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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 野生生物課 

      自然保護官 玉木 大悟（たまき だいご）さんです。 

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

    3月 3日といえば桃の節句「ひな祭」ですが、この日は「世界野生 

   生物の日」でもあります。 

    ワシントン条約（絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引 

   に関する条約）が 1973年 3月 3日に採択されました。それを記念して、 

   国連は 2013 年に環境保全上は勿論のこと、経済および文化的にも重要 

   な野生動植物の保護の取組に力を入れることを目的として、3月 3 日を 

   「世界野生生物の日」に制定しました。 

    人は自然無くしては生きられません。地球の生命の一員として、今 

   ある自然環境を次世代に繋げることが重要です。そのためには、2020 

   年の世界野生生物の日のテーマ「地球上の生命すべてを守り育む」に 

   ついて考え、私たちの行動に結びつけることが大切です。 

   ………………………………………………………………………………… 

 

 

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

海洋ごみ対策に関する日本財団との連携について 

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

環境省と日本財団は、増加し続ける海洋ごみへの対策を目的として、全国一 

斉清掃キャンペーンと国内の対策事例を募集・発信するための表彰を共同で 

実施します。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/107736.html 

 

http://www.env.go.jp/press/107736.html


《海ごみゼロウィーク》 

 開催期間：2020年 5月 30 日（土）～6月 8 日（月） 

 5月 30 日（ごみゼロの日）から 6 月 5日（環境の日）を経て 6月 8 日（世界海 

 洋デー）前後を“海ごみゼロウィーク”として、全国一斉清掃キャンペー 

 ンを開催します。 

 

 特設サイト：https://uminohi.jp/umigomi/zeroweek/ 

 

《海ごみゼロアワード》 

 海洋ごみ対策の取組を国内から募集し、優良事例を表彰・国内外に発信 

 します。 

 部  門： 

 アクション部門…実践的活動や普及啓発等の取組 

 イノベーション部門…技術開発や研究、プロダクト開発等の取組 

 募集締切：2020年 5月 13 日（水）17：00（必着） 

 

 特設サイト：http://uminohi.jp/umigomizero_award2020/ 

 

問 合 せ：公益財団法人日本財団海洋事業部 

     TEL：03-6229-5152 

     メール：150-22_kaiyo@ps.nippon-foundation.or.jp 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃ ♪ も く じ ♪       ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【イベント情報】 

 ＊今月号は、イベント情報の配信を見合わせております。 

 

 

【募集情報】 

1.  New ドギーバッグアイデアコンテスト 作品募集 

2.  2020 年度 3R推進ポスターデザインコンテスト 作品募集 

3.  第 6 回 SDGs学生小論文アワード 募集 

4.  タカラ・ハーモニストファンド 2020年度助成事業 募集 

https://uminohi.jp/umigomi/zeroweek/
http://uminohi.jp/umigomizero_award2020/
mailto:150-22_kaiyo@ps.nippon-foundation.or.jp


5.  公益信託富士フイルム・グリーンファンド 2020 年度助成事業 募集 

6.  オンライン寄付サイト Give One（ギブワン）2020 年度登録団体 募集 

7.  あいち森と緑づくり都市緑化推進事業 2020年度企画提案 募集【愛知】 

8.  あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業 

  2020 年度交付対象事業 企画提案 募集【愛知】 

9.  あいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業 

  2020 年度企画提案 募集【愛知】 

10. 令和 2年度 県民による森づくり提案事業 募集【富山】 

11. アースデイえちぜん 2020 出展 募集【福井】 

12. 愛知県河川協力団体・愛知県海岸協力団体 募集【愛知】 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃Newドギーバッグアイデアコンテスト 作品募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省は、「New ドギーバッグアイデアコンテスト」を開催します。 

コンテストでは、「ネーミングの部」「パッケージデザインの部」の 2部門 

について作品を募集します。食品ロスの削減の推進を図るため、たくさんの 

御応募をお待ちしております。 

〔ドギーバッグ：レストラン等で食べきれずに残してしまった料理を持ち帰 

 るための容器〕 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/107696.html 

 

募集部門：ネーミングの部 

     パッケージデザインの部〔一般の部〕〔子供の部〕 

応募締切：2020年 5月 15日（金）（予定） 

 

特設サイト：http://www.env.go.jp/recycle/foodloss/contest.html 

 

問 合 せ： 

〔開催について〕環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室 

http://www.env.go.jp/press/107696.html
http://www.env.go.jp/recycle/foodloss/contest.html


        TEL：03-6205-4946 

〔応募について〕ドギーバッグ普及委員会（問合窓口） 

        https://www.doggybag-japan.com/contact 

 

 

┏━┓ 

┃２┃2020年度 3R推進ポスターデザインコンテスト 作品募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

3R 推進協議会では、工場、工事現場、オフィス、店舗などのビジネス現場や 

公共の場において、事業者に 3R 活動の推進を促すためのポスターのデザイン 

を募集します。 

 

詳  細：https://www.3r-suishinkyogikai.jp/poster/contest/ 

 

応募資格：日本国内在住者 

募集締切：2020年 6月 5日（金）必着 

 

