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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
課長

中部地方環境事務所

資源循環課

金井 信宏（かない のぶひろ）さんです。

……………………………………………………………………………………
新型コロナウイルスの不安が続きますが、気候変動問題に改めて着目
すると、台風・豪雨による甚大な被害のおそれのみならず、今年は、記
録的な暖冬のため降雪量が少なかった流域では渇水への警戒も必要です。
熱中症の観点からは、夏までに新型コロナウイルスが収束しなかった場
合、冷房効率と換気（感染防止）のバランスも重要と考えられます。
こうした複雑な課題に対して一人ひとりが自分事として考え、冷静に
賢く行動することは、持続可能な社会を実現するためにも重要と感じて
います。
東日本大震災は、停電時にも活用できる自立分散型の再生可能エネル
ギーを地域主導で導入する機運が高まる契機となりました。新型コロナ
ウイルスは、その克服を通して私たちの常識を変革する契機にもできる
でしょうか？
……………………………………………………………………………………

♪*♪*♪*
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新型コロナウイルスに関連した感染症対策
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

♪*♪*♪*

環境省では、ホームページに「新型コロナウイルスに関連した感染症対策」
を掲載しています。
事業者（廃棄物処理、ペット関連）の皆様へのご案内や廃棄物処理における
取組、国立公園・国民公園等の環境省直轄施設における取組等について紹介
しています。

詳

細：http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020.html

♪*♪*♪*
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新型コロナウイルス感染症 ご利用ください お役立ち情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

♪*♪*♪*

首相官邸ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症 ご利用ください お役立
ち情報」では、新型コロナウイルス感染症に関連する関係省庁のお役立ち情
報を掲載しています。

詳

細：https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_index.html

┏━━━━━━━━━━━┓
┃ ♪ 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.

令和 2 年度動物愛護週間ポスターのデザイン絵画コンクール 作品募集

2.

B&G 海洋クラブ 登録団体申請 受付

3.

こどもエコクラブ協働プログラム 活動募集

4.

ちゅうでん リサイクル工作コンクール 作品募集

5.

2020 年度国際ユース作文コンテスト 募集

6.

トヨタ財団 2020 年度国内助成プログラム 公募受付中

7.

令和 2 年度「世界で最も美しい富山湾」
《活用・保全連携事業費 補助金》
・《活用事業費 補助金》募集【富山】

8.

令和 2 年度農村振興・環境保全優良活動表彰に係る募集【富山】

9.

小牧市 令和 3 年度に実施する協働事業の提案 募集【愛知】

10. 2020 年度まちづくり活動助成 申請団体 募集【愛知】
11. 令和 2 年度魚津市環境保全活動支援事業 募集【富山】
12. 第 10 回いしかわエコデザイン賞 製品・サービス 募集【石川】
13. 令和 2 年度いしかわ里山ポイント制度 対象事業 募集【石川】

14.「清流の国ぎふ」SDGs 推進ネットワーク 会員 募集【岐阜】
15. みんなで作ろう！SDGs ポスター 作品募集【長野】
16. 令和 2 年度富山県希少野生動植物保護活動事業費補助金 募集【富山】

【その他情報】
1. 「＃STAYHOME おうちで国立公園を楽しもう！プロジェクト」
2.

家の中でもジオパークは楽しめる！ジオアート・コンテスト！

3. 【長野】お家でできる SDGs
4. 【愛知】家庭でできる環境学習 Web ページ
「あいち環境学習プラザ 自宅講座～家庭でやってみよう～」
5. 【富山】ハンドブック「社会を変える エシカル消費」の作成
6. 【長野】みんなの SDGs 宣言
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♪募集情報♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃１┃令和 2 年度動物愛護週間ポスターのデザイン絵画コンクール 作品募集
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
環境省と動物愛護週間中央行事実行委員会は、令和 2 年度動物愛護週間（9 月
20 日～26 日）に際し、普及啓発を行うためのポスターのデザイン絵画を公募
します。

詳

細：http://www.env.go.jp/press/107968.html

テ ー マ：
「人も動物も幸せに～考えよう、共にくらす社会～」
応募資格：特になし
応募条件：1 人複数応募が可能。ただし、用紙 1 枚につき作品 1 点。
募集締切：2020 年 5 月 31 日（日）当日消印有効

