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●○ そらいろ通信 ～EPO-Chubu メールマガジン～130 号(2020.4.14) 

○ 

        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 環境対策課 

       課長 萩ノ脇 裕司（はぎのわき ひろし）さんです。 

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

    IPCCの報告書や毎年繰り返される気象被害等を危機意識として、ま 

   た、パリ協定の目標達成に向けて「2050年 CO2実質排出量ゼロを表明 

   する自治体（ゼロカーボンシティ）」が先進的な動きとして急速に広 

   がっています。 

    3月現在、東京都・三重県・富山県を始めとする 80の自治体（17都 

   道府県、33市、1特別区、22 町、7 村）人口規模で 6,122 万人、総人口 

   約 48.2%を占める規模となっています。私たちも脱炭素社会を目指し 

   て、日々の暮らしの中で「小さなゼロ」行動をしてみませんか。 

   ………………………………………………………………………………… 

 

 

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

こども向けパンフレット「ESD・SDGsとは（外国語版）」を発行しました 

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

環境省では、国際的な連携の強化による一層の環境教育の促進に向け、平成 

30 年度に発行したこども向け ESD・SDGsパンフレットについて、今回外国語版 

（英語、中国語、韓国語、スペイン語）を発行しました。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/107787.html 

    （↑こちらからパンフレットのダウンロードが可能です。） 

 

内  容：SDGs の達成のために有効な ESD の考え方や、ESD に取り組む際の 4つ 

     のステップについて、分かりやすく説明しています。 

http://www.env.go.jp/press/107787.html


 

問 合 せ：環境省大臣官房総合政策課環境教育推進室 

     TEL：03-3581-3351（代表）・03-5521-8231（直通） 

 

 

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

「持続可能な開発目標（SDGs）活用ガイド」（第 2版）を発行しました 

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

環境省は、企業が SDGs達成に向けて取り組む際の手引となるよう｢持続可能な 

開発目標（SDGs）の活用ガイド｣を平成 30 年 6月に作成しています。 

この度、その第 2版を発行しました。今回の改正では、SDGsを取り巻く国内外 

の情勢の変化や進展を反映するとともに、第五次環境基本計画で提唱した｢地 

域循環共生圏（ローカル SDGs）｣や｢ESG 地域金融｣などの関連情報をより詳細に 

記載しています。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/107846.html 

 

↓こちら〔持続可能な開発目標（SDGs）の推進のページ〕から【概要版】、 

【本編】、【資料編】のダウンロードが可能です。 

http://www.env.go.jp/policy/sdgs/index.html 

 

問 合 せ：環境省大臣官房総合政策課民間活動支援室 

     TEL：03-3581-3351（代表）・03-3406-5181（直通） 

 

 

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

「ESG 地域金融実践ガイド」の公表について 

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

環境省では、地域の持続性の向上や地域循環共生圏の創出に資する ESG金融促 

進を図るべく「地域における ESG金融促進事業」で 9機関の支援を実施し、そ 

の支援結果から ESG地域金融に取り組もうとする金融機関向けの手引きとして 

「ESG 地域金融実践ガイド」を取りまとめました。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/107936.html 

    （↑こちらからガイドのダウンロードが可能です。） 

 

http://www.env.go.jp/press/107846.html
http://www.env.go.jp/policy/sdgs/index.html
http://www.env.go.jp/press/107936.html


内  容：ESG地域金融実践におけるステークホルダーとの連携手法や、取組 

     に当たってのポイントなどを、支援事例を元に 4部構成（ESG 地域 

     金融に取り組む必要性、実践ガイド、支援先事例（9件、参考資料） 

     で解説しています。 

 

問 合 せ：環境省大臣官房環境経済課 

     TEL：03-3581-3351（代表）・03-5521-8240（直通） 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃ ♪ 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. 「緑の都市賞」・「緑の環境プラン大賞」募集 

