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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 自然環境整備課 

       係員 阪本 達哉（さかもと たつや）さんです。 

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

    今年の 8月 10日は山の日です。「山に親しみ、山の恵みに感謝する」 

   日として平成 28年に制定された祝日で、例年は 8月 11日となっており 

   ます。この日は多くの方が山にお越しになり、山が一層のにぎわいを見 

   せる祝日になります。 

    一方で、この時期は熱中症や遭難などの事故に一層注意しなければな 

   りません。また、今年はコロナにも気をつける必要があります。せっか 

   くの旅行が事故や病気で台無しとなってしまうのはあまりに悲しいこと 

   ですので、皆で安全と健康を第一に、可能な範囲で、夏の自然を楽しむ 

   ことができればと思います。 

   …………………………………………………………………………………… 

 

 

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

SBT目標設定支援事業参加企業等募集について 

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

環境省では、民間企業等がパリ協定に整合した意欲的な目標を設定し、サプライ 

チェーン全体で効果的に削減を進める取組を促進するため、「SBT目標設定支援 

事業（大企業向け）」、「中小企業等向け SBT・再エネ 100％目標設定支援事業」 

に参加する企業等の募集を行っています。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/108216.html 

 

【1】SBT 目標設定支援事業（大企業向け） 

http://www.env.go.jp/press/108216.html


 支援対象：SBT目標の設定を検討している大企業 

 支援内容：面談形式での SBT目標設定支援 

 募集企業数：20社程度（下記【2】中小企業向け支援事業と合わせて） 

 応募締切：2020年 8月 28 日（金）正午 

 

 問 合 せ：SBT設定支援事務局（みずほ情報総研(株)） 

      メール：scm@mizuho-ir.co.jp 

 

【2】中小企業等向け SBT・再エネ 100％目標設定支援事業 

 支援対象：気候変動対策に意欲がある中小企業・法人 

 自社のステークホルダーに対して排出量の情報提供をしたい中小企業・法人 

 支援内容：面談形式での現状の確認及び温室効果ガス削減の中長期の目標設定 

      に対する助言、再エネ導入に関する助言 

 募集企業数：20社程度（上記【1】大企業向け支援事業と合わせて） 

 応募締切：2020年 8月 28 日（金）正午 

 

 問 合 せ：中小企業等向け SBT・再エネ 100％目標設定支援事業事務局 

     （(株)ウェイストボックス） 

      メール：info@wastebox.net 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃  ♪ も く じ ♪    ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【イベント情報】 

1.  【愛知】稲永ビジターセンター企画展「干潟の小さな生きものたち」 

2.  【愛知】藤前活動センター企画展「干潟のベントス」 

3.  【愛知】オンラインセミナー「企業活動と SDGs」 

4.  【愛知】県民講座「長良川河口堰と生物多様性」 

5.  【長野】SDGsワークショップ「世界がもし 100人の村だったら」 

6.  【三重】指導者養成スキルアップ講座「しぜん工作の先生になろう！」 

7.  【富山】「みんなできれいにせんまいけ大作戦 2020」及び「富山県×ピリカ 

     プレゼントキャンペーン」 

8.  【愛知】夏休み！おうちでエコアップ大作戦 

9.  【三重】スキルアップ講座 「三重の森林が危ない!」 

10. 【石川】「省エネ・節電アクションプラン」・「いしかわ省エネ家電買替 

mailto:scm@mizuho-ir.co.jp
mailto:info@wastebox.net


     キャンペーン」 

11. 【福井】夏の eco ミッションキャンペーン 

12. 【愛知】小中学生による水質パトロール隊 募集！ 

13. 【長野】「自宅でセミ調べ_2020」にご参加ください！ 

14. 【福井】福井型環境教育教材「エコワークブック」について 

15. 【岐阜】「ぎふ木遊館」・「森林総合教育センター（愛称:morinos）」 

   オープン！  

16.  教材「海洋プラスチックごみについて考えよう」完成！ 

17.  アプリを使って生きもの調査、ごみ拾い「砂浜ムーブメント 2020」 

 

【募集情報】 

1.  令和 2年度環境カウンセラー 募集 

2.  公益財団法人前川報恩会 2020年度地域振興助成 募集 

3.  B&G 海洋クラブ新規登録団体 募集（第 2 次募集） 

4.  E-CON! 中高生の環境問題取り組みコンテスト 

5.  第 11回花王国際こども環境絵画コンテスト 作品募集 

6.  未来をまもる子ども作文コンクール 2020 作品募集 

7.  JICA 国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト 2020 作品募集 

8.  イオン エコワングランプリ（高等学校・高校生によるエコ活動コンテスト） 

    募集 

9.  わたしの自然観察路コンクール 作品募集 

10. 第 16回環境フォト・コンテスト「わたしのまちの○と×」作品募集 

11. 令和 2年 7 月豪雨で被災した子どもの学びや育ちの支援活動助成 募集 

   【長野・岐阜ほか 5県】 

12. 岐阜県地域活性化ファンド事業費助成金【岐阜】 

13. 子どもの自然体験機会創出事業費補助金 公募【三重】 

14.「海上の森」を研究する人を募集【愛知】 

15. 家庭で取り組める省エネに関するアイディア募集【長野】 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

