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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 国立公園課課 

       課長 宮内 拓郎（みやうち たくろう）さんです。 

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

    毎年 7 月 21日から 8月 20日までの 1ケ月間は、「自然に親しむ運動」 

   期間となっております。 

    自然とふれあうことを通じて自然に対する理解を深めていただき、自 

   然を大切にする心を育んでいただくということがその目的です。 

    今年はコロナの影響による長い外出自粛期間などがあり、夏休みも短 

   いものになってしまうかと思いますが、この機会にまずはお近くの自然 

   にでかけてみてはいかがでしょうか。もちろん、コロナ対策、熱中症対 

   策もどうぞお忘れなく。 

   …………………………………………………………………………………… 

 

 

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

地域循環共生圏づくりプラットフォームにおける「企業等登録制度」を開始 

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

環境省は、地域循環共生圏づくりプラットフォームにおける「企業等登録制度」 

を開始しました。地域の構想づくりやローカル SDGs（地域循環共生圏）ビジネス 

の実現に向けた知見や技術の提供、実践地域との交流、企業同士の学びあいやネ 

ットワークづくり、環境省や他省庁との意見交換などの機会を提供させていただ 

くための登録制度です。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/108137.html 

 

対  象：ローカル SDGs の創造に向け、多様な主体と連携して取り組みたい民間 



     企業、協同組合、社団法人、財団法人、NPO、金融機関 

メリット： 

・ローカル SDGsの実現に貢献できる。 

・地域と一緒にローカル SDGs の構想を描き、結果としてその地域に裨益するロー 

 カル SDGs ビジネスを創出できる。 

・SDGs経営に取り組む事業者間のつながりができ、再生可能エネルギー調達、働 

 き方改革、リスク分散などで連携する協業先が見つかる。 

・SDGsや ESG金融、関係省庁の取組や情報を得る機会がある。 

 

《環境省ローカル SDGsウェブサイト（登録制度・登録方法について）》 

http://chiikijunkan.env.go.jp/deau/kigyo_touroku/ 

 

問 合 せ：登録制度事務局 

     いであ株式会社内（環境省事業請負者） 

     メール：touroku@chiikijunkan.jp 

 

～参考～ 

《令和元年度 持続可能なローカル SDGsビジネスの先進的実例と成功のポイント》 

…地域の資源を活かした自立分散型の持続可能な経済社会を担う今後のビジネス 

のヒントを取りまとめています。 

http://www.env.go.jp/press/108128.html 

 

 

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

富山県内の高等学校教員向け SDGs教育セミナー 

『総合的な探究の時間』における SDGs 教育 

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

EPO中部・PECとやまの主催で、富山県内の高等学校教員向け SDGs教育セミナー 

を開催します。SDGsをテーマに探究学習を推進する方法について学びます。 

 

詳  細：http://www.epo-chubu.jp/epo/6240.html 

 

開催日時：2020年 8月 20日（木）13：30～16：30 

開催場所：富山県民共生センター サンフォルテ 307室（富山県富山市） 

対  象：SDGs 教育に関心のある富山県内の高等学校教職員 

定  員：30名 ※1 校につき 2名様を上限 



内  容：(1) SDGs の基礎知識 

     (2) 高校の探究の時間における SDGs教育の実際 

講  師：佐藤真久氏（東京都市大学大学院環境情報学研究科教授） 

申込締切：2020年 7月 31日（金） 

 

問 合 せ：一般社団法人環境市民プラットフォームとやま（PECとやま） 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃  ♪ も く じ ♪    ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【イベント情報】 

1. 「気候変動時代に公的機関ができること～「再エネ 100％」への挑戦～」 

  （公的機関のための再エネ調達実践ガイド）の公表について 

2.  伊勢志摩国立公園公式 YouTube チャンネル開設／中部山岳国立公園 

    facebook ページ開設／妙高戸隠連山国立公園のウェブサイト公開 

3.  生きものの名前がわからないときは「いきものログ」の『種名調べ支援』！ 

4. 【富山】立山アクティブ・レンジャー写真展開催 

5.  気候危機キャンペーン「未来 47景」 

6. 【三重】ライトダウン・みえ 2020 

7. 【愛知】「三河湾環境再生体験会」～三河湾環境再生プロジェクト～ 

8. 【福井】「きいぱす夏の特別企画」 

9. 【愛知】第 5期 中部サステナ政策塾 新規塾生募集 

10.【富山】「夏休み子ども科学研究室─身近な環境を科学しよう」 

11.【愛知】夏休み環境学習講座 

12.【愛知】幼稚園教諭・保育士・学生向けの「子どもとあそべる！しぜんあ 

    そび研修」 

13.【愛知】地域課題に取り組む若者アイデアソン「ナゴヤをつなげる 30人」 

14.【愛知】第 50回愛知県野生生物保護実績発表大会～輝く未来のいきもの 

    サポーター～ 発表団体募集！ 

15.【三重】こどもエコゼミ〔風で電気をつくろう／CO2ダイエット作戦／ 

    松葉で空気の汚れ調べ／水と環境／オンラインで学ぶ四日市公害〕 

16.【長野】「信州 SDGs Diary」を開設 

    皆さんの SDGs アクションを発信しませんか？ 

17.【石川】SDGs宣言しませんか？（小松市） 

 



