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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 総務課 

      総務課長 岩田 浩幸（いわた ひろゆき）さんです。 

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

    人事異動で初めて名古屋に着任した 15年前、道路が広く整備され、市 

   街地でも片側 3 車線が一般的であるなど充実したインフラ整備に驚きま 

   した。ただ、それ以上に驚かされたのは、「名古屋走り」と呼ばれる独 

   自の運転ルールが根付いていることでした。 

    愛知県の交通事故死者数は昨年 17年ぶりに全国ワーストを脱却したも 

   のの、不名誉な記録を長年更新し続けたことは、名古屋走りとの関係も 

   頻繁に取りざたされているところです。 

    11月はエコドライブ推進月間です。エコドライブは、燃料消費量や CO2 

   排出量を減らし、地球温暖化防止につなげる“運転技術”や“心がけ” 

   ですが、交通事故の削減や同乗者の信頼にもつながります。 

    急がない。乱暴にならない。ゆっくり加速、ゆっくりブレーキ。車間 

   距離にゆとりを持つ。などなど、愛知県の皆さんが実践し続けることに 

   より、いつの日か「名古屋走り」という言葉が、エコドライブの代名詞 

   に変わるかもしれません。 

   …………………………………………………………………………………… 

 

 

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

 第 19回地球温暖化に関する中部カンファレンス（オンライン開催） 

「拡大する再エネ需要～脱炭素社会を支える企業の取組とは～」 

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

気候変動の脅威が高まるなか、企業の脱炭素経営、再エネ導入の動きは、世界 

的な潮流となりつつあります。パリ協定が始まり各国の政策強化が進む中、大 



手グローバル企業は自ら脱炭素経営による企業価値向上のため、SBT・RE100 な 

ど国際的な環境イニシアチブに次々と参加しています。さらにはサプライチェ 

ーンにおける中小企業の取組も広がりをみせています。第 19回地球温暖化に関 

する中部カンファレンスは、再エネ導入拡大の展望やマーケットへの影響など 

を踏まえ、今後、企業が脱炭素経営に向けてどのように取り組んでいけばよい 

かを考えます。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/to_2020/cs19_1.html 

 

開催日時：2020年 12月 9日（水）13：30～17：00 

開催場所：WEB上でのオンライン開催（WebEx） 

申込締切：2020年 12月 2日（水） 

 

問 合 せ：中部地方環境事務所環境対策課 

     TEL：052-955-2134 

 

 

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

 地域循環共生圏パートナーシップ基盤強化ミーティング 

「郡上の未来づくりビジネスを考える」 

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

EPO中部主催・初の地域循環共生圏パートナーシップ基盤強化ミーティング「郡 

上の未来づくりビジネスを考える」を岐阜県郡上エリアで開催します。 

地域循環共生圏づくりでカギとなる地域ビジネスの創発をテーマにしたセミナー 

形式の会合で、オンライン配信も行います。 

 

詳  細：http://www.epo-chubu.jp/epo/6820.html 

 

開催日時：2020年 11月 25日（水）13：30～16：00 

開催場所：白鳥ふれあい創造館 交流ホール（210 号室）（岐阜県郡上市） 

参加方法：来場参加…郡上市の在住者や事業者・通勤者のみ 

          （定員 30 名程度・要事前申込） 

     オンライン視聴…YouTube のライブ配信を視聴（要事前申込） 

内  容： 

「縄文型 SDGsの超絶まちづくり～自然と共存共生する 1万年の奥義とは～」 

 谷中修吾氏（地方創生イノベータープラットフォーム INSPIRE 代表理事／ 



 BBT 大学経営学部グローバル経営学科学科長・教授） 

「岐阜県下における最近の経済情勢について」 

 高橋成守氏（財務省東海財務局岐阜財務事務所財務課長） 

「地域ビジネスのアイデア共有ワーキング」（会場参加のみ） 

申込締切：2020年 11月 18日（水） 

 

主  催：環境省中部環境パートナーシップオフィス（EPO 中部） 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃  ♪ も く じ ♪    ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【イベント情報】 

