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○ 

        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 環境対策課 

       課長 萩ノ脇 裕司（はぎのわき ひろし）さんです。 

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

    菅総理大臣は所信表明演説で、「2050 年カーボンニュートラル、脱炭 

   素社会の実現を目指すこと」を宣言しましたが、その実現のためには国 

   民、事業者、行政が一体となり、これまでの事業等での様々な部分につ 

   いて見直しが必要となります。 

    現在、コロナ禍の中において世帯のエネルギー消費量の増加等のよう 

   に CO2排出実質ゼロとは真逆の状況も見られますが、これを「仕方な 

   い」で片付けるのか？ 12月は「地球温暖化防止月間」でもあります。 

   温暖化防止の取組を行う期間ですが、この機会にライフスタイルを今一 

   度振りかえり「行動変容」を起こしてみませんか。 

   …………………………………………………………………………………… 

 

 

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

「ESD 推進ネットワーク全国フォーラム 2020」（オンライン開催） 

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

「ESD 推進ネットワーク全国フォーラム」（主催：ESD活動支援センター、文部 

科学省、環境省）は、主たるステークホルダーが一堂に集い ESDに関する最新の 

国際動向、国内動向、ネットワーク形成の状況を共有するとともに、全国各地 

の実践事例を学ぶ機会として開催されています。 

「ESD=SDGs 実現に向けた人づくり」に関わる学校・団体・企業など、全国各地 

から多くの方々のご参加をお待ちしています。 

 

詳  細：https://esdcenter.jp/hottopics/zenkoku-forum/ 



 

開催日時：2020年 12月 19日（土）9：30～17：30 

開催場所：オンライン開催 

主な内容： 

〔基調講演〕 

 1）持続可能な社会の創り手の育成に向けて 

   石田 善顕さん（文部科学省国際統括官付 国際戦略企画官） 

 2）SDGs実現社会に期待される人材育成の取組 

   三木 清香さん（環境省大臣官房総合政策課環境教育推進室 室長） 

 3）SDGsが創る世界と創り手を育む ESD～持続可能性が試される時代を迎えて 

   及川 幸彦さん（東京大学大学院教育学研究科附属海洋教育研究センター  

   主幹研究員） 

 4）ESD を通した授業づくりと地域連携 

   關口（せきぐち）寿也さん（多摩市立南鶴牧小学校 校長） 

 5）ESD for 2030 のさらなる推進に向けた市民社会からの期待 

   鈴木 克徳さん（特定非営利活動法人持続可能な開発のための教育推進会議 理事） 

〔分科会〕 

 1-1 次世代を対象とした SDGs人材育成活動の探究と実践 

 1-2 SDGs の取組を社会実装するための ESD 

 2-1 学校と地域が連携して SDGsの人材育成を進める 

 2-2  地域のレジリエンスと ESD 

  

〔サテライト企画「ESD 推進ネットワークユースフォーラム 2020」〕  

SDGs達成に向けて活動する様々なユースネットワーク団体が一堂に集い、情報・ 

意見交換を行うとともに、ESD活動推進ネットワークとの連携促進を図ります。 

 

詳  細：https://esdcenter.jp/study/esd-youthforum2020/ 

 

主  催：日本 ESD学会 若手の会、日本環境教育学会 

開催日時：2020年 12月 13日（日）15：00～17：00 

開催場所：オンライン開催（Zoom） 

話題提供：ESD日本ユース、Japan Youth Platform for Sustainability、エコ・ 

     リーグ（全国青年環境連盟）、奈良教育大学ユネスコクラブ他 

 

問 合 せ：ESD活動支援センター 

     TEL：03-6427-9112  メール：contact@esdcenter.jp 



 

 

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

SDGsフォーラム 2020『SDGs 時代のパートナーシップ～「学び」と「協働」の 

スパイラルで未来を拓く～』（オンライン開催） 

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

EPO中部・PECとやまの主催で「SDGsフォーラム 2020」をオンライン開催します。 

どなたでも参加できます（申込不要・参加費無料）。ぜひご参加ください。 

 

詳  細：https://www.pectoyama.org/post/event-epopecsdgsforum2020 

 

