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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 

      統括自然保護企画官 坂口 隆（さかぐち たかし）さんです。 

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

    10年前の生物多様性第 10回締約国会議（名古屋）において、生物多様 

   性に関する 20の世界目標として「愛知目標」が採択され、本年はその目 

   標年度となります。我が国における取り組みは大半の目標において「目 

   標に向けて進捗しているが不十分な速度」と評価されており、取り組み 

   の更なる加速化が求められています。2020 年以降の世界目標については、 

   2020年の第 15回締約国会議（中国）で議論される予定でしたが、今般の 

   新型コロナウイルスの世界的な流行により開催が延期されています。 

    これまで私たちは自然を利用することで、食料などの生活に必要な物 

   資を得るなど生物多様性の恩恵を多大に受けてきました。一方で、新型 

   コロナウイルスなど人獣共通感染症の発生は、森林の破壊など人間活動 

   の拡大により、本来、これまで人との接触がなかった野生動物の中で生 

   存してきたウイルスと人の接触機会が増大し、これがグローバル化によ 

   る人や物の移動に伴い急速に世界的に拡散したことが一因と言われてお 

   り、今後の感染症対策と生物多様性の保全は切っても切り離せない課題 

   であることが明らかとなってきました。 

    新型コロナウイルスの発生のみならず、気候変動の影響による災害の 

   多発などを踏まえると、今後の社会のあり方を考える上で自然と人との 

   関わり方について議論することの重要性がより高まっていると痛感して 

   います。 

    本年は、名古屋市で締約国会議が開催されてちょうど 10 年という節目 

   の年になりますので、皆さんも日常の生活で消費しているものや事業活 

   動の中で使用しているものがどこからきて、自然とどのように関わって 

   いるのかあらためて意識し、今後の生物多様性の保全に対してどのよう 



   なアクションができるのか考える機会として頂ければ幸いです。 

   …………………………………………………………………………………… 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃  ♪ も く じ ♪    ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【イベント情報】 

1.  伊勢志摩国立公園管理事務所による講座「レンジャー出前授業」について 

2.  環境情報サイト「環境らしんばん」を活用ください！ 

3. 「日本自然保護大賞 2020」授賞記念シンポジウム 

4. 《オンライン開催》能登の里海セミナー 

   「里海の保全から考える SDG14 の達成─海洋生物多様性の保全─」 

5. 《オンライン開催》環境市民活動助成金セミナー 

   「NPO の資金調達まるわかりセミナー」 

6. 【愛知】おうちで環境デーなごや 2020 

7. 【愛知】アクション油ヶ淵 2020 

8. 【石川】「令和 2年度石川地域づくり塾」受講者募集 

9. 【福井】ふるさと未来講座「コウノトリ舞う福井の里山～コウノトリをシ 

  ンボルとした自然再生～」 

10.【三重】ESD 実践講座 2020 

11.【石川】GO白山手取川ジオパーク×白山温泉郷スタンプラリー 

12.【石川】「いしかわ ECO アプリ」リリース記念プレゼントキャンペーン 

13.【長野】ポータルサイト「信州 SDGsひろば」開設！ 

14.【愛知】「AEL（あえる）ネット環境学習スタンプラリー」開催 

 

【募集情報】 

1. 「地球にやさしいカード」助成対象団体 募集 

2.  2020 年こくみん共済 coop 地域貢献助成 募集 

3.  第 16回 TOTO水環境基金 助成先団体 募集 

4.  セブン-イレブン記念財団「2021年度環境市民活動助成」募集 

5.  第 31回コメリ緑資金 助成団体 募集 

6.  SOMPO 環境財団「環境保全プロジェクト助成」募集 

7.  北陸ろうきん「2020 年度 NPO助成金制度」募集【富山・石川・福井】 

8.  第 4 回ジャパン SDGs アワード 募集 

9.  脱炭素チャレンジカップ 2021 エントリー募集 



10. 第 11回 ESD大賞 取組募集 

11. 第 23回日本水大賞／2021日本ストックホルム青少年水大賞 募集 

12. 2021 愛知環境賞 事例募集【愛知】 

13. MISIA の里山ミュージアム 2020 フォトコンテスト 作品募集【石川】 

14. SDGs IDEA FORUM 2020 学生エントリー受付【愛知】 

15.「豊橋市 SDGs推進パートナー」募集【愛知】 

16.「ふくい SDGsパートナー」募集（登録）【福井】 

17. IMAGINE KANAZAWA 2030 パートナーズ 会員募集【石川】 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

              ♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃伊勢志摩国立公園管理事務所による講座「レンジャー出前授業」について 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省伊勢志摩国立公園管理事務所では、伊勢志摩国立公園の自然について楽 

