
●○●○========================================================== 

○●○ 

●○ そらいろ通信 ～EPO-Chubu メールマガジン～127 号(2020.1.14) 

○ 

        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 

      所長 秀田 智彦（ひでた ともひこ）さんです。 

   ………………………………………………………………………………… 

    あけましておめでとうございます。 

   昨年は、12月にスペインで開催された国連気候変動枠組条約第 25 回締 

   約国会議（COP25）でパリ協定の実施ルールの合意が先送りされた一 

   方で、中部地方では、台風 19号による千曲川氾濫等で長野県に大きな 

   被害が発生しました。近年の豪雨災害の頻発は、地球温暖化の影響と 

   も言われており、今後も同様の事態が発生することは否めません。長 

   野盆地のような山岳地の平野の多くは、河川が長い年月の間に流れる 

   場所をどんどん変えながら、浸食と堆積を繰り返してできたものです。 

   移り変わり行く自然の大きな力の前に、人は本当に無力です。人は自 

   然の一員であり、衣食住どれをとっても、自然の恵みなしには生きら 

   れません。自然の摂理を理解しながら、じょうずに付き合っていく術 

   を、一人一人が身に着けることがますます求められています。 

   ………………………………………………………………………………… 

 

 

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

任期付職員募集【地方環境事務所・自然系】 

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

環境省では地方環境事務所の自然系業務【国立公園施設整備関係・国立公園 

利用推進関係・希少種保全関係】に携わる任期付職員を募集しています。 

自然環境行政に積極的に寄与されたい方の応募をお待ちしております。 

 

●任期付職員募集【国立公園施設整備関係】 



 http://www.env.go.jp/guide/saiyo/cat_x2/post_27.html 

 

●任期付職員募集【国立公園利用推進関係】 

 http://www.env.go.jp/guide/saiyo/cat_x2/post_28.html 

 

●任期付職員募集【希少種保全関係】 

 http://www.env.go.jp/guide/saiyo/cat_x2/post_29.html 

 

応募締切：2020年 1月 31日（金）必着 

 

 

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

2019年度環境省 SDGs同時解決事業 

飯山林福連携事業 セミナー・報告会～SDGsと NPO～ 

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

EPO中部が伴走支援する「飯山林福連携事業」（環境省の SDGsを活用した同時 

解決事業）の 2 年間の成果を報告するセミナー・報告会を長野県飯山市で開催 

します。 

 

詳  細：http://www.epo-chubu.jp/epo/5418.html 

 

開催日時：2020年 1月 24日（金）13：30～16：00 

開催場所：飯山市文化交流会館なちゅら 多目的ルーム 1（長野県飯山市） 

定  員：30名程度 

内  容： 

〇SDGsの基礎「SDGs・地域の向こうに地球が見える」 

 原理史（EPO中部・中部地方 ESD 活動支援センター） 

〇基調講演「長野県内における SDGsと NPOの取組・協働の役割とは（仮）」 

 阿部今日子氏（市民協働サポートセンターまんまる） 

〇飯山林福連携事業の報告会 

 (1) 飯山市林福連携事業（SDGs同時解決事業）の 2ヵ年の成果 

   大和田正勝氏（里山ウェルネス研究会事務局長） 

 (2) 飯山市での林福連携事業についてとこれから 

      余頃友康氏（里山ウェルネス研究会(フォレストデザイン)） 

 

協  力：環境省 中部環境パートナーシップオフィス（EPO中部） 

http://www.env.go.jp/guide/saiyo/cat_x2/post_27.html
http://www.env.go.jp/guide/saiyo/cat_x2/post_28.html
http://www.env.go.jp/guide/saiyo/cat_x2/post_29.html
http://www.epo-chubu.jp/epo/5418.html


 

問 合 せ：里山ウェルネス研究会（担当：大和田） 

     TEL：0283-23-9758  FAX：0283-27-7217 

     メール：info@eco-online.org 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃ ♪ も く じ ♪       ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【イベント情報】 

1. 【愛知】環境省 presents 気象キャスターと一緒に考えよう 

  親子で学ぶ地球温暖化 

2. 【三重】環境省 presents SDGsローカルツアー 

3. 【愛知】第 10回記念大会 イタセンパラの勉強会 

4. 【三重】映画「朝霧」にみる四日市公害 

5. 【長野】ワークショップ カードゲーム「2030SDGs」 

6. 【長野】住宅の省エネ改修支援セミナー 

7. 【三重】環境学習指導者養成スキルアップ講座 

  「気候危機×SDGs 異常気象時代に生きる」 

8. 【愛知】森林破壊が雨を減らす～昨今の気候変動との関係は?～ 

9. 【愛知】エコ・キッズスペース～親子 de エコ防災 

10.【愛知】CO2 を回収して、ストップ! 温暖化 

11.【岐阜】山川里海 情報交流会&グリーン連合シンポジウム 

    ～つながり つむぐ 私たちの環境活動 みんなの未来に向けて～ 

12.【三重】悩める若者のための環境の仕事のハナシ 2020 

   自然に関わる仕事をしよう! 