開催日時：2020年 12月 12日（土）13：30～17：20 

開催方法：オンライン（YouTube Live） 

主な内容： 

○基調講演『SDGs時代のパートナーシップ～「学び」と「協働」のスパイラル 

 で未来を拓く～』 

 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） 

○「富山の事例紹介～変容を促す多様なチャレンジ～」 

 ・富山市環境政策課：東福光晴氏 

 ・北酸株式会社：藤井晃氏 

 ・黒部市社会福祉協議会：小柴徳明氏 

 ・富山県立砺波高等学校：齊藤左世子氏 

○パネルトーク「これまで／これからのパートナーシップ～前提のシフトと多 

 義的な見方～」 

 パネラー：事例発表者／佐藤真久氏 

 モデレーター：PECとやま 堺勇人 

 

《当日はこちらからご参加ください》 

 https://youtu.be/ntCcwpdyTqY 

 

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） 

     Tel：076-400-8305  メール：info@pectoyama.org 

 

 

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

「小浜市地域循環共生圏フォーラム～人口減少社会における地域の課題と食の 



まちづくり～」 

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

EPO中部主催・特定非営利活動法人 WACおばま共催で「小浜市地域循環共生圏フォ 

ーラム～人口減少社会における地域の課題と食のまちづくり～」を開催します。 

 

詳  細：http://www.epo-chubu.jp/epo/7047.html 

 

開催日時：2020年 12月 20日（日）13：00～16：00 

開催場所：小浜市まちの駅「旭座」（福井県小浜市） 

対  象：小浜市民（主対象／小浜市各地区 まちづくり推進協議会） 

定  員：40名※申込み先着締切 

主な内容： 

〇主旨説明「地域循環共生圏とは」／環境省中部地方環境事務所 西田清紀氏 

〇基調講演「撤退の農村計画」／金沢大学准教授 林直樹氏 

〇事例紹介「上根来の歩み」／上根来百里会 

〇パネルディスカッション 

 

問 合 せ：小浜市ボランティア市民活動交流センター 

     TEL：0770-52-7837  FAX：0770-53-1336 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃  ♪ も く じ ♪    ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【イベント情報】 

1.  環境省「エコライフ・フェア 2020 Online」（オンライン） 

2.  令和 2年度環境人づくりセミナー「SDGsの時代、どんな人材が求められるか 

  ～組織の持続性をつくる人材育成」（オンラインでの動画配信） 

3. 【富山】とやま環境フェア 2020 in Web 

4. 【愛知】あいち地球温暖化対策フォーラム（オンライン開催） 

5. 【長野】『［信州版］冬の省エネガイドブック』が完成 

6. 【愛知】中学生向け SDGs 普及啓発冊子「中学生のための SDGs スタートブック」を作成 

7. 【富山】富山市×HELLO KITTY 動画「SDGs 未来都市 TOYAMA」 

8. 【福井】「さばえ SDGs 推進センター」がオープン！ 

9. 【愛知】「なごや環境大学エコパートナーズデータベース」オープン！ 

 



【募集情報】 

1. 「環境 人づくり企業大賞 2020」募集 

2. 「第 6回わぉ！な生きものフォトコンテスト」募集 

3.  積水ハウスマッチングプログラム 2021年度（第 16 回）助成団体 公募 

4.  令和 3（2021）年度「住まいとコミュニティづくり活動助成」募集 

5. 「未来につなぐふるさと基金」協働団体募集 

6.  冠婚葬祭文化振興財団「2020年度社会貢献基金助成」募集 

7.  公益信託オータケ記念愛知県自然環境保護基金 助成先募集【愛知】 

8. 「南砺市版 SDGsロゴマーク」募集【富山】 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

             ♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃環境省「エコライフ・フェア 2020 Online」（オンライン） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省は「エコライフ・フェア 2020 Online」をオンライン上で開催します。 

12月 19日（土）には“「気づき」から「行動」へ～地球の未来のために～”を 

テーマとした、環境にまつわる様々なイベント・ワークショップを実施します。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/108725.html 

 

