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

○●○ 

●○    そらいろ通信 ～EPO-Chubu メールマガジン～140号(2021.2.9) 

○ 

        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               ○● 

                                ○●○ 

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

 

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

中部地方 ESD／SDGs推進ネットワーク地域フォーラム 

「ローカル SDGsを目指した地域づくり！若い力を結集しよう！」 

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

中部地方 ESD活動支援センターは、中部大学中部高等学術研究所デジタルアース 

ルームをハブとしたオンラインネットワークによる SDGs に向けた地域課題解決の 

ためのディスカッションをオンラインで開催します。 

※ご注意：当日、ハブ会場（中部大学中部高等学術研究所デジタルアースルーム） 

への立入・入場は、関係者のみとなっております。 

 

詳  細： 

https://chubu.esdcenter.jp/hot_topics/210214esdsdgsnetworkforum/ 

 

開催日時：2021年 2月 14日（日）13：00～16：30 

開催方法：オンライン（YouTube ライブ配信） 

     ↓こちらからご自由にご視聴いただけます。 

     https://youtu.be/sHijK0IMydA 

主な内容： 

《第 1部》 

話題提供：地域と若者、SDGs へのアプローチ 

〇SDGs未来都市の取組～自治体の SDGs の施策や取組について～ 

・名古屋市環境局環境企画部環境企画課 

・富山市環境部環境政策課 

・金沢市都市政策局企画調整課 

〇若者にとっての SDGs～学習活動等の取組紹介や展望など～ 

・富山大学 学生グループ 

・金沢星稜大学 新広昭先生ゼミグループ 



・名古屋市立大学 三浦哲司先生ゼミグループ 

・中部大学 伊藤佳世先生ゼミグループ 

《第２部》 

ディスカッション：ローカル SDGs達成のために。すべきこと、できること！ 

「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、できることをディスカッションします。 

ファシリテーター：原理史（中部地方 ESD 活動支援センター責任者） 

総  括：伊藤恭彦氏（中部地方 ESD活動支援センター企画運営会議 座長） 

 

主  催：中部地方 ESD 活動支援センター（EPO中部内） 

協  力：中部大学中部高等学術研究所、国際 GISセンター問題複合体を対 

     象とするデジタルアース共同利用・共同研究拠点 

 

 

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

シンポジウム「ポストコロナ社会を生き抜く地域の知恵と持続可能性─新たな 

地域循環共生圏（ローカル SDGs）の創造─」（オンライン開催） 

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

環境省は、シンポジウム「ポストコロナ社会を生き抜く地域の知恵と持続可能性 

─新たな地域循環共生圏（ローカル SDGs）の創造─」を開催します。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/108971.html 

 

開催日時：2021年 2月 16日（火）14：30～17：30 

開催方法：オンライン開催 

定  員：500名 ※事前申込先着順 

主な内容： 

○鼎談「持続可能な地域づくり×DX（デジタルトランスフォーメーション）」 

○事例発表（広島県、大阪府枚方市、徳島県美波町、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（UNU-IAS OUIK）、 

一般社団法人 WheeLog） 

申込締切：2021年 2月 12日（金）17：00 

主  催：環境省 

共  催：国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS） 

     地球環境パートナーシッププラザ（GEOC） 

 



問 合 せ：〔シンポジウム事務局〕いであ（株） 

     TEL：045-593-7604  メール：partnership@ideacon.co.jp 

 

 

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

気候変動適応を考える中部カンファレンス『バッタは悪魔か救世主か？～変化 

する気候と昆虫たち』（オンラインセミナー） 

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

環境省中部地方環境事務所は、気候変動適応を考える中部カンファレンスをオ 

ンラインで開催します。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/to_2021/post_219.html 

 

開催日時：2021年 2月 27日（土）13：30～16：15 

開催方法：オンライン開催（WebEx） 

定  員：400名（事前登録制） 

主な内容： 

〇プロローグ／気候変動に備える「適応」とは？ 

〇講演「昆虫はどうして国境をこえるのか？─日本にせまりくる虫たち」 

〇講演「イナゴは食べ物！じゃあバッタは？─食文化の多様性と環境への適応」 

〇講演「なごや生物一斉調査 バッタ調査について」 

申込締切：2021年 2月 21日（日） 

 

