
●○●○============================================================== 

○●○ 

●○    そらいろ通信 ～EPO-Chubu メールマガジン～139号(2021.1.12) 

○ 

        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               ○● 

                                ○●○ 

==============================================================○●○● 

 

 

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

地域循環共生圏フォーラム in 越前「地域循環共生圏づくりと北陸新幹線・新駅 

の整備効果」（オンライン） 

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

EPO中部は、地域循環共生圏フォーラム in越前「地域循環共生圏づくりと北陸 

新幹線・新駅の整備効果」を開催します。 

 

詳  細：https://www.epo-chubu.jp/epo-news/9742.html 

 

開催日時：2021年 1月 26日（火）13：00～16：30 

参加方法： 

〔オンライン視聴（YouTube ライブ配信）〕…以下より自由にご視聴できます。 

 https://youtu.be/NcJALQzAzco 

主な内容： 

○「地域循環共生圏」について 

  金井信宏氏（環境省中部地方環境事務所資源循環課長） 

○福井県の経済情勢等について 

 山岸賢一氏（北陸財務局福井財務事務所長） 

○北陸新幹線敦賀開業による福井県内への経済波及効果 

 鈴木英介氏（株式会社日本政策投資銀行北陸支店企画調査課長） 

〇越前市の「地域経済循環分析」をみる 

 山崎清氏（株式会社価値総合研究所パブリックコンサルティング第 4事業部 

 事業部長） 

〇トークセッション 

「地域循環共生圏づくりと新駅整備から越前エリアの未来を考えてみる」 

〔コーディネーター：加藤義人氏（岐阜大学客員教授）〕 



 

主  催：環境省 中部環境パートナーシップオフィス（EPO中部） 

 

 

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

中部地方 ESD/SDGs 推進ネットワーク地域フォーラム（オンライン） 

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

中部地方 ESD活動支援センターは、「中部地方 ESD/SDGs 推進ネットワーク地域 

フォーラム」をオンライン開催（YouTube でライブ配信）します。 

 

詳  細：https://chubu.esdcenter.jp/ 

     ※詳細は後日掲載いたします。 

 

開催日時：2021年 2月 14日（日）13：00～16：30 

主な内容（予定）： 

○自治体の SDGs施策、地域活動紹介 

○学生の ESD／SDGs活動の紹介 

○ディスカッション（「活動分析チャート」「地域 SDGs データセット」を見ながら） 

ローカル SDGs達成のために。すべきこと、できること！ 

 

主  催：中部地方 ESD 活動支援センター（EPO中部内） 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃  ♪ も く じ ♪    ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【イベント情報】 

※今後の状況（新型コロナウイルスの感染拡大等）によっては、開催方法の変 

更や開催中止の可能性があります。詳細は主催者にお問合せください。 

 

1.   林野庁 令和 2（2020）年度 スマート林業構築普及展開事業 

     マッチングミーティング及び報告会（Web開催） 

2.  【富山】富山市 SDGs ウィーク 

3.  【長野】SDGs全国フォーラム長野 2020（会場＆オンライン開催） 

4.  【富山】南砺市「SDGs カフェ」 

5.  【愛知】フェアトレードタウンなごやのススメ 



6.  【富山】地域づくりのためのクラウドファンディング講座 

7.  【岐阜】清流の国ぎふ森・里・川・海×つなが LINK 親子体験ツアー 

8.  【愛知】SDGs AICHI EXPO 2020 

9.  【長野】第 6回きずなフォーラム「環境学習と学校教育との連携 

   ─生物多様性を子どもに伝えていくために─」 

10. 【三重】悩める若者のための環境の仕事のハナシ 

     ～自然に関わる仕事をしよう！～（オンライン開催） 

11. 【三重】2020年度「つ・環境フェスタ」 

12. 【長野】山と自然のサイエンスカフェ＠信州 

    「気候非常事態と長野県の森林」（オンライン開催） 

13. 【岐阜】「＃ぎふ食べきりスマイル」キャンペーン 

14. 【長野】Instagram キャンペーン「みんなの SDGs アクション」 

15. 【愛知】ウェブサイト「なごや SDGs街（マーチ）」を開設！ 

16. 【愛知】「令和 2年版 環境白書」発行 

 