13.【愛知】開発教育・国際理解教育実践報告フォーラム 2020 

14.【長野】人と環境のサイエンスカフェ in 信州「長野県の大気環境」 

15.【三重】環境学習指導者養成講座「みえ星空環境案内人養成講座」 

16.【愛知・岐阜・三重】東海三県一市グリーン購入キャンペーン 

17.【愛知】「海ごみ減らそうプロジェクト」・「ごみゼロ社会推進あいち 

  県民大会」 

18.【長野】第 5回きずなフォーラム 

  生物多様性ながの県戦略の見直しにむけて 

19.【三重】SDGsワークショップ「ミエミライ」 

mailto:info@eco-online.org


20.【福井】こどもエコクラブ活動交流会 

21.【愛知】あいち森と緑づくり活動発表・交流会 

 

【募集情報】 

1.  第 17回ブリヂストンこどもエコ絵画コンクール 募集 

2.  第 14回 JAF みんなのエコ川柳 募集 

3.  藤本倫子こども環境活動助成基金（第 3期）募集 

4.  アウトドア環境保護基金（2019 年度後期）募集 

5.  休眠預金制度に基づく実行団体 募集【長野・岐阜・静岡・愛知・三重】 

6.  ペガサス財団「2019 年度助成金」募集【愛知】 

7.  岐阜県中部山岳国立公園活性化推進協議会 

    活動プロジェクト名 募集【岐阜】 

8. 「1村 1自然エネルギープロジェクト」登録 募集【長野】 

9.  公益信託地球環境日本基金 2020年度の募集 

10. 令和 2年度なごや生物多様性保全活動協議会助成金 募集【愛知】 

11.「地域発 元気づくり支援金」令和 2年度事業 募集【長野】 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓【愛知】環境省 presents 気象キャスターと一緒に考えよう 

┃１┃ 親子で学ぶ地球温暖化 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

2100年の日本の夏は、あなたの住む地域も 40℃超えに?! 

気象キャスターが実演する「未来の天気予報」に、あなたもビックリ! 

テレビで活躍中の気象キャスターと一緒に、地球温暖化について学び、私た 

ちは何ができるのか考えてみましょう。 

 

詳  細：http://www.weathercaster.jp/event2019moe/ 

 

開催日時：2020年 2月 8日（土）13：30～14：40（開場 13：00） 

開催場所：久屋大通庭園フラリエ クリスタルガーデン（名古屋市中区） 

対  象：小学生とその保護者 

定  員：120名（要申込・先着順） 

http://www.weathercaster.jp/event2019moe/


申込期限：2020年 2月 6日（木）17：00 ※定員に達し次第締切 

 

問 合 せ：NPO法人気象キャスターネットワーク 

     TEL：03-5832-9401  FAX：03-5832-9402 

     メール：eventi@weathercaster.jp 

 

 

┏━┓ 

┃２┃【三重】環境省 presents SDGsローカルツアー 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省は、環境課題を中心とした地域課題の解決に今後取り組む方々を対象 

に、“SDGsローカルツアー”を全国 10 地域で開催中です。全国のローカルで 

の取組に精通しているソーシャル&エコ・マガジン『ソトコト』編集長の指出 

一正氏によるトークセッション、質疑応答、交流会が予定されています。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/107547.html 

 

開催日時：2020年 2月 21日（金） 

     〔トークイベント〕19：00～21：00 〔交流会〕21：00～22：00 

開催場所：三松荘（三重県津市） 

対  象：まちづくりや地域の未来づくりに関心がある、おおむね 35歳以下 

     の社会人 

定  員：30名 

参 加 費：〔トークイベント〕無料 〔交流会〕1,000 円 

 

問 合 せ：株式会社 sotokoto online ソトコト編集部 

     TEL：03-6273-7629  FAX：03-6273-7639 

     メール：m.inoue@sotokoto-online.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【愛知】第 10回記念大会 イタセンパラの勉強会 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

生物の保全に関心のある方を対象に「イタセンパラの勉強会」を開催します。 

セミナー「木曽川水系イタセンパラ保全の 10 年の歩み」と現地見学会（バス 

で移動）が予定されています。 

mailto:eventi@weathercaster.jp
http://www.env.go.jp/press/107547.html
mailto:m.inoue@sotokoto-online.co.jp


 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/pre_2019/post_49.html 

 

開催日時：2020年 1月 25日（土）12：30～16：00 

開催場所：尾西生涯学習センター墨会館 集会室（愛知県一宮市） 

対  象：小学生高学年以上（小学生は保護者同伴） 

定  員：100名（申込多数の場合は抽選） 

申込締切：2020年 1月 21日（火）必着 

 

問 合 せ：〔環境省中部地方環境事務所野生生物課〕 

      TEL：052-955-2139 

     〔第 10 回イタセンパラの勉強会事務局（(株)建設環境研究所）〕 

      TEL：052-218-0666  FAX：052-218-0667 

      メール：itasenpara@kensetsukankyo.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【三重】映画「朝霧」にみる四日市公害 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

四日市公害と環境未来館では、「映画『朝霧』にみる四日市公害」を開催し 

ます。元塩浜病院医師の柏木秀雄さんに当時のお話を聞き、四日市公害が題 

材の映画を鑑賞します。 

 