              ♪イベント情報♪    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃【愛知】稲永ビジターセンター企画展「干潟の小さな生きものたち」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



藤前干潟には鳥やカニ、魚などたくさんの生きものたちが生活しています。 

その中には、目で確認するのも難しい小さな生きものたちがいます。 

今回は、そんな小さな生きものたちの世界を紹介する企画展です。 

 

開催日時：2020年 7月 25日（土）～12月 20 日（日）9：00～16：00※ 

開催場所：稲永ビジターセンター（名古屋市港区野跡 4-11-2） 

入 館 料：無料 

休 館 日：毎週月曜日、第三水曜日（祝日と重なる場合はその翌日） 

 

問 合 せ：稲永ビジターセンター TEL：052-389-5821 

 

※新型コロナウイルス感染対策のため、開館時間が短くなっています。 

 また、予告なく変更される可能性もありますことを予めご了承ください。 

 

 

┏━┓ 

┃２┃【愛知】藤前活動センター企画展「干潟のベントス」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

藤前干潟には鳥やカニ、魚などたくさんの生きものたちが生活しています。 

今回は、特に、干潟の底で生きている生きものたちにスポットをあてて紹介し 

ます。ユニークな暮らしぶりの他に、ベントスの生きている環境の変化など、 

様々な視点からベントスを知ることが出来る企画展です。 

 

開催日時：2020年 7月 25日（土）～12月 13 日（日）9：00～16：00※ 

開催場所：藤前活動センター（名古屋市港区藤前 2-202） 

入 館 料：無料 

休 館 日：毎週月曜日、第三水曜日（祝日と重なる場合はその翌日） 

 

問 合 せ：藤前活動センター TEL：052-309-7260 

 

※新型コロナウイルス感染対策のため、開館時間が短くなっています。 

 また、予告なく変更される可能性もありますことを予めご了承ください。 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【愛知】オンラインセミナー「企業活動と SDGs」 



┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「なごや環境大学」実行委員会と名古屋市は、オンラインセミナー「企業活動 

と SDGs」を開催します。 

 

詳  細：https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza20s/op03.html 

 

開催日時：2020年 9月 2日（水）14：00～16：00 

内  容： 

〇講演「時代の変化と SDGs における企業の役割」 

 加藤義人氏（岐阜大学客員教授） 

〇事例紹介「錦二丁目内企業の SDGsの取組について」 

 松田雄基氏（株式会社 IMOM 代表取締役） 

（他 1社予定） 

〇ディスカッション「企業が SDGsを実践するには？」 

 パネリスト／加藤義人氏、松田雄基氏 （他 1 社予定） 

 全体コーディネーター／千頭聡氏（日本福祉大学国際福祉開発学部教授、 

 なごや環境大学アドバイザリーボード） 

定  員：100名程度 

申込締切：2020年 8月 28日（金） 

 

問 合 せ：なごや環境大学実行委員会事務局（名古屋市環境局環境企画課） 

     TEL：052-972-2293 

     株式会社フルハシ環境総合研究所 

     TEL：052-324-5351 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【愛知】県民講座「長良川河口堰と生物多様性」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、県民講座「長良川河口堰と生物多様性」を開催します。今回の講座 

では、川を楽しむ若者、川から未来を学び伝える学者、川で暮らす生活者など 

の広い視点から長良川を語ります。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizushigen/nagara-kenminkouza2-moushikomi.html 

 

https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza20s/op03.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizushigen/nagara-kenminkouza2-moushikomi.html


開催日時：2020年 8月 30日（日）13：00～16：00（正午から開場） 

開催場所：ウインクあいち 10階 1002 会議室（名古屋市中村区） 

定  員：50名（定員に達し次第締切） 

申込締切：2020年 8月 21日（金） 

 

問 合 せ：愛知県建設局水資源課 

     TEL：052-954-6121  FAX：052-961-3293 

     メール：mizushigen@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【長野】SDGsワークショップ「世界がもし 100人の村だったら」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

社会福祉法人須坂市社会福祉協議会は SDGsのワークショップ「世界がもし 100人 

の村だったら」を開催します。参加者が世界の人になりきって、体験的に学ぶ 

ワークショップです。 

 