応 募 先：公益財団法人日本動物愛護協会
TEL：03-3478-1886

問 合 せ：環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

TEL：03-3581-3351（代表）

┏━┓
┃２┃B&G 海洋クラブ 登録団体申請 受付
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B&G 海洋クラブでは、マリンスポーツ活動や、海や川、湖での環境学習、環境
保全活動などの、水辺の自然体験活動を通して、地域の子どもたちの健全育成、
地域貢献活動を行っています。海洋クラブとして登録した団体には、B&G 財団
から、活動への支援として活動器材（上限 50～200 万円）を配備いたします。

詳

細：https://www.bgf.or.jp/club/index.html

対象団体：主にマリンスポーツや環境学習等の推進を希望する民間団体・自
治体など
マリンスポーツや海洋教育を推進し、非営利な活動に取り組む団
体が対象です。すでに活動を行っている既存団体（NPO 法人や任意
団体など）
、新規で団体を立ち上げて新たに活動を始める新規団
体（個人による申請）も対象です。
申請締切：2020 年 5 月 29 日（金）必着

問 合 せ：B&G 財団事業部海洋センター・クラブ課
TEL：03-6402-5314

FAX：03-6402-5315

メール：center@bgf.or.jp

┏━┓
┃３┃こどもエコクラブ協働プログラム 活動募集
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こどもエコクラブでは、未来に生きる子どもたちのためにもっと地域をよく
したいと思っているサポーターさんや自治体のみなさんと全国事務局が一緒
に活動する「こどもエコクラブ協働プログラム」を募集しています。

詳

細：http://www.j-ecoclub.jp/topics/info/202004061455.html

対象となる活動の例：

(1) こどもエコクラブのサポーターを対象とした研修会・交流会
(2) こどもエコクラブのコーディネーター（自治体の担当部署の方）を対象
とした事業説明会・研修会
(3) こどもエコクラブと自治体・地元企業等が協働して行う活動
(4) こどもエコクラブの交流会
(5) 2 つ以上のクラブが協力して行う活動
申込締切：2020 年 5 月 29 日（金）必着

問 合 せ：こどもエコクラブ全国事務局
TEL：03-5829-6359

FAX：03-5829-6190

メール：j-ecoclub@jeas.or.jp

┏━┓
┃４┃ちゅうでん リサイクル工作コンクール 作品募集
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ちゅうでん リサイクル工作コンクールでは、全国の小学生を対象に、いらな
くなった生活用品を利用した工作作品の募集を行い、優秀な作品を表彰します。

詳

細：http://www.chuden-edu.or.jp/oubo/oubo3/oubo3.html

応募資格：全国の小学生
作品サイズ：縦 50cm×横 50cm×高さ 50cm まで
応募締切：2020 年 9 月 18 日（金）必着

問 合 せ：公益財団法人ちゅうでん教育振興財団
TEL：052-932-1741

FAX：052-932-1742

┏━┓
┃５┃2020 年度国際ユース作文コンテスト 募集
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公益財団法人五井平和財団は、国際ユース作文コンテストを開催します。
今年のテーマは「2030 年の私からの手紙」です。

詳

細：https://www.goipeace.or.jp/work/essay-contest/

応募資格：子どもの部（小学生・中学生）
若者の部（高校 1 年生から 25 歳まで）
応募規定：日本語、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語のいずれか。
日本語の場合、1600 字以内。外国語の場合、700 語以内。
※その他規定は Web ページでご確認ください。
応募締切：2020 年 6 月 15 日（月）

問 合 せ：公益財団法人五井平和財団「国際ユース作文コンテスト」係
TEL：03-3265-2071

メール：essay@goipeace.or.jp

┏━┓
┃６┃トヨタ財団 2020 年度国内助成プログラム 公募受付中
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
トヨタ財団の国内助成プログラムでは、テーマを「未来の担い手と創造する
持続可能なコミュニティ─地域に開かれた活力ある課題解決の仕組みを通じ
て─」として、
「しらべる助成」および「そだてる助成」で公募を実施します。