詳  細： 

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

 

開催日時：2020年 1月 18日（土）13：00～15：30 

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） 

対  象：どなたでも（小学生は保護者同伴） 

定  員：80名（申込不要） 

 

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 

 

 

http://chubu.env.go.jp/pre_2019/post_49.html
mailto:itasenpara@kensetsukankyo.co.jp
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/event.html
mailto:kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp


┏━┓ 

┃５┃【長野】ワークショップ カードゲーム「2030SDGs」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

信州環境カレッジと国際連合地域開発センターの協働講座で、ワークショッ 

プを開催します。カードゲーム「2030SDGs」を通して SDGsの考え方を学びま 

しょう。 

 

詳  細：https://shinshu-ecollege.pref.nagano.lg.jp/news/press/7168/ 

 

開催日時：(1) 2020 年 1月 18 日（土）13：30～16：00 

     (2) 2020 年 1月 19 日（日）13：30～16：00 

開催場所：(1) 伊那市役所（長野県伊那市） 

     (2) 信毎メディアガーデン（長野県松本市） 

対  象：高校生、大学生、一般 

定  員：各日 32 名 

参 加 費：無料 

 

問 合 せ：信州環境カレッジ運営事務局（長野県環境保全協会） 

     TEL：026-237-6620  FAX：026-238-9780 

     メール：shinshu-ecollege@nace-portal.jp 

 

 

┏━┓ 

┃６┃【長野】住宅の省エネ改修支援セミナー 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県は、建築や資金計画の専門家による講演を通じて省エネ改修について 

考えるきっかけとしていただくためのセミナーを開催します。省エネの設計・ 

施工等に関する個別相談も行われます。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/happyou/20191108press.html 

 

開催日時：(1) 2020 年 1月 18 日（土）13：00～16：30 

     (2) 2020 年 1月 26 日（日）13：00～16：30 

開催場所：(1) 諏訪市駅前交流テラス すわっチャオ（長野県諏訪市） 

     (2) 信毎メディアガーデン シアター（長野県松本市） 

https://shinshu-ecollege.pref.nagano.lg.jp/news/press/7168/
mailto:shinshu-ecollege@nace-portal.jp
https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/happyou/20191108press.html


定  員：(1) 100 名  (2) 200 名 

 

問 合 せ：長野県環境部環境エネルギー課 

     TEL：026-235-7022  FAX：026-235-7491 

     （申込先）公益社団法人長野県建築士会 

     FAX：026-232-2588  メール：n-shikai@avis.ne.jp 

 

 

┏━┓【三重】環境学習指導者養成スキルアップ講座 

┃７┃「気候危機×SDGs 異常気象時代に生きる」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県環境学習情報センターでは、環境学習指導者養成スキルアップ講座 

「気候危機×SDGs 異常気象時代に生きる」を開催します。 

 

詳  細：http://eco-mie.sblo.jp/article/186824886.html 

 

開催日時：2020年 1月 19日（日）13：30～16：00 

開催場所：みえ市民活動ボランティアセンター（三重県津市） 

講  師：立花義裕氏（三重大学生物資源学部教授） 

ゲ ス ト：石榑亜紀子氏（走る気象予報士） 

募  集：15歳以上 先着 50 人 ※定員になり次第締切 

 

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┃【愛知】森林破壊が雨を減らす～昨今の気候変動との関係は?～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境を守るために大切な働きをしている熱帯林。大規模な熱帯林破壊は、地 

球規模の気候を変えてしまう可能性があります。現在の森林破壊の現状や気 

候変動との関連を学び、地球環境について考える講座です。 

 

詳  細：https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza19a/E-13.html 

 

mailto:n-shikai@avis.ne.jp
http://eco-mie.sblo.jp/article/186824886.html
mailto:info@eco-mie.com
https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza19a/E-13.html


開催日時：2020年 1月 25日（土）10：00～12：00 

開催場所：千種生涯学習センター（名古屋市千種区） 

講  師：檜山哲哉氏（名古屋大学教授） 

定  員：60名（事前申込不要・先着順） 

     ※講座開始 30分前に開場し、当日先着順で受付。 

 

問 合 せ：千種生涯学習センター 

     TEL：052-722-9666  FAX：052-722-9696 

 

 

┏━┓ 

┃９┃【愛知】エコ・キッズスペース～親子 de エコ防災 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

豊田市環境学習施設 eco-Tは、「エコ・キッズスペース～親子 de エコ防災」 

を開催します。いつ起こるかわからない自然災害。小さなお子さんのいる家 

庭では、どんな備えが必要なの? いざというときのため、遊びもまじえて楽 

しく学べます。 

 

詳  細：http://www.eco-toyota.com/event2/entry-3555.html 

 

開催日時：2020年 1月 30日（木）10：00～12：00 

開催場所：豊田市環境学習施設 eco-T（愛知県豊田市） 

対  象：未就園児とその保護者 30組 

 

問 合 せ：豊田市環境学習施設 eco-T事務局 

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

     メール：info@eco-toyota.com 

 

 

