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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 国立公園課 

       課長 福井 智之（ふくい ともゆき）さんです。 

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

    東京オリンピックまであと半年となりました。世界トップレベルの 

   戦いを楽しみにしている方も多いと思いますが、このオリンピックに 

   は世界各国からもたくさんの観戦者が日本を訪れます。世界に向けて 

   日本の魅力を発信するとても良い機会ですので、外国人の誘客に向け 

   た取組が各地で進められています。 

    そんな中、国立公園では、日本の国立公園を世界水準のナショナル 

   パークとしてブランド化を図る「国立公園満喫プロジェクト」を進め 

   ています。日本の国立公園は、自然だけではなく、そこに暮らす人々 

   の営みとともにつくり上げられた風景が特徴です。私たちには当たり 

   前の里山・里海の風景も、外国人にはとても新鮮に受け止められ、日 

   本らしい風景として高い関心を集めています。 

    各地で地域固有の風景が失われつつある中で、外国人からの評価を 

   通じて、私たち自身がその価値を改めて見つめなおし、継承していく 

   ことの重要性を考え直す意味でも、このオリンピックが良い機会にな 

   ればと思っています。 

   ………………………………………………………………………………… 

 

 

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

 第 19回地球温暖化に関する中部カンファレンス 

「拡大する再エネ需要 ～脱炭素社会を支える企業の取組とは～」 

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

気候変動の脅威が高まる中、企業の脱炭素経営、再エネ導入の動きは、世界 



的な潮流となりつつあります。パリ協定が始まり各国の政策強化が進む中、 

大手グローバル企業は自ら脱炭素経営による企業価値向上のため、SBT・RE100 

など国際的な環境イニシアチブに次々と参加しています。さらにはサプライチ 

ェーンにおける中小企業の取組も広がりをみせています。第 19回地球温暖化に 

関する中部カンファレンスは、再エネ導入拡大の展望やマーケットへの影響な 

どを踏まえ、今後、企業が脱炭素経営に向けてどのように取り組んでいけばよ 

いかを考えます。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/to_2020/cs19.html 

 

開催日時：2020年 3月 12日（木）13：30～17：00（開場、受付開始 13：00） 

開催場所：名古屋市公会堂 4 階 ホール 

     （愛知県名古屋市昭和区鶴舞一丁目 1 番 3号） 

 

問 合 せ：中部地方環境事務所環境対策課 

     TEL：052-955-2134 

 

 

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

令和 2年度 地域循環共生圏づくりプラットフォームの構築に向けた 

地域循環共生圏の創造に取り組む活動団体の公募について 

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

環境省は、地域循環共生圏づくりプラットフォームの構築に向けた、「地域 

循環共生圏」の創造に取り組む活動団体を公募しています。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/107653.html 

 

対  象：地方公共団体又は地方公共団体と連携し地域循環共生圏創造に取 

     り組む民間団体若しくは協議会。また、複数の地方公共団体の連 

     携による団体についても対象。 

事業規模：環境整備に取り組む団体については、1団体当たり、200万円（税 

     込）を上限として、受注者が取組に要した経費を負担。 

公募期間：2020年 1月 27日（月）～2月 25日（火）必着 

公募団体数：15 団体程度 

 

問 合 せ：環境省大臣官房環境計画課 

http://chubu.env.go.jp/to_2020/cs19.html
http://www.env.go.jp/press/107653.html


     TEL：03-5521-8328  FAX：03-3581-5951 

     メール：sokan-keikaku@env.go.jp 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃ ♪ も く じ ♪       ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【イベント情報】 

1. 【岐阜】環境フェア 2020 

2. 【石川】第 25回木場潟環境フォーラム 

3. 【福井】ふるさと未来講座「地域づくり」 

4. 【石川】SDGs未来都市シンポジウム 

5. 【富山】SDGsカフェ（映画上映とワークショップ） 

6. 【岐阜】第 20回可児市環境フェスタ 

7. 【愛知】愛知県 SDGs ワークショップ 

8. 【石川】里山雪灯り～モウソウチクの竹灯篭～ 

9. 【愛知】野鳥観察会 

10.【長野】海ごみ対策地域リーダー養成講座 

11.【愛知】なごや環境大学 SDGsセミナー 

  「生物多様性とサブカルチャーの世界」 

12.【石川】いしかわの自然談話会 

13.【福井】海のふれあい教室 

  海の生きものの不思議に迫る! 冬のお話会 海ごみ 

14.【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」 

15.【愛知】「あいち環境塾」オープン講座 

16.【三重】「身近な冬鳥を観察しよう」 

17.【岐阜】第 20回環境市民フェスティバル 

18.【石川】白山国立公園パークボランティア 写真展 

 

