地球ひろば（名古屋市中村区） 

対  象：国際協力分野に関心がある人 

内  容：「シンポジウム&テーマ別講座」 

      「国際協力分野のボランティア・インターン マッチング展」 

      「SDGs体験ゾーンツアー」 など 

定  員：70名（先着順・要申込） 

申込締切：2019年 12月 18日（水）12：00 

 

問 合 せ：特定非営利活動法人名古屋 NGO センター 

     TEL&FAX：052-228-8109  メール：info@nangoc.org 

 

 

┏━┓ 

┃14┃【愛知】「あいち低炭素社会づくりフォーラム」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、あいち低炭素社会づくりフォーラムを開催し、自動車環境の改善 

mailto:info@mori-manabi.org
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や CO2の排出抑制に積極的に取り組む事業者の認定証授与を行うとともに、気 

候変動に関する講演や事例発表、トークセッションを行います。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/forum2019.html 

 

開催日時：2019年 12月 23日（月）13：30～17：00 

開催場所：愛知県女性総合センター（ウィルあいち）3 階 大会議室 

     （名古屋市東区） 

定  員：250名（申込先着順） 

申込締切：2019年 12月 18日（水） 

 

問 合 せ：愛知県環境局地球温暖化対策課 

     TEL：052-954-6213  FAX：052-955-2029 

     メール：ondanka@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃15┃【長野】「長野県 SDGs 推進企業登録制度説明会」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県では今年 4月に「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 

強化などを図ることを目的とした制度です。今年度最終の企業向け説明会です。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/happyou/191101press.html 

 

開催日時：2019年 12月 25日（水）13：30～15：00 

開催場所：長野県庁講堂（長野県長野市） 

対  象：SDGs 達成に向けて企業価値向上等に取り組む県内企業の担当者 

定  員：100名（先着） 

 

問 合 せ：長野県産業労働部産業政策課 

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

 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/forum2019.html
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┏━┓【愛知】未来へつなぐ「国連生物多様性の 10年」せいかリレー 

┃16┃ キックオフイベント「あいち・なごや生物多様性 EXPO」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

2020年は生物多様性の世界目標である「愛知目標」の目標年であり、「国連 

生物多様性の 10年（2011 年～2020 年）」の最終年です。「せいかリレー」の 

キックオフイベントとして「あいち・なごや生物多様性 EXPO」を開催します。 

 

詳  細：https://undb.jp/event/5175/ 

 

開催日時：2020年 1月 11日（土）、12 日（日）10：00～17：00 

開催場所：名古屋国際会議場（名古屋市熱田区） 

主な内容： 

〇シンポジウム（募集定員：1500名）※事前申込要 

 2020年 1月 11日（土）13：20～17：00（センチュリーホール） 

〇分科会（募集定員：各会 100名）※事前申込要 

 2020年 1月 12日（日）10：00～16：30 （レセプションホール、イベント 

 ホール） 

〇生物多様性交流ひろば（ブース出展、ステージイベントなど） 

 2020年 1月 11日（土）、12 日（日）10：00～17：00 （イベントホール） 

申込締切：2019年 12月 25日（水） 

 

問 合 せ：〔全体について〕あいち・なごや生物多様性 EXPO事務局 

      TEL：052-228-6453 

      〔シンポジウムについて〕 

      国連生物多様性の 10年日本委員会事務局 

      TEL：03-5468-8405  メール：info@undb.jp 

 

 

┏━┓ 

┃17┃【愛知】講演会「南極の氷がなくなるとペンギンはどうなるの?」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

名古屋市は、気候変動をテーマにした講演会を開催します。 

集中豪雨や熱中症など「気候変動」の影響を身近に感じるようになってきて 

いませんか? 講師に国立極地研究所の渡辺佑基氏をお迎えし、目には見えな 

い気候変動の影響をペンギンの行動から解き明かしていただきます。 

 

https://undb.jp/event/5175/
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詳  細：http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000122154.html 

 

開催日時：2020年 1月 12日（日）14：00～16：00 

開催場所：名古屋国際会議場 1号館 3階（名古屋市熱田区） 

定  員：120名（応募者多数の場合は抽選） 

応募締切：2019年 12月 23日（月）必着 

 

問 合 せ：名古屋市環境局低炭素都市推進課 

     TEL：052-972-2692  FAX：052-972-4134 

     メール：a2692@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 

 

 

┏━┓【長野】“SDGsってなんだろう?”“他人ごとではなく自分ごと” 

┃18┃ 持続可能な未来のために今こそ知ろう! SDGs 学習会 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

生活協同組合コープながの中信ブロック主催で、SDGs 学習会を開催します。 

コープデリ連合会から講師を招き、基礎から学びます。参加者同士、お互い 

の意見を聞きながら、これからの目標を考えます。エシカル商品を紹介して、 

試食を行います。 

 

詳  細：https://shinshu-ecollege.pref.nagano.lg.jp/regional/7507/ 

 