【募集情報】 

1.  第 8 回グッドライフアワード 取組募集 

2.  第 15回みどり香るまちづくり 企画コンテスト 募集 

3.  第 21回グリーン購入大賞 

4.  エコマークアワード 2020 

5.  第 30回イオン環境活動助成 募集 

6.  ブリヂストン BSmile 募金 2020年度支援団体 募集 

7.  第 27回環境フォト・コンテスト 2021 作品募集 

8.  2021 年度りそな環境助成 募集 

9.  2020 年度 日本山岳遺産候補地および助成団体 募集 

10. 2020 年度持続可能な社会づくり活動表彰 募集 

11. 第 21回中部の未来創造大賞 募集【長野・岐阜・静岡・愛知・三重】 

12. TOYO TIRE グループ環境保護基金 2021年度募集 

13. 愛知県環境審議会委員 募集【愛知】 

14. 令和 3年度愛鳥週間用ポスター原画 募集【愛知】 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

              ♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓「気候変動時代に公的機関ができること～「再エネ 100％」への挑戦～」 

┃１┃ （公的機関のための再エネ調達実践ガイド）の公表について 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省は、自らの再生可能エネルギー由来の電力調達の取組を通じて得られた 

知見等をまとめた「気候変動時代に公的機関ができること～「再エネ 100%」へ 

の挑戦～」（公的機関のための再エネ調達実践ガイド）を作成しました。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/108123.html 

 

内  容：第 1 章 再エネ調達の方法について 

     第 2 章 環境省における RE100 達成に向けた取組（2020年度） 

     第 3 章 「再エネ 100%」の取組事例 

 

問 合 せ：環境省地球環境局地球温暖化対策課 

     TEL：03-3581-3351（代表） 



 

 

┏━┓伊勢志摩国立公園公式 YouTube チャンネル開設／中部山岳国立公園 

┃２┃facebook ページ開設／妙高戸隠連山国立公園のウェブサイト公開 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

《伊勢志摩国立公園公式 YouTube チャンネル開設》 

環境省中部地方環境事務所では、国立公園満喫プロジェクトの一環として伊勢志 

摩国立公園公式 YouTube チャンネルを開設しました。伊勢志摩国立公園に関する 

動画や伊勢志摩国立公園での環境省及び地域の取組に関する動画が掲載されます。 

 

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

 

《中部山岳国立公園 facebook ページ開設》 

「おうちで国立公園を楽しもう！プロジェクト」の一環として、中部山岳国立 

公園 facebook ページが開設されました。 

 

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

 

《妙高戸隠連山国立公園のウェブサイト公開》 

「妙高戸隠連山国立公園連絡協議会」が運営する同公園のウェブサイトが公開さ 

れました。各種お知らせや、公園利用について紹介しています。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2020/post_114.html 

 

 

┏━┓ 

┃３┃生きものの名前がわからないときは「いきものログ」の『種名調べ支援』! 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省生物多様性センターでは、インターネットを通じて全国の生きものの観 

察情報を収集・提供するウェブサイト「いきものログ」を運営しています。 

今年も専門家が種名を調べるお手伝いをする『種名調べ支援』を期間限定で実 

施します。 

 

詳  細：https://ikilog.biodic.go.jp/ 

 

実施期間：2020年 7月 1日（水）～2020年 11月 30日（月） 



     ※依頼は 1 ユーザあたり期間中 20 回まで 

 

問 合 せ：いきものログ運営事務局 

     TEL：0555-72-8018  メール：ikilog_info@env.go.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【富山】立山アクティブ・レンジャー写真展開催 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

立山管理官事務所では、中部山岳国立公園・立山地域の豊かな自然や魅力を紹 

介するため、「立山アクティブ・レンジャー写真展」を開催いたします。立山 

黒部アルペンルート・美女平駅にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2020/post_120.html 

 

開催期間：2020年 6月 30日（火）～7月 31日（金） 

開催場所：美女平駅 2 階 展示室（無料休憩所）（富山県中新川郡立山町） 

 