しく体験しながら学べる講座を行っています。レンジャーが学校などに出張し、 

映像や実物を使いながら自然や生きものについて話をしたり、一緒に自然観察 

をしたりします。 

 

詳細・申込み方法：http://chubu.env.go.jp/pre_2020/2020.html 

※申込みにあたっては「出前授業実施にあたってのお願い（新型コロナウイルス 

感染防止のガイドライン）」を御確認ください。 

 

利用日時：原則として平日の日中 

 

問 合 せ：伊勢志摩国立公園管理事務所 

     TEL：0599-43-2210  FAX：0599-43-2373 

     メール：RO-SHIMA@env.go.jp 

 

 

┏━┓ 

┃２┃環境情報サイト「環境らしんばん」を活用ください！ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「環境らしんばん」は、地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）と環境パー 



トナーシップオフィス（EPO）が運営する環境情報データベースです。 

イベント・ボランティア募集・キャンペーンのお知らせ等、さまざまな情報を 

検索することができます。また、団体登録頂くと、情報の投稿が可能です。 

ぜひご活用ください。 

 

「環境らしんばん」URL：http://www.geoc.jp/rashinban/ 

 

問 合 せ：地球環境パートナーシッププラザ 

     TEL：03-3407-8107  FAX：03-3407-8164 

 

 

┏━┓ 

┃３┃「日本自然保護大賞 2020」授賞記念シンポジウム 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人日本自然保護協会は、開催延期となっていた「日本自然保護大賞 

2020」授賞記念シンポジウムをオンライン／YouTube ライブ配信にて実施します。 

受賞者の皆様から地域の自然に根ざした魅力あふれる取組の成果を発表してい 

ただきます。 

 

詳  細：https://www.nacsj.or.jp/award/symposium.php 

 

開催日時：2020年 9月 16日（水）17：00～19：30 

参加方法：下記 YouTube ライブ配信をご視聴ください（無料、申込不要） 

     https://youtu.be/qagRGbyr6Fc 

 

問 合 せ：公益財団法人日本自然保護協会 

     TEL：03-3553-4101（平日 10：30～15：00） 

     FAX：03-3553-0139  メール：award@nacsj.or.jp 

 

 

┏━┓《オンライン開催》能登の里海セミナー 

┃４┃「里海の保全から考える SDG14 の達成─海洋生物多様性の保全─」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

今回のセミナーは、SDG14 の 10 個の目標から、海洋生態系のレジリエンス強化や 

回復取組に関する SDG14.2 と 14.5について勉強しながら、海洋生物多様生の保全 

を考えるイベントです。 



 

詳  細：http://ouik.unu.edu/events/3236 

 

開催日時：2020年 9月 19日（土）14：00～16：15（オンライン開催） 

定  員：500名（要登録） 

登 壇 者：イヴォーン･ユー（国連大学 OUIK 研究員） 

     木村麻里子（環境省自然環境計画課） 

     柳井清治（石川県立大学教授） 

     鎌村実（能登島ダイビングリゾート） 

 

問 合 せ：国連大学 サステイナビリティ高等研究所 

     いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット（国連大学 OUIK） 

     TEL：076-224-2266  FAX：076-224-2271 

 

 

┏━┓《オンライン開催》環境市民活動助成金セミナー 

┃５┃「NPO の資金調達まるわかりセミナー」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

NPO法人 3団体（地域の未来・志援センター、近畿環境市民活動相互支援センタ 

ー、北海道市民環境ネットワーク）の主催によるセミナーがオンライン開催さ 

れます。多様な活動を支援する助成制度や新しい資金調達の方法、申請書の書 

き方のイロハを 1日で知るチャンスです！ 

 

詳  細：http://c-mirai.org/ 

 

開催日時：2020年 10月 4日（日）10：00～16：30（オンライン開催） 

対  象：環境活動に取り組む団体や個人、中間支援組織など 

定  員：先着 250名 

参 加 費：一般 1,000 円、主催団体会員 500円（資料代） 

申込締切：2020年 9月 27日（日） 

 

問 合 せ：NPO法人地域の未来・志援センター事務局 

     TEL：052-936-3213  メール：office@c-mirai.org 

 

 

