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

○●○ 

●○ そらいろ通信 ～EPO-Chubu メールマガジン～132 号(2020.6.9) 

○ 

        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 総務課 

       課長 岩田 浩幸（いわた ひろゆき）さんです。 

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

    テレビドラマ JIN-仁-が再放送されていました。幕末にタイムスリッ 

   プした外科医がペニシリンを製造し、未来が変わることを恐れながらも 

   江戸の人々を病魔から救う物語です。このドラマを見ながら、「新型コ 

   ロナウイルスの特効薬を持ったものが未来から」と思いましたが現実は 

   ドラマのようにはなりません。 

    一方で、みなさんのライフスタイルによって変わる未来もあります。 

    6月は環境月間です。究極の循環型社会といわれていた江戸の暮らし 

   を少しでも見習い、コロナ禍で求められている「新しい生活様式」にお 

   いても、未来の人々のためにエコライフを実践してみてはいかがでしょ 

   うか。 

   …………………………………………………………………………………… 

 

 

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

「SDGsの達成に向けたパートナーシップでひらく地域づくり－ICT 等の活用が 

もたらす新たな価値創造－」を発行 

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

環境省は、パートナーシップに関する各種調査等を基に「SDGs の達成に向けた 

パートナーシップでひらく地域づくり－ICT等の活用がもたらす新たな価値創 

造－」を発行しました。 

 

詳  細：http://mail.geoc.jp/activity/other/26836.html 

    （↑こちらからダウンロードが可能です。）  

http://mail.geoc.jp/activity/other/26836.html


内  容：・社会の変化とパートナーシップ 

     ・地域づくりにおけるパートナーシップ形成のポイント 

     ・ICT等の活用による持続可能な地域づくり 

     ・取組とパートナーシップの継続に向けて 

     ・ICT等が変えるパートナーシップの未来と地域の姿 

 

発  行：環境省 大臣官房 総合政策課 民間活動支援室 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃  ♪ も く じ ♪    ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【イベント情報】 

1.  【愛知】［オンライン開催］ 

     環境白書から実践へ 2020 ～SDGs17 の目標 その先へ！～ 

2.   事業者のための「生物多様性民間参画 事例集 」及び生物多様性・自然 

     資本に関する「企業情報開示のグッドプラクティス集」の公表 

3.   アニメ『もったいないばあさん』の公開 

4.  【福井】君も里山警備隊員になろう！ 

5.  【三重】夏休みこども環境講座 

6.  【三重】環境基礎講座 2020 

7.  【愛知】長久手市平成こども塾「竹林整備」 

8.  【福井】福井県海浜自然センター 夏休みの自由研究 

    「昆虫採集と標本作り」・「海浜植物採集と標本作り」 

9.  【長野】信州環境カレッジ 地域講座 

   ネイチャーゲーム入門講座 for SDGs ～木のテーマ～ 

10. 【富山】スマホアプリ「ピリカ」を使って楽しくごみ拾いをしよう! 

 

【募集情報】 

1.  令和 2年度気候変動アクション環境大臣表彰 募集 

2.  読本『森里川海大好き！』読書感想文コンクール 2020 作品募集 

3.  公益財団法人 KDDI財団 2021年度社会的・文化的諸活動助成 募集 

4.  公益信託 大成建設自然・歴史環境基金 2020年度助成 募集 

5.  第 16期ナショナル・トラスト活動助成 募集 

6.  公益財団法人前川報恩会 2020年度地域振興助成 募集 



7.  トヨタ環境活動助成プログラム 2020 年度 募集【募集延長】 

8.  令和 2年度 環境保全活動支援助成金 募集【石川】 

9.  令和 2年度 多様な主体による連携強化・発展型の消費者教育強化事業 

    募集【富山】 

10. 令和 2年度 滑川市「みんなでつくる協働のまち推進事業」〔一般協働 

    事業〕募集【富山】 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

             ♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓【愛知】［オンライン開催］ 

┃１┃ 環境白書から実践へ 2020 ～SDGs17 の目標 その先へ！～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「なごや環境大学」実行委員会・環境省中部地方環境事務所・愛知学院大学名 

城公園キャンパス地域連携センターは、「環境白書」を用いた勉強会を開催し 

ます。 

 

詳  細：https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza20s/A-02.html 

 