問 合 せ：立山管理官事務所  TEL：076-462-2301 

 

 

┏━┓ 

┃５┃気候危機キャンペーン「未来 47 景」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（WWF ジャパン）は、世界的な気候変 

動による危機が私たちの身近な場所でも進行していることを周知するため、都 

道府県を入力すると、その地域に起こり得る今世紀末の未来が見られる特設サ 

イト「未来 47景」を公開しています。 

 

詳  細：https://www.wwf.or.jp/campaign/mirai47kei/ 

 

問 合 せ：公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン） 

     TEL：03-3769-1714  メール：press@wwf.or.jp 

 

 

┏━┓ 



┃６┃【三重】ライトダウン・みえ 2020 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県は、三重県地球温暖化防止／ライトダウン運動「ライトダウン・みえ 

2020」を実施します。写真（ライトダウン前と後の様子）を撮って、地球温暖 

化対策課まで送付していただくと HP上に掲載します。 

 

詳  細：https://www.pref.mie.lg.jp/eco/ondanka/000239292.htm 

 

実施期間：2020年 7月 7日（火）～8月 19 日（水） 

     （特別実施日：7月 15 日（水）・8月 19 日（水）20：00～22：00） 

 

問 合 せ：三重県環境生活部地球温暖化対策課 

     TEL：059-224-2368  FAX：059-229-1016 

     メール：earth@pref.mie.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃７┃【愛知】「三河湾環境再生体験会」～三河湾環境再生プロジェクト～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、三河湾の環境や干潟の大切さを学んでもらうため「三河湾環境再 

生体験会」を開催します。干潟の保全活動体験、干潟についての講座及び干潟 

での生きもの採取・観察を行います。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/saiseitaiken2020.html 

 

開催日時：2020年 8月 2日（日）9：30～正午 

開催場所：東幡豆海岸及び前島（愛知県西尾市東幡豆町） 

募集対象：4 歳以上（小学生以下の参加は保護者が必ず同伴） 

募集人数：25名程度（応募者多数の場合は抽選） 

応募締切：2020年 7月 17日（金）17：00 必着 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策部水大気環境課生活環境地盤対策室 

     TEL：052-954-6220  FAX：052-953-5716 

     メール：seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp 

 



 

┏━┓ 

┃８┃【福井】「きいぱす夏の特別企画」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

美浜町エネルギー環境教育体験館きいぱすで、夏の特別企画を実施します。 

 

詳  細：http://www.mihama-eee.jp/news/detail.php?pkId=87 

 

〔きいぱすクイズラリー〕対象：中学生以下 

 開催期間：2020年 7月 18 日（土）～8月 30日（日） 

〔工作教室：ペットボトルエコライトを作ろう〕対象：小学 1・2 年生 

 開催日時：2020年 7月 26 日（日）9：30～12：00 

〔自由研究：お湯をわかすエネルギー比べ〕対象：小学 3・4年生 

 開催日時：2020年 7月 26 日（日）9：30～12：00 

〔自由研究：家庭の中の省エネ研究〕対象：小学 5・6 年生 

 開催日時：2020年 8月 2日（日）9：30～12：00 

〔バイオマス利用講座〕対象：小学生以上 

 開催日時：2020年 8月 2日（日）13：00～16：00 

      2020年 8月 9日（日） 9：30～12：30 

※クイズラリー以外は事前申込が必要です（定員になり次第締切）。 

 

問 合 せ：美浜町エネルギー環境教育体験館きいぱす 

     TEL：0770-39-1116  FAX：0770-39-1117 

     メール：kiipasu-m@town.fukui-mihama.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃９┃【愛知】第 5期 中部サステナ政策塾 新規塾生募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

今年度の中部サステナ政策塾では、社会のリアルな諸課題に対し、社会の仕組 

みや政策を学びながら、多様な主体と連携し、持続可能な社会づくりのための 

プロジェクトを企画し、実行していきます。 

 

詳  細：http://sustena-policy.jpn.org/index.html 

 

対  象：問題意識をもって社会課題に取り組む 20歳～30歳代の若者 



     全 10回の講座のうち 7 回以上参加を予定できる人 

     2021年 2月 6日開催のプロジェクト発表会に出席できる人 など 

開催日程：2020年 7月～2021年 2月（全 10回）／19：00～21：00（基本） 

開講場所：主に「ウインクあいち」（名古屋市中村区）およびオンライン 

定  員：30名程度 

応募締切：2020年 7月 20日（月）23：59 必着 

 