【募集情報】 

1.  日本財団の助成プログラム（「海と日本 PROJECT サポートプログラム」） 

2.  2020 年度「緑の募金」公募事業 募集 

3.  JT SDGs 貢献プロジェクト 

4.  2020 年度 東海ろうきん NPO育成助成事業 募集【愛知・岐阜・三重】 

mailto:sokan-keikaku@env.go.jp


5.  あいち・なごや生物多様性ベストプラクティス 募集【愛知】 

6.  プラ 530キャンペーン（プラ 530標語コンクール）【愛知】 

7. 「環境月間ポスター」・「愛鳥に関するポスター」作品募集【富山】 

8.  生態系保全の取組に関心のある事業者 募集【愛知】 

9. 「白山国立公園パークボランティア 募集 & 説明会」のお知らせ 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃【岐阜】環境フェア 2020 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

多治見市環境フェア実行委員会では、多治見の環境について考えるイベント 

として「環境フェア 2020」を開催します。 

 

詳  細：https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/kankyo/fair.html 

 

開催日時：2020年 2月 16日（日）9：30～15：30 

開催場所：ヤマカまなびパーク（岐阜県多治見市） 

内  容：スタンプラリー&クイズ、体験コーナー（間伐材を使ったマイ箸・ 

     バードコールづくり、災害による環境破壊を学ぼう等）、環境活 

     動発表会、団体の環境活動紹介など 

 

問 合 せ：多治見市環境課 

     TEL：0572-22-1175  FAX：0572-22-1186 

     メール：kankyo@city.tajimi.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃２┃【石川】第 25回木場潟環境フォーラム 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

木場潟では、市民・企業・団体・大学・行政等による清掃活動等の取組や、 

子どもたちが自然や動植物とのふれあいを通して、豊かな感受性や自然に対 

する幅広い好奇心を育むための環境学習が行われています。このような様々 

https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/kankyo/fair.html
mailto:kankyo@city.tajimi.lg.jp


な活動や取組の成果を発表することにより、さらなる啓発と保全活動を進め 

ることを目的に「木場潟環境フォーラム」が開催されます。 

 

詳  細： 

https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/ecology_suishin/suishituhozen/8790.html 

 

開催日時：2020年 2月 16日（日）13：30～15：30 

開催場所：こまつドーム（石川県小松市） 

内  容： 

〔第一部〕【調査研究発表「田んぼで学んだこと」～ビオトープでの米作り 

     を通して～】苗代小学校 5年生 

〔第二部〕特別講演「木場潟にいる生き物」 

     中野光議氏（石川県立大学生物資源環境学部研究補助員） 

 

問 合 せ：木場潟環境整備促進期成同盟会 

     （事務局：小松市産業未来部エコロジー推進課） 

     TEL：0761-24-8069 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【福井】ふるさと未来講座「地域づくり」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井ライフ・アカデミーでは、地域づくりに関する講演会を開催します。 

 

〔地域に「やりがい」をつくる～御食国若狭の可能性～〕 

 開催日時：2020年 2月 18 日（火）14：00～15：30 

 講  師：御子柴北斗氏（株式会社まちづくり小浜 取締役） 

 申込締切：2020年 2月 17 日（月） 

 詳  細： 

 http://www2.pref.fukui.lg.jp/press/view.php?cod=fI71a815768066812e 

 

〔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～〕 

 開催日時：2020年 3月 1日（日）14：00～15：30 

 講  師：市來広一郎氏（NPO 法人 atamista 代表理事） 

 申込締切：2020年 2月 29 日（土） 

https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/ecology_suishin/suishituhozen/8790.html
http://www2.pref.fukui.lg.jp/press/view.php?cod=fI71a815768066812e


 詳  細： 

 http://www2.pref.fukui.lg.jp/press/view.php?cod=aWc50W1576023875Qf 

 

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） 

定  員：60名 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【石川】SDGs未来都市シンポジウム 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