詳  細： 

https://www.naganosdgs.jp/news/%e9%95%b7%e9%87%8e%e7%9c%8c%e5%86%85%e3%81%aesdgs%e3%8

3%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9 

 

開催日時：2020年 9月 6日（日）13：00～15：00 

開催場所：シルキーホール 第 1 ホール（長野県須坂市） 

対  象：須坂市内に通う小中学生、高校生 ※小学生は保護者も申込み可能 

定  員：30名 

講  師：竹内岳氏（JICA 長野デスク 国際協力推進員） 

申込締切：2020年 8月 21日（金） 

 

問 合 せ：社会福祉法人須坂市社会福祉協議会 

     TEL：026-214-2994 

 

 

┏━┓ 

┃６┃【三重】指導者養成スキルアップ講座「しぜん工作の先生になろう！」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県環境学習情報センターは三重県民の森と共催で「しぜん工作の先生にな 

mailto:mizushigen@pref.aichi.lg.jp
https://www.naganosdgs.jp/news/%e9%95%b7%e9%87%8e%e7%9c%8c%e5%86%85%e3%81%aesdgs%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9
https://www.naganosdgs.jp/news/%e9%95%b7%e9%87%8e%e7%9c%8c%e5%86%85%e3%81%aesdgs%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9


ろう！」を開催します。自然素材を使った工作に必要な知識や注意点、ポイン 

トなどを一緒に学びましょう。 

 

詳  細：http://eco-mie.sblo.jp/article/187544883.html 

 

開催日時：2020年 9月 12日（土）13：30～15：00 

開催場所：三重県民の森 ふれあいの館（三重県三重郡菰野町） 

対  象：三重県内在住の 16 歳以上の方 

定  員：12人（先着順、最少開催人数 5 人） 

内  容： 

〇工作実習 2種類 

 ・比較的時間がかからず完成するイベント向きの工作 

〇工作ワンポイントアドバイス 

 ・公民館や学童保育などで子供向けに工作指導する際の注意点  など 

申込締切：2020年 8月 25日（火） 

 

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 

 

 

┏━┓【富山】「みんなできれいにせんまいけ大作戦 2020」及び「富山県× 

┃７┃ ピリカ プレゼントキャンペーン」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県では、海岸漂着物対策の一環として、「みんなできれいにせんまいけ大 

作戦 2020」を展開しています。また、ごみ拾い SNS「ピリカ」とのコラボレーシ 

ョン企画「富山県×ピリカ プレゼントキャンペーン」を実施します。 

 

詳  細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1705/kj00022251.html 

 

＜みんなできれいにせんまいけ大作戦 2020＞ 

 実施期間：2020年 7 月～12 月 

 実施場所：富山県内全域 

＜富山県×ピリカ プレゼントキャンペーン＞ 

 参加対象：富山県在住の方 

 実施期間：〔第 1 期〕7月 13 日（月）～（終了） 

http://eco-mie.sblo.jp/article/187544883.html
mailto:info@eco-mie.com
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1705/kj00022251.html


      〔第 2期〕8月 4日（火）～ 

      〔第 3期〕8月 24 日（月）～12 月 

       ※各期間、賞品がなくなり次第終了 

 

問 合 せ：富山県生活環境文化部環境政策課 

     TEL：076-444-9618 

 

 

┏━┓ 

┃８┃【愛知】夏休み！おうちでエコアップ大作戦 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、今年度から新たに、小学生とその家族による「夏休み！おうちで 

エコアップ大作戦」を実施します。夏休み期間に、家族みんなで、省エネなど 

のエコアップ行動に一週間取り組んでいただくプロジェクトです。 

 

詳  細： https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/ecoup.html 

 

対  象：愛知県内に在住の小学生 

実施時期：各学校の夏休み期間 

実施方法：「エコアップブック」https://www.accca.net/ecoup.html 

     をもとにエコアップを実践しチェックシートを提出 

提出期限：2020年 9月 12日（土） 

 

問 合 せ：愛知県環境局地球温暖化対策課 TEL：052-954-6213 

     〔事務局／提出先〕 

     愛知県地球温暖化防止活動推進センター TEL：052-934-7295 

     （一般社団法人環境創造研究センター内） 

 

 

┏━┓ 

┃９┃【三重】スキルアップ講座 「三重の森林が危ない!」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県環境学習情報センターは、スキルアップ講座を開催します。今回は、三 

重県総合博物館の佐野明氏に、マツ枯れやナラ枯れ、シカによる剥皮被害木が 

なぜ枯れるのか、そのメカニズムを分かりやすく解説していただきます。 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/ecoup.html
https://www.accca.net/ecoup.html


詳  細：http://eco-mie.sblo.jp/article/187519755.html 

 