問 合 せ：環境省中部地方環境事務所環境対策課 

     TEL：052-955-2134 

 

 

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

令和 3年度 地域循環共生圏づくりプラットフォームの構築に向けた地域循環共 

生圏の創造に取り組む活動団体の公募について 

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

環境省は、地域循環共生圏づくりプラットフォームの構築に向けた、「地域循 

環共生圏」の創造に取り組む活動団体を公募しています。 

（公募団体数：20団体程度） 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/109023.html 



 

対  象：地方公共団体又は地方公共団体と連携し地域循環共生圏創造に取り 

     組む民間団体若しくは協議会。また、複数の地方公共団体の連携に 

     よる団体についても対象とします。 

事業規模：環境整備に取り組む団体については、1団体当たり、200万円（税 

     込）を上限として、請負者が取組に要した経費を負担します。 

公募締切：2021年 2月 24日（水） 

 

問 合 せ：環境省大臣官房環境計画課 

     TEL：03-5521-8328 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃  ♪ 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.   イタセンパラの勉強会（Web開催） 

2.   NPO のための SDGs 活用ガイドブックの発行等について～SDGsで地域 

   の環境を守ろう～地域で活動する NPOのための SDGs活用ガイド～ 

3.  【長野】SDGsセミナー～経営戦略としての SDGs～ 

4.  【愛知・岐阜・三重】東海三県一市グリーン購入キャンペーン 

5.  【長野】SDGsを中核とする経営価値向上支援事業 成果報告会（オンライン） 

6.  【長野】南信州環境フェア 

7.  【愛知】低炭素水素シンポジウム（オンライン） 

8.  【三重】身近な冬鳥を観察しよう 

9.  【愛知】「あいち環境塾」オープン講座（オンライン） 

10. 【石川】いしかわの自然談話会 

11. 【愛知】藤前干潟 野鳥観察会 

12. 【愛知】なごや生物多様性シンポジウム～みんなでつなぐ生物多様性の未来～ 

13. 【三重】SDGsカフェ 無理なくできる SDGs 小店や中小企業の取り組み 

14. 【愛知】豊橋市「節電・省エネチャレンジキャンペーン」 

15. 【長野】信州環境カレッジ「信州ゼロカーボン WEB 講座」オープン！ 

16. 【石川】石川版「新しい暮らしのススメ」（動画） 



17. 【富山】環境先端県とやま PR動画を作成 

 

【募集情報】 

1.  公益信託地球環境日本基金 2021年度 募集 

2.  令和 3年度 東京動物園協会野生生物保全基金 助成対象活動 募集 

3.  2021 年度 緑の募金助成 募集 

4.  みんなに伝えたい！わたしの SDGs エピソード募集【石川】 

5.  2021 年度東海ろうきん NPO育成助成事業 募集【愛知・岐阜・三重】 

6.  あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業 

    2021 年度交付対象事業の企画提案を募集します！【愛知】 

7.  あなたが行う『森づくり活動』を募集します！【富山】 

8. 「ワンウェイ（使い捨て）プラスチックごみ削減取組」の表彰制度を創設 

    募集【愛知】 

9.  令和 2年度金沢 SDGs ツーリズム推進事業補助金 

    観光関連事業者を対象に SDGsを推進する先導的取組を募集【石川】 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

             ♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃イタセンパラの勉強会（Web開催） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

木曽川水系イタセンパラ保護協議会主催で、生物の保全に関心のある方を対象 

に「イタセンパラの勉強会」を開催します。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/pre_2021/-web-.html 

 

開催日時：2021年 2月 20日（土）13：30～15：00 

開催方法：Windows teams を使用したウェビナー形式での開催 

対  象：小学生高学年以上 

内  容：イタセンパラセミナー「木曽川のイタセンパラについて」 

定  員：100名（申込多数の場合は抽選） 

申込締切：2021年 2月 16日（火）必着 

 

問 合 せ：環境省 中部地方環境事務所 野生生物課 TEL：052-955-2139 



     国土交通省 中部地方整備局 河川環境課 TEL：052-953-8151  

 

 

┏━┓NPOのための SDGs 活用ガイドブックの発行等について～SDGsで地 

┃２┃域の環境を守ろう～地域で活動する NPOのための SDGs活用ガイド～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省が国際連合大学と共同運営している地球環境パートナーシッププラザ 