問 合 せ：中部 ESD拠点協議会事務局 

     （中部大学国際 ESD・SDGs センター内） 

     TEL：0568-51-7618  FAX：0568-51-4736 

     メール：office@chubu-esd.net 

 

 

┏━┓ 

┃10┃【富山】「夏休み子ども科学研究室─身近な環境を科学しよう」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県環境科学センターは「夏休み子ども科学研究室─身近な環境を科学しよ 

う」を開催します。環境に関する科学実験を通じて、環境を守ることの大切さ 

を楽しく学習する科学研究室です。夏休みの自由研究にもご利用ください。 

 

詳  細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1730/kj00022195.html 

 

開催日時：2020年 8月 11日（火）9：00～12：00 

開催場所：富山県環境科学センター（富山県射水市） 

対  象：小学校 4～6年生（保護者同伴でお願いします） 

学習内容：(1) 音を形で見てみよう 

     (2) 紫外線で色が変わるキーホルダーを作ってみよう 

定  員：10名 

申込締切：2020年 7月 20日（月） 

 

問 合 せ：富山県環境科学センター 

     TEL：0766-56-2835  FAX：0766-56-1416 

 

 

┏━┓ 

┃11┃【愛知】夏休み環境学習講座 



┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、「夏休み環境学習講座」を開催します。自然や生きものと触れあ 

える講座や、地球温暖化について楽しく学べる講座など、どれも楽しく環境を 

学ぶことができ、夏休みの自由研究にもピッタリです。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyo-c/2020natsuyasumi.html 

 

開催日程：2020年 8月 1日（土）～8月 18 日（火）※詳細参照 

開催場所：あいち環境学習プラザ（名古屋市北区） 

     もりの学舎（愛知県長久手市） 

参加対象：小学生以上 ※小学生は保護者同伴 

講  座：二酸化炭素をはかろう！ 

     いきもの博士になろうシリーズ 

     葉っぱ図鑑をつくろう！  など計 14講座 

募集人員：各講座・各回 10 名（保護者を含む） 

申込期限：2020年 7月 21日（火）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 

 

 

┏━┓【愛知】幼稚園教諭・保育士・学生向けの「子どもとあそべる！しぜん 

┃12┃ あそび研修」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、幼稚園教諭、保育士又はその職を志す学生等を対象に「子どもと 

あそべる！しぜんあそび研修」を開催します。自然遊びのプロである「もりの 

学舎のインタープリター（森の案内人）」が園庭等の身近な自然や生きものを 

使って、すぐに実践できる自然遊びや自然の知識を、わかりやすく教えます。 

 

詳  細： 

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

 

〔くさばなコース〕 

 日 時：2020年 9月 5日（土）、10月 17 日（土）、11 月 7 日（土）全 3 回 



     各日とも 9：30～12：30 

 内 容：危険な植物を理解したり、くさばなをテーマにした自然遊びなどを 

     学びます。 

〔いきものコース〕 

 日 時：2020年 8月 8日（土）、9月 12日（土）、10 月 24日（土）全 3回 

     各日とも 9：30～12：30 

 内 容：危険ないきものを理解したり、いきものをテーマにした自然遊びな 

     どを学びます。 

 

実施場所：愛・地球博記念公園（モリコロパーク）内「もりの学舎」 

     （愛知県長久手市） 

対  象：愛知県内の幼稚園、保育園、認定こども園に勤務又は勤務予定の方 

     で、原則、全日程に参加できる方 

募集人数：各コース 30名 ※募集人数を超えた場合は抽選で受講者を決定 

申込期限：2020年 7月 22日（水）当日消印有効 

 

問 合 せ：特定非営利活動法人もりの学舎自然学校 

     TEL：0561-61-2315  FAX：0561-61-2328 

     メール：info@mori-manabi.org 

 

 

┏━┓【愛知】地域課題に取り組む若者アイデアソン 

┃13┃「ナゴヤをつなげる 30 人」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「ナゴヤをつなげる 30人」は、名古屋市総合計画 2023 に掲げる都市像を実現す 

るために、名古屋に関わりのある企業・NPO・市民・行政の 30人が「つながり」 

を深めながら、課題解決のための活動を約半年間かけて立案・実行する、まち 

づくりプロジェクトです。 

 

詳  細：http://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000129576.html 

 

開催日程：2020年 8月から 2021年 1 月（6回開催予定） 

開催場所：Open Innovation Biotope "Cue" （名古屋市中村区） 

対  象：20代から 30代を中心とした名古屋市内在中・在勤・在学の方 

定  員：30名程度 ※応募者多数の場合は抽選 

応募締切：2020年 7月 17日（金）11：00 



 