開催日時：2020年 10月 18日（日）10：00～12：00 

開催場所：三重県総合博物館 MieMu 3 階 レクチャールーム（三重県津市） 

対  象：三重県在住の 16 歳以上の方で 

     ・自然観察会を行っている方や自然に関心があり今後自然観察会等 

      を実施してみたい方 

     ・自然や環境学習に関心のある方、など 

募集人数：20人 

申込締切：2020年 9月 15日（火）※申込多数の場合は抽選 

 

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 

 

 

┏━┓【石川】「省エネ・節電アクションプラン」・「いしかわ省エネ家電 

┃10┃ 買替キャンペーン」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

石川県では、「省エネ・節電アクションプラン」・「いしかわ省エネ家電買替 

キャンペーン」を実施中です。 

 

＜省エネ・節電アクションプラン＞ 

期間中に、省エネ・節電アクションプランの取組を報告したご家庭の中から抽 

選で、協賛企業の商品券などをプレゼント。 

取組期間：2020年 7月 1日（水）～9月 30 日（水） 

申請期限：2020年 9月 30日（水）必着 

 

詳  細： 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kisya/r2/documents/06_0701ondanka2.pdf 

 

＜いしかわ省エネ家電買替キャンペーン＞ 

省エネ性能 4つ星以上の家電（テレビ、冷蔵庫、エアコン）または LED 照明を 

購入した家庭を対象に企業協賛による景品（県産品等）を抽選でプレゼント。 

キャンペーン期間：2020 年 7月 1 日（水）～2021年 1月 15日（金） 

応募締切：2021年 1月 31日（日）当日消印有効 

http://eco-mie.sblo.jp/article/187519755.html
mailto:info@eco-mie.com
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kisya/r2/documents/06_0701ondanka2.pdf


 

詳  細： 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kisya/r2/documents/05_0701ondanka1.pdf 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃11┃【福井】夏の eco ミッションキャンペーン 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境ふくい推進協議会では、家族で楽しくエコチャレを実践し、家庭の消費電 

力を抑えるキャンペーンを実施中です。毎月抽選で Enjoy Home 商品をプレゼン 

トします。 

 

詳  細： 

http://www2.pref.fukui.lg.jp/press/view.php?cod=21dd781592788800b0&whence=4 

 

キャンペーン実施期間：2020年 7月 1日（水）～9月 30 日（水） 

※応募月により締切が異なります。詳細をご確認ください。 

 

問 合 せ：環境ふくい推進協議会（福井県環境政策課内） 

     TEL：0776-20-0299 

     メール：kankyou@pref.fukui.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃12┃【愛知】小中学生による水質パトロール隊 募集！ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、小中学生の皆さんによる「水質パトロール隊」を募集します。 

優秀な取組を行ったグループについては県で表彰を行います。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/mizupato2020.html 

 

対  象：愛知県内にお住まいの小中学生を含むグループ 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kisya/r2/documents/05_0701ondanka1.pdf
mailto:ontai@pref.ishikawa.lg.jp
http://www2.pref.fukui.lg.jp/press/view.php?cod=21dd781592788800b0&whence=4
mailto:kankyou@pref.fukui.lg.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/mizupato2020.html


     （大人 1 名を代表者として登録） 

調査方法：県が送付する「調査マニュアル」を参考に、「水質簡易測定試薬」 

     などの検査キットを用いた川の水質の調査、水辺の生きものの観察、 

     生活排水についての考察などを行い、レポートにまとめて 12 月 28日 

     （月）までに提出。 

募集期限：2020年 9月 30日（水）当日消印有効 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃13┃【長野】「自宅でセミ調べ_2020」にご参加ください！ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県環境保全研究所は、今年度から、スマートフォンやタブレット端末のア 

プリを利用して長野県内のセミの分布を調べる「自宅でセミ調べ_2020」を始め 

ます。セミの分布やその変化を把握し、気候変動の影響を調べていきます。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/happyou/20200619_semi_press.html 

 

調査期間：6 月中旬から 11月 

調査範囲：長野県内（調査ポイントは自宅以外の場所でも構いません） 

調査方法：スマホ等のアプリを利用し、セミの種類や観察した日付、場所など 

     を入力するだけの簡単な調査です。 

 

問 合 せ：長野県環境保全研究所自然環境部 

     TEL：026-239-1031 

 

 

┏━┓ 

┃14┃【福井】福井型環境教育教材「エコワークブック」について 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井県では、福井県独自の環境教育教材である「エコワークブック」の電子デ 

ータを全てダウンロードできるようにいたしましたので、環境教育にご活用く 

mailto:seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp
https://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/happyou/20200619_semi_press.html


ださい。 

 

詳  細：https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/ee/ecoworkbook2.html 

 