┏━┓ 



┃６┃【愛知】おうちで環境デーなごや 2020 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

今年の「環境デーなごや」は、従来の「久屋大通公園」でのイベントではなく、 

ウェブサイト上で開催されます。 

 

詳  細：http://www.kankyoday.com/chuogyoji/ 

 

開催期間：2020年 9月 19日（土）～11月 8日（日） 

テ ー マ：おうちでできるエコ 

主な内容： 

〇動画で楽しむ環境デーなごや 

 …市民団体や企業による活動紹介や、楽しいステージ動画をご覧いただけます。 

〇集まれ！生きものの森！ 

 …折り紙で「生きもの」を折って、パネルの森を生きものでいっぱいにする企画。 

ほか 

 

問 合 せ：「環境デーなごや」実行委員会事務局 

     （名古屋市環境局環境企画課） 

     TEL：052-972-2684  FAX：052-972-4134 

 

 

┏━┓ 

┃７┃【愛知】アクション油ヶ淵 2020 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

油ヶ淵水質浄化促進協議会（愛知県、碧南市、安城市、西尾市、高浜市）は、 

県民の皆様の油ヶ淵への関心を深め、水質浄化に向けた気運を盛り上げること 

を目的として、体験型イベント「アクション油ヶ淵 2020」を開催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/action-aburagafuchi2020.html 

 

※参加の際は、新型コロナウイルス感染症対策として、マスクを着用するとと 

もに、お持ちのスマートフォンに国の接触確認アプリ（COCOA）のインストール 

をお願いします。 

 

開催日時：2020年 10月 4日（日）10：00～15：00 



開催場所：油ヶ淵水辺公園 自然ふれあい生態園（愛知県安城市） 

内  容：体験型講座「生きものミニビオトープづくり」※要事前申込 

     各種イベントブース（生きものブース、工作ブース、学習ブース） 

申込締切：2020年 9月 15日（火）17：00 必着 ※定員を超えた場合は抽選 

 

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┃【石川】「令和 2年度石川地域づくり塾」受講者募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

石川地域づくり協会は、「石川地域づくり塾」を開講します。本講座の実施前 

に、どなたでも無料で参加できるプレ講座を実施します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kisya/r2/documents/0820chiiki.pdf 

 

開催方法：オンライン、その他 

対  象：地域づくり活動に興味のある方（石川県外在住の方は、活動範囲が 

     石川県内であること） 

開催日程：〔プレ講座〕2020 年 9月 19日（土） 

     〔本講座〕2020 年 10 月 3日（土）～2021 年 2月 20日（土）全 7回 

定  員：20名（プレ講座のみ 30名）※定員に達し次第締切 

費  用：プレ講座は無料。本講座(有料)は詳細をご確認ください。 

 

問 合 せ：石川地域づくり協会事務局（石川県企画振興部地域振興課内） 

     TEL：076-225-1335  FAX：076-225-1328 

     メール：chiiki1@pref.ishikawa.lg.jp 

 

 

┏━┓【福井】ふるさと未来講座「コウノトリ舞う福井の里山～コウノトリを 

┃９┃ シンボルとした自然再生～」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井県では、コウノトリを自然再生のシンボルと位置付け、飼育・繁殖・放鳥 



事業を行っています。10 年間にわたる県と越前市の自然再生に向けた取組に中 

心的に携わってこられたお二人にお話しいただきます。 

 

詳  細： 

http://www2.pref.fukui.lg.jp/press/view.php?cod=87b5b3159151257495&whence=3 

 

開催日時：2020年 10月 8日（木）14：00～15：30 

開催場所：福井県生活学習館（ユー・アイ ふくい）（福井県福井市） 

定  員：先着 60 名 

講  師：木村美貴氏（福井県安全環境部自然環境課企画主査 獣医師） 

     藤長裕平氏（越前市産業環境部農政課主査） 

申込締切：2020年 10月 7日（水）※事前申込がない場合、入場できません。 

 

問 合 せ：福井ライフ・アカデミー本部（事務局：福井県生涯学習センター） 

     TEL：0776-41-4206  FAX：0776-41-4201 

     メール：f-manabi@pref.fukui.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃10┃【三重】ESD 実践講座 2020 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県環境学習情報センターは、ESD実践講座を開催します。テーマは「三重県 

の SDGs」。講義形式の PART1 とグループワーク形式の PART2 で構成されています。 

 

詳  細：http://eco-mie.sblo.jp/article/187653877.html 

 