問 合 せ：名古屋市スポーツ市民局地域振興部地域振興課 

      TEL：052-972-3120 

     メール：a3118@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp 

 

 

┏━┓【愛知】第 50回愛知県野生生物保護実績発表大会 

┃14┃ ～輝く未来のいきものサポーター～ 発表団体募集！ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は「愛知県野生生物保護実績発表大会」を開催するにあたり、野生生物 

保護活動の取組を発表する、学校や地域などで活動している団体を幅広く募集 

します。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/50happyoutaikai.html 

 

《大会概要》 

開催日時：2020年 9月 22日（火）10：00～16：00（予定） 

開催場所：刈谷市産業振興センター（愛知県刈谷市） 

《募集対象》 

愛知県内の小学校、中学校及び高等学校並びに団体※で、児童・生徒が中心と 

なって過去複数年において野生生物保護に関する活動を行い、成果を収めたもの。 

※こどもエコクラブ、緑の少年団、サークル活動等 

【野生生物保護活動の例】 

・探鳥会や自然観察会、生き物マップ作成や活動発表等の普及啓発活動 

・野鳥や昆虫等のすみかとなる環境等(ビオトープ)の造成と維持管理 

・地域住民や NPO、企業等と連携して行う生物多様性保全・普及啓発活動 等 

申込締切：2020年 7月 20日（月）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  FAX：052-963-3526 

 

 

┏━┓【三重】こどもエコゼミ〔風で電気をつくろう／CO2 ダイエット作戦／ 

┃15┃ 松葉で空気の汚れ調べ／水と環境／オンラインで学ぶ四日市公害〕 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

四日市公害と環境未来館では「こどもエコゼミ」を開催します。 



 

詳  細： 

https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/index.php 

 

〔風で電気をつくろう〕対象：小学 4年～6年生 

 開催日時：2020年 8月 1日（土）10：00～／13：00～／15：00～（3回） 

 申込締切：2020年 7月 18 日（土）必着 

〔CO2 ダイエット作戦〕対象：小学 3年～中学生 

 開催日時：2020年 8月 4日（火）13：30～15：30 

 申込締切：2020年 7月 21 日（火）必着 

〔松葉で空気の汚れ調べ〕対象：小学 4年～中学生 

 開催日時：2020年 8月 8日（土）13：30～15：30 

 申込締切：2020年 7月 25 日（土）必着 

〔水と環境〕対象：小学 3年～中学生 

 開催日時：2020年 8月 9日（日）10：00～12：00 

 申込締切：2020年 7月 26 日（日）必着 

〔オンラインで学ぶ四日市公害〕対象：小学 3年～中学生 

 開催日時：2020年 8月 11 日（火）10：00～11：30 

 申込締切：2020年 7月 28 日（火）必着 

 

問 合 せ：四日市公害と環境未来館 

     TEL：059-354-8430  FAX：059-354-8431 

     メール：info@eco-yokkaichi.com 

 

 

┏━┓【長野】「信州 SDGs Diary」を開設 

┃16┃ 皆さんの SDGs アクションを発信しませんか？ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県では、県民の皆さんが暮らしの中で実践している SDGsアクションを共有 

し、行動のきっかけとしていただくため、Instagram で長野県公式アカウント 

「信州 SDGs Diary」を開設しました。本アカウントのフォロー、SDGs アクショ 

ンの投稿をお願いします。 

 

詳  細：https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/happyou/200605press.html 

 

問 合 せ：長野県企画振興部総合政策課 



     TEL：026-235-7014  FAX：026-235-7471 

 

 

┏━┓ 

┃17┃【石川】SDGs宣言しませんか？（小松市） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

小松市では、市内の事業所や団体等による SDGs活動を促進しています。 

各事業所や団体等で、SDGs 達成のために「現在取り組んでいること」・「これか 

ら取り組むこと」を掲示して宣言！取り組みをさらに進めましょう！ 

 

詳  細： 

https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/ecology_suishin/oshirase/10055.html 

 

《宣言の流れ》 

1.「入力」シート（SDGs 宣言書様式）に入力 

2.「宣言書」シートを印刷もしくはメールにてエコロジー推進課に提出 

3. 市から掲示用フレームを交付 

4. 宣言書を掲示 

 

問 合 せ：小松市産業未来部エコロジー推進課 

     TEL：0761-24-8067  FAX：0761-23-6404 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃第 8回グッドライフアワード 取組募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省は、「グッドライフアワード」を実施します。企業、学校、地域や個人、 

NPO等の様々な主体で実践されている“環境と社会によい暮らし”やこれを加速 

させるビジネスや活動など、社会変革につながる取組を広く募集・表彰します。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/108075.html 