＜エコワークブック＞ 

・小学校低学年向け（ワークシート・指導者用） 

・小学校高学年向け（ワークシート・指導者用） 

・中学校向け（ワークシート・指導者用） 

※その他、「エコワークブック里山特集号」（生徒用・指導展開例等）がダウン 

ロードできます。 

 

問 合 せ：福井県安全環境部環境政策課 

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

     メール：kankyou@pref.fukui.lg.jp 

 

 

┏━┓【岐阜】「ぎふ木遊館」・「森林総合教育センター（愛称:morinos）」 

┃15┃ オープン！ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

岐阜県では、幅広い年齢層の方が森や木に親しみ森林とのつながりを体験でき 

る、総合的な木育拠点「ぎふ木遊館」と森林教育の拠点「森林総合教育センタ 

ー（愛称:morinos）」が 2020 年 7 月にオープンしました。 

 

＜ぎふ木遊館＞ 

…岐阜県出身の作家が県産材を使用して作ったおもちゃが多数取り揃えられて 

います。ぎふ木育プログラム（ワークショップ）なども随時開催されます。 

 

所 在 地：岐阜市学園町 2-33 

入 館 料：おとな 300 円（団体 200 円）※団体は 20名以上から 

     高校生以下は無料 

詳  細：https://mokuyukan.pref.gifu.lg.jp/ 

 

＜森林総合教育センター（愛称:morinos）＞ 

…森とつながるいろんな切り口の体験プログラム、学校・団体向けプログラム、 

指導者の方のためのスキルアップ講座などが展開されています。 

 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/ee/ecoworkbook2.html
mailto:kankyou@pref.fukui.lg.jp
https://mokuyukan.pref.gifu.lg.jp/


所 在 地：岐阜県美濃市曽代 88 番地（森林文化アカデミー内） 

利 用 料：無料 

詳  細：https://morinos.net/ 

 

 

┏━┓ 

┃16┃教材「海洋プラスチックごみについて考えよう」完成！ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

全国川ごみネットワーク、WWFジャパン、日本野鳥の会、容器包装の 3R を進める 

全国ネットワークが協働で、教材「海洋プラスチックごみについて考えよう」を 

作成しました。表面は写真や図版、裏面は解説となっており、印刷して紙芝居の 

ように使うことができます。 

 

内  容： 

1. 海洋プラスチックごみについて考えよう 

2. 今、世界中の海で起きていること 

3. 流出するプラスチックごみ 

4. ごみは、川から海へ 

5. マイクロプラスチックとその問題点 

6. プラスチックごみのほとんどが使い捨て 

7. プラスチックごみの 6割以上が燃やされている 

8. 持続可能な循環型の社会をめざして 

9. 私たちにできること 

 

制作団体：各団体の Web ページから教材のダウンロードが可能です。 

・公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン） 

 https://www.wwf.or.jp/activities/lib/4356.html 

・全国川ごみネットワーク 

 https://kawagomi.jp/2020/07/kaiyou-pla_tool 

・公益財団法人日本野鳥の会 

 https://www.wbsj.org/activity/conservation/law/plastic-pollution/kyouzai/ 

・容器包装の 3Rを進める全国ネットワーク 

 http://www.citizens-i.org/gomi0/activities/umigomi.html 

 

 

┏━┓ 

https://morinos.net/
https://www.wwf.or.jp/activities/lib/4356.html
https://kawagomi.jp/2020/07/kaiyou-pla_tool
https://www.wbsj.org/activity/conservation/law/plastic-pollution/kyouzai/
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┃17┃アプリを使って生きもの調査、ごみ拾い「砂浜ムーブメント 2020」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人日本自然保護協会は、アプリを使って誰でも簡単に楽しみながら 

本格的な生きもの調査やごみ拾いに参加できる「砂浜ムーブメント 2020」をス 

タートしました。日本の海や砂浜を守るために、3つのアクションを呼びかけて 

います。 

 

詳  細：https://www.nacsj.or.jp/media/2020/07/21026/ 

 

《3つのアクション》 

(1) 砂浜ノートを子どもたちに届けよう！ 

海や砂浜のことを楽しく学べる特製の「砂浜ノート」（全 24ページ）を子ども 

たちに配って、海や砂浜の大切さを伝えてくださる方を大募集（先着順）。 

(2) 砂浜の生きものをしらべよう！～自然しらべ 2020～ 

砂浜の生きものを見つけて調べてくださる方を大募集。生きものアプリ「BIOME 

（バイオーム）」に写真を投稿して名前を調べてみてください。 

(3) 砂浜や街中でごみを拾おう！ 

砂浜や河川、家や会社のまわりでごみ拾いをして、ごみ拾いアプリ「ピリカ」に 

写真を投稿してください。 

 