1.  令和 2年度（下半期）アクティブ･レンジャー国立公園写真展 

2. 【愛知】藤前活動センター「石ころ干潟観察会」 

3. 【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」 

4. 【愛知】藤前活動センター企画展「干潟のベントス」 

5. 【愛知】藤前干潟ふれあい事業「ひがたにくるトリ、どんなトリ？」 

6. 【愛知】藤前干潟ふれあい事業「今、海で起きていること～海ゴミと海の 

    いきものの話」 

7. 【三重】「身近な冬鳥を観察しよう」 

8. 【長野】信州自然講座「中央アルプスがはぐくむ自然とその保全」 

9. 【愛知】中小事業者向け「省エネセミナー」 

10.【富山】SDGs理解／環境保全促進トップセミナー（ウェブセミナー） 

11.【長野】信州環境カレッジ協働講座「SDGs de 地方創生」カードゲーム体験 

12.【愛知】国際協力カレッジ 2020（オンライン） 

13.【三重】オンラインで学ぶ四日市・伊勢湾の海ごみ～マイクロプラスチック 

  の現状～ 

14.【石川】いしかわ環境展 

15.【愛知】Let's エコアクション in AICHI 

16.【三重】みえ子ども森の学びサミット 

17.【愛知】SDGsフェスティバル in 名古屋丸の内 

 

【募集情報】 

1.  伊勢志摩国立公園ナイトタイムフォトコンテスト 作品募集 

2. 「環境賞」募集 



3.  2021 年度地球環境基金助成金 募集 

4.  2020 年度公益財団法人ノエビアグリーン財団 助成事業 募集 

5.  冠婚葬祭文化振興財団「2020年度社会貢献基金助成」募集 

6.  2020 年度「全国エコ活コンクール」壁新聞・絵日記 募集 

7.  令和 2年度元気とやま県民協働事業 追加募集【富山】 

8.  南部地域自然体験促進事業費補助金（第 3期）募集【三重】 

9.  自然体験事業者受入体制強化補助金（感染防止対策強化）追加募集【三重】 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

             ♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃令和 2年度（下半期）アクティブ･レンジャー国立公園写真展 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省信越自然環境事務所では、「アクティブ・レンジャー国立公園写真展」 

を開催しています。上信越高原国立公園、妙高戸隠連山国立公園、中部山岳国 

立公園の 3公園で活動するアクティブ・レンジャーが、令和元（平成 31）年度の 

業務で撮影した数多くの写真から厳選して展示します。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2020/post_134.html 

 

《10～11 月開催：2020年 10 月 17日（土）～11月 24日（火）》 

 開催場所：信州まつもと空港ターミナルビル 2 階 多目的ホール 

      （長野県松本市） 

 開館時間：9：00～17：00（無休） 

 問 合 せ：中部山岳国立公園管理事務所 TEL：0263-94-2024 

 

《11～12 月開催：2020年 11 月 30日（月）～12月 21日（月）》 

 開催場所：八十二文化財団 ギャラリープラザ長野（長野県長野市） 

 開館時間：9：00～16：00（土・日休館） 

 問 合 せ：戸隠自然保護官事務所 TEL：026-254-3060 

 

《12～1月開催：2020 年 12 月 26日（土）～2021年 1 月 17日（日）》 

 開催場所：楓の館（湯田中駅旧駅舎）（長野県下高井郡山ノ内町） 

 開館時間：10：00～20：00（1月 5日休館） 



 問 合 せ：志賀高原管理官事務所 TEL：0269-34-2104 

 

 

┏━┓ 

┃２┃【愛知】藤前活動センター「石ころ干潟観察会」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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。 

石ころがゴロゴロしている干潟には、どんな生きものがいるでしょうか。 

今回は特に、ちっさな生きものに着目して、探してみたいと思います！ 

 

開催日時：2020年 12月 12日（土）9：30～11：00 

開催場所：藤前活動センター（名古屋市港区藤前 2-202） 

参 加 費：大人 200円、子ども 100 円、幼児無料（保険代として） 

定  員：15名 

申込受付：2020年 11月 28日（土）より開始 

 

申込・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】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。 

 

開催期間：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。 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【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。 

 

開催期間：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。 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【愛知】藤前干潟ふれあい事業「ひがたにくるトリ、どんなトリ？」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

藤前干潟は、渡り鳥の飛来地として有名な場所です。 

どんな鳥がやって来るのでしょうか？ 

鳥の保全活動などに使われるデコイと呼ばれる鳥の置物に色を塗る、楽しいワ 

ークショップも実施します！ 

 

開催日時：2020年 11月 14日（土）13：30～15：30 

開催場所：稲永ビジターセンター TEL：052-389-5821 

対  象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴） 

参 加 費：無料 

定  員：20名 



 