 



応募資格：企業、地方公共団体、市民活動団体、非営利団体、学校、個人など 

     ※団体については法人格の有無は問いません。 

応募締切：2020年 9月 23日（水） 

 

＜グッドライフアワード公式 HP＞ 

http://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/goodlifeaward/index.html 

 

問 合 せ：グッドライフアワード事務局 

     TEL：03-6804-3858  メール：info@goodlifeaward.jp 

 

 

┏━┓ 

┃２┃第 15 回みどり香るまちづくり 企画コンテスト 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省では、住みよいかおり環境を創出しようとする地域の取組を支援するた 

め、かおりの樹木・草花等を用いた、街区・近郊地区等の「みどり香るまちづ 

くり」を演出する企画を募集します。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/108013.html 

 

応募要件： 

(1) かおりの樹木・草花等（原則として総計 30本以上）を使用する企画であること 

(2) 今後実施を想定しており、植栽場所を確保している企画であること（既に実施 

している事業については、植え替えや拡大などを想定している事業であること） 

応募主体：地方公共団体、民間企業、学校法人、商店会、町内会等の住民団体や 

     NPO、福祉等の各種団体・法人など 

募集締切：2020年 9月 18日（金）当日消印有効 

 

問 合 せ：〔コンテストについての相談〕 

       環境省水・大気環境局大気環境課大気生活環境室 

      TEL：03-5521-8299 

     〔樹木・草花についての相談〕 

      一般社団法人日本植木協会 TEL：03-3586-7361 

 

 

┏━┓ 



┃３┃第 21 回グリーン購入大賞 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

グリーン購入ネットワーク（GPN）は、「持続可能な調達（消費と生産）」を通 

じて、グリーン市場の拡大に貢献した取り組み・SDGs の目標達成に寄与する取 

り組みを表彰します。 

 

詳  細：https://www.gpn.jp/results/ 

 

応募資格：応募テーマに該当する活動に取り組む団体［企業、行政、民間団体等］ 

応募部門：大企業部門、中小企業部門、民間・行政部門、 

     プラスチック資源循環特別部門（新設） 

応募テーマ：(1) 購入活動を通じた取り組み 

       (2) コミュニケーション・人材育成を通じた取り組み 

       (3) 製品・サービスの生産活動（製造・販売）を通じた取り組み 

応募締切：2020年 7月 31日（金） 

 

問 合 せ：グリーン購入ネットワーク（GPN）事務局 

     TEL：03-5829-6912  FAX：03-5829-6918 

     メール：gpn@gpn.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃エコマークアワード 2020 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日本環境協会が創設したエコマークアワードでは、エコマークを通じて環境保 

全に貢献した企業・団体を表彰します。 

 

詳  細：https://www.ecomark.jp/award/2020/ 

 

対  象：エコマーク商品の普及に貢献している企業、団体など 

部  門：企業部門、公共部門、民間部門 

募集締切：2020年 7月 31日（金） 

 

問 合 せ：公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局 

     TEL：03-5829-6286  メール：award@ecomark.jp 

 



 

┏━┓ 

┃５┃第 30 回イオン環境活動助成 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

イオン環境財団は、世界各地で環境活動を実施している団体に助成を行ってい 

ます。基本テーマは「人と自然が育むゆたかな森づくり」です。 

 

詳  細：https://www.aeon.info/ef/environmental_activities_grant/ 

 

助成対象：「持続可能な社会のための環境活動」に積極的に取り組んでいる、 

      次のいずれかの分野に該当する非営利活動団体 

      (1) 植樹      (2) 里地・里山・里海の保全・河川の浄化 

      (3) 自然環境教育  (4) 野生生物・絶滅危惧生物の保護 

応募条件： 

(1) 地域の皆さまと共に実施する参加型の活動（実地を伴う活動）を含んだ 

    計画があること 

(2) すでに 1年以上の活動実績を有し、日本国内に窓口があること 

(3) 各種報告が速やかにできること 

エントリー受付：2020年 8月 20 日（木）まで 

申請書類提出期限：2020 年 8月 31日（月）必着 

 

問 合 せ：公益財団法人イオン環境財団 

     TEL：043-212-6022  メール：ef@email.aeon.biz 

 

 

┏━┓ 

┃６┃ブリヂストン BSmile 募金 2020 年度支援団体 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

株式会社ブリヂストンでは、2017年にグローバル CSR体系「Our Way to Serve」 

を制定し、「Mobility（モビリティ）」、「People（一人ひとりの生活）」、 

「Environment（環境）」の 3 つの重点領域に沿った活動を進めています。 

その一環として、同社の従業員募金制度である“BSmile 募金”を通じ、SDGsの 

達成などに向けた社会課題の解決に取り組む団体を支援します。 

 