2.  パタゴニア 環境助成金プログラム プロジェクト 募集 

3.  コメリ緑資金ボランティア助成 募集 

4.  トヨタ環境活動助成プログラム 2020 年度 募集 

5.  エフピコ環境基金 募集 

6. 「緑化を伴うヒートアイランド対策に関する助成事業」、 

  「子供たちの環境学習活動に対する助成事業」募集 

7.  2020 年度自然体験活動支援事業 

    第 19回トム･ソーヤースクール企画コンテスト 募集 

8.  令和 2年度子どもゆめ基金助成金 二次募集 

9. 「いきいき中高年社会貢献活動支援事業助成金」募集【長野】 

10. 令和 2年度 第 1回 南砺幸せ未来基金 

    頑張る人・地域応援事業 募集【富山】 

11. 富山市公募提案型協働事業 募集【富山】 

12. 令和 2年度環境ふくい未来創造事業 募集【福井】 

13. 令和 2年度元気とやま県民協働事業 募集【富山】 

14. 令和 2年度いしかわ里山振興ファンド公募事業 募集【石川】 

15. 環境プログラム「地球を守ろう! 温暖化防止教室」実施校募集【岐阜】 

 



【その他情報】 

1. 【愛知】令和 2 年度「あいち環境塾」塾生募集 

2. 【富山】第 5次とやまのライチョウサポート隊 隊員募集 

3. 【福井】環境アドバイザー制度をご活用ください 

4. 【石川】いしかわエコチケット事業 

5. 【愛知】環境行動促進アプリ「なごっちゃ」事業 

6. 【愛知】「愛知県 SDGs ガイドブック」の発行 

7. 【愛知】「三河湾の干潟・浅場・藻場のはたらき」をテーマとした 

  パンフレットを作成 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓  

┃１┃「緑の都市賞」・「緑の環境プラン大賞」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人都市緑化機構では、「第 40回緑の都市賞」・「第 31回緑の環境 

プラン大賞」を募集しています。 

 

＜第 40回緑の都市賞＞ 

緑の都市賞では、みどりを守り育てる活動や事業の実績を募集します。 

対  象：〔緑の市民協働部門〕主に市民団体 

     〔緑の事業活動部門〕主に民間事業者 

     〔緑のまちづくり部門〕主に市区町村 

 

＜第 31回緑の環境プラン大賞＞ 

緑の環境プラン大賞では、みどりを創る計画を募集します。 

対  象：全国の民間・公共の各種団体 

 

応募期限：2020年 6月 30日（火） 

 

詳  細：https://urbangreen.or.jp/grant 

 

問 合 せ：公益財団法人都市緑化機構 

https://urbangreen.or.jp/grant


     TEL：03-5216-7191  FAX：03-5216-7195 

     メール：midori.info@urbangreen.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃２┃パタゴニア 環境助成金プログラム プロジェクト 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

パタゴニアでは環境保護活動に助成を行っています。環境助成金プログラム 

の対象となるプロジェクトの申請を受け付けています。 

 

詳  細：https://www.patagonia.jp/grant-guidelines.html 

 

助成金額：多くの場合 50万円から 200万円までの範囲 

申請締切：4月 30日（毎年 7月以降に実施されるプロジェクト） 

     8月 31日（毎年 10 月以降に実施されるプロジェクト） 

          ※申請締切は年 2 回 

          ※1団体からの申請受付は 1年（毎年 5月～翌年 4 月）に 1回のみ 

 

問 合 せ：パタゴニア日本支社 環境・社会部 環境助成金プログラム窓口 

     TEL：045-435-6012   

 

 

┏━┓ 

┃３┃コメリ緑資金ボランティア助成 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

コメリ緑資金ボランティア助成では、コメリ従業員が参加・お手伝いする緑 

化活動に対して、活動で使用する花苗・プランター・土などの購入資金とし 

て助成金を贈呈いたします。 

 

詳  細：http://www.komeri-midori.org/koubo/volunteer.html 

 

助成対象：コメリ従業員が参加して行う、幼稚園・保育所・小中学校・特定 

     施設（老人施設・養護施設等）の校内緑化活動など、公共性のあ 

     る緑化活動が対象です。 

活動期間：2019年 7月 1日から 2020年 6月 30日までに実施する活動 

応募締切：2020年 5月 31日（日） 

mailto:midori.info@urbangreen.or.jp
https://www.patagonia.jp/grant-guidelines.html
http://www.komeri-midori.org/koubo/volunteer.html


 

問 合 せ：公益財団法人コメリ緑育成財団事務局 

     TEL：025-371-4455  FAX：025-371-4151 

     メール：midori@komeri.bit.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃トヨタ環境活動助成プログラム 2020 年度 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

トヨタ自動車（株）は、「持続可能な発展」のための環境改善や保全に向け 

た活動を助成する「トヨタ環境活動助成プログラム」の 2020年度の助成プロ 

ジェクトを募集しています。 

 