開催日時：2020年 12月 19日（土）～2021年 1月 17日（日） 

     ・イベント及びワークショップ開催（12：40～16：30予定） 

     ・企業・自治体・団体様による環境活動に関するバーチャルブース設置 

開催場所：エコライフ・フェア 2020 Online 公式ウェブサイト上 

     http://ecolifefair.env.go.jp/ 

     （参加無料・事前予約不要） 

〔イベント〕 

 ・環境大臣トークイベント「ライフスタイルのリデザイン」 

 ・「生物多様性ってなんだっけ？」桝アナウンサー×五箇先生の多様性トーク 

 ・「料理研究家リュウジの食ロスゼロレシピ」 

 ・「絶景プロデューサー」詩歩の国立公園絶景プロデュース 

〔ワークショップ〕 

 ・「ヒロシのソロキャンプ＆ワーケーション in国立公園」 



 ・「ワクワクさんの 3R工作教室 in環境省」 

 ・「谷本先生の筋肉エコ元気体操でナッジ講座 with 西川貴教」 

〔バーチャルブース〕 

100団体にも及ぶ環境省・企業・自治体・NPO・NGO・学生等の環境活動にまつわ 

るブースです。地球環境・省資源・自然環境・環境教育などの分野についての 

様々な活動を知ることができます。 

 

問 合 せ：エコライフ・フェア 2020 Online運営事務局 

     TEL：03-6272-5045  FAX：03-5545-9193 

     メール：ecolife2020@toiawase.info 

 

 

┏━┓令和 2年度環境人づくりセミナー「SDGsの時代、どんな人材が求められ 

┃２┃るか～組織の持続性をつくる人材育成」（オンラインでの動画配信） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省は、環境人づくりセミナーを開催中です。本セミナーは SDGsの実現に向 

け進展する社会で、企業ではどのような人材が求められ、組織としてどのよう 

に育成し、活躍させていくことができるかをテーマとしています。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/108657.html 

 

開催形式：オンラインでの動画配信 ※視聴用 URLは申込後に案内 

開催日程（動画視聴期間）：2020年 11月 16日（月）～12月 18日（金） 

テーマ・所要時間：SDGs 時代に求められる人材育成 

所要時間：約 1 時間 

 

問 合 せ：一般財団法人持続性推進機構（セミナー運営事務局） 

     TEL：03-6418-0375  メール：info@eco-lead.jp 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【富山】とやま環境フェア 2020 in Web 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

とやま環境フェア開催委員会（富山県・とやま環境財団・環境とやま県民会議） 

主催による「とやま環境フェア 2020 in Web」が開催されます。 

 



詳  細：https://www.eco-toyama.jp/news/entry.php?id=1 

 

開催期間：2020年 12月 1日（火）～2021年 1月 11日（月） 

主な内容：企業・団体、学校等の環境保全の取組をご紹介するほか、人気キャ 

     ラクターや県内プロスポーツチームからのメッセージ動画など様々 

     なイベントを配信。プレゼントが当たるアンケートも実施中です。 

 

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：tkz3@tkz.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【愛知】あいち地球温暖化対策フォーラム（オンライン開催） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、新型コロナウイルスによって影響を受けた社会や経済を持続可能な 

方法で復興しようとする「グリーン・リカバリー」をテーマとして講演やパネ 

ルディスカッションを行う、あいち地球温暖化対策フォーラムをオンライン配 

信により開催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/forum2020.html 

 

開催日時：2020年 12月 15日（火）14：00～16：00 

開催場所：オンライン参加（Web 配信）※Zoomを使用します。 

主な内容： 

○講演「グリーン・リカバリーを巡る世界の動向と日本の課題」 

 末吉竹二郎氏（国連環境計画金融イニシアティブ特別顧問） 

○講演「本気でネットゼロに向かっている企業や投資家」 

 高瀬香絵氏（一般社団法人 CDP Worldwide-Japan シニアマネージャー） 

○パネルディスカッション「持続可能な社会に向けた行動変容」 

定  員：300名（オンライン参加）※申込先着順 

申込締切：2020年 12月 10日（木） 

 

問 合 せ：愛知県環境局地球温暖化対策課 

     TEL：052-954-6213 



     メール：ondanka@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【長野】『［信州版］冬の省エネガイドブック』が完成 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

『［信州版］夏の省エネガイドブック』に引き続き、エネルギー使用量が多く 

なる冬の省エネ対策をまとめたガイドブックが、長野県地球温暖化防止活動推 

進員有志により作成されました。 

 