小松市と金沢大学は「SDGs 未来都市シンポジウム」を開催します。SDGsの達 

成に向けて、一人ひとりが理解を深めるため、講演を通じて持続可能な地域 

づくりや地域の未来について考えます。 

 

詳  細： 

https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/kokusai_keieiseisaku/kikakuchousei/sdgs_future

_city.html 

 

開催日時：2020年 2月 22日（土）10：30～12：00 

開催場所：ホテルビナリオ KOMATSU セントレ（石川県小松市） 

内  容： 

○基調講演「SDGs達成に向けた内外の取組み最前線」 

 竹本和彦氏（国連大学サステイナビリティ高等研究所上席客員教授） 

○講演「身近な振動や動きをエネルギーに。振動発電による SDGs の実現」 

 上野敏幸氏（金沢大学理工研究域電子情報通信学系准教授） 

○講演「SDGs達成のための、地域コミュニティにおける包括的なパートナー 

 シップの役割と可能性」 

 河内幾帆氏（金沢大学国際基幹教育院 GS教育系准教授） 

定  員：150名程度（事前申込要） 

 

問 合 せ：小松市総合政策部国際＆経営政策課 

http://www2.pref.fukui.lg.jp/press/view.php?cod=aWc50W1576023875Qf
mailto:f-manabi@pref.fukui.lg.jp
https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/kokusai_keieiseisaku/kikakuchousei/sdgs_future_city.html
https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/kokusai_keieiseisaku/kikakuchousei/sdgs_future_city.html


     TEL：0761-24-8037  FAX：0761-24-8190 

     メール：kikaku@city.komatsu.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【富山】SDGsカフェ（映画上映とワークショップ） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

南砺市は、『映画 Most Likely To Succeed の上映会と南砺の「これからの学 

び」を考える』を開催します。映画上映（90分）、講師のお話（30分）、感 

想の共有（60分）で構成されています。 

 

詳  細： 

https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/event/detail.jsp?id=21907 

 

開催日時：(1) 2020 年 2月 22 日（土）13：30～16：30 

     (2) 2020 年 3月 8日（日） 13：30～16：30 

開催場所：(1) 城端小学校 多目的ホール（富山県南砺市） 

     (2) 南砺市福光会館 2階会議室（富山県南砺市） 

講  師：(1) 鬼頭秀一氏 

     (2) 調整中 

定  員：各 20名 

 

問 合 せ：南砺市エコビレッジ推進課 

     TEL：0763-23-2050  FAX：0763-82-5101 

     メール：ecovillageka@city.nanto.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃６┃【岐阜】第 20回可児市環境フェスタ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境パートナーシップ・可児（可児市環境フェスタ実行委員会）は、「可児 

市環境フェスタ」を開催します。テーマは「ストップ地球温暖化!～みんなで 

話そう未来の環境～」です。 

 

詳  細：https://www.city.kani.lg.jp/16819.htm 

 

mailto:kikaku@city.komatsu.lg.jp
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/event/detail.jsp?id=21907
mailto:ecovillageka@city.nanto.lg.jp
https://www.city.kani.lg.jp/16819.htm


開催日時：2020年 2月 23日（日）9：00～15：30 

開催場所：広見地区センター（岐阜県可児市） 

内  容： 

ステージイベント…自然科学実験ショー、小学生による環境ステージ発表等 

会場イベント…スタンプラリー、展示・体験ブース、環境川柳・環境ポスター 

       展示等 

 

問 合 せ：可児市環境課 

     TEL：0574-62-1111  メール：kankyo@city.kani.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃７┃【愛知】愛知県 SDGs ワークショップ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、県民の皆様に SDGs への理解を深めていただくとともに、SDGsを自 

分事として捉え、SDGs を意識した行動を実践していただくきっかけとするた 

め、SDGs についてカードゲーム形式で楽しく学ぶ「愛知県 SDGsワークショッ 

プ」を開催します。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kikaku/aichi-sdgs6.html 

 

《豊橋会場》 

 開催日時：2020年 2月 23 日（日・祝）14：00～16：00 

 開催場所：豊橋市民センター 大会議室（愛知県豊橋市） 

 定  員：40 名（申込先着順） 

 共  催：豊橋市、豊田市（各市は、県内の SDGs未来都市） 

《名古屋会場》 

 開催日時：2020年 3月 1日（日）14：00～16：00 

 開催場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）1104 室 

      （名古屋市中村区） 

 定  員：40 名（申込先着順） 

 共  催：名古屋市（県内の SDGs未来都市） 

 