講座日程：全 5 回（〔PART1〕2回／〔PART2〕3回） 

〔PART1〕 

 第 1回 10 月 31日（土）「自治体と金融の SDGs」 

 第 2回 11 月 23日（月・祝）「企業と学校の SDGs」 

〔PART2〕 

 第 1回 12 月 12日（土）「今あるものから SDGsを学ぶ～食べもの編」 

 第 2回 1月 23日（土）「今あるものから SDGsを学ぶ～社会見学編」 

 第 3回 2月 20日（土）「今あるものを SDGs に近づける～自分ごとにする」 

 ※時間は 13：30～16：30（2/20除く）。2/20は 10：00～16：30。 

開催場所：みえ県民交流センター、三重県総合文化センター等（三重県津市） 



     ※〔PART2〕会場未定 

対  象：〔PART1〕中学生以上  〔PART2〕16 歳以上 

定  員：〔PART1〕各回 35 名   〔PART2〕各回 20名 

     （先着順・定員になり次第締切） 

申込締切：2020年 10月 20日（火） 

※今後の新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、講座の延期、 

または中止となる場合があります。 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃11┃【石川】GO白山手取川ジオパーク×白山温泉郷スタンプラリー 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

白山手取川ジオパーク推進協議会では、「GO白山手取川ジオパーク×白山温泉 

郷スタンプラリー」を開催中です。白山手取川ジオパークのおすすめスポット 

と「ジオの恵み」温泉の両方を楽しみながら、スタンプを集めてプレゼントを 

ゲットしてください。 

 

詳  細：https://hakusan-geo.jp/event/1623/ 

 

開催期間：2020年 8月 1日（土）～2021年 1月 31日（日） 

参加方法：対象のジオパークおすすめスポットに行って写真を撮ったり、対象 

     の温泉を利用してスタンプを集めると、スタンプの数に応じてプレ 

     ゼントに交換できます。 

 

問 合 せ：白山手取川ジオパーク推進協議会 

     （白山市役所ジオパーク・エコパーク推進課内） 

     TEL：076-274-9564 

 

 

┏━┓ 

┃12┃【石川】「いしかわ ECO アプリ」リリース記念プレゼントキャンペーン 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



「いしかわ ECO アプリ」のリリースを記念し、アプリをダウンロードし、省エ 

ネ・節電活動を対象期間中に 30 日以上活動した方を対象に抽選でオリジナルス 

リムボトルなどをプレゼント！ 

 

詳  細：http://ishikawa-ecolife.jp/news/entry-199.html 

 

応募方法：いしかわ ECO アプリをダウンロードし、アプリ内の「アクションプ 

     ラン（アクプラ）」で、選択した 5 つの省エネ・節電活動を対象期 

     間中に 30日以上取り組み、アプリの「応募／登録」より応募。 

対象期間： 

夏：2020年 8月 1日（土）～9月 30 日（水） [締切 2020年 10月 15 日(木)] 

秋：2020年 10月 1 日（木）～12月 31 日（木） [締切 2021年 1 月 15日(金)] 

冬：2021年 1月 1日（金）～3月 31 日（水） [締切 2021年 4 月 15日(木)] 

 

《いしかわ ECO アプリについて》 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/eco_application/eco_application.html 

 

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 

     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 

 

 

┏━┓ 

┃13┃【長野】ポータルサイト「信州 SDGsひろば」開設！ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県は、県民の皆さんに、SDGsについて知っていただくとともに、SDGsの達 

成につながる行動を一つでも多く実践していただくこと、また、その輪を広げ 

ていくことを目的として、ポータルサイト「信州 SDGs ひろば」を 8月に開設しま 

した。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/happyou/200807press.html 

 

主な内容：イベント・セミナー情報の紹介、SDGs movie の紹介、皆さんの 

     「SDGsアクション」の紹介 など 



 

《信州 SDGs ひろば URL》https://shinshu-sdgshiroba.com/ 

 

問 合 せ：長野県企画振興部総合政策課 

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

 

 

┏━┓ 

┃14┃【愛知】「AEL（あえる）ネット環境学習スタンプラリー」開催 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、「AELネット環境学習スタンプラリー」を開催します。今年度は、 

従来の「紙版スタンプ帳」に加えて、スマートフォン等を使用して QRコードを 

読み取り、スタンプを集める「電子スタンプ帳」も用意しています。 

是非多くの施設を訪れていただき、環境について楽しく学んでください。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/aelstamprally2.html 

 