【募集情報】 

1.  第 18回ブリヂストンこどもエコ絵画コンクール 募集 

2.  第 15回 JAFみんなのエコ川柳 作品募集 

3.  緑の募金事業候補 募集（SDGs 貢献使途限定募金） 

4.  アウトドア環境保護基金（2020 年度後期）募集 

5.  令和 3年度「地域発 元気づくり支援金」事業募集【長野】 

6.  令和 3年度なごや生物多様性保全活動協議会助成金 募集【愛知】 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

             ♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓林野庁 令和 2（2020）年度 スマート林業構築普及展開事業 

┃１┃マッチングミーティング及び報告会（Web開催） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

林野庁は、スマート林業による課題解決のため、Web開催によりスマート林業の 

技術紹介や各地の取組事例・成果報告を行います。 

 

詳  細： 

http://www.jafta.or.jp/contents/jigyo_consulting/11_list_detail.html 

 



《中部近畿ブロック・マッチングミーティング》 

開催日時：2021年 1月 22日（金）13：30～16：30 

開催方法：YouTube による Live配信 

参加対象：全国の森林組合、林業事業体、業界団体、行政機関、研究・教育機関、 

     その他関心のある方 など 

《報告会》 

開催日時：2021年 2月 19日（金）13：30～16：30 

 

申込締切：各開催日の 2日前の 17：00 まで 

 

主  催：林野庁 

事 務 局：スマート林業構築普及展開事業共同企業体 

     （一般社団法人日本森林技術協会、住友林業株式会社） 

 

 

┏━┓ 

┃２┃【富山】富山市 SDGs ウィーク 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「富山市 SDGsウィーク」が開催されます。SDGs の輪をさらに広げる 1週間！ 

富山市内各所で様々な SDGs 関連イベントが予定されています。 

 

詳  細：https://sdgs.city.toyama.lg.jp/week/2021/event.html 

 

開催期間：2021年 1月 25日（月）～31日（日） 

開催場所：富山国際会議場（富山県富山市）ほか 

内  容： 

〇SDGsカードゲーム～富山で考える SDGs～ 

〇富山県中小企業家同友会 SDGsセミナー（オンライン） 

〇SDGs企業セミナー～不確実性の時代に向けて～ 

〇SDGsオンライントークカフェ 

〇富山市 SDGs推進フォーラム ほか 

 

※各イベントの日程・開催場所・申込方法等は Webページでご確認ください。 

 

 

 



┏━┓ 

┃３┃【長野】SDGs全国フォーラム長野 2020（会場＆オンライン開催） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県は、人生 100年時代の新しいライフスタイルの提案や SDGs 達成に向けた先 

進事例等の共有・横展開を図るため、SDGs 全国フォーラム長野 2020を開催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/happyou/201211press.html 

 

開催日時：2021年 1月 30日（土）10：00～16：30 

     2021年 1月 31日（日）10：00～15：00 

開催場所：ホクト文化ホール（長野県県民文化会館）中ホール（長野県長野市） 

定  員：会場参加［1/30：450 名］［1/31：250 名］ 

     ※オンライン参加［制限なし］ 

主な内容：・SDGs時代のライフスタイルと持続可能な地域づくり 

     ・SDGs推進における地方自治体の役割 

     ・分科会(1)世界の潮流と SDGs経営の新展開 

     ・分科会(2)気候変動に立ち向かう戦略とアクション 

申込締切：2021年 1月 27日（水）必着 ※定員に達し次第、申込締切 

 

問 合 せ：長野県企画振興部総合政策課 

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

 

 