詳

細：https://www.toyotafound.or.jp/community/2020/

対

象：プロジェクト実施に必要な人材や組織で構成されたチームで、プロ
ジェクトの中核を担う人材に 40 代までのメンバー1 名以上含むこと

助成カテゴリー：
〔しらべる助成〕地域や人々を取り巻く環境や生じている課題を明らかにし、
その結果を踏まえた事業戦略の立案まで行う【調査活動】
〔そだてる助成〕地域の実態を踏まえ、多様なステークホルダーと共に課題
解決の仕組みづくりや未来の担い手育成に取り組む【事業】
助成金額：
〔しらべる助成〕上限 100 万円／件
〔そだてる助成〕上限なし（過去 3 年間の助成金額の平均は 665 万円／2 年）
応募締切：2020 年 6 月 8 日（月）15：00

問 合 せ：公益財団法人トヨタ財団
メール：gp4ca@toyotafound.or.jp

┏━┓ 令和 2 年度「世界で最も美しい富山湾」
┃７┃《活用・保全連携事業費 補助金》
・《活用事業費 補助金》募集【富山】
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《活用・保全連携事業費 補助金》
富山県では、連携・協力して富山湾の活用・保全に取り組む体制を推進す
るため、富山湾沿岸市町が民間団体等と連携して新たに取り組む富山湾の
活用・保全を図る事業に対して補助します。

詳

細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1401/kj00020310.html

対象団体：富山湾沿岸市町と連携して事業に取り組む民間団体・事業者
対象事業：富山湾沿岸市町の補助等を受けて民間団体・事業者が実施する
次の事業のうち、新規性のある事業
(1) 富山湾の魅力を活用し、観光交流の促進や地域活性化を図
る事業
(2) 富山湾の環境保全を図る事業

《活用事業費 補助金》
富山県では、富山湾のブランド力を向上させ、世界で最も美しい富山湾へ
の誘客を促進するとともに、民間応援組織「美しい富山湾クラブ」の体制
を強化することを目的として、富山湾の活用や環境保全に取り組む事業に
対して補助します。

詳

細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1401/kj00020309.html

対象団体：「美しい富山湾クラブ」の会員団体
対象事業：次の事業のうち、新規性を加えた事業
(1) 富山湾を活用した事業
(2) 富山湾の環境を保全する事業
(3) 知事が特に認める事業

募集締切：2020 年 5 月 20 日（水）

問 合 せ：富山県観光・交通振興局観光振興室美しい富山湾活用・保全課
TEL：076-444-3339

FAX：076-444-4404

┏━┓
┃８┃令和 2 年度農村振興・環境保全優良活動表彰に係る募集【富山】
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
富山県では、農地・農業用水路等を良好な状態での保全・管理による農村環
境の保全向上、中山間地域の活性化、農村文化の継承・創造、都市との交流
等に関する優良な共同活動を実践している集落等を表彰しています。

詳

細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1605/kj00018942.html

応募対象：富山県内の集落、団体等による農村振興・環境保全に関する共同
活動を対象とする。
応募資格：(1) 共同活動に取り組む富山県内全ての集落及び NPO 等の活動組織。
（複数組織の連名も可）
(2) 自薦、他薦の別を問わない
応募期限：2020 年 5 月 22 日（金）必着

問 合 せ：富山県農林水産部農村振興課
TEL：076-444-3381

┏━┓
┃９┃小牧市 令和 3 年度に実施する協働事業の提案 募集【愛知】
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
小牧市では、令和 3 年度に実施する協働事業の提案を募集しています。
市民活動団体から行政へ事業を提案する《市民提案型「きらめき」》と行政
から市民活動団体へ事業を提案する《行政提案型「はばたき」
》があります。

詳

細：

http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/kenkouikigai/sasaeai/shiminkyoudou/5/29
145.html

応募資格：・小牧市市民活動推進条例に基づく「市民活動団体」として登録
していること
・主に小牧市内で活動している、または活動の拠点が小牧市内で

あること

など

対象事業：
市民提案型「きらめき」…小牧市内で実施される公益的な事業であり、市民
（市民活動団体）と行政が協働で実施することにより、地域や社会の課題を
解決することにつながる事業など

※その他要件は詳細をご確認ください。

行政提案型「はばたき」…史跡小牧山清掃事業、
「一箱古本市」の開催事業、
交通安全教室の実施、啓発事業（全 3 事業）
募集締切：2020 年 5 月 25 日（月）

問 合 せ：小牧市健康生きがい支え合い推進部支え合い協働推進課
TEL：0568-76-1629
メール：kyodo@city.komaki.lg.jp

┏━┓
┃10┃2020 年度まちづくり活動助成 申請団体 募集【愛知】
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名古屋都市センターでは、まちづくり活動助成「スタートアップ部門」の申
請団体を募集しています。