問 合 せ：日本自然保護協会 自然のちから推進部 

     TEL：03-3553-4101 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃ 令和 2年度環境カウンセラー 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省は、市民や事業者等が行う環境保全活動等に対して、豊富な知識と経験 

を活用して助言を行うことのできる方を環境カウンセラーとして登録する「環 

境カウンセラー登録制度」に基づき、令和 2年度の環境カウンセラーの募集を行 

っています。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/108228.html 

https://www.nacsj.or.jp/media/2020/07/21026/
http://www.env.go.jp/press/108228.html


 

選考方法：実績・資格・経歴、環境保全に関する知識や専門性を活かした提案 

     力･コーディネート力、カウンセリングやコミュニケーション能力等、 

     環境カウンセラーとしての適性を申請書、課題論文、面接にて選考 

申請締切：2020年 9月 4日（金） 

 

問 合 せ：環境カウンセラー全国事務局（公益財団法人日本環境協会） 

     TEL：03-5829-6359  FAX：03-5829-6190 

     メール：counselor@jeas.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃２┃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 

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） 

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 

     (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 

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：03-6458-5876 

 

 

┏━┓ 

┃３┃B&G海洋クラブ新規登録団体 募集（第 2次募集） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

mailto:counselor@jeas.or.jp
https://www.mayekawa.org/category/grant/regional_improvement


公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団では、B&G 海洋クラブの 

新規登録団体を募集しています。登録団体には、上限 50～200万円の範囲で活動 

器材を配備します。 

 

詳  細：https://www.bgf.or.jp/club/ 

 

対象団体：NPO法人や地域総合型スポーツクラブ、民間団体・任意団体、自治体 

     など  

活 動 例：水生生物の観察、水質の保全、漂流ゴミ調査、ビーチクリーン活動 

     など、水辺や海辺の環境に関する活動 

     地域や自治体と連携した親水活動 など 

申請締切：2020年 8月 31日（月）必着 

 

問 合 せ：公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 

     TEL：03-6402-5314  FAX：03-6402-5315 

     メール：center@bgf.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃E-CON! 中高生の環境問題取り組みコンテスト 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「中高生が環境問題を意識し、行動に移すムーブメントを起こす!」ことを目的 

に高校生が主催するコンテストです。クラウドファンディングで集めた支援金か 

ら賞金が割り当てられます。 

 

詳  細：https://econcontest.wixsite.com/econ 

 

テ ー マ：「環境問題の改善・解決」 

応募資格：中学生または高校生の方 

応募内容：「実施済みのプロジェクト、または現在実施中のプロジェクト」の 

     活動が伝わる写真・画像または動画（10分以内）。 

     活動は環境問題の改善・解決につながるものであれば自由。（例： 

     作品、アート、ポスター、動画、イベント、チャリティ、活動など） 

応募方法：(1)画像や動画を Instagram または YouTube に＃econ応募をつけて投稿 

     (2)応募申し込みフォームを送信 

応募締切：2020年 8月 23日（日） 

https://www.bgf.or.jp/club/
mailto:center@bgf.or.jp
https://econcontest.wixsite.com/econ


 

問 合 せ：E-CON! 中高生の環境問題取り組みコンテスト 

     メール：econ.contest@gmail.com 

 

 

┏━┓ 

┃５┃第 11 回花王国際こども環境絵画コンテスト 作品募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

花王は、環境に関する取り組みの一環として、毎年「花王国際こども環境絵画 

コンテスト」を開催しています。今年も子どもたちの考える、地球環境を守る 

ためにできることを描いた作品を募集します。 

 

詳  細： 

https://www.kao.com/jp/corporate/sustainability/society/painting-contest/ 

 

テ ー マ：「みんなでいっしょにエコ」 

応募資格：6 歳から 15 歳のお子さま ※2020年 8 月末時点での年齢 

応募締切：2020年 9月 4日（金）必着 

 

問 合 せ：「花王国際こども環境絵画コンテスト」事務局 

     TEL：048-872-1082 

     メール：kao-contest@hit-bits.com 

 

 

┏━┓ 

┃６┃未来をまもる子ども作文コンクール 2020 作品募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

特定非営利活動法人気候ネットワークは、「未来をまもる子ども作文コンクー 

ル 2020」を実施します。小学生、中学生、高校生のみなさん。地球温暖化を防 

ぎ、安心して暮らすことができる社会をつくっていくために、みなさんが学び、 

考え、想っていることを作文に書いてみませんか。 

 

詳  細： 

https://www.kikonet.org/local/education/essay-for-future-2020 

 

テ ー マ：地球温暖化に関する想いを作文に書いて応募してください。 

mailto:econ.contest@gmail.com
https://www.kao.com/jp/corporate/sustainability/society/painting-contest/
mailto:kao-contest@hit-bits.com
https://www.kikonet.org/local/education/essay-for-future-2020