┏━┓ 

┃10┃【愛知】CO2 を回収して、ストップ! 温暖化 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

地球温暖化を防ぐための対策として、排ガスから二酸化炭素を分離・回収す 

る技術が開発されています。なぜ温暖化が進むのかという背景や、CO2回収の 

現状について学ぶことで、温暖化防止に目を向けてみませんか。 

 

http://www.eco-toyota.com/event2/entry-3555.html
mailto:info@eco-toyota.com


詳  細：https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza19a/E-11.html 

 

開催日時：2020年 2月 1日（土）10：00～12：00 

開催場所：中村生涯学習センター（名古屋市中村区） 

講  師：町田洋氏（名古屋大学工学部マテリアル工学科助教） 

定  員：54名（事前申込不要・先着順） 

     ※講座開始 30分前に開場し、当日先着順で受付。 

 

問 合 せ：中村生涯学習センター 

     TEL：052-471-8121 

 

 

┏━┓【岐阜】山川里海 情報交流会&グリーン連合シンポジウム 

┃11┃ ～つながり つむぐ 私たちの環境活動 みんなの未来に向けて～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

山川里海 情報交流会&グリーン連合シンポジウムが開催されます。世代・地 

域・分野を超えてみんなの未来について楽しく、まじめに語り合うイベント 

です。 

 

詳  細：http://c-mirai.org/ 

 

開催日時：2020年 2月 8日（土）10：00～17：30 

開催場所：垂井町表佐地区まちづくりセンター（岐阜県不破郡垂井町） 

内  容：第 1 部 SDGs×流域思考 未来創造プログラム成果発表 

     第 2 部 東海 3県の若手実践者による取り組み発表&分科会 

     第 3 部 エコロジカルな社会をみんなでつくるには 

参 加 費：一般 1,000 円 学生 500 円 

申込締切：2020年 2月 3日（月） 

 

問 合 せ：NPO法人地域の未来・志援センター 

     TEL：052-936-3213  FAX：052-982-9089 

     メール：office@c-mirai.org 

 

 

┏━┓【三重】悩める若者のための環境の仕事のハナシ 2020 

┃12┃ 自然に関わる仕事をしよう! 

https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza19a/E-11.html
http://c-mirai.org/
mailto:office@c-mirai.org


┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

四日市公害と環境未来館では「悩める若者のための環境の仕事のハナシ 2020」 

を開催します。 

自然を守りたい! 自然と触れ合いたい! そんな仕事がしたい若者、集まれ!! 

ゲストのお話を聞き、疑問をぶつけ、同じ悩みを持つ仲間たちと交流しよう! 

 

詳  細： 

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

 

開催日時：2020年 2月 11日（火・祝）13：30～16：30 

開催場所：四日市公害と環境未来館 1階 研修・実習室（三重県四日市市） 

対  象：高校生、大学生など～30 代くらいまで 

定  員：30名（事前申込・先着順） 

内  容：仕事紹介、個別相談、交流会 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃13┃【愛知】開発教育・国際理解教育実践報告フォーラム 2020 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

このフォーラムでは、JICA 中部で実施した「開発教育指導者研修（実践編）」 

と「教師海外研修（パラグアイ）」の受講者が、実践の成果と課題や海外研 

修の学びについて、「参加型」で報告します。 

 

詳  細：https://www.jica.go.jp/chubu/event/2019/20200216_01.html 

 

開催日時：2020年 2月 16日（日）10：00～15：50 

開催場所：JICA 中部 なごや地球ひろば（名古屋市中村区） 

内  容：教師海外研修報告、実践 39 事例のポスターセッション、実践体験 

     ワークショップ、懇親会など 

定  員：100名（申込み先着順） 

申込締切：2020年 2月 15日（土） 

 

https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/event.html
mailto:info@eco-yokkaichi.com
https://www.jica.go.jp/chubu/event/2019/20200216_01.html


問 合 せ：特定非営利活動法人 NIED・国際理解教育センター 

     TEL：070-5333-5566  FAX：052-766-6440 

     メール：forum2020@love-hug.net 

 

 

┏━┓ 

┃14┃【長野】人と環境のサイエンスカフェ in 信州「長野県の大気環境」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県は「人と環境のサイエンスカフェ in 信州」を開催します。環境や保 

健衛生に関する話題を提供し、参加者とともに語り合うイベントです。 

今回の話題は「長野県の大気環境」です。 

 

詳  細：https://shinshu-ecollege.pref.nagano.lg.jp/regional/4312/ 

 

開催日時：2020年 2月 21日（金）18：00～19：30 

開催場所：MIDORI 長野 りんごのひろば 長野駅ビル 3F（長野県長野市） 

対  象：小学生、中学生、高校生、大学生、一般 

定  員：30名（申込不要） 

 

問 合 せ：長野県環境保全研究所 

     TEL：026-227-0346  FAX：026-224-3415 

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

 

 

┏━┓ 

┃15┃【三重】環境学習指導者養成講座「みえ星空環境案内人養成講座」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県環境学習情報センターでは、星と人と環境の懸け橋になる「みえ星空 