申込・問合せ：藤前干潟ふれあい事業実行委員会 

       TEL：052-223-1067  FAX：052-223-4199 

       メール：a2662@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 

 

 

┏━┓【愛知】藤前干潟ふれあい事業 

┃６┃「今、海で起きていること～海ゴミと海のいきものの話」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

今、世界中の海で、海をただよう漂着ゴミが問題となっています。藤前干潟も 

例外ではありません。その中には、小さく砕けてマイクロプラスチックとなり、 

生きものの生存に大きく影響するゴミの存在も分かってきました。 

海ゴミのことを、若い世代の皆さんと一緒に考えてみたいと思います。 

 

開催日時：2020年 11月 28日（土）13：00～15：00 

開催場所：エコパルなごや 

     （名古屋市中区栄一丁目 23 番 13号伏見ライフプラザ 13階） 

対  象：中学生～高校生 

参 加 費：無料 

定  員：15名 

 

申込・問合せ：環境省名古屋自然保護官事務所 

       TEL：052-389-2877  FAX：052-389-2878 

       メール：WB-NAGOYA@env.go.jp 

 

 

┏━┓ 

┃７┃【三重】「身近な冬鳥を観察しよう」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県総合博物館（MieMu）は、三重県環境学習情報センターと共催で、三重県 

総合博物館周辺の冬鳥を観察します。 

 

詳  細：https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0013700237.htm 

 

開催日時：2020年 12月 5日（土）9：30～11：15 

開催場所：三重県総合博物館 ミュージアムフィールドと周辺のため池 



     （三重県津市） 

定  員：30名 

対  象：小学生以上（小学生は保護者同伴） 

申込締切：2020年 11月 14日（土）※応募者多数の場合は抽選 

 

問 合 せ：三重県総合博物館 

     TEL：059-228-2283  FAX：059-229-8310 

     メール：MieMu@pref.mie.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃８┃【長野】信州自然講座「中央アルプスがはぐくむ自然とその保全」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県の自然環境保全について、長野県環境保全研究所の研究成果を紹介する 

とともに、その現状と課題、保全に向けた取組について、県民のみなさんとと 

もに考える信州自然講座を開催します。 

※新型コロナウイルス感染症拡大によって中止・延期する場合があります。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/happyou/20201012press2.html 

 

開催日時：2020年 11月 21日（土）13：00～16：00 

開催場所：駒ケ根市地域交流センター（赤穂公民館）講堂（長野県駒ヶ根市） 

対  象：長野県在住の方 

定  員：100名※事前申込制 

内  容：講演〇中央アルプスにおける気候変動 

       〇中央アルプスにおけるライチョウの生息環境 

       〇中央アルプスの高山植物と環境変動 

       〇上伊那の昆虫食 

     その他、ポスター発表、意見交換会を予定 

 

問 合 せ：長野県環境保全研究所 

     TEL：026-239-1031  FAX：026-239-2929 

 

 

┏━┓ 



┃９┃【愛知】中小事業者向け「省エネセミナー」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、県内の中小企業等の事業者の皆様に、省エネの取組や地球温暖化対 

策について考えていただく機会として、省エネセミナーを開催します。省エネ 

の専門家が、企業における省エネの必要性や取組方法、補助金などの支援策に 

ついて、分かりやすく紹介・解説します。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/0000010022.html 

 

開催日時：2020年 12月 8日（火）14：00～16：00 

開催場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）9階 901会議室 

     （名古屋市中村区） 

対  象：愛知県内の中小事業者 

定  員：50名（申込先着順） 

申込締切：2020年 12月 4日（金） 

 

問 合 せ：一般財団法人省エネルギーセンター東海支部（県委託先） 

     TEL：052-232-2216  FAX：052-232-2218 

     メール：adtki@eccj.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃10┃【富山】SDGs理解／環境保全促進トップセミナー（ウェブセミナー） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県と公益財団法人とやま環境財団は、SDGsのうち特に環境保全に関するゴ 

ールの有識者を講師に迎え、企業の経営者や環境保全責任者等を対象とするト 

ップセミナーをウェブセミナー形式で開催します。 

 

詳  細：http://www.pref.toyama.jp/cms_press/2020/20201016/00032243.pdf 

 