詳  細： 

https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/challenge6/ecogrant/ 

 

基本テーマ：生物多様性／気候変動 

応募資格：民間非営利団体（NPO、NGO、公益法人、および法人格を持たない 

     任意団体やグループを含む） 

助成金額：〔海外プロジェクト〕上限 700 万円／件 

     〔国内プロジェクト〕上限 300 万円／件 

     〔国内小規模プロジェクト〕上限 100 万円／件 

応募締切：2020年 6月 4日（木）必着 

 

問 合 せ：トヨタ環境活動助成プログラム事務局 

     TEL：03-3817-9238  メール：tmc-ecogrant@g500.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃エフピコ環境基金 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

2020年度に創設されたエフピコ環境基金では、助成案件を募集しています。 

持続可能な社会を実現するため、社会的課題の解決をテーマに活動する団体 

を助成します。 

 

詳  細： 

mailto:midori@komeri.bit.or.jp
https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/challenge6/ecogrant/
mailto:tmc-ecogrant@g500.jp


https://www.fpco.jp/esg/environmenteffort/environmentalfund.html 

 

助成対象：環境の保全を図る活動（研究・教育を含む） 

対象団体：日本国内に拠点をもつ、以下の条件を満たす団体 

      (1) 特定非営利活動法人（NPO法人）、一般社団・財団法人、 

        公益社団・財団法人 

     (2) 大学、高等学校、高等専門学校 

     (3) 地方公共団体 

募集締切：2020年 6月 30日（火） 

 

問 合 せ：エフピコ環境基金事務局 

     メール：fp-kankyokikin＠fpco-net.co.jp 

 

 

┏━┓「緑化を伴うヒートアイランド対策に関する助成事業」、 

┃６┃「子供たちの環境学習活動に対する助成事業」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

高原環境財団では「緑化を伴うヒートアイランド対策に関する助成事業」 

および「子供たちの環境学習活動に対する助成事業」を募集しています。 

 

詳  細：http://takahara-env.or.jp/bosyu/ 

 

《緑化を伴うヒートアイランド対策に関する助成事業》 

対 象 者：日本国内に所在する法人、地域活動団体 

対象事業：(1) 屋上、(2) 建物の外壁面、(3) 駐車場、(4) 空地、 

     (5)プランター等で行う新たな緑化事業 

助成対象地・施設：事業地が、日本国内の都市部またはその周辺地であること 

 

《子供たちの環境学習活動に対する助成事業》 

対 象 者：日本国内の保育園、幼稚園、小学校、および NPO法人等の地域活動 

     団体 

対象事業：小学生以下の子供を対象に行う、緑化や自然体験などの環境保全に 

     関する体験・学習活動 

対象活動：活動参加者が、おおむね日本国内の都市部またはその周辺地域居住 

     者活動であること 

 

https://www.fpco.jp/esg/environmenteffort/environmentalfund.html
http://takahara-env.or.jp/bosyu/


募集締切：2020年 5月 8日（金）必着 

 

問 合 せ：公益財団法人高原環境財団 

     TEL：03-3449-8684 

     FAX：03-5420-3418 ※FAXは業務委託先(株)ユービーエス宛 

     メール：mail@takahara-env.or.jp 

 

 

┏━┓2020年度自然体験活動支援事業 

┃７┃第 19 回トム･ソーヤースクール企画コンテスト 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

安藤スポーツ・食文化振興財団が主催する「トム･ソーヤースクール企画コン 

テスト」では、ユニークで創造性に富んだ自然体験活動の企画案を募集して 

います。50団体を選考し、実施支援金として各 10万円を贈呈します。 

 

詳  細：http://www.shizen-taiken.com/contest2020/2020infof.html 

 

内  容：（例）自然体験、地域交流、環境教育、史跡探訪、自然探検、 

     アウトドアスポーツなど 

     目的が明確であり、子どもたちの健全な心身の育成に寄与するもの。 

学校部門：小学校・中学校または、小中学校より委託・協力・協働等によって 

     当該活動を主催する団体。 

     小学校、中学校において授業や課外活動の一環として行われる活動 

     で、小中学生が各回概ね 10 名程度が参加する企画で、学校長の承認 

     を受けたもの。 

一般部門：定款・規約等が整備され、組織としての形態を有し、当該活動を 

     主催する団体。 

     小中学生が各回概ね 10名程度が参加する企画であること。 

応募締切：2020年 5月 18日（月） 

 