┏━┓ 

┃４┃【富山】南砺市「SDGs カフェ」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

南砺市は、意外と身近な SDGs について学び、考え、自分ごととして行動してい 

くため、ワークショップ形式でのカフェを開催します。 

 

詳  細： 

https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/event/detail.jsp?id=23100 

 

〔第 2回〕 

開催日時：2021年 1月 23日（土）13：30～16：00 

主な内容：SDGs カードゲーム X（クロス）を体験する 



〔第 3回〕 

開催日時：2021年 2月 6日（土）13：30～16：00 

主な内容：SDGs 映画を鑑賞する 

 

開催場所：合掌かずら（富山県南砺市立野原東 1768-5） 

定  員：25名（先着順） 

参 加 費：1 回あたり 1,000 円（当日のドリンク、お菓子代として） 

申込期限：各回の前日 17：00 まで 

 

問 合 せ：南砺市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 

 

 

┏━┓【愛知】フェアトレードタウンなごやのススメ 

┃５┃ ～フェアトレードと環境問題を考える～（オンライン） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

名古屋市は、「フェアトレードタウンなごやのススメ」を開催します。 

2021年は、生物多様性を守るための新たな世界目標が決まる年。 

フェアトレードを通じて生物多様性・気候変動問題を考えます。 

 

詳  細：https://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000114928.html 

 

開催日時：2021年 1月 30日（土）13：00～15：00 

開催方法：オンライン（Zoom） 

内  容： 

〇講演／講師 

原田さとみ氏（NPO 法人フェアトレード名古屋ネットワーク(FTNN)理事）、中西 

悦子氏（パタゴニア日本支社）、池島英総氏（FARMERS PASSION）、林口宏氏 

（フェアビーンズコーヒー）、中原秀樹氏（一般社団法人日本エシカル推進協 

議会(JEI)会長） 

〇パネルディスカッション「フェアトレードと生物多様性・気候変動」 

定  員：100名 

申込期限：2021年 1月 22日（金）必着 

 

問 合 せ：名古屋市環境局環境企画課 



     TEL：052-972-2698  FAX：052-972-4134 

     メール：a2662-01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃６┃【富山】地域づくりのためのクラウドファンディング講座 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県は、中山間地域等の地域づくりにクラウドファンディングを活用するた 

めの基本的な知識や具体的な手法について学ぶ講座を開催します。 

 

詳  細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1006/kj00022985.html 

 

開催日時：2021年 1月 26日（火）13：30～16：00 

開催場所：富山県民会館 702 号室（富山市新総曲輪 4-18） 

対  象：地域づくりに取り組む方・関心のある方、自治会等関係者、 

     行政関係者 

定  員：20名 

内  容：(1) クラウドファンディングの概要 

     (2) 地域づくりにおけるクラウドファンディングの活用方法 

     (3) 個別相談会 

申込締切：2021年 1月 19日（火） 

※新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては、開催の中止やオンライン 

での開催に変更する場合があります。 

 

問 合 せ：富山県総合政策局地方創生・中山間対策室 

     TEL：076-444-9605  FAX：076-444-4561 

     メール：achusankan@pref.toyama.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃７┃【岐阜】清流の国ぎふ森・里・川・海×つなが LINK親子体験ツアー 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

岐阜県では「清流の国ぎふ森・里・川・海×つなが LINK 親子体験ツアー」を実 

施しています。現在、冬のコースについて参加者を募集しています。 

※本ツアーは、岐阜県が(株)日本旅行に委託して実施するものです。 

 



詳  細：https://www.pref.gifu.lg.jp/page/16182.html 

 

《北アルプス大パノラマと樹氷の森へ 飛騨流葉スノーハイクとアニマルトラッキング》 

実 施 日：2021年 1月 30日（土） 

定  員：20名 

主な行先：飛騨市 流葉スキー場 

主な内容：スノーハイク体験、アニマルトラッキング、自然森林散策 

 