開催日時：2020年 7月 10日（金）15：00～17：30［オンライン開催］ 

対  象：一般、大学生、企業の社員、自治体の職員 

内  容： 

第 1部「環境白書から実践へ」講師：環境省職員 

…「環境白書」をもとに日本や世界の現状と最新情報をお話しします。 

第 2部「みんなで考える SDGs 17 の目標 その先へ! 」講師：千頭聡氏 

…話題提供として事例発表とアフターコロナも踏まえたサスティナブル社会を 

話し合います。 

申込締切：2020年 7月 3日（金） 

 

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 

 

 

https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza20s/A-02.html
mailto:jimu@n-kd.jp


┏━┓事業者のための「生物多様性民間参画 事例集 」及び生物多様性・自然 

┃２┃資本に関する「企業情報開示のグッドプラクティス集」の公表 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省では、2010年の生物多様性条約第 10回締約国会議（COP10）以降の民間に 

よる活動の主な成果を事例としてまとめた「生物多様性民間参画事例集」及び 

生物多様性・自然資本に関する「企業情報開示のグッドプラクティス集」を公 

表しました。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/108055.html 

     （↑こちらからダウンロードが可能です。） 

 

＜生物多様性民間参画事例集＞ 

・「国連生物多様性の 10年」を通じた民間参画の代表的な取組として、生物多 

 様性に関わる主な表彰制度で複数回受賞した取組を中心に紹介 

・原材料調達、生産・加工、投融資、製品・サービス、土地利用・開発事業な 

 ど、事業活動プロセスの段階ごとに取組事例を提示 

・各事例では「愛知目標」と「SDGs」との関連性も提示 

 

＜企業情報開示のグッドプラクティス集＞ 

・生物多様性等に関する企業情報の開示に先進的に取り組む企業のグッドプラ 

 クティスを紹介 

・これから生物多様性等に関する開示をさらに進めようと考えている企業や、 

 生物多様性等を考慮する投資に取り組もうとしている投資家の参考になるよ 

 う紹介 

・生物多様性及び自然資本の定義は、「自然資本プロトコル」に所載するもの 

 を基本とし、自然資本については、特に生物資源に焦点を設置 

 

発  行：環境省自然環境局自然環境計画課 

 

 

┏━┓ 

┃３┃アニメ『もったいないばあさん』の公開 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省は株式会社講談社との共同プロデュースの下、世界の子どもたちへ日本 

語の「もったいない」の大切さを伝える人気絵本「もったいないばあさん」シ 

リーズ 4 作品をアニメ化し、6言語（日本語、英語、フランス語、スペイン語、 

http://www.env.go.jp/press/108055.html


中国語、ヒンディー語）の吹き替えで無料配信します。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/108082.html 

 

配信予定：4 作品を順次配信予定（各話約 5分） 

『もったいないばあさん かわを ゆく』（6月 5日配信） 

『もったいないばあさん』（6月 12 日配信予定）※変更の可能性あり 

『もったいないばあさんの いただきます』（6月 19日配信予定） 

『もったいないばあさん まほうの くにへ』（6月 26日配信予定） 

 

問 合 せ：環境省環境再生・資源循環局総務課 

     TEL：03-3581-3351 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【福井】君も里山警備隊員になろう！ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

越前市エコビレッジ交流センターでは里山警備隊員を募集しています。 

温暖化の影響もあり、今年もアメリカザリガニが増え続けています。坂口の貴 

重ないきものたちを食べつくす恐れがあります。元の平和なビオトープに戻す 

ため、皆さんの力を貸してください！ 

 

詳  細：http://www.ecovilg.jp/participation/participation_2020.html 

 

期  間：5月 1日～10月 31 日 

里山警備隊の任務とは… 

ビオトープにいるザリガニを 1匹でも多く捕まえること 

期間中、一番多くつかまえた人には、豪華賞品が！ 

※網とバケツの貸出あり 

 

問 合 せ：越前市エコビレッジ交流センター 

     TEL／FAX：0778-28-1123  メール：info@ecovilg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【三重】夏休みこども環境講座 

http://www.env.go.jp/press/108082.html
http://www.ecovilg.jp/participation/participation_2020.html
mailto:info@ecovilg.jp


┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県環境学習情報センターでは、小・中学生を対象に夏休みの宿題に役立つ 

環境講座を開催します。 

 

詳  細：http://eco-mie.sblo.jp/article/187505827.html 

 

開催場所：三重県環境学習情報センター（三重県四日市市） 

開催日程：全 5 回 

(1) 7/23（木・祝）エコぞうウォーク～夏休み編～ 

(2) 7/25（土）かまくらんぷづくり 牛乳パックから作ろう！ 

(3) 7/26（日）貝がらと木の実のフォトフレーム作り 

(4) 8/8 （土）風力発電工作教室～風で電気を作ろう～ 

(5) 8/10（月・祝）きのこを知って、自分だけのきのこを作ってみよう!! 