開催期間：2020年 9月 1日（火）～2021年 2月 28日（日） 

開催場所：愛知県環境学習施設等連絡協議会（AELネット）に加盟する 166 施設等 

     （詳細をご確認ください。） 

内  容：参加施設等への来館や環境をテーマとした講座・イベントへの参加 

     によりスタンプを集めることができます。スタンプを 3個以上集めて 

     応募いただくと、抽選で図書カードなどの記念品をプレゼントします。 

応募期限：2021年 3月 8日（月） 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策部環境活動推進課 

     TEL：052-954-6208  FAX：052-954-6914 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

              ♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃「地球にやさしいカード」助成対象団体 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



公益財団法人緑の地球防衛基金は、SMBCファイナンスサービス株式会社と協力 

して環境問題に関する活動や研究に携わる団体への助成を行っています。 

現在、助成対象となる団体を募集しています。 

 

詳  細：https://green-earth-japan.net/kikin_zyosei.html 

 

対象事業：森林の保全、森林に依存して生息する野生動物の保護、砂漠緑化 

     及び土壌流出防止など、自然環境保全を目的とする調査研究活動。 

応募締切：2020年 9月 30日（水） 

 

問 合 せ：公益財団法人緑の地球防衛基金「地球にやさしいカード」係 

     TEL：03-3297-5505  FAX：03-3297-5507 

     メール：defense@green.email.ne.jp 

 

 

┏━┓ 

┃２┃2020年こくみん共済 coop 地域貢献助成 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

こくみん共済 coop では、地域貢献助成の対象となる活動を募集しています。 

 

詳  細：https://www.zenrosai.coop/zenrosai/topics/2020/25752.html 

 

助成対象団体： 

日本国内を主たる活動の場とする、下記(1)～(3)のすべてに該当する団体 

(1) NPO 法人、任意団体、市民団体 

(2) 設立 1年以上の活動実績を有する団体（基準日：2020年 9月 4日） 

(3) 直近の年間収入が 300 万円以下の団体（前年度の繰越金を除く） 

助成対象活動： 

(1) 自然災害に備え、いのちを守るための活動 

(2) 地域の自然環境・生態系を守る活動 

(3) 温暖化防止活動や循環型社会づくり活動 

(4) 子どもや親子の孤立を防ぎ、地域とのつながりを生み出す活動 

(5) 困難を抱える子ども・親がたすけあい、生きる力を育む活動 

応募締切：2020年 10月 6日（火） 

 

問 合 せ：こくみん共済 coop 本部 地域貢献助成事務局 



     TEL：03-3299-0161 

     メール：90_shakaikouken@zenrosai.coop 

 

 

┏━┓ 

┃３┃第 16 回 TOTO水環境基金 助成先団体 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「TOTO水環境基金」では、水にかかわる環境活動に継続して取り組む団体への 

支援を続けています。現在、来年度の助成団体を募集しています。 

 

詳  細： 

https://jp.toto.com/company/csr/environment/mizukikin/index.htm 

 

《活動地域：日本国内》※海外の助成は詳細からご確認ください。 

活動内容：地域の水環境や生物多様性の保全・再生につながる実践活動 

     スタートアップ・ステップアップをめざす市民団体の活動 

助成期間：2021年 4月 1日～2024年 3月 31日（最長） 

助成金額：1 件あたり上限 80 万円／年×最長 3年（最大 240万円） 

応募締切：2020年 10月 18日（日）当日消印有効 

 

問 合 せ：TOTO 株式会社総務部総務第一グループ 

     TEL：093-951-2224  FAX：093-951-2718 

 

 

┏━┓ 

┃４┃セブン-イレブン記念財団「2021年度環境市民活動助成」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

セブン-イレブン記念財団の「環境市民活動助成」は、お客様がセブン-イレ 

ブンの店頭募金を通して、地域の環境市民活動を支援する助成制度です。 

 

詳  細：https://www.7midori.org/josei/index.html 

 

助成の種類：(1) 花と緑の助成  (2) 清掃助成  (3) 活動助成  

       (4) NPO 基盤強化助成 

応募期間：上記(1)(2)…2020年 10月 1 日（木）～10月 21 日（水） 

     上記(3)(4)…2020年 10月 26日（月）～11 月 16日（月） 



     ※当日消印有効 

 

問 合 せ：一般財団法人セブン-イレブン記念財団 

     TEL：03-6238-3872  FAX：03-3261-2513 

     メール：oubo.21@7midori.org（2020年 10月 1日から開設） 

 

 