《冬の明宝高原で動物の足跡を探そう！アニマルトラッキングとそり体験》 

実 施 日：2021年 1月 31日（日） 

定  員：20名 

主な行先：郡上市 明宝スキー場 

主な内容：ワナ猟講座、雪そり体験、アニマルトラッキング、かんじき体験、 

     清掃活動 

 

《お魚博士から学ぶ！絶滅危惧種「ハリヨ」とちりめんモンスターキーホルダーづくり》 

実 施 日：2021年 2月 6日（土） 

定  員：20名 

主な行先：各務原市 自然発見館  

主な内容：ハリヨのお勉強、ハリヨの見学、外来生物がやってきた（環境学習）、 

ちりめんモンスターキーホルダーづくり 

 

※出発地、参加費、対象年齢、参加条件等はコースによって異なります。 

 

申込・問合せ：日本旅行岐阜支店 

       TEL：058-265-7501 

       WEB サイト：https://va.apollon.nta.co.jp/gifu2020summer/ 

 

 

┏━┓ 

┃８┃【愛知】SDGs AICHI EXPO 2020 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「SDGs AICHI EXPO 2020」（主催：SDGs AICHI EXPO 実行委員会）が開催されま 

す。1 日目はビジネス層向け、2 日目はファミリー向けの内容で、すべての方に 

楽しみながら SDGs の理解を深めてもらうことができます。両日とも、SDGs に積 

極的に取り組む企業等によるブース出展、SDGsを学べるステージイベントやワ 



ークショップなど多数の企画が用意されています。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyo/sdgsaichiexpo2020.html 

 

開催日時：2021年 2月 5日（金）・6 日（土）各日 10：00～17：00 

開催場所：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）※セントレア直結（愛知県常滑市） 

参加申込：事前入場登録が必要です（参加費無料） 

 

＜イベント公式サイト＞ 

https://sdgs-aichi.com/ 

 

問 合 せ：SDGs AICHI EXPO 実行委員会事務局〔(株)新東通信〕 

     TEL：052-971-6233  メール：info@sdgs-aichi.com 

 

 

┏━┓【長野】第 6回きずなフォーラム「環境学習と学校教育との連携 

┃９┃ ─生物多様性を子どもに伝えていくために─」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県と信州生物多様性ネットきずなは、「きずなフォーラム」を開催します。 

今回は、環境学習と学校教育との連携をテーマとして実際の環境教育活動の事 

例報告と県内団体の活動を紹介します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/shizenhogo/happyou/201214press.html 

 

開催日時：2021年 2月 6日（土）13：00～16：00 

開催場所：塩尻総合文化センター 講堂（長野県塩尻市） 

主な内容：  

○「生物多様性を子どもに伝えていくための環境教育・ESD の推進」 

  須賀丈氏（長野県環境保全研究所自然環境部長） 

○「長野県木曽町での理科授業」 

  江田慧子氏（帝京科学大学教育人間科学部専任講師） 

○「市民活動と学校教育の橋渡し─中信地区環境教育ネットワークの事例から─」 

  中林直子氏（中信地区環境教育ネットワーク事務局長） 

○交流タイム 



○団体からの活動紹介と「総合討論」 

定  員：80名（先着順） 

受付締切：2021年 2月 1日（月） 

 

問 合 せ：長野県環境部自然保護課 

     TEL：026-235-7178  FAX：026-235-7498 

     メール：hozen@pref.nagano.lg.jp 

 

 

┏━┓【三重】悩める若者のための環境の仕事のハナシ 

┃10┃ ～自然に関わる仕事をしよう！～（オンライン開催） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

四日市公害と環境未来館では「悩める若者のための環境の仕事のハナシ」を開 

催します。自然に関わる様々な仕事について、現場で働いている方から生の声 

をお聞きします。 

 

詳  細： 

https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/event.html 

 