申込期限：2020年 2月 19日（水） 

 

問 合 せ：株式会社 JTB 名古屋事業部（県委託事業者） 

mailto:kankyo@city.kani.lg.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kikaku/aichi-sdgs6.html


     TEL：052-551-2413  FAX：052-446-5079 

     メール：sdgs_aichi@jtb.com 

 

 

┏━┓ 

┃８┃【石川】里山雪灯り～モウソウチクの竹灯篭～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

夕日寺健民自然園でモウソウチクの竹灯籠作りが行われます。里山放置後の 

繁茂で厄介者扱いのモウソウチクを有効活用していくことが大切です。あな 

たのアイディアで個性的な竹灯籠を作り、園や自宅の庭に幻想的な雪灯りの 

風情を演出してみませんか。 

 

詳  細：https://ishikawashizen.jp/program2019/post-256.html 

 

開催日時：2020年 2月 29日（土）15：00～16：30 

開催場所：夕日寺健民自然園（石川県金沢市） 

定  員：30名 

参 加 費：1個 500 円 

申込締切：開催日前日まで（定員になり次第締切） 

 

問 合 せ：夕日寺健民自然園 

     TEL・FAX：076-251-7554 

     メール：yuuhidera@bz03.plala.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃９┃【愛知】野鳥観察会 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

名城公園で野鳥観察会を開催します。日本野鳥の会会員の講師による解説付 

きで初心者でも気軽にご参加いただけます。 

 

詳  細：http://www.city.nagoya.jp/nishi/page/0000122667.html 

 

開催日時：2020年 2月 29日（土）9：00～正午 

開催場所：名城公園（名古屋市北区） 

対  象：名古屋市内在住、在勤、在学の方 

mailto:sdgs_aichi@jtb.com
https://ishikawashizen.jp/program2019/post-256.html
mailto:yuuhidera@bz03.plala.or.jp
http://www.city.nagoya.jp/nishi/page/0000122667.html


定  員：40人（応募者多数の場合は抽選） 

申込期限：2020年 2月 19日（水）17：00 必着 

 

問 合 せ：名古屋市北西部公害対策担当（西区公害対策室） 

     TEL：052-523-4613  FAX：052-523-4634 

 

 

┏━┓ 

┃10┃【長野】海ごみ対策地域リーダー養成講座 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

NPO法人みどりの市民は、「海ごみ対策地域リーダー養成講座」を開催します。 

海なし県の長野県は海ごみの発生源として、どのように私たちの生活が関わっ 

ているのか学び、情報交換をしませんか? 

 

詳  細：http://midorinoc.sub.jp/ 

 

開催日時：2020年 2月 29日（土）12：30～15：00 

開催場所：長野市ふれあい福祉センター 5 階ホール（長野県長野市） 

講  師：中井八千代氏（環境カウンセラー） 

定  員：30名 

 

問 合 せ：NPO法人みどりの市民 

     TEL：026-269-5092  FAX：026-269-5092 

     メール：midorit18@shinshu-u.ac.jp 

 

 

┏━┓【愛知】なごや環境大学 SDGsセミナー 

┃11┃「生物多様性とサブカルチャーの世界」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「なごや環境大学」は SDGs セミナーを開催します。講師に五箇公一氏をお招 

きし、国立環境研究所ならではの最新の研究情報とともにサブカルチャーの 

世界から生物多様性をひもといていただきます。 

 

詳  細：https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza19a/op09.html 

 

開催日時：2020年 3月 7日（土）14：00～16：00 

http://midorinoc.sub.jp/
mailto:midorit18@shinshu-u.ac.jp
https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza19a/op09.html


開催場所：名古屋企業福祉会館 KNビル大会議室（名古屋市中区） 

講  師：五箇公一氏（国立環境研究所生物・生態系環境研究センター(生態 

     リスク評価・対策研究室) 室長） 

定  員：200名 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃12┃【石川】いしかわの自然談話会 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