参 加 費：(1) 無料   (2) 300 円   (3) 500 円   (4) 800 円   (5) 300 円 

応募締切：2020年 7月 3日（金）必着 ※応募多数の場合は抽選 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃６┃【三重】環境基礎講座 2020 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県環境学習情報センターは、環境基礎講座 2020を開催します。地球環境や 

三重の環境に関する最新情報を得ながら、「環境問題をなんとかしよう！」と 

学びあう入門講座です。 

 

詳  細： 

http://eco-mie.sblo.jp/article/187333451.html 

 

対  象：中学生以上（参加費無料） 

開催日程：2020年 7月～10 月（計 5回） 

開催場所：三重県内（四日市市、津市、松阪市、伊勢市） 

テ ー マ：気候変動、生物多様性、水環境、資源循環、エシカル 

募集人数：各回 50 名（先着順・定員になり次第締切） 

http://eco-mie.sblo.jp/article/187505827.html
mailto:info@eco-mie.com
http://eco-mie.sblo.jp/article/187333451.html


申込締切：各開催日の 10日前 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃７┃【愛知】長久手市平成こども塾「竹林整備」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長久手市平成こども塾では、長久手の里山を守るために竹林整備を行います。 

大人だけの参加も可能です。 

 

詳  細： 

https://www.city.nagakute.lg.jp/midori/kodomojyuku/annai/kodomojuku_ivents/program_r2

_04.html 

 

開催日時：2020年 7月 4日（土）10：00～12：00 

開催場所：長久手の里山（愛知県長久手市） 

定  員：小学 5年生以上 10 人（申込先着順） 

 

問 合 せ：長久手市平成こども塾 

     TEL：0561-64-0045  FAX：0561-64-0046 

     メール：kodomojuku@nagakute.aichi.jp 

 

 

┏━┓【福井】福井県海浜自然センター 夏休みの自由研究 

┃８┃「昆虫採集と標本作り」・「海浜植物採集と標本作り」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井県海浜自然センターでは、夏休みの自由研究に向けた体験講座を開催します。 

 

＜昆虫採集と標本作り＞ 

午前中は甲虫を中心とした昆虫を採集したり、トラップを仕掛けて採集する方 

法を学びます。午後は採集した昆虫を標本にする方法を学びます。 

 

詳  細：http://fcnc.jp/syusaievent/syusaievent-12237 

mailto:info@eco-mie.com
https://www.city.nagakute.lg.jp/midori/kodomojyuku/annai/kodomojuku_ivents/program_r2_04.html
https://www.city.nagakute.lg.jp/midori/kodomojyuku/annai/kodomojuku_ivents/program_r2_04.html
mailto:kodomojuku@nagakute.aichi.jp
http://fcnc.jp/syusaievent/syusaievent-12237


 

開催日時：2020年 7月 23日（木）10：00～15：00 

開催場所：福井県海浜自然センター、食見海岸（福井県若狭町） 

対  象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴参加） 

定  員：16名・事前予約要 

参 加 費：200円 

 

＜海浜植物採集と標本作り＞ 

食見海岸に生えている植物を採集し、名前を調べて標本を作ります。 

標本の作り方を学ぶことができます。 

 

詳  細：http://fcnc.jp/syusaievent/syusaievent-12230 

 

開催日時：2020年 7月 25日（土）10：00～15：00 

開催場所：福井県海浜自然センター、食見海岸（福井県若狭町） 

対  象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴参加） 

定  員：16名・事前予約要 

参 加 費：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 

 

 

┏━┓【長野】信州環境カレッジ 地域講座 

┃９┃ ネイチャーゲーム入門講座 for SDGs ～木のテーマ～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

教育や自然体験に関わる方、興味をお持ちの方を対象に「ネイチャーゲーム入 

門講座」を開催します。五感を使った体験活動を中心に、アクティブラーニン 

グの手法と、そのためのプログラムの基本となるフローラーニングの手法を紹 

介する大人向けの講座です。 

 

詳  細：https://shinshu-ecollege.pref.nagano.lg.jp/regional/8971/ 

 