詳

細：

http://www.nup.or.jp/nui/human/activity/activity_recruit_r02/activity_recruit_r2_2020
0410.html

応募資格：次に掲げるすべての条件に該当する「地域のまちづくり活動団体」
(1) 活動初期（3 年以内）のまちづくり団体または、これから活動を始めるグ
ループ
(2) 名古屋市内在住または在勤、在学者 3 人以上で構成され、名古屋市内で活
動する団体であること
(3) 団体の代表者または連絡先担当者のうち、どちらかが 20 歳以上であること
対象活動：地域の住みよい環境づくりにつながる「まちづくり活動」
・まちづくり活動を行うための、仲間作りや活動の勉強会等の開催
・地域のコミュニティの形成を目指すための活動
・住宅の軒先や道路沿いを緑や花でいっぱいにし、まちを美しくする活動
・地域の防災・減災を進めるための活動
・子どもや高齢者、障がいのある方の目線で考え共にする活動

など

助成金額：
〔初めての助成〕5 万円以内
〔2・3 回目〕10 万円以内
申請期限：2020 年 5 月 29 日（金）17：00

問 合 せ：公益財団法人名古屋まちづくり公社
名古屋都市センター 調査課 まちづくり支援担当
TEL：052-678-2214

FAX：052-678-2209

メール：shien@nup.or.jp

┏━┓
┃11┃令和 2 年度魚津市環境保全活動支援事業 募集【富山】
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
魚津市では、魚津市環境保全基金を活用して、環境保全活動を実施する団体
に対して補助金を交付します。

詳

細：

https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=16295

応募資格：魚津市内に住所又は活動の本拠を有する団体

など

対象活動：次のいずれかに該当する実践活動、教育啓発活動及び調査研究活動
(1) 自然環境の保全、再生又は創造に関する活動
(2) 生物多様性の保全に関する活動
(3) 環境の美化又は緑化に関する活動
(4) 省資源又は省エネルギーに関する活動
(5) リデュース、リユース又はリサイクルに関する活動
(6) 前各号に掲げるもののほか環境保全に関する活動
助成金額：1 団体あたり 10 万円を限度とし、3 団体を予定
公募締切：2020 年 6 月 24 日（水）

問 合 せ：魚津市民生部環境安全課
TEL：0765-23-1004

FAX：0765-23-1092

┏━┓
┃12┃第 10 回いしかわエコデザイン賞 製品・サービス 募集【石川】

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いしかわエコデザイン賞（主催：石川県）では、環境保全に役立つ石川発の
優れた製品やサービスを表彰しています。エコを意識した、企画・アイデア、
製品・サービスをマーケットに送り出す登竜門として、いしかわエコデザイ
ン賞に挑戦してください。

詳

細：http://www.pref.ishikawa.jp/ontai/ecodesign/index.html

募集対象：企業、NPO、団体、高等教育機関関係者など。原則、石川県内に
活動拠点があることなど。
募集領域：
〔製品領域（モノ）〕…機械製品、繊維製品、情報機器、日用品、建築・構造物
〔サービス領域（コト）
〕…エネルギー管理、教育・学習支援、パブリシティ
（イベント・キャンペーン）、情報通信、宿泊・飲食、小売、金融、運輸
応募期限：2020 年 6 月 30 日（火）

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
公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議
TEL：076-266-0881

FAX：076-266-0882

メール：info@eco-partner.net

┏━┓
┃13┃令和 2 年度いしかわ里山ポイント制度 対象事業 募集【石川】
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いしかわ里山ポイント制度は、より多くの方々に里山保全活動等へ参加して
いただくための制度です。対象の里山保全活動に参加すると、里山チケット
と交換できる里山ポイントがもらえます。
現在、里山ポイントの交付対象となる事業を募集しています。

〔いしかわ里山ポイント制度について〕
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/point/seido.html

〔いしかわ里山ポイント制度 対象事業の募集について〕

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/point/bosyu.html

応募資格：県、市町、県・市町等が主要な構成団体の協議会等、大学等教育
機関、いしかわ版里山づくり ISO 認証団体
対象事業：活動の実施場所が石川県内であり、参加者を公募により募集して
いること、また、原則として活動時間が 1 時間以上の事業。
1 里山の田んぼ・畑づくりを支援する活動
2 里山の森づくりを支援する活動
3 里山の生きものを守り育てる活動
4 里海づくりの支援活動
5 里山の集落コミュニティの支援活動
6 里山の外来生物駆除活動
7 その他里山の利用保全に役立つ活動
募集期間：2020 年 4 月～11 月末まで