┏━┓ 

┃５┃第 31 回コメリ緑資金 助成団体 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人コメリ緑育成財団では、第 31回コメリ緑資金の助成団体を募集し 

ています。 

 

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

 

助成対象：2021年 4月 1日～2022年 3月 31日に実施される 

     ○緑化植栽活動 

     ○自然環境保全活動 

公募締切：2020年 10月 31日（土）消印有効 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃６┃SOMPO 環境財団「環境保全プロジェクト助成」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

SOMPO 環境財団では、環境問題に取り組む NPO・NGOや任意団体の環境保全プロ 

ジェクトに資金助成を行います。 

 

詳  細：https://www.sompo-ef.org/project/project.html 

 

対象団体：2020年 12月末時点で公益法人、NPO法人または任意団体としての環 

     境保全活動実績が 2年以上あること など 

対象プロジェクト：次の 3つの条件を満たすプロジェクト 



(1) 活動の内容…原則として、国内において「自然保護」「環境教育」「リサ 

    イクル」「気候変動対応」など広く環境に関する分野で、実践的活動や普 

    及啓発活動を行うもの 

(2) 原則として 2020年度中に開始予定のもの（すでに開始されているプロジェ 

    クトも対象） 

(3) 継続性、発展性を持つプロジェクトであり、その成果が公益のために貢献 

    するもの 

応募締切：2020年 10月 31日（土）当日消印有効 

 

問 合 せ：公益財団法人 SOMPO 環境財団 

     TEL：03-3349-4614  FAX：03-3348-8140 

 

 

┏━┓ 

┃７┃北陸ろうきん「2020 年度 NPO 助成金制度」募集【富山・石川・福井】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

北陸ろうきんは、「NPO 助成金制度」を通じて、様々な課題の克服に向けて、地 

域に根差し熱心に取り組んでいる NPO・ボランティア団体等の活動を支援してい 

ます。 

 

詳  細：https://hokuriku.rokin.or.jp/csr/npo_subsidy.html 

 

対象団体：NPO法人、任意団体（NPO団体、ボランティア団体等）で、 

     ・北陸 3県内（富山・石川・福井）に主たる事務所を有していること 

     ・2年以上（2018 年 9月 1日以前から）の活動実績があること 

     ほか要件有 

助成対象：・特定非営利活動促進法に掲げる活動であること 

     ・SDGs 17 項目のいずれかに当てはまるもの 

     ・自発的・非営利的活動で公共性のある活動であること 

     ・北陸 3県内（富山・石川・福井）での活動であること 

     ほか要件有 

応募締切：2020年 10月 31日（土） 

 

問 合 せ：北陸労働金庫経営企画部 

     TEL：076-231-2165  FAX：076-222-7048 

     メール：s-kikaku@hokuriku.rokin.or.jp 



 

 

┏━┓ 

┃８┃第 4回ジャパン SDGs アワード 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

持続可能な開発目標（SDGs）推進本部では、第 4 回ジャパン SDGs アワードの対象 

となる企業・団体等を募集しています。 

 

詳  細： 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/award/award_4th.html 

 

公募対象：SDGs 達成に資する優れた取組を行っている企業又は団体等とする。 

     （ただし、日本国内に拠点を有する企業・団体等に限る。） 

応募締切：2020年 9月 30日（水） 

 

問 合 せ：外務省国際協力局地球規模課題総括課 ジャパン SDGs アワード担当 

     TEL：03-5501-8000（内線：3801、2748、4115、3745） 

     メール：sdgs.secretariat@mofa.go.jp 

 

 

┏━┓ 

┃９┃脱炭素チャレンジカップ 2021 エントリー募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「脱炭素チャレンジカップ 2021」では、来年 2月のオンライン開催に向けて、脱 

炭素社会づくり活動や地球温暖化防止に取り組む団体のエントリーを募集して 

います。 

 

詳  細：https://www.zenkoku-net.org/datsutanso/ 

 

対  象：脱炭素社会づくり活動や地球温暖化防止に取り組む団体 

     法人格の有無は問いません。個人の応募は不可です。 

募集部門：市民部門、企業・自治体部門、学生部門（高校生以上の取組）、 

     ジュニア・キッズ部門（中学生以下の取組） 

最終選考：2021年 2月 9日（火）オンライン開催 

募集締切：2020年 9月 30日（水）15：00 締切［必着］ 

 



問 合 せ：脱炭素チャレンジカップ事務局 

     （一般社団法人地球温暖化防止全国ネット） 

     TEL：03-6273-7785  FAX：03-5280-8100 

     メール：zccc@zenkoku-net.org 

 