環境案内人」を養成する講座を開催します。この講座を通して全国共通資格 

「星空案内人」の取得も目指すことができます。 

 

詳  細：http://eco-mie.sblo.jp/article/186645264.html 

 

開催日時：(1) 2020 年 2月 22 日（土）10：00～17：45 

     (2) 2020 年 2月 29 日（土）10：00～18：15 

     (3) 2020 年 3月 7日（土）10：00～18：45 

mailto:forum2020@love-hug.net
https://shinshu-ecollege.pref.nagano.lg.jp/regional/4312/
mailto:kanken-kikaku@pref.nagano.lg.jp
http://eco-mie.sblo.jp/article/186645264.html


開催場所：(1) 四日市市勤労者・市民交流センター（三重県四日市市） 

     (2) 三重県環境学習情報センター（三重県四日市市） 

     (3) 鈴鹿馬子唄会館、鈴鹿峠自然の家 天文台「童夢」 

       （三重県亀山市） 

対  象：16歳以上で原則全日程受講できる方 

定  員：30名（先着） 

受 講 料：全日程を通して 2,500 円（※別途、教科書要） 

申込締切：2020年 2月 10日（月） 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃16┃【愛知・岐阜・三重】東海三県一市グリーン購入キャンペーン 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境にやさしい買い物である「グリーン購入」の普及と定着を図るため、東 

海三県一市（愛知県・岐阜県・三重県・名古屋市）の広域連携により、事業 

者・団体・行政が協働し、啓発キャンペーンを実施中です。 

 

詳  細：http://www.pref.mie.lg.jp/eco/earth/12569014784.htm 

 

実施期間：2020年 1月 10日（金）～2月 9日（日） 

実施内容：環境ラベルのついた商品、地元・旬のもの、詰め替え商品などの 

     購入者を対象に、エコな商品が当たる懸賞応募企画やグリーン購 

     入啓発イベントを実施 

参加店舗：東海三県内外のチェーンストア、スーパーマーケット、生活協同 

     組合、百貨店、コンビニエンスストア、ドラッグストア、ホーム 

     センター等 4,609 店舗 

 

キャンペーンイベント： 

http://www.pref.mie.lg.jp/eco/earth/12572014786.htm 

 

問 合 せ：令和元年度東海三県一市グリーン購入キャンペーン事務局 

     三重県環境生活部地球温暖化対策課内 

mailto:info@eco-mie.com
http://www.pref.mie.lg.jp/eco/earth/12569014784.htm
http://www.pref.mie.lg.jp/eco/earth/12572014786.htm


     TEL：059-224-2366  FAX：059-229-1016 

 

 

┏━┓【愛知】「海ごみ減らそうプロジェクト」・「ごみゼロ社会推進あい 

┃17┃ ち県民大会」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、「海ごみ」の問題を知っていただき、海ごみ削減の取組が広がる 

ように「海ごみ減らそうプロジェクト」を開催します。また、プラスチック 

ごみを中心に、3Rの普及を進め、ごみゼロ社会の形成を広げるため、「ごみ 

ゼロ社会推進あいち県民大会」をあわせて開催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/r1umigomi-kenmin.html 

 

開催日時：2020年 1月 25日（土） 

      〔清掃活動〕9：00～10：00（受付開始 8：30） 

      〔イベント〕11：00～16：00 

開催場所：〔清掃活動〕名鉄 木曽川堤駅 北側河川敷（愛知県一宮市） 

      〔イベント〕イオンモール木曽川（愛知県一宮市） 

内  容：トークショー、クイズ大会、ミニライブ、各種団体活動発表など 

事前申込：不要 

 

問 合 せ：愛知県環境局資源循環推進課 

     TEL：052-954-6234 

 

 

┏━┓【長野】第 5回きずなフォーラム 

┃18┃ 生物多様性ながの県戦略の見直しにむけて 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県と信州生物多様性ネットきずなは、第 5回きずなフォーラムを開催しま 

す。今回は、基調講演や実際に保全活動に関わっている方々の事例報告のほか、 

参加者がグループ討論するワークショップが予定されています。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/shizenhogo/happyou/20191219press.html 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/r1umigomi-kenmin.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/shizenhogo/happyou/20191219press.html


開催日時：2020年 2月 1日（土）13：00～16：30 

開催場所：塩尻総合文化センター 講堂（長野県塩尻市） 

定  員：100名（先着順・要申込） 

申込締切：2020年 1月 24日（金）17：00 

 

問 合 せ：長野県環境部自然保護課 

     TEL：026-235-7178  FAX：026-235-7498 

     メール：hozen@pref.nagano.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃19┃【三重】SDGsワークショップ「ミエミライ」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県では、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社、特定非営利活動法 

人 Mブリッジ、三重大学人文学部青木研究室の産官学民で、しあわせな三重の 

未来を思い描きながら、SDGs の視点での対話を通じて三重の魅力向上や課題 

解決のアイデアを考える SDGs ワークショップ「ミエミライ」を開催します。 

 

詳  細：http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0011500231.htm 

 