開催日時：2020年 1月 14日（火）10：00～12：00 

開催場所：松本市勤労者福祉センター（長野県松本市） 

対  象：大学生、一般 

定  員：20名（応募者多数の場合は抽選） 

申込期限：2019年 12月 27日（金） 

 

問 合 せ：コープながの総合企画室 

     TEL：0120-502-477 

 

 

┏━┓ 

┃19┃【愛知】SDGs・気候変動対策 交流フォーラム 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県地球温暖化防止活動推進センターでは、SDGs・気候変動対策 交流フォ 

http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000122154.html
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ーラムを開催します。自治体の SDGs政策では基礎的な取組を市民協働で推進 

していくことが求められています。地球温暖化防止活動推進員はそうした場 

面で重要な役割を担っており、地域の交流連携による COOL CHOICE の推進を 

通して SDGs に貢献することが期待されます。自治体として、推進員として、 

何をすべきか、何ができるか、を考えます。 

 

《名古屋会場》 

 開催日時：2020年 1月 14 日（火）13：30～16：30 

 開催場所：ウインクあいち 1201会議室（名古屋市中村区） 

《豊橋会場》 

 開催日時：2020年 1月 23 日（木）13：30～16：30 

 開催場所：豊橋市民センター（カリオンビル）大会議室（愛知県豊橋市） 

《内  容》※両会場共通 

〇講演「今求められる環境理念～SDGsに貢献する地域循環共生圏づくり」 

 西田清紀氏（環境省中部地方環境事務所環境対策課主査） 

〇講演「賢い選択こそ環境文化を育む～COOL CHOICE をきっかけとした SDGs 

 人創り」 

 原理史氏（EPO中部／中部地方 ESD活動支援センター） 

〇講演「愛知県気候変動適応センターにおける取組み」 

 福永泰生氏（愛知県環境調査センター研究監兼企画情報部長） 

〇グループ交流ディスカッション 

「COOL CHOICE 促進を通じて SDGsに貢献するために～自治体・推進員は何を 

 すべきか、何ができるか」 

 

問 合 せ：一般社団法人環境創造研究センター 

     TEL：052-934-7295  FAX：052-932-7296 

     メール：cca-info@kankyosoken.or.jp 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓  

┃１┃「環境賞」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

mailto:cca-info@kankyosoken.or.jp


「環境賞」では、環境を守り、未来につなげる調査、研究、技術・製品開発、 

実践活動を広く募集しています。画期的な成果をあげた個人、法人、団体・ 

グループ等に「環境大臣賞」等を授与いたします。 

 

詳  細：https://biz.nikkan.co.jp/sanken/kankyo/ 

 

応募資格：環境保全や環境の質の向上への貢献が認められる成果、または貢 

     献が期待される成果をあげた個人、法人、団体・グループ等 

対  象：環境に関する調査、研究、技術・製品開発、活動等で画期的な成 

     果をあげ、または成果が期待されるものであって、環境賞の目的 

     にふさわしいもの 

     ・低炭素社会の構築に関するもの 

     ・生物多様性をはじめとする自然環境の保全に関するもの 

     ・循環型社会の形成に関するもの 

     ・大気環境、水環境、土壌環境等の保全に関するもの 

     ・化学物質の環境リスクの評価・管理に関するもの 

     ・その他、環境保全や環境の質の向上に関するもの 

応募締切：2020年 1月 10日（金） 

 

問 合 せ：「環境賞」事務局（日刊工業新聞社日刊工業産業研究所） 

      TEL：03-5644-7117  FAX：03-5644-7294 

      メール：sanken@media.nikkan.co.jp 

 

 

┏━┓  

┃２┃東海ろうきん NPO 寄付システム 登録団体募集【愛知・岐阜・三重】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

東海ろうきん NPO寄付システムとは、東海 3県（愛知県、岐阜県、三重県）で 

活動する NPO（民間非営利団体）への「寄付の促進」を支援するものです。 

現在、登録団体は 67団体で、今回は 10団体程度募集します。 

 

詳  細：https://tokai.rokin.or.jp/shakai/npo.html 

 

応募資格：東海 3県に事務所を置き活動する NPO に限る。 

     法人格の種別や有無は問わず。 

募集団体数：10 団体程度 

https://biz.nikkan.co.jp/sanken/kankyo/
mailto:sanken@media.nikkan.co.jp
https://tokai.rokin.or.jp/shakai/npo.html


応募締切：2019年 12月 25日（水）（消印有効） 

 

問 合 せ：一般財団法人中部圏地域創造ファンド 

     TEL：052-228-0350  FAX：052-228-0360 

     メール：crcdf@crcdf.or.jp 

 

 

┏━┓  

┃３┃公益信託オータケ記念愛知県自然環境保護基金 助成先募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益信託オータケ記念愛知県自然環境保護基金では、愛知県内の自然環境の 