問 合 せ：石川県生活環境部温暖化・里山対策室
TEL：076-225-1469

FAX：076-225-1479

メール：ontai@pref.ishikawa.lg.jp

┏━┓
┃14┃「清流の国ぎふ」SDGs 推進ネットワーク 会員 募集【岐阜】
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
岐阜県では、県内における SDGs の広範な取組みの推進に向け、企業や団体、
NPO、個人など、多様な主体が連携し、県の取組みや国施策の紹介、先進事例
の共有・情報発信などを行う「オール岐阜」による「清流の国ぎふ」SDGs 推進
ネットワークを設置し（2020 年 4 月）し、会員を募集しています。

詳

細：

https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-kaikaku/sdgs/11122/network.html

会員対象：岐阜県内で SDGs の取組みを推進する方、又は SDGs に関心のある方
（企業、団体、NPO、大学などの団体及び個人）
会

費：無料

活動内容：(1) 情報発信・情報共有
(2) 普及啓発

(3) 情報・意見交換の場づくり
(4) 会員間の連携やマッチングの支援
(5) その他、目的の達成に必要な事業

問 合 せ：
「清流の国ぎふ」SDGs 推進ネットワーク事務局
岐阜県清流の国推進部清流の国づくり政策課
TEL：058-272-1840

FAX：058-278-2562

メール：c11122@pref.gifu.lg.jp

┏━┓
┃15┃みんなで作ろう！SDGs ポスター 作品募集【長野】
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SDGs は世の中を良くするための目標です！NAGANO SDGs PROJECT では、SDGs を
発信するポスターを募集します。

詳

細：https://www.naganosdgs.jp/news/news/nsp_poster.html

募集対象：小学生・中学生・高校生
募集期間：2020 年 5 月 7 日（木）～9 月 30 日（水）
テ ー マ：
「10 年後の未来をよくするために私たちにできること」

問 合 せ：
（株）ながのアド・ビューロ NAGANO SDGs PROJECT 事務局
TEL：026-291-8605
長野 SDGs プロジェクト実行委員会
メール：info@naganosdgs.jp

┏━┓
┃16┃令和 2 年度富山県希少野生動植物保護活動事業費補助金 募集【富山】
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
富山県では、ボランティア団体等が行う富山県指定希少野生動植物を保護す
る活動を支援しています。

詳

細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1709/kj00018012.html

対象団体：要件に該当する 自治会、NPO 法人、ボランティア団体など
（ただし、地方公共団体は除く。
）
対象事業：富山県内における、指定希少野生動植物の保護に要する費用
・生息地又は生育地の環境整備
・違法捕獲や盗掘の防止施設整備

など

受付期間：2020 年 4 月 1 日（水）から申請を受付
※採択する額が予算額に達した場合、受付を終了。

問 合 せ：富山県生活環境文化部自然保護課
TEL：076-444-3397

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
♪その他情報♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃１┃「＃STAYHOME おうちで国立公園を楽しもう！プロジェクト」
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
信越自然環境事務所では、中部山岳国立公園、上信越高原国立公園、妙高戸
隠連山国立公園への来訪を楽しみにされていた方に向けて、また、新型コロ
ナウイルス収束後にはぜひ日本の美しい自然や文化を満喫したいと思ってい
る多くの方に向けて、
「#STAYHOME おうちで国立公園を楽しもう！プロジェ
クト」を実施しています。

詳

細：http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2020/stayhome.html

内

容：

アクティブ・レンジャー日記、各公園にある環境省直轄ビジターセンター等
独自のウェブサイトを用いて、国立公園の自然・文化などの魅力的な情報を
発信しています。各国立公園における SNS の新規開設によるプロジェクト拡充
の他、既存の各国立公園公式ホームページなどでも展開していく予定です。

問 合 せ：環境省信越自然環境事務所

TEL：026-231-6570

環境省中部山岳国立公園管理事務所

TEL：0263-94-2024

環境省上信越高原国立公園管理事務所

TEL：0279-97-2083

┏━┓
┃２┃家の中でもジオパークは楽しめる！ジオアート・コンテスト！
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
白山手取川ジオパーク推進協議会は、ジオアート・コンテストを開催します。
賞品に白山手取川ジオパークの関連商品（10 点）を用意しています。
ぜひご参加ください。