 

┏━┓ 

┃10┃第 11 回 ESD 大賞 取組募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

NPO法人日本持続発展教育推進フォーラムは、「ESD大賞」を実施します。 

学校全体での取組、地域社会とのつながり、地域の特色を活かすことを大事に 

した具体的な取組、独自性のある取組実践例などを広く募集します。 

 

詳  細：http://www.jp-esd.org/grandprix.html 

 

募集内容：「ESD 大賞」設定の趣旨に基づいて、持続可能な社会の構築に向けて 

     的確な行動ができる次代を担う人材を育てる実践研究事例の報告 

対  象：全国の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、小中一貫校、 

     特別支援学校 

応募締切：2020年 10月 12日（月）事務局必着 

 

問 合 せ：NPO法人日本持続発展教育推進フォーラム ESD大賞事務局 

     TEL：03-3545-3651  FAX：03-5565-4914 

     メール：info@jp-esd.org 

 

 

┏━┓ 

┃11┃第 23 回日本水大賞／2021日本ストックホルム青少年水大賞 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日本水大賞委員会事務局では、「日本水大賞」・「日本ストックホルム青少年 

水大賞」の募集を行っています。 

 

詳  細：http://www.japanriver.or.jp/taisyo/ 

 

《日本水大賞》 

活動分野：水循環系の健全化に寄与すると考えられる活動で、以下のような分 



     野における諸活動 

     (1) 水防災 (2) 水資源 (3) 水環境 (4) 水文化 (5) 復興 

活動主体：学校、企業、団体、個人、行政 

募集締切：2020年 10月 31日（土） 

 

《日本ストックホルム青少年水大賞》 

活動主体：国際コンテスト開催時に 20 歳以下で、高等学校または同等の学校に 

     在籍している生徒または地域の活動団体に所属している方 

活動内容：地球温暖化により深刻化する洪水や渇水の対応、水質改善、水資源 

     管理、水保全または水や排水の浄化による生活の質の向上を目指す 

     など、水問題を解決するための理論的および応用的調査研究活動 

募集締切：2020年 10月 31日（土） 

 

問 合 せ：日本水大賞委員会事務局 

     公益社団法人日本河川協会 

     TEL：03-3238-9771  FAX：03-3288-2426 

     メール：taisyo@japanriver.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃12┃2021愛知環境賞 事例募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、環境パートナーシップ・CLUB（EPOC）及び中日新聞社と共同で、 

資源循環や環境負荷低減に関する、優れた<技術・事業><活動・教育>の取組を 

「愛知環境賞」として表彰しています。この度、17回目となる「2021 愛知環境 

賞」の選考対象となる事例を募集します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/2021aichikankyoushou01.html 

 

対 象 者：企業、団体又はグループ（個人の方の応募はできません。） 

対象事例：省資源、省エネルギー、新エネルギー及び 3R（リデュース：発生抑 

     制、リユース：再使用、リサイクル：再生利用）など、資源循環や 

     環境負荷低減に関する先駆的で効果的な愛知県内の<技術・事業>、 

     <活動・教育>とします。 

募集締切：2020年 10月 30日（金）必着 



 

問 合 せ：愛知県環境局資源循環推進課 

     TEL：052-954-6233  FAX：052-953-7776 

 

 

┏━┓ 

┃13┃MISIA の里山ミュージアム 2020 フォトコンテスト 作品募集【石川】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「MISIAの里山ミュージアム」は、石川の森や里山里海の魅力を再発見していた 

だくことを目的とした写真コンテストです。ぜひ、石川の里山や里海に出かけ、 

多くの生き物が暮らす豊かな自然や伝統的な暮らしを写真に撮ってお送りくだ 

さい。 

 

詳  細： 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/soundwave/photo_contest_r2.html 

 

応募資格：どなたでも 

応募期間：2020年 8月 14日（金）～2021年 1月 11日（月） 

作品規定：石川県内で撮影した里山里海の写真 

     令和元年 12月 2 日（月）以降に撮影されたもの 

     作品は一人 5点以内で、自作、未発表のもの  ほか 

 

問 合 せ：MISIA の里山ミュージアム事務局（一般財団法人 mudef内） 

     メール：forest@mudef.net 

     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┃SDGs IDEA FORUM 2020 学生エントリー受付【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