詳  細：http://www.dia.janis.or.jp/~nccca/posts/news88.html 

 

主な内容：・この冬の天候は？～気象予報士からの解説～ 

     ・「暖かく」住み、「暖かく」すごすコツは？ 

     ・家庭での冬の節電術 

     ・自動車のかしこい使い方は？ 

     ・冬の食生活 

 

発  行：長野県地球温暖化防止活動推進員有志 

 

 

┏━┓【愛知】中学生向け SDGs普及啓発冊子 

┃６┃「中学生のための SDGs スタートブック」を作成 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、次代を担う若者に、SDGs について意識しながら行動する重要性を学ん 

でもらうことを目的として、県内の中学 1 年生を対象とし、身近な問題から分か 

りやすく SDGsを紹介する「中学生のための SDGsスタートブック」を作成しました。 

 

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

 

仕  様：A4判 12 ページ（表紙、裏表紙含む）フルカラー 

特  徴：SDGs について、クイズなどを通じて身近な問題から分かりやすく紹介 

するとともに、SDGs達成に資する自身の行動を確認する「SDGs アクションチェッ 

ク」や、SDGsの各目標について、中学生が主体的に考え、学ぶための「SDGs ワー 

クシート」など、SDGs の達成に向け、自身のできることから行動を始めるきっか 

けを発見できる内容となっています。 



 

発  行：愛知県政策企画局企画調整部企画課 

 

 

┏━┓ 

┃７┃【富山】富山市×HELLO KITTY 動画「SDGs 未来都市 TOYAMA」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山市は、市の「SDGs 未来都市」の取り組みを、キティと一緒にわかりやすく 

動画で紹介します。「SDGs」を楽しく学び、身近にできることからはじめてみ 

ましょう！ 

 

詳  細：https://sdgs.city.toyama.lg.jp/info/2020/detail_05.html 

 

《サポーター登録について》 

SDGsに関心がある、SDGs に関する活動に取り組む意欲がある、または取り組んで 

いる方や団体は、サポーター登録をお願いします。登録された方や団体には、富 

山市から SDGsに関する情報を配信します。 

 

○登録は https://sdgs.city.toyama.lg.jp/ から 

 

問 合 せ：富山市環境部環境政策課 

     TEL：076-443-2053  FAX：076-443-2122 

     メール：sdgs-mirai-toyama@city.toyama.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃８┃【福井】「さばえ SDGs 推進センター」がオープン！ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

鯖江市のランドマークであるめがね会館の 9階に「さばえ SDGs推進センター」が 

オープンしました。施設内では鯖江市の SDGs に関する取組をご覧いただける他、 

SDGsに関するセミナーやワークショップなども実施しています。 

 

詳  細：https://www.city.sabae.fukui.jp/about_city/sdgs/Megane200911.html 

 

所 在 地：福井県鯖江市新横江 2丁目 3番 4号 めがね会館 9F 

連 絡 先：TEL：0778-42-8938  FAX：0778-42-8939 



開 所 日：月～金曜日 9：00～17：00 

 

《さばえ SDGs推進センターホームページ》 

 https://www.sabae-sdgs.jp/ 

 

 

┏━┓ 

┃９┃【愛知】「なごや環境大学エコパートナーズデータベース」オープン！ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「なごや環境大学」実行委員会では、なごや環境大学と関わりのある団体を SDGs 

や環境課題から検索できる「なごや環境大学エコパートナーズデータベース」を 

オープンしました。名古屋地域の幅広い環境分野の団体情報が満載です。 

ぜひご活用ください。 

 

詳  細：https://www.n-kd.net/ 

 

概  要：次の項目別にワンタッチ検索が可能です。 

○環境分野別【低炭素／資源循環／まちづくり／人づくり／自然共生／健康安全 

 ／国際協力・多文化共生】 

○SDGs目標別【目標 1～17】 

○団体別【市民団体・NPO／企業／教育機関／行政】 

 

問 合 せ：「なごや環境大学」実行委員会 事務局 

     （名古屋市環境学習センター エコパルなごや内） 

     TEL&FAX：052-223-1223 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃「環境 人づくり企業大賞 2020」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省は、環境に配慮した企業経営に向けて、自ら進んで行動する自社の社員 