開催日時：2020年 12月 4日（金）14：00～16：00（ウェブセミナー） 

募集対象：富山県内に事業所を有する企業の経営者・環境保全責任者など 

定  員：先着 100名 

講演内容：（予定） 

『企業が SDGs／サステナビリティ経営に取り組む意義』 

 森摂氏／株式会社オルタナ代表取締役社長・「オルタナ」編集長 



『環境で地方を元気にする地域循環共生圏』 

 松田尚之氏／環境省総合環境政策統括官グループ 環境計画課長 

『富山県の SDGsの取組みについて』 

 島田太樹氏／富山県総合政策局企画調整室 企画・SDGs担当課長 

申込締切：2020年 11月 20日（金） 

 

問 合 せ：公益財団法人とやま環境財団 

     TEL：076-431-4607  FAX：076-431-4453 

     メール：tkz17@tkz.or.jp 

 

 

┏━┓【長野】信州環境カレッジ協働講座 

┃11┃「SDGs de 地方創生」カードゲーム体験 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

SDGsと地方創生の文脈を掛けあわせた体験型シミュレーションゲームを通して、 

SDGsが大事にしている考え方を学び、地域活性化／地方創生に活かす方法につ 

いて考えながら、持続可能なまちづくりを体験します。 

 

詳  細：https://shinshu-ecollege.pref.nagano.lg.jp/regional/10883/ 

 

開催日時：2020年 12月 12日（土）13：00～16：00 

開催場所：飯田女子高等学校（長野県飯田市） 

対  象：飯田下伊那地域の高校生、教員 

定  員：30名程度 

受 講 料：無料 

申込期限：2020年 12月 5日（土） 

主催者 ：長野県、学校法人高松学園飯田女子高等学校 

 

問 合 せ：信州環境カレッジ運営事務局（長野県環境保全協会） 

     TEL：026-237-6620  FAX：026-238-9780 

     メール：shinshu-ecollege@nace-portal.jp 

 

 

┏━┓ 

┃12┃【愛知】国際協力カレッジ 2020（オンライン） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



JICA中部主催（事務局：名古屋 NGO センター）は「国際協力カレッジ 2020」を開 

催します。前半は、国際協力の現場で働いている先輩 3 人の話を聞きます。後半 

は、SDGs について理解を深め、中部地域にて活動中の NGOの活動を聞きます。 

 

詳  細：http://nangoc.org/information/20201219.php 

 

開催日時：2020年 12月 19日（土）13：00～17：30 

開催方法：オンライン（ZOOM） 

対  象：国際協力分野に関心がある人 

定  員：70名（先着順） 

申込締切：2020年 12月 15日（火）15：00 ※定員になり次第締切 

 

問 合 せ：特定非営利活動法人名古屋 NGO センター 

     TEL：052-228-8109（受付時間：火～金曜 13：00～17：00） 

     メール：info@nangoc.org 

 

 

┏━┓【三重】オンラインで学ぶ四日市・伊勢湾の海ごみ 

┃13┃ ～マイクロプラスチックの現状～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

四日市の海岸にも毎年たくさん集まる海ごみ。伊勢湾や四日市の海ごみ・マイ 

クロプラスチックの現状について YouTube ライブで配信します。 

 

詳  細： 

https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/pdf/r21129-

umigomi.pdf 

 

開催日時：2020年 11月 29日（日）10：00～11：30 

 

対  象：16歳以上でインターネット環境のある方 

講  師：千葉賢氏（四日市大学環境情報学部教授） 

申込締切：2020年 11月 25日（水） 

 

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 



 

 

┏━┓ 

┃14┃【石川】いしかわ環境展 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

石川県・公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議主催で「いしか 

わ環境展」を開催します。プラスチックごみ対策、節電等による省エネルギー、 

食品ロス削減、異常気象等の気候変動への適応、里山里海の保全など、暮らしと 

密接に関連する環境問題やその対応策をパネル等で分かりやすく紹介します。 

 

詳  細：https://www.eco-partner.net/information/2020/10/post-2064 

 

開催場所：石川県地場産業振興センター 本館 1階 じばさんギャラリー 

     （石川県金沢市） 

開催期間：2020年 11月 26日（木）～12月 2日（水） 

 

問 合 せ：石川県温暖化・里山対策室 TEL：076-225-1462 

     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 

     石川県里山振興室 TEL：076-225-1631  

 