問 合 せ：公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団 

     TEL：072-752-4335  FAX：072-752-2473 

     メール：h.mokuo@ando-zaidan.jp 

 

 

┏━┓ 

mailto:mail@takahara-env.or.jp
http://www.shizen-taiken.com/contest2020/2020infof.html
mailto:h.mokuo@ando-zaidan.jp


┃８┃令和 2年度子どもゆめ基金助成金 二次募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

子どもゆめ基金では、子どもの体験活動への助成を行っています。 

5 月 1 日から二次募集の申請を受け付けます。 

 

詳  細：https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/index.html 

 

対象活動：子どもを対象とする体験活動（自然体験活動、科学体験活動、交 

     流を目的とする活動、社会奉仕体験活動、職場体験活動、総合・ 

     その他の体験活動） 

対象団体：公益社団法人、公益財団法人又は一般社団法人、一般財団法人、 

     特定非営利活動法人、法人格を有しないが、活動を実施するため 

     の体制が整っていると認められる団体  など 

活動期間：2020年 10月 1日～2021年 3月 31 日 

助成金申請額：50万円以下（1件当たり） 

申請期間：〔郵送申請〕2020 年 5月 1日（金）～6月 16 日（火） 

     〔電子申請〕2020年 5月 1日（金）～6月 30 日（火） 

 

問 合 せ：独立行政法人国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金部助成課 

     フリーダイヤル：0120-579081（平日 9：00～17：45） 

     TEL：03-5790-8117・8118  FAX：03-6407-7720 

     メール：yume@niye.go.jp 

 

 

┏━┓ 

┃９┃「いきいき中高年社会貢献活動支援事業助成金」募集【長野】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県では、全ての高齢者に「居場所」と「出番」がある“人生二毛作社会 

づくり”を公益財団法人長野県長寿社会開発センターと連携し推進していま 

す。現在、「いきいき中高年社会貢献活動支援事業助成金」の対象となる募 

集を募集しています。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kenko-choju/happyou/20200401press.html 

 

応募資格：長野県内在住のおおむね 50 歳以上の方により、自主的に結成され 

https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/index.html
mailto:yume@niye.go.jp
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     た 5 人以上のグループで、今後 2年間の事業計画が明確で、継続し 

     て活動を行う見込みのあるグループ 

対象事業：グループが自ら企画・運営するもので、助成終了後も継続して実施 

     が可能な次の事業 

     (1) 高齢者の生きがい・健康づくりを拡げるための活動 

     (2) 保健・福祉ボランティア活動 

     (3) 子ども世代や若年層を対象とした交流・支援 

     (4) まちづくり・地域文化伝承活動 

     (5) 自然保護、環境美化活動 

     (6) その他中高年グループが主体となった地域づくり、社会貢献活動 

助成金額：助成対象事業費の 3分の 2以内で 15万円を限度 

応募締切：2020年 4月 24日（金）（17：00必着） 

 

問 合 せ：長野県健康福祉部健康増進課 

     TEL：026-235-7112  FAX：026-235-7485 

     公益財団法人長野県長寿社会開発センター 

     TEL：026-226-3741  FAX：026-226-8327 

     メール：honbu1@nicesenior.or.jp 

 

 

┏━┓令和 2年度 第 1回 南砺幸せ未来基金 

┃10┃頑張る人・地域応援事業 募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

南砺幸せ未来基金では、自然と共生しながら地域の資源を活用することで自 

立度を高め、安心して暮らせる持続可能な自立循環型社会を目指す市民活動 

を推進しています。この度「頑張る人・地域応援事業」を募集し、資金面で 

の支援を行います。 

 

詳  細：https://ecoto.jp/wp2020/ 

 

応募資格：(1) 南砺市内の地域づくり協議会、町内会及び各種団体 

     (2) 南砺市内に活動場所を有する民間事業者、NPO、市民活動団体 

     (3) 南砺市内に活動場所を有する個人 

事業分野：以下の活動分野のうち、いずれかにあてはまる事業 

     ア．暮らしを支える事業 

     イ．森里川海のつながりを保全する事業 

mailto:honbu1@nicesenior.or.jp
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     ウ．生業・起業・ものづくりを支える事業 