を育成する企業の取組とその成果を表彰する「環境 人づくり企業大賞 2020（環 

境人材育成に関する先進企業表彰）」について募集します。 



 

詳  細：https://www.env.go.jp/press/108584.html 

 

募集対象：環境に配慮した企業経営に向けて、自ら進んで行動する自社の社員 

     の育成に係る取組とその成果 

要  件：・企業が雇用する社員の育成のために行う取組とその成果 

     ・現に取り組まれているものであり、かつ、今後も継続して実施する 

      予定の取組であること 

応募資格：日本国内の企業 

応募区分：「大企業」又は「中小企業」 

応募締切：2020年 12月 21日（月） 

 

問 合 せ：環境 人づくり企業大賞 2020 事務局 

     「環境人材育成コンソーシアム」事務局 

     （一般財団法人持続性推進機構内） 

     TEL：03-6418-0375  メール：info@eco-lead.jp. 

 

 

┏━┓ 

┃２┃「第 6回わぉ！な生きものフォトコンテスト」募集  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日本自然保護協会は、ソニー株式会社と協働する「わぉ！わぉ！生物多様性プ 

ロジェクト」において、「第 6回わぉ！な生きものフォトコンテスト」を開催し 

ます。 

 

詳  細：https://www.nacsj.or.jp/media/2020/11/22812/ 

 

応募テーマ：自然のなかで、わぉ！おもしろい、感動した、人に伝えたいと思 

      った生きもの（植物・動物）の写真とエピソード 

応募締切：2021年 1月 11日（月） 

 

問 合 せ：日本自然保護協会 

     TEL：03-3553-4101  メール：wow@nacsj.or.jp 

 

 

┏━┓ 



┃３┃積水ハウスマッチングプログラム 2021 年度（第 16 回）助成団体 公募 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「積水ハウスマッチングプログラム」は、SDGsの目標達成に向け、各基金の支 

援内容に合致する活動、SDGs につながる市民団体の事業を支援します。 

 

詳  細：https://www.sekisuihouse.co.jp/matching/ 

 

基金の種類と支援内容： 

〔積水ハウスこども基金〕…次世代を担うこどもたちを育成することを目的とし、 

 こどもたちの健全な育成に関わる活動を支援 

〔積水ハウス環境基金〕…環境問題の解決に寄与することを目的とし、温暖化防 

 止、生態系保全や資源循環に関わる活動を支援 

〔積水ハウス住・コミュニティ基金〕…地域に根差した豊かな住環境の創造を目 

 的とし、まちづくりや地域コミュニティに関わる活動を支援 

〔積水ハウス災害支援基金〕…国内の大規模災害で被災された方々を支援するこ 

 とを目的とし、被災地での緊急支援活動等を支援 

対象活動： 

(1) 本会及び各基金の目的に適合するものであること 

(2) 活動の継続性（2021 年 4月 1 日からさかのぼって 3年以上の活動実績。2018 年 4月 

   1 日以前から活動が開始していること。任意団体での活動期間を含む）があること 

(3) 公共性の高い活動であること 

(4) 活動主体の経営の健全性及び透明性が確保されていること 

応募締切：2020年 12月 11日（金）消印有効 

 

問 合 せ：〔協働事務局〕大阪ボランティア協会 TEL：06-6809-4901 

     〔事業主体〕積水ハウスマッチングプログラムの会 

 

 

┏━┓ 

┃４┃令和 3（2021）年度「住まいとコミュニティづくり活動助成」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ハウジングアンドコミュニティ財団は、「住まいとコミュニティづくり活動助 

成」の助成対象団体を募集します。令和 3（2021）年度は、「地域・コミュニテ 

ィ活動助成」と「住まい活動助成」の二本立てとし、それぞれに対して助成を 

行います。 

 



詳  細：http://www.hc-zaidan.or.jp/program.html 

 