┏━┓ 

┃15┃【愛知】Let’s エコアクション in AICHI 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、一宮市と協力して、環境イベント「Let’s エコアクション in AICHI」 

を開催します。事前申込不要・無料です。ぜひご参加ください。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/ecoactionr02.html 

 

開催日時：2020年 11月 28日（土）10：00～16：00 

開催場所：尾張一宮駅前ビル i-ビル 3 階 シビックテラス（愛知県一宮市） 

主な内容：エコクイズ大会、SDGsミュージカル、エコマジックショー、 

     スペシャルステージ、ワークショップ・展示など 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃16┃【三重】みえ子ども森の学びサミット 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県は、森林や林業、木材利用等について気軽に親しみ、興味関心を持って 

もらう機会の創出のため、森林や木のことを楽しみながら学んでもらう体験イ 

ベント「みえ子ども森の学びサミット」を開催します。 

 

詳  細：https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0025700074.htm 

 

開催日時：2020年 12月 5日（土）10：00～16：00 

開催場所：三重県立みえこどもの城（三重県松阪市） 

内  容：森林や林業、木、木材利用、自然環境について「楽しく学べる」を 

     テーマに、木工体験や自然の素材を使ったクラフト体験のほか、第 

     7 回みえの森フォトコンテスト入賞作品や森林に関する事業のパネル 

     展示を行います。 

申込受付：2020年 11月 1日（日）10：00 から 

     ※先着順・定員になり次第受付終了 

 

問 合 せ：三重県農林水産部森林・林業経営課 

     TEL：059-224-2991  FAX：059-224-2070 

     メール：shinrin@pref.mie.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃17┃【愛知】SDGsフェスティバル in 名古屋丸の内 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

東京海上日動保険株式会社の主催及び愛知県・名古屋市・株式会社十六銀行の 

共催により、「SDGs フェスティバル in 名古屋丸の内」を開催します。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kikaku/sdgs-fes.html 

 

《SDGs発信拠点「SDGsテラス」の開設》 

開設期間：2020年 11月 17日（火）～2021年 1月 29日（金） 



開催場所：名古屋東京海上日動ビルディング 1階（名古屋市中区） 

内  容：SDGs モニュメント設置、自治体・企業等の SDGsパネル展示（約 30 

     団体）、SDGs 紹介コーナー設置、SDGs 横断幕（グラフィックバナ 

     ー）設置 

 

《「SDGsまつり」の開催》 

開催日時：2020年 12月 17日（木）10：30～17：00 

開催場所：名古屋東京海上日動ビルディング、十六銀行名古屋ビル 

内  容：SDGs に取り組む自治体・企業等のブース・スペース出展、SDGs 

     セミナー、パネルディスカッション、SDGs 物産・観光展 

 

期間中、上記の他にも SDGs 関連イベントの開催が予定されています。 

 

問 合 せ：東京海上日動火災保険株式会社 東海・北陸業務支援部 部店支援室 

     TEL：052-201-4461  FAX：052-201-4463 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃伊勢志摩国立公園ナイトタイムフォトコンテスト 作品募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

中部地方環境事務所では、東京カメラ部とのタイアップ企画「伊勢志摩国立公 

園ナイトタイムフォトコンテスト」を開催します。ナイトタイムならではの景 

観・環境や地域の伝統文化が伝わる写真など、魅力あふれる情景を募集します。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/pre_2020/post_53.html 

 

応募方法：インスタグラムの「キャンペーン専用アカウント」をフォローし、 

     募集期間内に指定のハッシュタグをつけて応募してください。 

応募締切：2020年 12月 17日（木） 

主  催：環境省中部地方環境事務所 

 

《キャンペーンサイト》 

https://nationalparks.tokyocameraclub.com/iseshima2020/ 



 

 

┏━┓ 

┃２┃「環境賞」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「環境賞」は環境保全や環境の質の向上への貢献が認められる成果、または貢 

献が期待される成果をあげた個人、法人、団体・グループ等を表彰します。 

 

詳  細：https://biz.nikkan.co.jp/sanken/kankyo/entry.html 

 