保護・啓蒙に貢献している活動に対する助成を実施しています。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/otake-boshu-r01.html 

 

助成対象：愛知県内における自然環境の整備、保全及び保護に関する 

     (1) 実践的活動を行うもの 

     (2) 調査、研究を行うもの 

     (3) 普及、啓発を行うもの 

助成金額：5 件程度 総額 200 万円程度 

     1 件あたり 10 万円～50万円 

申込締切：2020年 1月 14日（火）到着分まで 

 

問 合 せ：〔受託者〕三井住友信託銀行株式会社 

      個人資産受託業務部 公益信託グループ 

      オータケ記念愛知県自然環境保護基金申請口 

      TEL：03-5232-8910  FAX：03-5232-8919 

 

 

┏━┓  

┃４┃ノエビアグリーン財団 2019年度助成事業対象者 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ノエビアグリーン財団では、日本を代表するジュニアスポーツ選手の育成、 

また、心身ともに健全な青少年の育成に寄与することを目的として、一般公 

募による助成活動を実施しています。 

 

mailto:crcdf@crcdf.or.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/otake-boshu-r01.html


詳  細：https://www.noevirgreen.or.jp/grants/ 

 

応募資格：児童、青少年の健全育成の向上を目的とした体験活動、および 

スポーツの振興に関する事業を積極的に行い、または奨励している下記(1) 

～(9)の分野に当てはまる団体 

(1) スポーツ体験活動 

(2) ジュニアアスリート選手育成活動 

(3) 自然体験活動 

(4) 科学体験活動 

(5) 障がいのある子供たちへの支援活動 

(6) 自然災害等による被災地の子供たちへの支援活動 

(7) 地域に根ざした子供たちへの支援活動 

(8) 児童養護施設の子供たちへの支援活動 

(9) その他の体験活動 

助成金額：1 件あたり上限 300万円 

応募締切：2020年 2月 28日（金）12：00 

 

問 合 せ：公益財団法人ノエビアグリーン財団事務局 

     TEL：03-5568-0305  FAX：03-5568-0441 

     メール：info@noevirgreen.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃冠婚葬祭文化振興財団「2019 年度社会貢献基金助成」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団では、地域の種々の災害の救済、社会福 

祉事業、環境保全事業など社会貢献活動を行う各種団体等への助成及び社会 

貢献に資する調査・研究を目的とした事業に対する助成を行っています。 

 

詳  細：http://www.ceremony-culture.jp/social/service/fund/content01/ 

 

対象団体：非営利組織（財団法人、社団法人、社会福祉法人、NPO 法人、その他 

     任意団体、市民ボランティアグループ）及び又は大学、研究機関等 

助成対象事業： 

〔環境・文化財保全事業〕 

 日本国内における植林、野生生物保護、公害防止等の活動、地域の住民の参 

https://www.noevirgreen.or.jp/grants/
mailto:info@noevirgreen.or.jp
http://www.ceremony-culture.jp/social/service/fund/content01/


加を経て行う文化財保護活動、リサイクル活動その他地域住民にとって重要な 

意義を有する実践活動 

〔地域つながり事業〕 

 地域の様々なプレイヤーが連携して行う地域活力を高めるための事業 

〔その他〕…詳細は Web ページでご確認ください 

助成金額：総額およそ 1,000 万円（1件当たりの助成額上限は 200万円。研究 

     助成事業においては、100万円を上限） 

募集締切：2020年 2月末日（必着） 

 

問 合 せ：一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団 

     社会貢献基金助成 運営事務局 

     TEL：03-3596-0061 

 

 

┏━┓  

┃６┃「ぎふプラごみ削減モデルショップ」募集【岐阜】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

岐阜県では、使い捨てプラスチックの使用量を削減するため、「ぎふプラご 

み削減モデルショップ」募集制度を創設しました。使い捨てプラスチックの 

削減に賛同する事業者を募集します。2020年 1月下旬に登録事業所の公表を予 

定しています。 

 

詳  細： 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/gomi/recycle/11225/plastics.html 

 

登録対象：岐阜県内で飲食物を提供する飲食店、小売店や企業等の食堂 

     環境にやさしい飲食関係の容器等を製造する事業所 

登録要件：次のいずれかの取組を行う事業所であること 

(1) 繰り返し使える容器等を使用すること 

(2) マイ容器に商品を提供すること 

(3) 使い捨てプラスチック製品の提供を中止すること 

(4) バイオプラスチックなどを原料とする環境にやさしい容器等の使用を 

   推進すること 

(5) 使い捨てプラスチック製品の代替となる容器等を製造すること 

(6) その他、使い捨てプラスチック削減に向けた取組を行うこと 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/gomi/recycle/11225/plastics.html


問 合 せ：岐阜県環境生活部廃棄物対策課 

     TEL：058-272-8214  FAX：058-278-2607 

     メール：c11225@pref.gifu.lg.jp 

 

 

 

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

【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/ 

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

  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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