開催日時：2021年 2月 11日（木・祝）13：30～16：00 

開催場所：オンライン開催（Zoomを使用） 

対  象：高校生～30 代 

定  員：18名（抽選） 

講  師：山口勉氏（エスペックミック(株)）、迫裕樹氏（環境省）、 

     佐藤達也氏（ざっこ Club） 

申込締切：2021年 1月 28日（木）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 

 

 

┏━┓ 

┃11┃【三重】2020年度「つ・環境フェスタ」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

津市は、2020年度「つ・環境フェスタ」を開催します。今年度は、開催期間と 



場所を分散させ、市民の皆さんと出展者の安全・安心に配慮した、新しい方法 

で開催しています。 

 

詳  細： 

https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1602144432868/index.html 

 

開催期間：2020年 12月 16日（水）～2021年 2月 17日（水） 

開催場所：津市内各所（津市環境学習センター、道の駅津かわげ、津がんばる 

     マルシェ会場など） 

テ ー マ：新しい日常の中で ～環境にいいこと考えよう～ 

主な内容：環境活動紹介の映像配信＆クイズビンゴゲーム、ECOスタンプラリー、 

     津がんばるマルシェとのコラボレーションなど 

 

問 合 せ：津市環境部環境政策課 

     TEL：059-229-3212 

 

 

┏━┓【長野】山と自然のサイエンスカフェ＠信州 

┃12┃「気候非常事態と長野県の森林」（オンライン開催） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県は、山と自然のサイエンスカフェ@信州を開催します。 

今回のテーマは「気候非常事態と長野県の森林」です。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kanken/jisseki/koza/gakushukoryu/index.html 

 

開催日時：2021年 2月 20日（土）13：30～14：30 

開催場所：オンライン開催 

定  員：30名 

 

問 合 せ：長野県環境保全研究所 

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

 

 

┏━┓ 

┃13┃【岐阜】「＃ぎふ食べきりスマイル」キャンペーン 



┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

岐阜県は、家庭やお店などでおいしく楽しく食べきり運動に取り組んでいただ 

けるよう、県民の皆様から「＃ぎふ食べきりスマイル～おいしく楽しく食べき 

り！～」をテーマにインスタグラムで投稿を募集しています。  

 

詳  細： 

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/220525.pdf 

 

募集内容：＃ぎふ食べきりスマイル 

     家庭やお店などでおいしく楽しく食べきったことが分かる写真 

募集締切：2021年 1月 29日（金） 

応募方法： 

(1) インスタグラムで「ぎふ食べきり運動【岐阜県公式】」（@gifu_tabekiri） 

 をフォロー 

(2) インスタグラムに「＃ぎふ食べきりスマイル」を付けて、募集内容に沿っ 

 た写真を投稿 

 

問 合 せ：岐阜県環境生活部廃棄物対策課 

     TEL：058-272-8214  FAX：058-278-2607 

 

 

┏━┓ 

┃14┃【長野】Instagram キャンペーン「みんなの SDGs アクション」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県は、皆さんが暮らしの中で実践している SDGsアクション（SDGsの達成に 

つながる行動）を共有し、取組の輪を広げるためのキャンペーンを実施中です。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/happyou/201211press2.html 

 

概  要：長野県公式アカウント「信州 SDGs Diary」をフォローして、皆さん 

が暮らしの中で実践している SDGsアクション（SDGs の達成につながる行動）を 

投稿してください。投稿いただいた方の中から抽選で 30 名の方にオリジナルマ 

イバッグをプレゼントします。 

期  間：2021年 2月 5日（金）まで 

応募方法：(1) 長野県公式アカウント「信州 SDGs Diary」をフォロー 



     (2) ご自身が取り組む SDGs アクションを表現した写真を撮影 

     (3)「♯信州 sdgs」を付けて Instagram に投稿 

 

問 合 せ：長野県企画振興部総合政策課 

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

 

 