いしかわ自然学校では、いしかわの自然談話会を開催します。石川県の自然 

史（特に海とそこに住む生きもの、生息環境など）に関するちょっとした話 

題や関心事を題材に情報交換を行います。 

 

詳  細：https://ishikawashizen.jp/program2019/post-203.html 

                 

開催日時：2020年 3月 7日（土）（時間未定） 

開催場所：のと海洋ふれあいセンターおよび海の自然体験館 

     （石川県鳳珠郡能登町） 

参加対象：石川県の自然に興味関心のある方 

定  員：40名ほど ※定員になり次第締切 

参 加 費：200円（入館料、中学生以下無料） 

 

問 合 せ：のと海洋ふれあいセンター 

     TEL：0768-74-1919  FAX：0768-74-1920 

     メール：nmci@notomarine.jp 

 

 

┏━┓【福井】海のふれあい教室 

┃13┃ 海の生きものの不思議に迫る! 冬のお話会 海ごみ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井県海浜自然センターは、「海の生きものの不思議に迫る! 冬のお話会」 

を開催します。今回は、海ごみに関する活動、海ごみの研究成果について詳 

mailto:jimu@n-kd.jp
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しく教えていただきます。また、海ごみを使ったクラフトも行います。 

 

詳  細：http://fcnc.jp/syusaievent/syusaievent-11472 

 

開催日時：2020年 3月 7日（土）13：30～15：00 

開催場所：福井県海浜自然センター（福井県三方上中郡若狭町） 

定  員：30名（事前申込要） 

参 加 費：1人 100 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 

 

 

┏━┓【三重】企業から学ぶ講座 

┃14┃「サスティナブルな未来へ 企業と生活者による対話」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県環境学習情報センターでは、企業から学ぶ講座を開催しています。 

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。 

 

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

 

〔第 2回〕2020年 3月 7日（土）9：30～12：00 

 テーマ：ゴマがつくるサスティナブルな社会／九鬼産業株式会社 

〔第 3回〕2020年 3月 20日（金）13：30～16：00 

 テーマ：容器包装がつくるサスティナブルな社会／花王株式会社 

開催場所：三重県総合文化センター（三重県津市） 

対  象：16歳以上 

募集人数：各回 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 

 

 

http://fcnc.jp/syusaievent/syusaievent-11472
mailto:kaihin-c@pref.fukui.lg.jp
http://eco-mie.sblo.jp/article/186640366.html
mailto:info@eco-mie.com


┏━┓ 

┃15┃【愛知】「あいち環境塾」オープン講座 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、令和 2年度の「あいち環境塾」の塾生募集に先立ち、当塾をより多 

くの方に知っていただくため、当塾の雰囲気を体験できる「あいち環境塾」 

オープン講座を開催します。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/juku20200307.html 

 

開催日時：2020年 3月 7日（土）13：00～17：00 

開催場所：名古屋商工会議所 3階 第 5 会議室（名古屋市中区） 

内  容： 

○卒塾生が語る会 

○講演「『プラスチック問題』を考える」 

 髙村ゆかり氏（東京大学未来ビジョン研究センター教授） 

○卒塾生による地域実践活動成果発表 

○参加者によるディスカッション 

定  員：50名（申込先着順・定員になり次第、申込受付終了） 

申込期限：2020年 2月 28日（金） 

 

問 合 せ：公益財団法人名古屋産業科学研究所 

     TEL：052-223-6639  FAX：052-211-6224 

     メール：kankyojuku@nisri.jp 

 

 

┏━┓ 

┃16┃【三重】「身近な冬鳥を観察しよう」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県総合博物館（MieMu）では、「身近な冬鳥を観察しよう」を開催します。 

館内で冬鳥の剥製を観察し、体形や生態について学んだ後、実際に安濃川河口 

に移動して野鳥を観察します。 

 

詳  細：http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0013700214.htm 

 

開催日時：2020年 3月 8日（日）9：30～11：15 

開催場所：三重県総合博物館および安濃川河口（三重県津市高洲町） 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/juku20200307.html
mailto:kankyojuku@nisri.jp
http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0013700214.htm


     ※集合場所は三重県総合博物館 2階 エントランスホール 

講  師：平井正志氏（日本野鳥の会三重） 

対  象：小学生以上（小学生は保護者同伴） 

定  員：30名 

申込締切：2020年 2月 16日（日） 

 