開催日時：2020年 7月 26日（日）10：00～12：00 

開催場所：長野県王滝村 滝越地区 水交園 

http://fcnc.jp/syusaievent/syusaievent-12230
mailto:kaihin-c@pref.fukui.lg.jp
https://shinshu-ecollege.pref.nagano.lg.jp/regional/8971/


     （木曽福島駅から車またはバスで約 1 時間） 

対  象：高校生、大学生、一般 

定  員：20名 

参 加 費：500円 

申込期限：2020年 7月 19日（日） 

 

問 合 せ：木曽ネイチャーゲームの会 

     TEL：080-2235-3689  メール：kiso@ng-nagano.net 

 

 

┏━┓ 

┃10┃【富山】スマホアプリ「ピリカ」を使って楽しくごみ拾いをしよう! 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県では、スマホアプリ「ピリカ」を活用したごみ拾い活動を推進していま 

す。富山湾の海岸ごみの 8割は県内で発生し、川から海に流れ出たものです。 

上流・下流の住民一人ひとりがごみを減らす取組みを「ありがとう!」でつなぎ、 

富山湾がきれいになる様子をみんなで発信していきましょう! 

 

＊スマホアプリ「ピリカ」は、だれでも気軽に、ごみ拾いの様子を世界中に発 

信できる SNSサービスです。無料でインストールできます。 

 

詳  細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1705/kj00016651.html 

 

「ピリカ」により投稿されたごみ拾い活動のうち、富山県内で実施された活動 

を見える化したウェブページ「みんなできれいにせんまいけ! とやま～守ろう、 

世界で最も美しい富山湾!～」はこちら：https://www.pirika.org/pref/toyama 

 

問 合 せ：富山県生活環境文化部環境政策課 

     TEL：076-444-9618 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

mailto:kiso@ng-nagano.net
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1705/kj00016651.html
https://www.pirika.org/pref/toyama


┏━┓ 

┃１┃令和 2年度気候変動アクション環境大臣表彰 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省では、「地球温暖化防止活動環境大臣表彰」を「気候変動アクション環 

境大臣表彰」にリニューアルし、気候変動の緩和及び気候変動への適応に顕著な 

功績のあった個人又は団体に対し、その功績をたたえるため、表彰を行います。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/108076.html 

 

対  象：気候変動の緩和及び気候変動への適応に関し顕著な功績のあった個 

     人又は団体（自治体、企業、NPO/NGO、学校等。共同実施も含む。） 

対象部門：(1) 開発・製品化部門〔緩和分野／適応分野〕 

     (2) 先進導入・積極実践部門〔緩和分野／適応分野〕 

     (3) 普及・促進部門〔緩和分野、適応分野共通〕 

応募締切：2020年 7月 31日（金）必着 

 

問 合 せ：令和 2年度気候変動アクション環境大臣表彰 運営事務局 

     （株式会社 JTB コミュニケーションデザイン コンベンション 1局内） 

     TEL：03-5657-0833  FAX：03-3452-8526 

     メール：climateaction@jtbcom.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃２┃読本『森里川海大好き！』読書感想文コンクール 2020 作品募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省では、読本『森里川海大好き！』を課題図書にした読書感想文コンクー 

ルを開催いたします。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/108044.html 

 

募集対象：全国の小学 4年生～6 年生 

テ ー マ：「森里川海と私たち」「自然と私たち」 

     （タイトルはこの通りでなくて構いません） 

字  数：B4サイズの 400字詰（20 字×20行）原稿用紙で 3 枚以内（1200 字以内） 

応募締切：2020年 9月 25日（金）（消印有効） 

 

http://www.env.go.jp/press/108076.html
mailto:climateaction@jtbcom.co.jp
http://www.env.go.jp/press/108044.html


 （読本は↓環境省 Webサイトからダウンロードすることができます。） 

 http://www.env.go.jp/nature/morisatokawaumi/dokuhon.html 

 

問 合 せ：読本『森里川海大好き！』読書感想文コンクール 運営事務局 

     公益社団法人日本環境教育フォーラム（読書感想文係） 

     TEL：03-5834-2897  メール：kyogoku@jeef.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃３┃公益財団法人 KDDI 財団 2021年度社会的・文化的諸活動助成 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

KDDI財団は、情報通信技術を活用して社会に貢献する事業や、各国の人々との 

コミュニケーション、相互理解を促進するような社会的・文化的な諸活動に対 

して助成・援助金を支給しています。 

 

詳  細：http://www.kddi-foundation.or.jp/support/social/ 

 