問 合 せ：3R推進協議会事務局（一般社団法人産業環境管理協会内） 

     TEL：03-5209-7704   FAX：03-5209-7717 

     メール：3r-poster@3r-suishinkyogikai.jp 

 

 

┏━┓ 

┃３┃第 6回 SDGs 学生小論文アワード 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

住友理工では、「第 6回 SDGs 学生小論文アワード」の募集を行っています。 

今回のテーマは、「企業が持続的に成長するために、SDGsにどう取り組めば 

良いのか?」です。 

 

詳  細：https://sr-s-award.jp/ 

 

応募資格：全国の大学生、大学院生、短大生、高等専門学校生（4・5 年生）、 

     留学生 

提出期間：2020年 3月 15日（日）～6月 15日（月） 

応募条件：日本語で執筆された、自作で未発表のもの 

     (1) 本文 9,500～10,500 文字 (2) 要約 800 文字 

https://www.doggybag-japan.com/contact
https://www.3r-suishinkyogikai.jp/poster/contest/
mailto:3r-poster@3r-suishinkyogikai.jp
https://sr-s-award.jp/


賞の種類：最優秀賞 100 万円（1 名）、最優秀次席 50万円（1名）、 

     優秀賞 10万円（3名） 

 

問 合 せ：住友理工 学生小論文アワード事務局（株式会社オルタナ内） 

     TEL：03-6407-0266  メール：sraward@alterna.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃タカラ・ハーモニストファンド 2020年度助成事業 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

タカラ・ハーモニストファンドでは、森林や水辺の自然環境を守る活動や研 

究を助成しています。 

 

詳  細： 

https://www.takarashuzo.co.jp/environment/fund/yoko.htm 

 

対象事業：以下の(1)～(3)の内容に関する実践的な活動及び研究 

(1) 日本国内の森林・草原・木竹等の緑を保護、育成するための活動または 

   研究 

(2) 日本国内の海・湖沼・河川等の水辺の良好な自然環境を整備するための 

  活動または研究 

(3) 日本国内の緑と水に恵まれた良好な自然環境の保全及び創出に資するた 

  めの活動または研究 

応募締切：2020年 3月末日必着 

 

問 合 せ：公益信託タカラ・ハーモニストファンド事務局 

     （みずほ信託銀行株式会社京都支店） 

     TEL：075-211-6231  FAX：075-212-4915 

     メール：kouekishintaku.kyotoshiten@mizuhotb.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃公益信託富士フイルム・グリーンファンド 2020 年度助成事業 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益信託富士フイルム・グリーンファンドでは、2020 年度の活動及び研究助 

成の対象となる事業を募集しています。 

mailto:sraward@alterna.co.jp
https://www.takarashuzo.co.jp/environment/fund/yoko.htm
mailto:kouekishintaku.kyotoshiten@mizuhotb.co.jp


 

詳  細：http://www.jwrc.or.jp/service/shintaku/fgf.htm 

 

助成対象： 

〔活動助成〕自然環境保全もしくは自然とのふれあい活動 

〔研究助成〕身近な自然環境保全のための調査研究もしくは自然とのふれあ 

      いを促進するための調査研究 

応募資格： 

〔活動助成〕身近な自然の保全や自然とのふれあいを積極的に行っていること 

〔研究助成〕身近な自然環境の保全・活用の促進に関する具体的な研究や、ふ 

      れあいの場としての緑地の質的向上を目指した実証研究等を行っ 

      ていること 

応募締切：2020年 5月 7日（木）同日消印有効 

 

問 合 せ：公益信託富士フイルム・グリーンファンド事務局 

     （一財）自然環境研究センター内 

     TEL：03-6659-6310  FAX：03-6659-6320 

 

 

┏━┓ 

┃６┃オンライン寄付サイト Give One（ギブワン）2020 年度登録団体 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人パブリックリソース財団では、当財団が運営するオンライン寄 

付サイト Give One（ギブワン）に、新しく登録（寄付の対象となること）を 

希望する団体を公募します。 

 

詳  細：https://www.info.giveone.net/oubo2020 

 

応募資格： 

〇ホームページでの情報公開が十分であること 

〇活動開始から 2会計年度が経過している団体 

〇国、地方自治体、宗教法人、 個人、営利を目的とした株式会社、有限会 

 社などの組織、趣旨や活動が政治・宗教・思想・ 営利などの目的に著し 

 く偏る団体ではないこと 

〇Give One 登録団体規約に同意できる団体 

応募締切：2020年 4月 6日（月） 

http://www.jwrc.or.jp/service/shintaku/fgf.htm
https://www.info.giveone.net/oubo2020


 

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 

     メール：info@giveone.net 

 

 

┏━┓あいち森と緑づくり都市緑化推進事業 

┃７┃2020年度企画提案 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、市民団体による県有地での緑化事業について 2020年度の企画提 

案を募集します。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koen/kenminsanka2.html 

 