     エ．地域の食と農業を支える事業 

     オ．子ども・若者を支える事業 

     カ．再生可能エネルギーを支える事業 

     キ．地域の歴史・土徳文化を支える事業 

助成金額：上限 30 万円 

募集締切：2020年 4月 30日（木） 

 

問 合 せ：公益財団法人南砺幸せ未来基金 事務局 

     （南砺市役所エコビレッジ推進課内） 

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

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

 

 

┏━┓ 

┃11┃富山市公募提案型協働事業 募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山市では、地域の様々な課題解決に向け、市民活動団体等の特性を活かし 

た事業提案を公募します。採用された団体には、対象経費の 80％相当額を負 

担金として交付します（上限 30 万円）。 

 

詳  細： 

https://www.city.toyama.toyama.jp/shiminseikatsubu/danjyosankakusiminkyodo/koboteiang

atakyodo.html 

 

応募資格：ボランティアグループ、NPO 法人、市民活動団体、自治振興会、 

     町内会等で、5つの要件（富山市内に主たる事務所及び活動場所 

     を有すること他）※を満たす団体。単一の団体だけでなく、複数 

     の団体で構成された協議体による提案も可能。 

     企業や事業所の皆さんは協議体に加わって参加いただけます。 

     ※その他の要件は詳細でご確認ください。 

応募締切：2020年 5月 8日（金）必着 

 

問 合 せ：富山市市民生活部男女参画・市民協働課 

     TEL：076-443-2051  FAX：076-443-2176  

     メール：danjo-01@city.toyama.lg.jp 

mailto:ecovillageka@city.nanto.lg.jp
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┏━┓ 

┃12┃令和 2年度環境ふくい未来創造事業 募集【福井】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境ふくい推進協議会では、福井県における環境保全活動の活性化を図るた 

め、「環境ふくい未来創造事業」における助成団体・企業を募集しています。 

 

詳  細： 

http://www.kankyou-fukui.jp/080_information/detail.php?id=223 

 

対  象：環境ふくい推進協議会団体・企業会員 

     （募集期間に会員となれば申請可能。団体会員は会費無料） 

活動要件：福井県内において実施すること 

     福井県環境基本計画を推進すると認められるもの など 

応募締切：2020年 5月 8日（金）必着 

 

問 合 せ：環境ふくい推進協議会事務局（福井県安全環境部環境政策課内） 

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

     メール：kankyou@pref.fukui.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃13┃令和 2年度元気とやま県民協働事業 募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県では、県内のボランティア団体等が他の団体、自治振興会、企業等と 

協働し、新たな発想で実施する地域活性化を図る事業を募集します。 

 

詳  細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1017/kj00021746.html 

 

対象事業（区分）： 

(1) テーマ設定型事業（県の設定したテーマに基づき提案・実施する事業） 

   〔テーマ〕清掃美化活動による地域活性化 ほか 

(2) 自由提案型事業（団体が自由に企画・実施する事業） 

対象団体：富山県内に活動拠点を持ち、県内で活動する団体 

     5 名以上の構成員で組織されていること 

http://www.kankyou-fukui.jp/080_information/detail.php?id=223
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     一市町村に限られた特定地域の発展を主たる目的とする団体でない 

     こと（この要件を満たさない場合、他の市町村で活動する団体との 

     連携が必要） など 

補助金額：(1) テーマ設定型協働事業 …1 件当たり 30 万円以内 

        （ただし、知事が特に認める場合は 50 万円以内） 

     (2) 自由提案型協働事業…1 件当たり 20万円以内 

受付期間：〔第 1回〕2020 年 3月 25日（水）～5月 15 日（金） 

     〔第 2回〕2020 年 6月 22日（月）～8月 21 日（金） 

 

問 合 せ：富山県総合政策局少子化対策・県民活躍課 

     TEL：076-444-9012  FAX：076-444-3479 

 

 

┏━┓ 

┃14┃令和 2年度いしかわ里山振興ファンド公募事業 募集【石川】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

いしかわ里山振興ファンドでは、「里山里海の地域資源を活用した生業の創 

出」、「里山里海地域の振興」、「スローツーリズムの推進」にかかる取組 

を支援します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/satoyama/documents/r2koubo.html 

 