文字数等：〔小学生の部〕1,000 字以内  〔中学生の部〕2,000 字以内 

     〔高校生の部〕2,500 字以内 

応募締切：2020年 9月 11日（金） 

 

問 合 せ：特定非営利活動法人気候ネットワーク 

     TEL：075-254-1011  FAX：075-254-1012 

     メール：kyoto@kikonet.org 

 

 

┏━┓ 

┃７┃JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト 2020 作品募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

JICAでは、中学生・高校生を対象にエッセイコンテストを実施します。 

 

詳  細：https://www.jica.go.jp/hiroba/program/apply/essay/index.html 

 

テ ー マ：「世界とつながる自分─私たちが考えること、できること─」 

文 字 数：〔中学生の部〕本文 1,200 字以内 〔高校生の部〕本文 1,600字以内 

応募締切：2020年 9月 11日（金） 

 

問 合 せ：公益社団法人青年海外協力協会内 

     JICA 国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト全国運営事務局 

     TEL：0265-98-0445  メール：jica.essay@joca.or.jp 

 

 

┏━┓ イオン エコワングランプリ 

┃８┃（高等学校・高校生によるエコ活動コンテスト）募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「イオン エコワングランプリ」では、次代を担う高校生の皆さんが日ごろ学校 

単位で取り組んでいる「エコ活動」を募集し、その取り組みを表彰します。 

 

詳  細：http://www.eco-1-gp.jp/about.html 

 

応募資格：日本国内の全日制・定時制高等学校で、授業および学校が承認してい 

     るクラブ活動（サークル・部活）の取り組みを対象とし、学校単位で 

     の応募（複数応募可）とします。 

mailto:kyoto@kikonet.org
https://www.jica.go.jp/hiroba/program/apply/essay/index.html
mailto:jica.essay@joca.or.jp
http://www.eco-1-gp.jp/about.html


募集部門： 

普及・啓発部門…誰でもどこでも取り組むことができる普及性の高いエコ活動 

        が対象。 

研究・専門部門…地域固有の問題に着目した専門性の高い活動が対象。 

応募締切：2020年 9月 25日（金） 

 

問 合 せ：エコワングランプリ運営事務局 

     （毎日新聞社内 毎日企画サービス） 

     TEL：03-6265-6813 

 

 

┏━┓ 

┃９┃わたしの自然観察路コンクール 作品募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益信託富士フイルム・グリーンファンドと公益社団法人日本環境教育フォー 

ラムの主催で「わたしの自然観察路コンクール」を開催します。 

みなさんが住む町・かかわりのある地域の身近な自然の魅力を、“絵地図”と 

“文章”で伝えてください！ 

 

詳  細：http://kansatsuro.jeef.or.jp/application 

 

応募資格：全国の小・中・高校生（個人部門と団体部門があります。） 

※団体部門…2名以上のチームで、学年や学校区分等は不問。小・中・高をまた 

いでも構いません。 

応募に必要なもの：(1) 絵地図 (2) 説明文 (3) 応募用紙（2枚） 

応募締切：2020年 9月 30日（水）当日消印有効 

 

問 合 せ：（公社）日本環境教育フォーラム 自然観察路コンクール事務局 

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

 

 

┏━┓ 

┃10┃第 16 回環境フォト・コンテスト「わたしのまちの○と×」作品募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

出光興産株式会社は、児童・生徒を対象とする「環境フォト・コンテスト」を 

実施します。わたしたちの身近なところにある、いつまでも残したい「○」の 

http://kansatsuro.jeef.or.jp/application
mailto:kansatsuro@jeef.or.jp


風景とすぐに改善したい「×」の風景を写真にして、コメントを添えて作品に 

するフォトコンテストです。 

 

詳  細：https://www.idss.co.jp/enjoy/kids/photo/index.html 

 

応募資格：小学校・中学校・高等学校・高等専門学校の在学生 

募集締切：2020年 9月 30日（水） 

 

問 合 せ：出光興産株式会社お客様センター 

     TEL：0120-132-015 

     メール：photocontest@idss.co.jp 

 

 

┏━┓ 令和 2年 7 月豪雨で被災した子どもの学びや育ちの支援活動助成 募集 

┃11┃【長野・岐阜ほか 5県】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人ベネッセこども基金は、令和 2年 7 月豪雨で被災した地域で、学び 

や育ちに困難を抱える子どもたちの支援活動に取り組む団体への助成を通して 

支援します。 

 

詳  細：https://blog.benesse.ne.jp/kodomokikin/news/2020/07311551.html 

 