対  象：NPO、ボランティア団体、農業協同組合、漁業協同組合、森林組 

     合、自治会、学校等（国立、県立の機関を除く。）  

対象事業：県営都市公園などの県有地において県民参加による樹林地整備、 

     植栽、ビオトープづくり整備などの緑づくり活動、体験学習や 

     都市緑化の普及啓発を市民団体が主体となって実施する事業 

募集締切：2020年 3月 12日（木）※2020年 4月から事業を開始したい場合 

 

問 合 せ：愛知県都市整備局都市基盤部公園緑地課 

     TEL：052-954-6526  メール：koen@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業 

┃８┃2020年度交付対象事業 企画提案 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、NPOやボランティア団体等の多様な主体が行う自発的な環境保 

全活動や環境学習を支援します。2020年度に実施する交付対象事業の企画提 

案を募集します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/0000023749.html 

 

対  象：NPO法人、ボランティア団体、農協、漁協、森林組合、自治会、 

mailto:info@giveone.net
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koen/kenminsanka2.html
mailto:koen@pref.aichi.lg.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/0000023749.html


     私立学校、市町村等（愛知県内に拠点を置く、5 人以上の団体） 

対象事業：環境保全活動…(1) 森・緑の育成活動事業 

     環境学習…(2) 水と緑の恵み体感事業 

           (3) 森林生態系保全の学習事業 

     緑の教室…(4) 太陽・自然の恵み学習事業 

     独自提案…(5) 独自提案による環境保全活動・環境学習事業 

募集締切：2020年 3月 16日（月）17：30（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  メール：kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓あいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業 

┃９┃2020年度企画提案 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、地域の複数の団体が協働して行う生態系ネットワーク形成事業 

を対象として、2020年度に実施する企画提案事業を募集します。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/nwkeisei02.html 

 

対  象：生態系ネットワークの形成を目的とする、NPO・ボランティア団 

     体・農協・漁協・森林組合・自治会・大学・企業・市町村等の複 

     数の団体から構成される団体 

対象事業：(1) ビオトープ創出事業 

     (2) ビオトープ維持・向上事業 

     (3) 調査事業 

募集締切：2020年 3月 18日（水）必着 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策部自然環境課 

     TEL：052-954-6229  メール：shizen@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃10┃令和 2年度 県民による森づくり提案事業 募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県では、「水と緑の森づくり税」を活用し、県民の皆さんが自ら企画、 

mailto:kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/nwkeisei02.html
mailto:shizen@pref.aichi.lg.jp


実践する森づくり事業を募集します。 

 

詳  細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1603/kj00011455.html 

 

対  象：提案した事業を会員自らが実践することのできる団体、グループ等 

対象事業：富山県の森林内（民有林）での活動を主とし、次のいずれかを目的 

     とする事業 

     (1) 森林の整備や森林空間の利活用を推進する事業 

     (2) 県民の森づくりに対する意識の醸成を図る事業 

     (3) 木竹等の森林資源の利活用を促進する事業 

募集締切：2020年 3月 19日（木） 

 

問 合 せ：富山県農林水産部森林政策課 

     TEL：076-444-3385  FAX：076-444-4428 

 

 

┏━┓ 

┃11┃アースデイえちぜん 2020 出展 募集【福井】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

エコラブえちぜんでは、「アースデイえちぜん 2020」（共催：越前市）に出 

展する団体を募集しています。 

 

詳  細：http://www.city.echizen.lg.jp/office/060/051/earthday.html 

 

開催日時：2020年 5月 17日（日）10：00～16：00 

開催場所：あいぱーく今立及びいまだて芸術館（福井県越前市） 

出 展 料：調理・キッチンカー…3,000 円 

     調理品の販売等、クラフト…2,000 円 

     フリーマーケット…1,000 円 ※物々交換可の場合、出展料 500円 

     展示のみ…無料 ※展示のみ希望の場合はエコラブえちぜん会員 

     登録（年会費 1,000円）が必要です。 

申込期限：2020年 3月 27日（金） 

 

問 合 せ：越前市役所環境政策課 

     TEL：0778-22-5342  FAX：0778-22-7989 

     メール：kankyou@city.echizen.lg.jp 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1603/kj00011455.html
http://www.city.echizen.lg.jp/office/060/051/earthday.html
mailto:kankyou@city.echizen.lg.jp


 

 

┏━┓ 

┃12┃愛知県河川協力団体・愛知県海岸協力団体 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

《愛知県河川協力団体》 

 愛知県が管理している一級河川及び二級河川において、河川環境の維持活 

 動等に幅広くご協力いただける河川協力団体を募集します。 

 

 詳 細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kasen/kasenkyouryoku.html 

 

《愛知県海岸協力団体》 

 海岸環境の維持活動等に幅広くご協力をいただくため、愛知県沿岸におい 

 て海岸協力団体を募集します。 

 

 詳 細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kasen/kaigankyoryoku.html 

 

募集期間：2020年 3月 9日（月）～5月 29 日（金） 

 

問 合 せ：愛知県建設局河川課 

     TEL：052-954-6556 

 

 

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

【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 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kasen/kasenkyouryoku.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kasen/kaigankyoryoku.html
https://www.mag2.com/m/0000233904.html
http://www.epo-chubu.jp/
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