対象団体： 

・営利を目的としない民間団体（特定非営利活動法人、法人化されていない任 

 意の団体など）。 

・団体として、代表責任者が明確であること、意思決定のしくみが確立されて 

 いること、予算決算を含む会計処理が適切に行われていること。 

対象活動：今日の人口減少社会、少子高齢化社会等を背景にした住まいとコミュ 

ニティに関する課題に取り組む市民の自発的な地域づくり・住まいづくり活動で、 

地域住民が主体的に関わっている次に掲げるもの。 

・社会のニーズに対応した地域活動 

・地域環境の保全と向上 

・地域コミュニティの創造・活性化 

・安心・安全に暮らせる地域の実現 

・その他、豊かな住環境の実現に繋がる活動 

選考団体数：地域・コミュニティ活動助成 10 件程度、住まい活動助成 10件程度を予定 

応募締切：2021年 1月 13日（水）必着 

 

問 合 せ：一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団（助成係） 

     TEL：03-6453-9213  FAX：03-6453-9214 

 

 

┏━┓ 

┃５┃「未来につなぐふるさと基金」2021 年度 協働団体募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「未来につなぐふるさと基金」では、生物多様性の大切さを伝える活動を応援 

しています。市民参加型のプログラムを行う協働団体を募集します。 

 

詳  細：https://www.info.public.or.jp/furusato 

 

対象団体：NPO法人、一般法人、公益法人、任意団体などの市民活動団体 

対象プログラム：生物多様性の保全・啓発を目的とした、以下のいずれかに該当 

する市民参加型プログラム 

(1)【たべる】地域で生産された農産物を、その地域で飲食することを通じて、 

 農産物そのものやそれを取り巻く気候・風土への関心を広げる活動 

(2)【ふれる】自然や動植物とのふれあいを通じて、生物のつながりを体験す 



 る活動 

(3)【つたえる】自然や動植物を観察し、記録・表現する活動 

(4)【まもる】自然や生きものを調査・保全・再生する活動 

(5)【えらぶ】エコラベル等が付いた、環境にやさしい商品を選んで購入する 

 などの行動に結びつくような活動 

応募締切：2021年 1月 18日（月）17：00 

 

問 合 せ：公益財団法人パブリックリソース財団 

     TEL：03-5540-6256  FAX：03-5540-1030 

 

 

┏━┓ 

┃６┃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、地域つながり事業、冠婚葬祭継承など社会貢献活動を行 

う各種団体等への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 

助成対象事業： 

〔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 

 

 

┏━┓ 

┃７┃公益信託オータケ記念愛知県自然環境保護基金 助成先募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益信託オータケ記念愛知県自然環境保護基金では、愛知県内の自然環境の保 

護・啓蒙に貢献している活動に対する助成を実施しています。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/otake-boshu-r02.html 

 

助成対象：愛知県内における自然環境の整備、保全及び保護に関する 

     (1) 実践的活動を行うもの 

     (2) 調査、研究を行うもの 

     (3) 普及、啓発を行うもの 

助成金額：5 件程度 総額 200 万円程度 

     1 件あたり 10 万円～50万円 

申込締切：2021年 1月 15日（金）到着分まで 

 

問 合 せ：〔受託者〕三井住友信託銀行株式会社 

      個人資産受託業務部 公益信託グループ 

      オータケ記念愛知県自然環境保護基金申請口 

      TEL：03-5232-8910  FAX：03-5232-8919 

 

 

┏━┓ 

┃８┃「南砺市版 SDGsロゴマーク」募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

SDGs未来都市に選定されている南砺市では、SDGs の理念やイメージを表現した、 

今後の取組みを推進する上でのシンボルとなる南砺市版 SDGsロゴマークのデザイ 

ンを、学生のみなさんから募集します。 

 

詳  細： 

https://ecoto.jp/wp2020/%e5%8d%97%e7%a0%ba%e5%b8%82%e7%89%88sdgs%e3%83%ad%e3%82%b4%e3

%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%92%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99/ 

 



応募資格：学生であればどなたでも応募可能です。 

応募締切：2021年 1月 8日（金） 

デザインコンセプト：(1) 南砺市らしく、市民から親しまれるデザイン 

          (2) SDGs の推進につながるデザイン 

          (3) 未来へつなぐデザイン 

※応募規定等は詳細からご確認ください。 

 

問 合 せ：南砺市総合政策部エコビレッジ推進課 

     TEL：0763-23-2050  FAX：0763-52-6338 

     メール：ecovillageka@city.nanto.lg.jp 

 

 

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