応募資格：環境保全や環境の質の向上への貢献が認められる成果、または貢献 

     が期待される成果をあげた個人、法人、団体・グループ等 

対  象： 

環境に関する調査、研究、技術・製品開発、活動等で画期的な成果をあげ、ま 

たは成果が期待されるものであって、環境賞の目的にふさわしいものとする。 

・低炭素社会の構築に関するもの 

・生物多様性をはじめとする自然環境の保全に関するもの 

・循環型社会の形成に関するもの 

・大気環境、水環境、土壌環境等の保全に関するもの 

・化学物質の環境リスクの評価・管理に関するもの 

・環境への取り組みによる災害の防止および減災に関するもの 

・その他、環境保全や環境の質の向上に関するもの 

募集締切：2021年 1月 8日（金） 

 

問 合 せ：「環境賞」事務局（日刊工業新聞社日刊工業産業研究所） 

     TEL：03-5644-7117  FAX：03-5644-7294 

     メール：sanken@media.nikkan.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃３┃2021年度地球環境基金助成金 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

地球環境基金は、環境 NGO・NPO 活動を支援することを通じて、持続可能な社会 

の実現に貢献しています。現在、2021年度の要望書を受付中です。 

 

詳  細：https://www.erca.go.jp/jfge/index.html 



 

応募対象：(1) 特定非営利活動法人 

     (2)（一般／公益）社団法人、財団法人 

     (3) 任意団体（要件あり） 

対象活動分野： 

自然保護・保全・復元、循環型社会形成、森林保全・緑化、大気・水・土壌環 

境保全、砂漠化防止、総合環境教育、環境保全型農業等、総合環境保全活動、 

地球温暖化防止、復興支援等 

募集締切：2020年 12月 2日（水）13：00 

 

問 合 せ：独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金部 

     TEL：044-520-9505  FAX：044-520-2192 

     メール：kikin_youbou@erca.go.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃2020年度公益財団法人ノエビアグリーン財団 助成事業 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ノエビアグリーン財団では、日本を代表するジュニアスポーツ選手の育成、ま 

た、心身ともに健全な青少年の育成に寄与することを目的として、一般公募に 

よる助成活動を実施しています。 

 

詳  細：https://www.noevirgreen.or.jp/grants/athlete/ 

 

応募資格：児童、青少年の健全育成の向上を目的とした体験活動、およびスポ 

ーツの振興に関する事業を積極的に行い、または奨励している下記(1)～(9)の 

分野にあてはまる団体 

(1) スポーツ体験活動 

(2) ジュニアアスリート選手育成活動 

(3) 自然体験活動 

(4) 科学体験活動 

(5) 障がいのある子供たちへの支援活動 

(6) 自然災害等による被災地の子供たちへの支援活動 

(7) 地域に根ざした子供たちへの支援活動 

(8) 児童養護施設の子供たちへの支援活動 

(9) その他の体験活動 



助成金額：1 件あたり上限 300万円 

募集期間：2020年 12月 1日（火）9：00～2021年 2月 26 日（金）正午 

 

問 合 せ：公益財団法人ノエビアグリーン財団 

     TEL：03-5568-0305  メール：info@noevirgreen.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃冠婚葬祭文化振興財団「2020 年度社会貢献基金助成」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団では、地域の種々の災害の救済、社会福祉 

事業、環境保全事業など社会貢献活動を行う各種団体等への助成及び社会貢献 

に資する調査・研究を目的とした事業に対する助成を行っています。 

 

詳  細：http://www.ceremony-culture.jp/social/service/fund/content01/ 

 

対象団体：非営利組織（財団法人、社団法人、社会福祉法人、NPO 法人、その他 

任意団体、市民ボランティアグループ）及び又は大学、研究機関等 

対象事業： 

〔環境・文化財保全事業〕 

 日本国内における植林、野生生物保護、公害防止等の活動、地域の住民の参 

 加を経て行う文化財保護活動、リサイクル活動その他地域住民にとって重要 

 な意義を有する実践活動 

〔地域つながり事業〕 

 地域の様々なプレイヤーが連携して行う地域活力を高めるための事業 

〔その他〕…詳細は Web ページでご確認ください。 

助成金額：総額およそ 1,000 万円（1件当たりの助成額上限は 200万円。研究 

     助成事業においては、100万円を上限） 

募集締切：2021年 2月末日 

 

問 合 せ：一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団 

     社会貢献基金助成 運営事務局 

     TEL：03-6273-3930 

 

 

┏━┓ 



┃６┃2020年度「全国エコ活コンクール」壁新聞・絵日記 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人日本環境協会（こどもエコクラブ全国事務局）は、地域の中で自 