対象地域：熊本県、鹿児島県、福岡県、大分県、長野県、岐阜県、山形県 

     ※7月 31日時点 

対象事業：助成対象地域で被災した子どもの学びや育ちに寄与する活動。災害 

     によって、生活上の困難を抱える子どもや被災によるストレスや学 

     習困難などを抱える子どもに対する支援をテーマとします。 

対象団体：上記助成テーマで活動を行っている非営利団体（特定非営利活動法 

     人（NPO）、財団法人、社団法人、社会福祉法人など） 

助成金額：1 件あたりの助成額上限 50 万円 

募集締切：2020年 9月 30日（水）必着 

 

問 合 せ：ベネッセこども基金助成事務局 

     TEL：04-7137-2570 

     メール：kodomokikin@grop.co.jp 

 

https://www.idss.co.jp/enjoy/kids/photo/index.html
mailto:photocontest@idss.co.jp
https://blog.benesse.ne.jp/kodomokikin/news/2020/07311551.html
mailto:kodomokikin@grop.co.jp


 

┏━┓ 

┃12┃岐阜県地域活性化ファンド事業費助成金【岐阜】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

岐阜県産業経済振興センターは、中小企業者等が行う新商品・新技術開発、販 

売力強化事業に対して、地域のブランド創出・ものづくりを支援します。 

 

詳  細：https://www.gpc-gifu.or.jp/fund/chiiki/index.asp 

 

対 象 者：岐阜県内の中小企業者、NPO、組合等、連携体、まちづくり団体、 

     実行委員会 等 

対象事業：(1) 新たな地場産品・高付加価値化商品の開発事業、新商品開発、 

     新技術開発及び販売力強化に新たに取り組む事業で、中小企業者等 

     が作成した計画に基づく事業 

     (2) 地域団体商標制度を活用した新商品・新技術開発、販売力強化 

     に取り組む事業 

助成金額：1 年間で上限 100 万円、下限 50 万円 ※助成率：2分の 1以内 

募集締切：2020年 8月 27日（木）17：00 

 

問 合 せ：公益財団法人岐阜県産業経済振興センター経営支援部 

     TEL：058-277-1083 

     メール：fund-k@gpc-gifu.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃13┃子どもの自然体験機会創出事業費補助金 公募【三重】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県は、子どもたちが県内の自然で遊び・学ぶ機会を創出するため、「子ど 

もの自然体験機会創出事業費補助金」の公募を開始します。 

 

詳  細：https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0023500119.htm 

 

補助対象：三重県内で自然体験事業を実施している事業者 

対象事業：子ども向け自然体験プログラムの造成・実践や、テレワークを実施 

     できる環境の整備を行うこと 

募集締切：2020年 8月 28日（金） 

https://www.gpc-gifu.or.jp/fund/chiiki/index.asp
mailto:fund-k@gpc-gifu.or.jp
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0023500119.htm


 

問 合 せ：三重県農林水産部農山漁村づくり課 

     TEL：059-224-2518  FAX：059-224-3153 

 

 

┏━┓ 

┃14┃「海上の森」を研究する人を募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

あいち海上の森フォーラムでは、瀬戸市「海上の森」を対象として行う調査・ 

研究を募集します。海上の森を対象とした研究であれば、テーマは問いません。 

研究成果を「第 5回 あいち海上の森フォーラム」（2021 年 11 月ごろ）で発表し 

ていただきます。 

 

詳  細： 

https://sites.google.com/kaisyoforum.com/kaisyoforum/%E5%8B%9F%E9%9B%86%E4%B8%AD 

 

対  象：高校生・大学生・大学院生（個人又はグループも可） 

募集締切：2020年 9月 20日（日） 

助成内容：選定した方（2組程度）には活動費として交通費程度を、発表時には 

     謝礼を支給します。 

 

問 合 せ：あいち海上の森フォーラム実行委員会事務局 

     FAX：0584-51-2378  メール：kaisyoforum@yahoo.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃15┃家庭で取り組める省エネに関するアイディア募集【長野】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県では、誰もが気軽に取り組める省エネ行動や、涼しく過ごすための省エ 

ネグッズ、料理等、省エネに関する幅広いアイディアを募集しています。抽選 

で若干名に、ご家庭でのエアコンの運転に便利なデジタル温度計をプレゼント 

します。 

 

詳  細：https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/idea_boshu.html 

 

募集要件：長野県内在住の方によるアイディア等で、県民が気軽に取り組める 

https://sites.google.com/kaisyoforum.com/kaisyoforum/%E5%8B%9F%E9%9B%86%E4%B8%AD
mailto:kaisyoforum@yahoo.co.jp
https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/idea_boshu.html


     ものであること 

募集締切：2020年 8月 31日（月） 

 

問 合 せ：長野県環境部環境政策課ゼロカーボン推進室 

     TEL：026-235-7022  FAX：026-235-7491 

     メール：zerocarbon@pref.nagano.lg.jp 

 

 

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