┏━┓ 

┃15┃【愛知】ウェブサイト「なごや SDGs街（マーチ）」を開設！ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「なごや環境大学」実行委員会 SDGs未来創造クラブでは、子どもたちにゲーム 

や動画等を通じて SDGsについて楽しく学べる機会を提供するため、ウェブサイ 

ト「なごや SDGs街（マーチ）」を新たに開設しました。 

 

詳  細：https://www.n-kd.jp/information/20201215.html 

 

主な内容：「SDGsってなに？」、「SDGs学習ツール」、「SDGsみんなのアイデア」、 

「SDGsチューブ」、「SDGs フィールド」、「ポイントをためてまちづくりをしよ 

う！SDGs 街（マーチ）ゲーム」など 

 

問 合 せ：「なごや環境大学」実行委員会 SDGs未来創造クラブ推進担当 

     （名古屋市環境局環境企画課内） 

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

 

 

┏━┓ 

┃16┃【愛知】「令和 2年版 環境白書」発行 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は「令和 2年版 環境白書」（令和元年度環境の状況及び環境の保全の施策 

に関する年次報告）を発行しました。1971 年の初刊発行以来 50冊目となります。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyo/r2kankyo-hakusyo.html 

 

内  容：本編は 2部構成となっており、巻末に、環境基準や各法令に基づく基 

準値などを資料編として加えています。 



○第 1部「特集」 

（特集 1）「環境白書」50年に見る愛知の環境のあゆみ 

（特集 2） 愛知県環境調査センターのリニューアル 

○第 2部「令和元年度の環境の状況と施策」 

発行部数：1,000 部（A4判、4色カラー、約 300ページ） 

配 布 先：市町村、県内公立図書館、大学、高校等へ無償配布。愛知県県民相 

談・情報センター（情報コーナー）において、有償（1 部 860円）で頒布。 

 

※「環境白書」は愛知県環境局 Web ページにも掲載されています。 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyo/0000057223.html 

 

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 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓  

┃１┃第 18 回ブリヂストンこどもエコ絵画コンクール 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ブリヂストンは、「こどもエコ絵画コンクール」を実施します。 

テーマは「せかいにつたえよう！すてきなしぜん」。 

環境や自然への想いを絵にして応募してください。 

 

詳  細：https://www.bridgestone.co.jp/sc/ecokaiga/guideline/ 

 

対  象：小学生以下の日本在住の方 

応募締切：2021年 1月 22日（金）必着 

 

問 合 せ：ブリヂストンこどもエコ絵画コンクール事務局 

     TEL：0120-841-496  FAX：050-3730-8670 

 

 

 



┏━┓ 

┃２┃第 15 回 JAF みんなのエコ川柳 作品募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）では、身近なエコをテーマとする川柳を 

募集しています。普段の生活で、エコなできごとや思い、心がけていること、 

クルマのこと…エコに関することを川柳の形にしてご応募ください。 

 

詳  細：https://jaf.or.jp/about-us/csr/senryu 

 

募集内容：エコ（エコロジー／エコノミー）な視点を題材とした川柳 

募集部門：(1) 大人（18 歳以上）部門 

     (2) 中高生部門 

     (3) 子ども（小学生以下）部門 

応募締切：2021年 1月 31日（日） 

 

主  催：一般社団法人日本自動車連盟（JAF） 

 

 

┏━┓ 

┃３┃緑の募金事業候補 募集（SDGs貢献使途限定募金） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

緑の募金では、SDGs達成への貢献に使途を限定した緑の募金（「SDGs貢献使 

途限定募金」）を開始する予定です。募金の実施にあたり、予め募金で支援 

する事業の候補を定め、市民や団体の皆様に明らかにするため、事業候補を 

募集しています。 

 

詳  細：http://www.green.or.jp/bokin/volunteer/sdgs-fundraising 

 