日時・テーマ： 

〔第 1回〕2020年 2月 2日（日）10：00～13：00 

 テーマ：ウエルカムワークショップ SDGsゲーム 

〔第 2回〕2020年 2月 2日（日）14：00～16：30 

 テーマ：「地域づくりに無関心な方は、なぜ無関心?」～公益活動（NPO、 

     企業の社会貢献、自治会、PTA等）を考える～ 

〔第 3回〕2020年 2月 23日（日）10：00～12：30 

 テーマ：「もっといいプラスチックとの付き合い方って?」～海洋プラごみ・ 

     リサイクルとの賢い関わり方を考える～ 

〔第 4回〕2020年 2月 23日（日）14：00～16：30 

 テーマ：「こんな会社で働きたい! こんな上司と働きたい!」～早期離職防 

     止・キャリア形成を考える～ 

開催場所：みえ県民交流センター（アスト津 3階）（三重県津市） 

定  員：各回 30 名（先着順） 

申込締切：各開催日の 3日前（定員に達し次第、締切の場合あり） 

 

mailto:hozen@pref.nagano.lg.jp
http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0011500231.htm


問 合 せ：特定非営利活動法人 Mブリッジ 

     TEL：0598-23-8400  メール：csr＠tsutaetai.jp 

 

 

┏━┓ 

┃20┃【福井】こどもエコクラブ活動交流会 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

鯖江市・鯖江市環境まちづくり委員会・こどもエコクラブ活動交流会実行委 

員会は、こどもエコクラブ活動交流会を開催します。エコクラブの活動発表、 

ものづくり・エコ体験のワークショップが予定されています。 

 

詳  細：http://ecoplaza-sabae.jp/econet/2019/12/2020.html 

 

開催日時：2020年 2月 8日（土）8：50～12：00 

開催場所：鯖江市嚮陽会館（福井県鯖江市） 

対  象：小学校 1年生～6 年生（要申込） 

 

問 合 せ：鯖江市環境教育支援センター（エコネットさばえ） 

     TEL：0778-52-0050  FAX：0778-52-0909 

     メール：econet@ecoplaza-sabae.jp 

 

 

┏━┓ 

┃21┃【愛知】あいち森と緑づくり活動発表・交流会 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、NPO やボランティア団体、市町村などが行う自発的な森と緑の 

保全活動や環境学習事業に対し、交付金による支援を行っています。この度、 

県が今年度支援した団体の中から 4 つの取組を発表いただき、参加者同士で 

情報交換などを行う「活動発表・交流会」を開催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/happyou-kouryuu.html 

 

開催日時：2020年 1月 22日（水）13：30～16：30 

開催場所：愛知県図書館 5階 大会議室（名古屋市中区） 

定  員：150名（事前申込要・先着順） 

http://ecoplaza-sabae.jp/econet/2019/12/2020.html
mailto:econet@ecoplaza-sabae.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/happyou-kouryuu.html


申込締切：2020年 1月 20日（月）必着 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策部環境活動推進課 

     TEL：052-954-6241  FAX：052-954-6914 

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

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓  

┃１┃第 17 回ブリヂストンこどもエコ絵画コンクール 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ブリヂストンは、「こどもエコ絵画コンクール」を実施します。 

テーマは「みらいにつたえたいしぜん」。 

環境や自然への想いを絵にして応募してください。 

 

詳  細：https://www.bridgestone.co.jp/sc/ecokaiga/ 

 

対  象：小学生以下の日本在住の方 

応募締切：2020年 1月 24日（金）必着 

 

問 合 せ：ブリヂストンこどもエコ絵画コンクール事務局 

     TEL：0120-841-496  FAX：050-3730-8670 

 

 

┏━┓  

┃２┃第 14 回 JAF みんなのエコ川柳 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）では、身近なエコをテーマとする川柳を 

募集しています。普段の生活で、エコなできごとや思い、心がけていること、 

クルマのこと…エコに関することを川柳の形にしてご応募ください。 

 

詳  細：https://jaf.or.jp/about-us/csr/senryu 

 

mailto:kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp
https://www.bridgestone.co.jp/sc/ecokaiga/
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募集内容：エコ（エコロジー／エコノミー）な視点を題材とした川柳 

募集部門：(1) 大人（18 歳以上）部門  (2) 中高生部門 

      (3) 子ども（小学生以下）部門 

応募締切：2020年 1月 31日（金）必着 

 

問 合 せ：「第 14回 JAF みんなのエコ川柳」事務局 

     メール：jaf-senryu@jaf.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃３┃藤本倫子こども環境活動助成基金（第 3期）募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

藤本倫子こども環境活動助成基金では、子ども達が自主的に取り組む、身の 

回りにある自然の調査・観察、地域の環境を良くしようとする活動、環境に 

ついての学習、また幼稚園・保育園において、園児たちが行う植物を育てる 

活動、生き物や自然を観察する活動などに対して、助成を行っています。 

 

詳  細：http://www.jeas.or.jp/activ/prom_01_00.html 

 

対  象：〔環境活動おうえんプログラム〕小学生および中学生のグループ      

      〔自然体験おうえんプログラム〕幼稚園、保育所、認定こども園 

応募締切：2020年 1月 31日（金） 

     （対象となる実施期間は 2020年 2 月 1日～2020年 12月 31日） 

 