助成対象： 

○情報化社会の動向に即し、ICT を通じて社会、教育、環境等の課題解決に貢 

献する各種の非営利団体（NPO）・非政府組織（NGO）の活動、「草の根」活動 

○ICT を通じての地域社会の国際化の促進、ならびに開発途上国における教育、 

文化、生活支援等に関する活動 

○ICT の普及・発展あるいは国際間の相互理解促進に寄与する活動や事業 

 （たとえば、イベント、講演会、ボランティア活動） 

助成金額：1 件あたり 100 万円まで（助成件数：6件程度） 

募集期間：2020年 7月 13日（月）～7月 27日（月）17：00必着 

 

問 合 せ：公益財団法人 KDDI 財団 助成・企画管理部 

     メール：grant@kddi-foundation.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃公益信託 大成建設自然・歴史環境基金 2020 年度助成 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益信託 大成建設自然・歴史環境基金では、自然環境の保全や再生、歴史的建 

造物等の歴史的・文化的な環境の保存や活用にかかわる活動や研究に助成を行っ 

http://www.env.go.jp/nature/morisatokawaumi/dokuhon.html
mailto:kyogoku@jeef.or.jp
http://www.kddi-foundation.or.jp/support/social/
mailto:grant@kddi-foundation.or.jp


ています。環境保全活動に取り組まれている団体の方のご応募をお待ちしており 

ます。 

 

詳  細：https://www.taisei.co.jp/about_us/society/kikin/ 

 

助成対象：国内ならびに開発途上国の自然・歴史環境の保全活用にかかわる活 

     動や研究 

助成要件：国内に拠点を置き、自然･歴史環境の保全活用のために、活動や研 

     究を行う非営利団体（個人による申請は不可）で適正な運営、会計 

     処理、情報公開を行っていることが要件です。 

     なお、大学の研究室が応募する場合には、地域社会等と連携した活 

     動であることも要件となります。 

応募締切：2020年 7月 31日（金）事務局必着 

 

問 合 せ：みずほ信託銀行株式会社 リテール・事業法人開発部 福祉信託係 

     「公益信託 大成建設自然・歴史環境基金」事務局 

     TEL：03-3274-9210  FAX：03-3274-9504 

     メール：koueki.tb@mizuhotb.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃第 16 期ナショナル・トラスト活動助成 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人自然保護助成基金と公益社団法人日本ナショナル・トラスト協会 

では、自然を守ることを目的とした土地の取得を支援し、ナショナル・トラス 

ト活動を推進するための助成を行っています。 

 

詳  細：http://www.ntrust.or.jp/gaiyo/joseikin.html 

 

＜A. 土地所有状況調査助成＞ 

土地を購入しトラスト活動を推進する準備段階において、トラスト候補地の 

土地所有状況調査にかかる費用を助成。 

応募資格： 

・自然環境の保全等を目的として、1年以内に、地権者との交渉の開始やトラ 

 スト地の取得を目指しているトラスト団体を対象。 

・トラスト団体をこれから立ち上げようとしている個人も申請可能。 

https://www.taisei.co.jp/about_us/society/kikin/
mailto:koueki.tb@mizuhotb.co.jp
http://www.ntrust.or.jp/gaiyo/joseikin.html


応募締切：随時受付 

 

＜B. 活動実践助成＞ 

トラスト団体を立ち上げて、実際に土地を取得しトラスト活動を実践する費 

用を助成。 

応募資格：以下の条件を満たしている団体を対象 

・法人格を有していること（NPO 法人、一般財団法人、公益財団法人など） 

・非営利の活動団体で、地域の自然環境の保全を目的としていること 

・特定の政党や宗教への偏りをもたない団体であること 

・助成対象事業を行うための組織体制が整っていること 

応募締切：2020年 8月 21日（金）（消印有効） 

 

問 合 せ：公益社団法人日本ナショナル・トラスト協会 

     TEL：03-5979-8031  FAX：03-5979-8032 

 

 

┏━┓ 

┃６┃公益財団法人前川報恩会 2020年度地域振興助成 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人前川報恩会では、2020 年度地域振興助成の対象となる事業を募集 

します。  

 

詳  細： 

https://www.mayekawa.org/category/grant/regional_improvement 

 