支援対象のテーマ： 

○安全・安心な生活環境の保全への貢献（SDGs目標 6、11貢献） 

○気候変動対策への貢献（SDGs目標 7、13 貢献） 

○生物多様性の保全と回復への貢献（SDGs 目標 14、15 貢献） 

募集締切：2021年 1月 15日（金） 

     ※メール（提出資料の添付）での応募のみ 

 

問 合 せ：公益社団法人国土緑化推進機構 



     TEL：03-3262-8457  FAX：03-3264-3974 

     メール：bokin@green.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃アウトドア環境保護基金（2020年度後期）募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

コンサベーション・アライアンス・ジャパン（アウトドア環境保護基金）は、 

アウトドアフィールドの保全のために活動している全国の団体に活動資金を 

助成しています。 

 

助成原則： 

(1) 自然が残された特定の土地や水域を、野生生物の生息地、またはアウト 

ドア・レクリエーションの機会を確保するために保全することを目的として 

いるプロジェクトであること。 

(2) 保全への取り組みを支援する草の根の市民による運動と連動している 

キャンペーンであること。 

(3) 測定可能な具体的な目標や活動対象、行動計画が策定されており、成果 

を図るために明確な判断基準が含まれているプロジェクトであること。 

(4) 比較的短期間（1～3年）で、完了または測定可能な顕著な前進が見込め 

るプロジェクトであること。 

助成金額：1 回あたり 50 万円（上限） 

申込締切：2021年 2月 15日（月） 

 

詳細・応募方法：https://outdoorconservation.jp/promotion-support 

（一般社団法人コンサベーション・アライアンス・ジャパンの Webサイト） 

 

 

┏━┓ 

┃５┃令和 3年度「地域発 元気づくり支援金」事業募集【長野】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県では、市町村や公共的団体等が住民とともに、自らの知恵と工夫により 

自主的、主体的に取り組む地域の元気を生み出すモデル的で発展性のある事業 

に対して、必要な経費を支援します。 

 

詳  細： 



https://www.pref.nagano.lg.jp/shinko/kensei/shichoson/shinko/shienkin/index.html 

 

対  象：市町村、広域連合、一部事務組合、公共的団体等（長野県内に事務所 

     を有し、公共的活動や地域づくり活動を行う NPO、協議会等） 

対象事業：・地域協働の推進   ・保健、医療、福祉の充実 

     ・教育、文化の振興  ・安全・安心な地域づくり 

     ・環境保全、景観形成 

     ・産業振興、雇用拡大（観光、農業、林業、商業） 

     ・市町村合併に伴う地域の連携の推進 

     ・その他（移住、結婚支援等） 

募集締切：2021年 2月 1日（月） 

     ※県全域重点テーマ「2050ゼロカーボン推進に向けた取組、地域 

      防災力の向上」は 2021年 3月 1 日（月）まで延長 

 

問 合 せ：長野県企画振興部地域振興課 

     TEL：026-235-7021  FAX：026-232-2557 

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

 

 

┏━┓ 

┃６┃令和 3年度なごや生物多様性保全活動協議会助成金 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

なごや生物多様性保全活動協議会では、自然環境保全の後継者育成を目的とす 

る活動を支援することで、次世代の担い手づくりや自然環境保全活動の創出を 

応援します。現在、助成団体を募集中です。 

 

詳  細：http://www.bdnagoya.jp/index.html 

 

対象団体：・営利を目的としない市民活動団体（法人格の有無や種類を問わず） 

     ・学校の部活動団体（指導者を有すること）、学校をサポートして 

      いる団体（PTA 等） 

助成対象活動：名古屋市及び周辺で実施される下記の活動 

(1) 自然環境保全活動の後継者育成活動（調査・研究・体験・学習活動など） 

(2) 部活動など学校における自然環境保全に関する調査・研究・体験・学習 

    活動 

応募締切：2021年 2月 10日（水）必着 



 

問 合 せ：なごや生物多様性保全活動協議会 

     （事務局：なごや生物多様性センター内） 

     TEL：052-831-8104  FAX：052-839-1695 

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

 

 

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