問 合 せ：公益財団法人日本環境協会 藤本倫子環境保全活動助成基金事務局 

     TEL：03-5829-6524  メール：ooenkikin@jeas.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃アウトドア環境保護基金（2019年度後期）募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

コンサベーション・アライアンス・ジャパン（アウトドア環境保護基金）は、 

アウトドアフィールドの保全のために活動している全国の団体に活動資金を 

助成しています。 

 

助成原則： 

mailto:jaf-senryu@jaf.or.jp
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(1) 自然が残された特定の土地や水域を、野生生物の生息地、またはアウト 

ドア？レクリエーションの機会を確保するために保全することを目的としてい 

るプロジェクトであること。 

(2) 保全への取り組みを支援する草の根の市民による運動と連動しているキャ 

ンペーンであること。 

(3) 測定可能な具体的な目標や活動対象、行動計画が策定されており、成果 

を図るために明確な判断基準が含まれているプロジェクトであること。 

(4) 比較的短期間（1～3年）で、完了または測定可能な顕著な前進が見込め 

るプロジェクトであること。 

助成金額：1 回あたり 50 万円（上限） 

申込締切：2020年 2月 15日（土） 

 

詳細・応募方法：https://outdoorconservation.jp/promotion-support 

（一般社団法人コンサベーション・アライアンス・ジャパンの Webサイト） 

 

 

┏━┓ 

┃５┃休眠預金制度に基づく実行団体 募集【長野・岐阜・静岡・愛知・三重】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

一般財団法人中部圏地域創造ファンド（CRCDF）では、「休眠預金制度（民間 

公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律）」に基 

づく実行団体を公募します。 

 

詳  細：https://www.crcdf.or.jp/ 

 

事 業 名：NPOによる協働・連携構築事業 

活動エリア：長野、岐阜、静岡、愛知、三重（東海ブロック） 

対  象：下記の課題に、多種多様な団体で包括支援体制を構築する取組 

(1) 虐待、いじめ、不登校、ひきこもり、自殺など子ども・若者が抱える深 

    刻な課題への支援 

(2) 日本社会における在留外国人が抱える課題解決への支援と多文化共生 

(3) 過疎地域におけるコミュニティの維持と環境保全 

助 成 額：1 チーム 3年間で最大 3,000 万円 

応募締切：2020年 2月 3日（月） 

 

問 合 せ：一般財団法人中部圏地域創造ファンド（CRCDF） 

https://outdoorconservation.jp/promotion-support
https://www.crcdf.or.jp/


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

     メール：crcdf@crcdf.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃６┃ペガサス財団「2019 年度助成金」募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

一般財団法人ペガサス財団では、愛知県内を中心に活動を行っている団体を 

対象に、福祉、教育及び地域環境の保全を推進するための事業に対し、助成 

を行っています。 

 

詳  細：https://www.meikei-nhr.co.jp/pegasus/joseikin.html 

 

対象団体：(1) 団体の活動が愛知県内を中心に行われていること 

     (2) 法人格を有すること 

     など ※詳細要確認 

対象事業：(1) 社会福祉の推進に関する事業 

     (2) 児童の健全な育成と社会教育の推進に関する事業 

     (3) 地域環境保全の振興と地域緑化の推進に関する事業 

助成金額：1 団体当たり 50万円以内 

受付期間：2020年 2月 29日（土）まで 

     ※財団の予算がなくなり次第、終了 

 

問 合 せ：一般財団法人ペガサス財団 事務局 

     TEL：052-623-7083  FAX：052-623-7067 

     ※9：00～17：00 まで（月・火・祝日を除く）  

 

 

┏━┓ 岐阜県中部山岳国立公園活性化推進協議会 

┃７┃ 活動プロジェクト名 募集【岐阜】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

岐阜県中部山岳国立公園活性化推進協議会は、槍・穂高連峰、乗鞍岳及び奥 

飛騨温泉郷等の豊かな自然環境を次の世代に引き継いでいくため、協議会の 

活動プロジェクト名を募集しています。 

 

詳  細：https://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/11265/pj-koubo.html 

mailto:crcdf@crcdf.or.jp
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募集内容：岐阜県中部山岳国立公園活性化推進協議会の活動プロジェクト名 

     （協議会の活動を総称する名称） 

     「飛騨山脈」というキーワードを使用したプロジェクト名 

応募資格：小学生以上の個人の方。国籍、資格、職業は問わない。 

募集締切：2020年 1月 29日（水） 

 

問 合 せ：岐阜県環境生活部環境企画課 

     TEL：058-272-8231 

     〔委託先〕株式会社 結 

     TEL：0577-77-9488  FAX：058-203-0719 

     メール：pj-koubo@hidasanmyaku-gifu.jp 

 

 

┏━┓  

┃８┃「1村 1自然エネルギープロジェクト」登録 募集【長野】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県では、豊かな自然エネルギー資源を活用した自然エネルギー事業の創 

出や地域づくりを支援する取組として、「1村 1自然エネルギープロジェクト」 

を推進し、県内で行われる自然エネルギーを活用した事業を広く募集しています。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kurashi/ondanka/shizen/boshutoroku.html 