SDGs IDEA FORUM 実行委員会（名古屋市・名古屋市立大学）は、SDGs 達成に向け 

た名古屋市の地域課題を、大学生のアイデアで解決に導く「SDGs IDEA FORUM  

2020」を開催します。「SDGs IDEA コンテスト」（2021 年 2月）に向けてアイデ 

アを提出していただく学生のエントリーを受付中です。 



 

詳  細： 

http://www.city.nagoya.jp/somu/page/0000131340.html 

 

対  象：名古屋市内にキャンパスを置くすべての大学・短期大学の学生 

テ ー マ：1. 名古屋をリサイクル先進都市に 

     2. 名古屋の海の豊かさを守ろう 

     3. 名古屋から食品ロスを減らそう 

     4. 多文化・多世代が共生できるまちづくり 

主な日程：7月 31日～／エントリー受付開始 

     8 月～11月／SDGs IDEA 研究会の開催（随時） 

     11月予定／中間ミーティングの開催 

     2021年 1月 17日／アイデア提出期限 

     2021年 2月 28日／SDGs IDEA コンテスト開催 

 

問 合 せ：SDGs IDEA FORUM 運営事務局（株式会社新東通信内） 

     TEL：052-957-2416  メール：info@sdgs-ideaforum.com 

 

 

┏━┓ 

┃15┃「豊橋市 SDGs推進パートナー」募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

豊橋市では、市を含む東三河地域の SDGsを一丸となって推進していくため、持 

続可能なまちの実現に向けて、豊橋市とともに取組等を実施していただける企 

業や団体を「豊橋市 SDGs 推進パートナー」として募集します。 

 

詳  細：https://www.city.toyohashi.lg.jp/42304.htm 

 

対  象：SDGs の達成に向けて、取組や活動を実施している（または予定が 

     ある）企業・団体 

メリット： 

(1) 豊橋市の協力・PR を得ながら SDGs の取組を推進できます。 

(2) 豊橋市内の学生へ豊橋市 SDGs推進パートナーとして PRできます。 

(3) 登録者相互間の交流が得られます。（異業種とのマッチング等） 

(4) 豊橋信用金庫が実施する『豊橋市 SDGs融資（仮称）』の対象となります。 

募集締切：（第 1回）2020 年 9月 30日（水）※その後も随時募集します。 



 

問 合 せ：豊橋市企画部未来創生戦略室 

     TEL：0532-51-2180  メール：sosei@city.toyohashi.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃16┃「ふくい SDGsパートナー」募集（登録）【福井】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井県では、多様な主体が参画する官民連携プラットフォーム「福井県 SDGsパ 

ートナーシップ会議」を創設します。「ふくい SDGsパートナー」登録制度は、 

このプラットフォームに参加する企業・団体等を登録・PRするもので、各パー 

トナーが SDGsの達成に資する活動を主体的に実践するとともに、ネットワーク 

を活用して活動の幅を広げていただくことを目指しています。 

 

詳  細： 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/seiki/sdgs/sdgs-partner.html 

 

対  象：福井県内に事業所等を置く企業、団体、教育・研究機関、 

     特定非営利活動法人、市民団体、地方公共団体 など 

メリット： 

(1) SDGs の達成に向けて積極的に取り組む企業・団体等として、県が HP 等で 

    対外的に PRします。 

(2) 福井県版 SDGs の公式ロゴマークを、名刺や会社案内等に使用することが 

    できます。 

(3) SDGs の取組内容や進め方について個別支援を行うアドバイザーを紹介し 

    ます。 

 

問 合 せ：福井県地域戦略部未来戦略課 

     TEL：0776-20-0759  FAX：0776-20-0623 

     メール：mirai-senryaku@pref.fukui.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃17┃IMAGINE KANAZAWA 2030 パートナーズ 会員募集【石川】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

IMAGINE KANAZAWA 2030 パートナーズは、金沢ミライシナリオをパートナーシ 



ップで実践するためのプラットフォームです。現在、会員を募集しています。 

 

詳  細：https://kanazawa-sdgs.jp/2020/07/29/about-partners/ 

 

対  象：企業、NPOやサークルなどの団体、個人の方などどなたでも 

活動内容：(1) 会員の活動情報の発信 

     (2) 会員交流会の開催 

     (3) パートナーシップによるプロジェクトの発信 

 

問 合 せ：IMAGINE KANAZAWA 2030 推進会議事務局 

     （金沢市都市政策局企画調整課内） 

     TEL：076-220-2031  FAX：076-264-2535 

     メール：kikaku@city.kanazawa.lg.jp 

 

 

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