問 合 せ：三重県総合博物館（MieMu） 

     TEL：059-228-2283  FAX：059-229-8310 

     メール：MieMu@pref.mie.lg.jp  

 

 

┏━┓ 

┃17┃【岐阜】第 20回環境市民フェスティバル 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

大垣環境市民フェスティバル実行委員会は、第 20回環境市民フェスティバル 

を開催します。保坂直紀氏による特別講演会のほか、かえっこバザール（お 

もちゃ交換）、体験コーナー、ワークショップなどが予定されています。 

 

詳  細：http://www.nisimino.com/ecostaogaki/kankyoufes.html 

 

開催日時：2020年 3月 14日（土）9：30～16：00 

開催場所：ソフトピアジャパンセンタービル及びその周辺（岐阜県大垣市） 

〇特別講演会（10：30～12：00）※申込者優先 

 講師：保坂直紀氏（東京大学大学院特任教授、サイエンスライター、気象 

 予報士） 

 

問 合 せ：大垣環境市民フェスティバル実行委員会 

     TEL：0584-82-1761 

 

 

┏━┓ 

┃18┃【石川】白山国立公園パークボランティア 写真展 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

白山国立公園で活動するパークボランティアが撮影した写真を巡回展示して 

います。メンバーは白山が大好きで、日頃から白山の姿を見つめています。 

彼らの視点で切り取った白山での活動の様子や、風景、動植物のワンシーン 

mailto:MieMu@pref.mie.lg.jp
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をご紹介します。パークボランティアを紹介する展示もしています。 

お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/blog/ 

 

《木場潟公園中央園地メダカハウス会場》 

 期 間：2020年 2月 7日（金）～2月 18 日（火） 

 場 所：石川県小松市三谷町ら之部 58 

 

《松任学習センタープララ会場》 

 期 間：2020年 2月 20日（木）～3月 2日（月） 

 場 所：石川県白山市古城町 305 

※共催：白山ユネスコエコパーク協議会、白山手取川ジオパーク協議会 

※白山ユネスコエコパーク、白山手取川ジオパークについても展示します。 

 

《石川県庁 19階展望ロビー会場》 

 期 間：2020年 3月 4日（水）～3月 12 日（木） 

 場 所：石川県金沢市鞍月 1-1 

  

問 合 せ：白山自然保護官事務所 

     TEL：076-259-2902 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃日本財団の助成プログラム（「海と日本 PROJECT サポートプログラム」） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「海と日本プロジェクト」では、海との多様なつながりを生かしながら独自 

性のある取組を実施することで、次世代を担う子供や若者を中心に多様な人 

が海への好奇心を持ち、行動を起こすムーブメントをつくることを目指します。 

次世代へ海を引き継ぐため、海を介して、人と人とがつながるユニークな取組 

を募集します。  

 

http://chubu.env.go.jp/blog/


対  象：本制度の主旨に沿った取組を行う実行委員会（中核的構成団体とし 

て自治体や地元メディアを含むもの）及び財団法人、社団法人、特定非営利活 

動法人等の法人格を有する団体、ボランティア団体等 

申請受付：2020年 3月 2日（月）11：00～3月 10 日（火）17：00（予定） 

 

対象となる事業の内容（審査の視点）については、詳細を参照 

 

詳  細： 

https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/marine_day 

 

問 合 せ：日本財団 海と日本 PROJECT サポートプログラム事務センター 

     TEL：03-6435-5752 

     メール：jimu_center@ps.nippon-foundation.or.jp 

 

 

┏━┓  

┃２┃2020年度「緑の募金」公募事業 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

緑の募金では、森づくりや人と自然がつながる社会づくりを応援しています。 

2020年度の助成対象事業を募集します。 

 

詳  細：http://www.green.or.jp/bokin/ 

 

対象活動：森林ボランティア、里山保全団体および NPO 等による以下の活動 

(1) 国内外の森と人を元気にする活動 

(2) 地球の緑を増やし、地球温暖化防止や生物多様性保全に貢献する活動 

(3) 森づくりのリーダーを育てる活動 

(4) 森や里山で子どもたちを育むことができる活動 

応募締切：2020年 3月 15日（日）当日消印有効 

 

問 合 せ：公益社団法人国土緑化推進機構 

     TEL：03-3262-8457  FAX：03-3264-3974 

     メール：bokin@green.or.jp 

 