詳

細：https://hakusan-geo.jp/event/1548/

ル ー ル：白山手取川ジオパークをテーマにしたアート（絵、工芸、イラス
ト、等）を制作・撮影してインスタグラムにアップして（または
写真と情報をメールで送って）ください。
※その他ルールは Web ページでご確認ください。
応募締切：2020 年 5 月 31 日（日）

問 合 せ：白山手取川ジオパーク推進協議会
TEL：076-274-9564
メール：geopark@city.hakusan.lg.jp

┏━┓
┃３┃【長野】お家でできる SDGs
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
NAGANO SDGs PROJECT では、お家にいながら SDGs に取り組めるプログラムを
ご用意しました。兄弟で、親子で、おじいちゃんおばあちゃんと…お家で楽
しく活動してみましょう！

詳

細：https://www.naganosdgs.jp/news/news/nsp_ouchi.html

内

容：

・『私たちが目指す世界 子どものための「持続可能な開発目標（SDGs）
」
～2030 年までの 17 の目標～』の紹介
・『お家で SDGs スタンプラリー』1 日の生活を通して、目標を達成しよう！
・みんなで「SDGs カルタ」を完成させよう！

問 合 せ：NAGANO SDGs PROJECT
メール：info@naganosdgs.jp

┏━┓【愛知】家庭でできる環境学習 Web ページ
┃４┃「あいち環境学習プラザ 自宅講座～家庭でやってみよう～」
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
あいち環境学習プラザでは、家庭で楽しく学べる環境学習 Web ページを作成し
ました。この Web ページでは、クイズやゲーム形式の学習シートを使って、自
然や水などの身近な環境について、家族で楽しく学べる講座を掲載しています。
抽選で図書カードをプレゼントする「SDGs クロスワードパズル」の講座も用意
しています。

詳

細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyo-c/jitakukoza.html

講座内容：これは何かな？【自然】
水のおはなし【水】
SDGs クロスワードパズル

など

《図書カードのプレゼント（30 名）について》
対象講座：SDGs クロスワードパズル
応募対象：愛知県内在住の小学生・中学生
応募締切：2020 年 6 月 1 日（月）必着

問 合 せ：あいち環境学習プラザ
TEL：052-908-5150

FAX：052-916-0516

メール：kankyo-c@pref.aichi.lg.jp

┏━┓
┃５┃【富山】ハンドブック「社会を変える エシカル消費」の作成
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
富山県では、人や社会、環境、地域などに配慮した消費をする「エシカル消
費（倫理的消費）
」について楽しく学び、実践していただけるよう、ハンド
ブックを作成しました。エシカル消費の説明から目印となるマークまで、イ

ラストや具体例もまじえてわかりやすく解説しています。

詳

細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1711/kj00021813.html
（↑こちらのページからハンドブックのダウンロードが可能です。
）

内

容：(1) エシカル消費って何？
(2) 商品の裏側には…
(3) 暮らしの中のエシカル消費
(4) 富山県におけるエシカル消費の取組み
(5) 探してみよう! いろんなマーク

等

問 合 せ：富山県生活環境文化部県民生活課
TEL：076-444-3129

┏━┓
┃６┃【長野】みんなの SDGs 宣言
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
NAGANO SDGs PROJECT では、SDGs の活動を学校教育に活用いただけるプログラ
ムを作りました。総合的な学習・身近な活動を通して児童・生徒に「持続可能
な世界を築くにはどのようなことを行えばよいのか」を考える機会を与えます。

詳

細：https://www.naganosdgs.jp/approach/declaration-of-sdgs

内

容：事前準備「みんなの SDGs 宣言」について知ろう
1.「私たちにできること」をクラスで考えよう
2.「みんなの SDGs 宣言」を作ろう
3.「みんなの SDGs 宣言」達成に向けた活動をしよう
4. 活動をふりかえりましょう
5. 活動を報告しよう
※Web ページから活用マニュアル、ワークシート、フォーマットが
ダウンロードできます。

宣言締切：11 月末

問 合 せ：NAGANO SDGs PROJECT
メール：info@naganosdgs.jp
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