詳  細：https://www.philanthropy.or.jp/bridgestone/ 

 



助成対象： 

(1) 非営利団体（3 年以上の活動実績および現在も継続的に活動実施していること） 

(2) ブリヂストンのグローバル CSR 体系「Our Way to Serve」の 3つの重点領域に 

該当し、SDGsの達成などに向けた社会課題の解決に取り組む団体・事業   

〔3つの重点領域について〕 

https://www.bridgestone.co.jp/csr/ 

※このほか、新型コロナウィルス関連の支援活動を行う団体も応募可能 

募集締切：2020年 8月 7日（金）当日消印有効 

 

問 合 せ：公益社団法人日本フィランソロピー協会 

     「ブリヂストン BSmile 募金」事務局 

     TEL：03-5205-7580 

 

 

┏━┓ 

┃７┃第 27 回環境フォト・コンテスト 2021 作品募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

プレジデント社は、環境フォト・コンテストを実施します。あなたの地球への 

想いが込められた 1枚をお待ちしています。 

 

詳  細：https://www.president.co.jp/photocon/ 

 

応募方法：企業部門 9 テーマ（大学生は「大学生部門」を含む 10 テーマ）の中 

     から、各テーマにふさわしい写真を応募してください。 

応募締切：〔プリント郵送〕2020年 8月 14日（金）必着 

     〔Web〕2020年 8月 14 日（金）23：59まで 

 

問 合 せ：プレジデント社（環境フォト・コンテスト事務局） 

     TEL：03-3237-3721 

 

 

┏━┓ 

┃８┃2021年度りそな環境助成 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人りそなアジア・オセアニア財団では、アジア・オセアニア諸国に 

おける環境事業をおこなう方へ助成を行っています。2021年度の対象事業を募 



集しています。 

 

詳  細：https://www.resona-ao.or.jp/project/environment.html 

 

対象事業：アジア・オセアニア地域において、現地活動者と協働して現地の環 

境問題解決へ取組む草の根的な実践活動。実践活動とは、自然再生活動、自然 

環境保全活動、自然との共生活動、それらに付随する教育活動等で、自立的・ 

持続的な活動への展開が見込めるもの。 

応募資格： 

1. 日本において環境保全活動や国際協力活動を行う団体・会社・大学等に所 

  属する者、もしくは海外で環境保全活動や国際協力活動を行う日本人。 

2. 活動地域において事業遂行が可能な相応の活動経験と実績がある者、もし 

  くは年齢が 35歳以下で相応の活動経験等がある者の指導を受けることが出 

  来る者。 

3. 活動地域である現地において、当該事業活動の共同事業者（協力者）がい 

  る者。 

募集締切：2020年 8月 31日（月）必着 

 

問 合 せ：公益財団法人りそなアジア・オセアニア財団 

     TEL：06-6203-9481  メール：info@resona-ao.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃９┃2020年度 日本山岳遺産候補地および助成団体 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日本山岳遺産基金では、豊かな自然や文化を有する山岳エリアを「日本山岳遺 

産」として認定し、その地域で山岳環境保全や登山道整備などの活動を行う団 

体に助成金の拠出および広報による支援を行っています。2020 年度の「日本山 

岳遺産」の候補地と支援団体を募集します。 

 

詳  細：https://sangakuisan.yamakei.co.jp/isan-kikin/entry.html 

支援対象： 

・特定の山もしくは山岳エリアにおいて、山岳環境保全・安全活動啓発など、 

 当基金の目的に沿った活動を 3年以上行っている団体 

・支援対象事業の実施状況および予算・決算などの財政状況について、当基金 

 の求めに応じ適正な報告ができる団体 



・法人格を有する団体。または、これと同程度に社会的な信頼を得ている任意 

 団体 

申請締切：2020年 8月 31日（月）消印有効 

 

問 合 せ：日本山岳遺産基金 

     TEL：03-6744-1900 

 

 

┏━┓ 

┃10┃2020年度持続可能な社会づくり活動表彰 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益社団法人環境生活文化機構では、地域社会・国際社会への貢献、資源循環、 

環境教育及び生物多様性保全活動等、豊かな環境を引き継ぐため、環境、経済、 

社会が一体となった持続可能な社会づくりに資する活動を行う企業・団体を表 

彰します。 

 

詳  細：https://www.elco.or.jp/publics/index/29/ 

 