助成対象：石川県内の事業者など 

     （事業により異なります。詳細でご確認ください。） 

助成事業（公募メニュー）： 

(1) 里山里海の地域資源を活用した生業の創出 

(2) 里山里海地域を元気にするイベント支援 

(3) 里山里海の資源循環モデルの構築による地域おこし 

(4) 多様な滞在メニューの開発支援 

応募締切：2020年 5月 22日（金）17：00 必着 

 

問 合 せ：石川県農林水産部里山振興室 

     （いしかわ里山づくり推進協議会 事務局） 

     TEL：076-225-1631  FAX：076-225-1618 

     メール：satoyama@pref.ishikawa.lg.jp 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/satoyama/documents/r2koubo.html
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┏━┓ 

┃15┃環境プログラム「地球を守ろう! 温暖化防止教室」実施校募集【岐阜】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

岐阜県地球温暖化防止活動推進センターでは、小・中学校を対象とした出前 

講座を実施しています。講座は、地球温暖化問題について「ゲーム」や「体 

験」を交え、楽しみながら学ぶことのできるプログラムとなっています。 

 

詳  細：http://gifu-ondanka.org/topics/3780.html 

 

対  象：岐阜県内の小・中学校（小学校 5年生から中学校 1 年生まで）で、 

     クラス単位又は学年単位での応募をお願いします。 

     応募多数の場合は、抽選により実施校を選定します。 

プログラム：（各 45分） 

(1) 地球温暖化を知ろう! …地球温暖化の仕組みや現状、影響などを知ります。 

(2) 地球温暖化をさがそう! …身近なエネルギー使用や自分たちにできること 

  を考えます。 

(3) 地球温暖化を考えよう! …国や地域の対策を知り、未来のエネルギーにつ 

   いて考えます。 

応募締切：2020年 5月 8日（金） 

 

問 合 せ：岐阜県地球温暖化防止活動推進センター 

     （一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター内） 

     TEL：058-247-3105  FAX：058-248-0229 

     メール：ondan@koeiken.or.jp 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪その他情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃【愛知】令和 2 年度「あいち環境塾」塾生募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、公益財団法人名古屋産業科学研究所と共同で、企業や NPO、団体 

http://gifu-ondanka.org/topics/3780.html
mailto:ondan@koeiken.or.jp


などで持続可能な社会づくりのリーダーとして活躍する人材の育成を目的と 

した「あいち環境塾」の塾生を 20名募集します。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/2020kankyojuku.html 

 

開 催 日：2020年 6月 6日（土）～11月 21日（土）までの間の計 13日間 

     ※上記日程のほか、自由参加のオプション補講（無料）1日実施。 

対  象：県内の企業、団体、大学、行政機関等に所属されている方などで 

     おおむね 60歳までの方（原則、全 13日間参加できる方） 

募集定員：20名（定員を超えた場合は選考・面接の場合あり） 

参 加 費：55,000 円（消費税込み） 

申込期限：2020年 5月 11日（月） 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃２┃【富山】第 5次とやまのライチョウサポート隊 隊員募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県では、ニホンライチョウの保護を県民協働で推進することを目的に、 

生息地パトロール等の活動をボランティアで行う「とやまのライチョウサポ 

ート隊」を募集します。令和 2年度よりジュニア枠（小学校 3 年生～中学生） 

を新設します。 

 

詳  細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1709/kj00018948.html 

 

活動内容：ライチョウ生息地のパトロール（観察マナーの啓発・指導） 

     富山県のライチョウ保護対策の普及 

     ライチョウを観察し、生息状況等の情報提供 

     ライチョウ生息地におけるニホンジカ等の生息状況等の情報提供  

     ほか 

募集人数：新規隊員〔30 名〕、ジュニア隊員〔10名〕、経験者〔60名程度・ 

     先着順〕 

     ※新規隊員・ジュニア隊員は、富山県が開催する認定講習会 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/2020kankyojuku.html
mailto:kankyojuku@nisri.jp
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     〔2020年 6月 21日〕の受講が登録要件となります。 

募集締切：2020年 5月 22日（金）必着 

 

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 

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

 

┏━┓ 

┃３┃【福井】環境アドバイザー制度をご活用ください 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境ふくい推進協議会では、環境に関する学習会やイベントで、指導者や講 

師にお困りの方へ環境アドバイザーを派遣しています。環境アドバイザーは、 

環境問題やリサイクル、省資源・省エネ、自然保護など様々な分野の専門家 

です。みなさんの町にも環境アドバイザーを呼んで、環境について学びませ 

んか? どうぞお気軽にご相談ください。 

 