 

┏━┓  

https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/marine_day
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┃３┃JT SDGs 貢献プロジェクト 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「JT SDGs 貢献プロジェクト」では、JTが社会貢献活動の重点課題として位置 

付けている、「格差是正」、「災害分野」、「環境保全」に取り組む様々な 

団体の事業を支援します。 

 

詳  細： 

https://www.jti.co.jp/csr/contribution/sdgscontribution/index.html 

 

対象事業：「格差是正」、「災害分野」、「環境保全」につながり、包摂的 

     かつ持続可能な地域社会の発展に貢献する事業 

対象団体：法人（営利／非営利等の法人格は問わない） 

     主たる事業所所在地と事業展開地が日本国内であること など 

助成期間：原則として、開始月より 1年間（通年での募集を受付） 

助成金額：1 法人 1 事業を対象とし、上限 200万円 

 

問 合 せ：JT SDGs 貢献プロジェクト外部事務局 

      公益社団法人日本フィランソロピー協会内 

     メール：jt_sdgs@philanthropy.or.jp 

 

 

┏━┓  

┃４┃2020年度 東海ろうきん NPO 育成助成事業 募集【愛知・岐阜・三重】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

東海ろうきん NPO育成助成事業では、東海 3県（愛知県・岐阜県・三重県）の 

地域や社会の課題解決に取り組む NPOに対し、資金提供などの支援を行ってい 

ます。2020年度の助成事業を募集します。 

 

詳  細：https://www.crcdf.or.jp/4_zyosei_kikin/tokairokin.html 

 

応募資格：愛知・岐阜・三重に事務所を置き活動する民間非営利団体に限る。 

     法人格の種別や有無は問いません。 

募集部門：〔新規事業創出部門〕…1件 30 万円が上限 

     〔事業の継続発展部門〕…1件 100 万円が上限 

     〔組織強化部門〕…1件 100 万円が上限 

申請受付：2020年 2月 14日（金）～2月 28日（金） 

https://www.jti.co.jp/csr/contribution/sdgscontribution/index.html
mailto:jt_sdgs@philanthropy.or.jp
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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 

 

 

┏━┓  

┃５┃あいち・なごや生物多様性ベストプラクティス 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県と名古屋市は、COP10 以降に愛知県内で行われた生物多様性の保全や 

持続可能な利用に関する取組事例を募集します。優れた事例については「ベ 

ストプラクティス」・「グッドプラクティス」として選定します。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/bestpractice.html 

     http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000123561.html 

 

応募資格：日本国内に拠点がある組織、団体であること。複数の団体等による 

     共同の応募や、1 団体から複数の取組事例の応募も可能。 

対象となる取組： 

次のいずれかに該当する取組事例のうち、愛知県内において 2011 年以降に行わ 

れたもの（2011 年以前から継続して行われているものを含む）を対象 

(1) 生物多様性の保全…森林、水辺等の生態系保全、野生生物の保護、外来種 

    対策など、生物多様性の保全に関する取組 

(2) 生物多様性の持続可能な利用…食料・資材、サービス、景観等の生物多様 

    性の恵みについて、その持続可能な利用に貢献する取組 

(3) その他の取組…普及啓発、学習、教育等、その他の生物多様性に関する取組 

募集締切：2020年 3月 16日（月） 

 

提 出 先：〔主に愛知県内（名古屋市以外の地域）での取組〕 

      愛知県環境局環境政策部自然環境課 

      TEL：052-954-6475  メール：shizen@pref.aichi.lg.jp 

      〔主に名古屋市内での取組〕 

      名古屋市環境局環境企画課 

      TEL：052-972-2698 

      メール：a2662-01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 

 

mailto:crcdf@crcdf.or.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/bestpractice.html
http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000123561.html
mailto:shizen@pref.aichi.lg.jp
mailto:a2662-01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp


 

┏━┓  

┃６┃プラ 530 キャンペーン（プラ 530標語コンクール）【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

530運動環境協議会は、「プラ 530キャンペーン」を実施しています。 

また、プラスチックごみゼロをテーマにした標語を募集する「プラ 530標語コ 

ンクール」を開催します。 

 

詳  細：http://www.530.toyohashi.aichi.jp/event.html 

 