申請資格：NPO法人、学校法人等の法人格を有する非営利法人であること 

対象事業： 

(1) 多世代が参与し、高齢層から若年層への伝承が含まれる天然資源及び文 

化的資産の保全・活用を通じ、当該地域のコミュニティの発展に寄与する継 

続的事業 

例）・地場の自然保護活動、周辺地域の活性化活動 

   ・学校法人が課外活動として行う地域交流活動・地域調査活動（域学連携） 

   ・地域循環圏の活用、広域連携活動 など 

(2) 地域に根ざした未利用エネルギーの有効活用、もしくは農と食のイノベー 

ションと地域力アップに繋がる事業 

例）・農村部に於いて再生可能なエネルギー資源活用を図り、地域プロジェ 

https://www.mayekawa.org/category/grant/regional_improvement


      クトとして新しい農業と地産食料加工の取り組み 

   ・地域のイベントを通じた食と地域振興を結び付けたプロジェクト 

   ・SDGs（持続可能な開発目標）への取り組み 

助成金額：総額 400万円（1 件あたりの助成金額の上限は 100 万円） 

申請期間：2020年 7月 1日（水）～8月 31 日（月）17：00〔Web申請のみ〕 

 

問 合 せ：公益財団法人前川報恩会 

     TEL：03-3642-1566  FAX：03-3643-7094 

 

 

┏━┓ 

┃７┃トヨタ環境活動助成プログラム 2020 年度 募集【募集延長】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

トヨタ自動車（株）は、「トヨタ環境活動助成プログラム」の 2020年度の助成 

プロジェクトの募集について、新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、 

募集期間を延長しました。 

 

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 

募集期間：2020年 4月 6日（月）～9月 3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 

 

 

┏━┓ 

┃８┃令和 2年度 環境保全活動支援助成金 募集【石川】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議では、営利を目的としな 

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


い民間の団体が行う環境保全活動に対し、活動資金の助成を行います。 

 

詳  細：https://www.eco-partner.net/activity/subsidy 

 

対象団体：自発的かつ継続的に環境保全に関する活動を行う団体（任意団体 

     も含む）で、石川県内に活動の本拠としての事務所を置き、石川 

     県内において活動する団体 

対象分野：環境保全に関する「実践活動」、「普及啓発活動」並びに「調査・ 

     研究活動」 

応募締切：2020年 6月 16日（火） 

 

問 合 せ：公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議 事務局 

     TEL：076-266-0881  FAX：076-266-0882 

     メール：info@eco-partner.net 

 

 

┏━┓令和 2年度 多様な主体による連携強化・発展型の消費者教育強化事業 

┃９┃募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県では、複数の団体が連携・協働して実施する「若者向け消費者教育強化 

活動」、「高齢者向け消費者教育・見守り強化活動」及び「持続可能な社会の 

実現に資する活動（食品ロス削減、エシカル消費、消費者志向経営等）」に関 

する事業を募集しています。 

 

詳  細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1711/kj00021809.html 

 

募集対象：所定の要件に該当する富山県内の複数の団体・グループ（消費者 

     団体、地域団体、福祉団体、NPO法人、事業者、事業者団体等）に 

     より構成された実行委員会 

募集事業：〔A部門：若者向け消費者教育強化活動〕 

     〔B部門：高齢者向け消費者教育・見守り強化活動〕 

     〔C部門：持続可能な社会の実現に資する活動（食品ロス削減、エ 

          シカル消費、消費者志向経営等）〕 

募集締切：2020年 7月 31日（金）17：00 必着 

 

問 合 せ：富山県消費者協会「多様な主体事業」担当 

https://www.eco-partner.net/activity/subsidy
mailto:info@eco-partner.net
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1711/kj00021809.html


     TEL：076-432-5690 

 

 

┏━┓ 令和 2年度 滑川市「みんなでつくる協働のまち推進事業」 

┃10┃〔一般協働事業〕募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

滑川市では、「みんなでつくる協働のまち推進事業」を実施し、地域の団体が 

創意工夫や熱意を持って積極的に取り組むソフト事業を中心に支援しています。 

 

詳  細： 

https://www.city.namerikawa.toyama.jp/shisei/1/2837.html 

 

対象事業：滑川市内における福祉・健康づくり、環境保全、青少年の健全育成、 

     歴史文化の保存、防犯・防災・交通安全、空き家・空き地の活用、 

     地域の活力づくりなど地域における自主的な活動 

対象団体：町内会、地区自治会、地域に根ざした活動を行っている各種団体等 

募集時期：随時 

 

問 合 せ：滑川市企画政策課 

     TEL：076-475-2111（内線：221）  FAX：076-475-6299 

     メール：kikaku@city.namerikawa.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 
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          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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