詳  細：http://www.kankyou-fukui.jp/010_about/adviser.php 

 

対  象：環境保全団体、子どもエコクラブ、学校、公民館、自治会、 

     地域グループ、企業等が行う環境に関する学習会や自然体験など 

 

問 合 せ：環境ふくい推進協議会事務局 

     福井県自然環境課内（自然観察・自然体験）TEL：0776-20-0306 

     福井県環境政策課内（その他の分野）TEL：0776-20-0301 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【石川】いしかわエコチケット事業 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

石川県が実施する「いしかわエコチケット事業」では、省エネ・節電などの 

地球温暖化防止に取り組み、いしかわ家庭版環境 ISOエコファミリーにお申し 

込みいただいたご家庭は、グリーンカーテンの設置や LEDランプの購入などの 

取組に応じて、県産農産物の購入などに使える「エコチケット」をゲットで 

きます。エコチケットは、県内のスーパーやコンビニなどでも使えます。 

 

詳  細：https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/pp/eco_ticket/index.html 

mailto:ashizenhogo@pref.toyama.lg.jp
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取組期間：3 か月間／春・夏・秋・冬の 4 季（通年） 

対象取組：(1) 3 か月間の電気使用量の削減活動 

     (2) 省エネ家電の購入 

     (3) 電球型 LED ランプの購入 

     (4) グリーンカーテンの設置 

     (5) コンポストの設置 

 

問 合 せ：石川県生活環境部温暖化・里山対策室 

     TEL：076-225-1462  FAX：076-225-1479 

     メール：ontai@pref.ishikawa.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【愛知】環境行動促進アプリ「なごっちゃ」事業 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「なごっちゃ」は、名古屋市が運営する環境行動促進アプリです。「公害対 

策・ごみ減量・SDGs・地球温暖化対策・生物多様性」をテーマに、日常のち 

ょっとした環境行動を行う「エコチャレンジ」でたくさんポイントを貯めて 

お得な景品をゲットしましょう! 

 

詳  細：http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000118661.html 

 

景  品：スニーカークリーニング券、絶滅危惧種グッズ 5点セット、 

     濡らして使うネオクールタオル など 

応募期限：2020年 5月 31日（日） 

 

アプリのダウンロード：https://nagotcha.com/download/ 

           （アプリ利用料は無料。※通信料はご負担ください） 

 

問 合 せ：名古屋市環境局環境企画部低炭素都市推進課 

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

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

 

 

┏━┓ 

mailto:ontai@pref.ishikawa.lg.jp
http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000118661.html
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┃６┃【愛知】「愛知県 SDGs ガイドブック」の発行 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、SDGsの 17のゴール（目標）を身近なキーワードを用いて分かり 

やすく解説するとともに、県内の取組事例等を紹介した「愛知県 SDGsガイド 

ブック」を作成しました。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kikaku/aichi-sdgs7.html 

     （↑こちらからガイドブックのダウンロードが可能です。） 

 

特  徴：SDGs の概要や必要性を紹介するとともに、SDGsの 17のゴール 

     （目標）ごとに、それぞれキーワードを用いて解説しています。 

     また、「SDGs アクション」として、具体的な行動を行うための 

     ヒントを掲載し、SDGs達成に向けた取組を促しています。 

 

発 行 元：愛知県政策企画局企画調整部企画課 

 

 

┏━┓【愛知】「三河湾の干潟・浅場・藻場のはたらき」をテーマとした 

┃７┃ パンフレットを作成 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、三河湾の環境再生に向けた取組を進めることを目的として、 

「三河湾環境再生プロジェクト」を実施しています。この度、三河湾の干潟・ 

浅場・藻場のはたらきを皆さんに知っていただくため、パンフレットを作成 

しました。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/mikawawan-pamphlet.html 

（↑こちらからパンフレットの概要版・詳細版のダウンロードが可能です。） 

 

内  容：〇三河湾の現状 

     〇干潟・浅場・藻場のはたらきや価値 

     〇三河湾環境再生プロジェクト など 

 

発 行 元：愛知県環境局水大気環境課生活環境地盤対策室 

 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kikaku/aichi-sdgs7.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/mikawawan-pamphlet.html


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

【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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