応募資格：持続可能な社会づくりに顕著な功績のあった日本国内に主たる事務 

     所を有する企業・団体を表彰対象者とします。自薦・他薦は問いま 

     せん。なお、同一企業・団体からの複数の応募、複数の企業・団体 

     が実施する活動の応募も可能です。 

応募締切：2020年 8月 31日（月）必着 

 

問 合 せ：公益社団法人環境生活文化機構 事務局 

     TEL：03-5511-7331  FAX：03-5511-7336 

     メール：jimukyoku@elco.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃11┃第 21 回中部の未来創造大賞 募集【長野・岐阜・静岡・愛知・三重】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「中部の未来創造大賞」では、社会資本の整備及びその利用・保全に基づく活 

動に顕著な貢献があった地域住民、NPO、企業、学校、建設業界、行政等の活動 

を顕彰しています。 

 



詳  細：https://www.cbr.mlit.go.jp/kikaku/mirai/index.htm 

 

対  象： 

〇住民、企業・学校、行政等が工夫して取り組んでいる地域づくりの活動 

 ・生活・自然環境の保全を行っているもの 

 ・景観の向上を行っているもの 

 ・観光資源として活用されているもの 

 ・資源の再利用を行っているもの 

 ・地域づくりに関連した情報発信を行っているもの 

 ・公共施設の整備に当たって、コスト縮減等に有効な新技術・新工法の研究 

  開発を行っているもの 

〇災害時の人命救助、復旧活動や防災に関する活動 

〇伝統的な建造物の保存、復興等を行っている活動 

応募条件：長野、岐阜、静岡、愛知、三重の 5県内における活動を対象 

応募締切：2020年 8月 31日（月）消印有効 

 

問 合 せ：中部の未来創造大賞推進協議会事務局 

     〔国土交通省中部地方整備局企画部企画課〕TEL：052-953-8127 

     〔（一社）中部地域づくり協会業務管理部〕TEL：052-962-9455 

 

 

┏━┓ 

┃12┃TOYO TIRE グループ環境保護基金 2021 年度募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

TOYO TIRE グループ環境保護基金では、環境保護活動を行う非営利団体を支援 

しています。現在、2021 年度の助成団体を募集しています。 

 

詳  細：https://www.philanthropy.or.jp/toyotires/ 

 

対象団体：公益に資する事業を計画している団体 

対象事業：環境保護・環境保全関連の事業活動 

     (1) 里山・森林・緑化整備運動  (2) 生態系保護活動 

      (3) 水・河川環境保全活動    (4) 地域環境整備活動 

     (5) リサイクル活動       (6) 環境教育・体験学習活動 

     (7) 啓発活動・イベント活動   (8) 研究・開発活動 

     (9) その他 



募集締切：2020年 9月 30日（水）当日消印有効 

 

問 合 せ：公益社団法人日本フィランソロピー協会 

     「TOYO TIRE グループ環境保護基金」事務局 

     TEL：03-5205-7580 

 

 

┏━┓ 

┃13┃愛知県環境審議会委員 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、県の環境保全に関する基本的事項を調査審議するため、愛知県環 

境審議会を設置しています。この審議会で、県民の代表として参加していただ 

ける委員を公募します。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyo/kankyosinkoubo.html 

 

募集人数：2 人以内 

任  期：2020年 11月 1日から 2022 年 10月 31日まで（2年間） 

応募資格：次の条件の全てを満たす方となります。 

・愛知県内在住で、満 20歳以上の方（2020年 11月 1 日現在） 

・名古屋市内で年数回程度、平日昼間に開催される会議に出席できる方 

・国家公務員又は地方公務員でない方 

・環境に関する問題について高い関心を持ち、積極的に意見を述べることが 

 できる方 

募集締切：2020年 7月 29日（水） 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策部環境政策課 

     TEL：052-954-6210  FAX：052-954-6914 

     メール：kankyo@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃14┃令和 3年度愛鳥週間用ポスター原画 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、公益財団法人日本鳥類保護連盟が主催する「令和 3年度愛鳥週間 

用ポスター原画コンクール」に応募する作品を広く愛知県内の児童及び生徒か 



ら募集します。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/03aicho-boshu.html 

 

応募資格：愛知県内の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等に在学中 

     の児童及び生徒 

募集作品：日本に生息する野鳥を主な対象とし、愛鳥思想の高揚・普及といっ 

     た目的に沿うもの 

     （家禽・ペット、動物園などで飼われているイメージは不可） 

受付期間：〔学校応募〕2020 年 8月 24日（月）～9月 11 日（金）必着 

     〔個人応募〕2020 年 8月 24日（月）～9月 4 日（金）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  FAX：052-963-3526 
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