〇プラ 530キャンペーン 

 実施期間：2020年 2月 1日（土）～2月 29日（土） 

〇プラ 530標語コンクール 

 対  象：豊橋市内在住の方（1人 2 作品まで） 

 応募締切：2020年 2月 28 日（金）必着 

 

問 合 せ：530運動環境協議会事務局（豊橋市役所環境政策課内） 

     TEL：0532-51-2399 

     メール：530@city.toyohashi.lg.jp 

 

 

┏━┓  

┃７┃「環境月間ポスター」・「愛鳥に関するポスター」作品募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県では、「環境月間ポスター」・「愛鳥に関するポスター」の作品を募 

集しています。 

 

《環境月間ポスター》 

 応募資格：富山県内の小・中学生 

 応募締切：2020年 4月 15 日（水）必着 

 問 合 せ：富山県生活環境文化部環境政策課 

      TEL：076-444-3141  FAX：076-444-3480 

  

 詳  細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1705/kj00007920.html 

 

《愛鳥に関するポスター》 

http://www.530.toyohashi.aichi.jp/event.html
mailto:530@city.toyohashi.lg.jp
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1705/kj00007920.html


 応募資格：小学校、中学校、高等学校、特別支援学校に在学中で、18 歳 

      以下の者。また、定時制高校に在学中で、19 歳以下の者。 

 提出期限：2020年 4月 10 日（金） 

 問 合 せ：富山県生活環境文化部自然保護課 

      TEL：076-444-3397  FAX：076-444-4430 

 

 詳  細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1709/kj00015046.html 

 

 

┏━┓  

┃８┃生態系保全の取組に関心のある事業者 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、生態系保全の取組に関心のある事業者の方々と、地域の生態系 

保全を行う NPO の方々との連携をサポートする「生物多様性マッチング支援事 

業」を展開しています。このたび、生態系保全の取組に関心のある事業者を 

募集しますので、「事前アンケート」によりご応募ください。 

 

詳細・事前アンケート： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tayouseimatching.html 

 

主なメリット： 

〔事業者〕専門的知識がなくても、NPO 等との連携により生物多様性保全に 

     取り組むことができる。 

〔NPO 等〕事業者との連携により保全活動を充実・強化することができる。 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策部自然環境課 

     TEL：052-954-6475  FAX：052-963-3526 

     メール：shizen@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃９┃「白山国立公園パークボランティア 募集 & 説明会」のお知らせ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

白山国立公園において、国立公園の適正な利用と自然保護の推進に協力いた 

だけるパークボランティア（※1）を募集します。 

※1「パークボランティア」とは、環境省の登録を受け、国立公園の自然解説 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1709/kj00015046.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/tayouseimatching.html
mailto:shizen@pref.aichi.lg.jp


及び案内活動、利用マナーの普及活動、登山道や施設の維持管理、な動植物 

の保護活動など、多岐にわたる活動を行っています。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/pre_2020/post_51.html 

 

募集定員：約 30名 

応募締切：2020年 3月 16日（月）17：00 必着 

 

問 合 せ：環境省白山自然保護官事務所 

     パークボランティア担当（大石） 

     TEL：076-259-2902  FAX：076-259-2085 

     メール：KAORI2_OISHI@env.go.jp 

 

またパークボランティア活動に興味がある人に向けて、パークボランティア 

制度や活動状況などの事前説明会を 3カ所で行います。 

 

《石川県白山市会場》 

 日 時：2020年 2月 22日（土）14：00～15：00 

 場 所：白山市松任学習センター プララ 

     （石川県白山市古城町 305番地） 

《福井県福井市会場》 

 日 時：2020年 3月 6日（金）19：00～20：00 

 場 所：ふくい県民活動ボランティアセンター 

     （福井市手寄一丁目 4番 1号 AOSSA7 階） 

《石川県金沢市会場》 

 日 時：2020年 3月 7日（土）14：00～15：00 

 場 所：モンベル金沢店（石川県金沢市本町 1-5-3 リファーレ 1階） 

 

＊いずれも申込不要。なお、事前説明会に出席しなくても応募は可能です。 

＊参加費無料。交通費等は自己負担となります。  

 

問 合 せ：白山自然保護官事務所 

     TEL：076-259-2902  

 

 

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

http://chubu.env.go.jp/pre_2020/post_51.html
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【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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