主的な環境活動を行っている子どもたちを対象に、「全国エコ活コンクール」 

として日頃のエコ活動をまとめた壁新聞、絵日記を募集いたします。 

 

詳  細：http://www.jeas.or.jp/topics/201020.html 

 

応募資格：全国のこどもエコクラブ、環境活動を行っている子どもたちの団 

     体・グループ 

募集内容： 

壁新聞部門…日頃のエコ活動をまとめた壁新聞 ※クラブ（団体）単位で制作 

絵日記部門…「みんなに一番伝えたいエコ活動」「これからやってみたいエコ 

      活動」「エコ活動で地域をこんな風にしたい」などを書いた絵日 

      記 ※個人単位で制作 

募集締切：2021年 1月 15日（金） 

 

問 合 せ：公益財団法人日本環境協会内 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 

 

 

┏━┓ 

┃７┃令和 2年度元気とやま県民協働事業 追加募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県内のボランティア団体等が他の団体、自治振興会、企業等と協働し、新 

たな発想で実施する地域活性化を図る事業を募集します。 

 

詳  細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1017/kj00022232.html 

 

対象団体：次のすべての要件を満たすもの 

(1) 営利を目的としない団体 

(2) 富山県内に活動拠点を持ち、県内で活動する団体 

(3) 政治活動又は宗教活動を行うことを主たる目的としない団体 

(4) 5 名以上の構成員で組織されていること 

(5) 一市町村に限られた特定地域の発展を主たる目的とする団体でないこと 



上記(5)の要件を満たさない場合、他の市町村で活動する団体との連携が必要 

対象区分： 

(1)テーマ設定型事業…県の設定したテーマに基づき提案・実施する事業 

テーマ 1）中山間地域の課題解決のための県民協働活動の推進 

テーマ 2）男性の家事・育児参画の促進 

テーマ 3）多文化共生に向けた県内在住外国人への支援活動の促進 

テーマ 4）オープンデータの利活用の推進 

テーマ 5）清掃美化活動による地域活性化 

特設テーマ）新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社会経済活動の両立 

(2)自由提案型事業…団体が自由に企画・実施する事業 

事前相談：2020年 10月 19日（月）～11月 25 日（水） 

募集締切：2020年 11月 27日（金） 

 

問 合 せ：富山県総合政策局少子化対策・県民活躍課 

     TEL：076-444-9012  FAX：076-444-3479 

 

 

┏━┓ 

┃８┃南部地域自然体験促進事業費補助金（第 3 期）募集【三重】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県は、南部地域での自然体験の促進を図るため、南部地域自然体験促進事 

業費補助金（第 3期）の募集を行います。この補助金は、新型コロナウイルス 

感染症を契機として、豊かな自然等の価値が見直されていることから、新型コ 

ロナウイルス感染防止対策の徹底を図った上で、南部地域において実施する自 

然体験イベントを支援するものです。 

 

詳  細：https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0004700045.htm 

 

補助対象：三重県内に主たる事業所を有する事業者（個人事業者を含む） 

     ※これらの事業者が 2者以上で組織した団体も対象 

対象事業：次の(1)から(4)を全て満たすもの 

(1) 補助対象者が、三重県内に主たる事業所を有する他の事業者と連携して実 

    施するもの 

(2) 南部地域において実施する自然体験イベント 

(3) 南部地域の自然体験の PR につながるもの 

(4) 新型コロナウイルス感染症防止対策を行った上で実施するもの 



募集締切：2020年 11月 20日（金）消印有効 

 

問 合 せ：三重県地域連携部南部地域活性化局南部地域活性化推進課 

     TEL：059-224-2192  FAX：059-224-2418 

     メール：nanbu@pref.mie.lg.jp 

 

 

┏━┓自然体験事業者受入体制強化補助金（感染防止対策強化） 

┃９┃追加募集【三重】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

多くの人が三重県で安全安心に自然体験を楽しむことができるよう、県内の自 

然体験事業者における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策（マスク・消 

毒液の購入など）を支援するため、「自然体験事業者受入体制強化補助金（感 

染防止対策強化）」の追加募集を開始します。 

 

詳  細：https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0023500121.htm 

 

対  象：自然体験を目的とした観光客を受け入れている事業者 

補助対象：「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に基づき、感染 

      防止対策として行う衛生用品の購入や設備導入に必要な経費への補助 

募集締切：2020年 11月 30日（月） 

 

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 
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