 

募集対象：長野県内で 1村 1 自然エネルギープロジェクトに取り組む団体 

プロジェクトは、以下の多様な主体のいずれかが単独で又は複数が連携して行う取組 

(1) 行政機関（県、市町村、その他行政関係機関） 

(2) 民間団体（NPO、住民団体、民間企業、自治会、金融機関、その他民間団体） 

(3) 研究教育機関（大学、高等学校、その他の研究教育機関） 

部  門： 

(1) 地域づくり部門…自然エネルギーを活用した地域づくりに資するプロジェクト 

(2) ソーシャルビジネス部門…社会問題の解決を目的に自然エネルギーを活用した 

    収益事業を行うプロジェクト 

(3) 開発研究部門…自然エネルギーの技術開発や研究などのプロジェクト 

(4) その他部門…プロジェクトの趣旨に合致する上記以外のプロジェクト 

募集締切：2020年 3月 13日（金）17：00 必着 

mailto:pj-koubo@hidasanmyaku-gifu.jp
https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kurashi/ondanka/shizen/boshutoroku.html


 

問 合 せ：長野県庁環境部環境エネルギー課 

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

 

 

┏━┓  

┃９┃公益信託地球環境日本基金 2020 年度の募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益信託地球環境日本基金では、地球環境保全を目的に開発途上地域におい 

て実施される様々な活動を支援しています。2020 年度の助成対象事業を募集 

中です。 

 

詳  細：https://www.gef.or.jp/news/info/2020kouekishintaku/ 

 

助成対象：(1)～(3)の事業を行う団体もしくは個人 

(1) 開発途上地域における地球環境の保全に資する調査・研究事業 

(2) 開発途上地域における地球環境の保全に資する情報・知識の普及に関す 

    る事業（国際協力に関する活動等を含む） 

(3) 開発途上地域における地球環境保全に資する植林、森林保護、野生生物 

    保護（生物 多様性の保全に資するものも含む）、砂漠化防止等の事業 

助成金交付予定額： 

合計 10件程度の事業に対して総額 1,600 万円を交付 

うち 1,030 万円は野生生物保護（生物多様性の保全に資するものも含む）、 

森林保護、砂漠化防止に特定して交付 

 

応募締切：2020年 1月 31日（金）当日必着 

 

問 合 せ ：〔運営協力機関〕 

      一般財団法人 地球・人間環境フォーラム 

      TEL：03-5825-9735 

 

 

┏━┓  

┃10┃令和 2年度なごや生物多様性保全活動協議会助成金 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

なごや生物多様性保全活動協議会では、自然環境保全の後継者育成を目的と 

https://www.gef.or.jp/news/info/2020kouekishintaku/


する活動を支援することで、次世代の担い手づくりや自然環境保全活動の創 

出を応援します。現在、助成団体を募集中です。 

 

詳  細： 

http://www.bdnagoya.jp/introduction/activities/index.html#zyoseikin1 

 

対象団体：営利を目的としない市民活動団体（法人格の有無や種類を問わず） 

     学校の部活動団体（指導者を有すること）、学校をサポートして 

     いる団体（PTA 等） 

助成対象活動：名古屋市及び周辺で実施される下記の活動 

(1) 自然環境保全活動の後継者育成活動（調査・研究・体験・学習活動など） 

(2) 部活動など学校における自然環境保全に関する調査・研究・体験・学習 

    活動 

応募締切：2020年 2月 12日（水）必着 

 

問 合 せ：なごや生物多様性保全活動協議会 

     （事務局：なごや生物多様性センター内） 

     TEL：052-831-8104  FAX：052-839-1695 

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

 

 

┏━┓  

┃11┃「地域発 元気づくり支援金」令和 2年度事業 募集【長野】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県では、「地域発 元気づくり支援金」により、地域づくりを実践される 

皆様の活動を支援しています。令和 2年度事業を募集中です。 

 

詳  細：https://www.pref.nagano.lg.jp/shinko/happyou/20191217.html 

 

対象団体：市町村、広域連合、一部事務組合、公共的団体等（NPO 法人、地域 

     づくりを行うグループや協議会など） 

対象事業：自らの知恵と工夫により自主的、主体的に取り組む地域の元気を 

     生み出すモデル的で発展性のある事業のうち、次に掲げる事業 

(1)地域協働の推進に関する事業   (2)保健、医療、福祉の充実に関する事業 

(3)教育、文化の振興に関する事業  (4)安全・安心な地域づくりに関する事業 

(5)環境保全、景観形成に関する事業 (6)産業振興、雇用拡大に関する事業 

http://www.bdnagoya.jp/introduction/activities/index.html#zyoseikin1
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(7)市町村合併に伴う地域の連携の推進に関する事業 

(8)その他地域の元気を生み出す地域づくりに資する事業 

 

募集締切：2020年 2月 3日（月） 

 

問 合 せ：長野県企画振興部地域振興課 

     TEL：026-235-7021  FAX：026-232-2557 

     メール：katsuryoku@pref.nagano.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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