（GEOC：東京都渋谷区）は、「NPOのための SDGs活用ガイドブック」を作成しま 

した。また、GEOCと全国 8か所に環境省が設置している地方環境パートナーシッ 

プオフィスの機能や取組を事例から紹介した冊子を発行しています。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/109020.html 

 

《NPO のための SDGs活用ガイドブック》 

『SDGsで地域の環境を守ろう～地域で活動する NPOのための SDGs 活用ガイド～』 

主な内容：SDGs の概要と特徴、事例紹介、SDGs取組を始めるための Q&A、 

     SDGs ワーク 

詳  細：http://www.geoc.jp/activity/international/2664911.html 

 

《GEOC/EPO ネットワークの支援事例紹介冊子》 

『地域の力をつないで持続可能な社会をつくる～環境パートナーシップオフィ 

スの実践～』 

詳  細：http://www.geoc.jp/activity/domestic/2664910.html 

 

問 合 せ：環境省大臣官房総合政策課民間活動支援室 

     TEL：03-3406-5181 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【長野】SDGsセミナー～経営戦略としての SDGs～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県では、持続可能な開発目標（SDGs）をビジネスに活かすためのヒントを 

提供するため、県内企業向けにセミナーを開催いたします。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/happyou/210113.html 



 

開催日時：2021年 2月 19日（金）13：30～16：30 

     ※Web参加（講演のみ）の場合は、14：40まで 

開催場所：TOiGO トイーゴ大学習室 2・3及び Web開催（Zoom） 

     ※講演のみの場合は、Webにてご参加ください。 

主な内容：基調講演、施策紹介、ワークショップ 

定  員：〔講演及びワークショップ〕25 名 〔講演のみ〕100名 

     ※定員に達し次第締切 

申込締切：2021年 2月 15日（月） 

 

問 合 せ：長野県産業労働部産業立地・経営支援課 

     TEL：026-235-7195  FAX：026-235-7496 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【愛知・岐阜・三重】東海三県一市グリーン購入キャンペーン 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

東海三県一市グリーン購入キャンペーン実行委員会（愛知県、岐阜県、三重県、 

名古屋市等で構成）は、グリーン購入の普及と定着を図り、身近な消費行動を 

通して持続可能な社会の構築に寄与するため、「東海三県一市グリーン購入キ 

ャンペーン」を実施中です。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/2020greenkounyuucampaign.html 

 

実施期間：2021年 1月 22日（金）～2月 21日（日） 

 

実施内容：啓発物品の掲示やコーナーの設置 

     懸賞応募企画（参加店で環境ラベル付き商品、地元・旬のもの、詰 

     め替え商品又は環境配慮商品を購入して応募すると、抽選で合計 

     250名様に素敵なエコ商品をプレゼント 

参加店舗：東海三県内外のチェーンストア、スーパーマーケット、生活協同組 

     合、百貨店、コンビニエンスストア、ドラッグストア、ホームセン 

     ター等 4,637 店舗 

 

《東海三県一市グリーン購入キャンペーンのホームページ》 



https://www.pref.mie.lg.jp/eco/earth/12569014784.htm 

 

問 合 せ：令和 2年度東海三県一市グリーン購入キャンペーン事務局 

     愛知県環境局環境政策部環境活動推進課内 

     TEL：052-954-6241  FAX：052-954-6914 

 

 

┏━┓【長野】SDGsを中核とする経営価値向上支援事業 成果報告会 

┃５┃（オンライン） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県では、持続可能な開発目標（SDGs）をビジネスに活かすためのヒントを 

提供するため、県内中小企業の取組に関する成果報告会をオンライン開催いた 

します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/happyou/210120press2.html 

 

開催日時：2021年 2月 26日（金）13：30～16：00 

開催方法：Web開催（Zoom） 

主な内容： 

〇成果報告（(株)ウェルケアビューティー、(株)第一印刷、フレックスジャパ 

 ン(株)、(株)ミヤコー） 

〇パネルディスカッション（SDGsに関わる事業を始めたきっかけ、自社のあ 

 るべき姿等） 

定  員：100名（先着順） 

申込締切：2021年 2月 22日（月） 

 

問 合 せ：長野県産業労働部産業立地・経営支援課 TEL：026-235-7195 

     MS&AD インターリスク総研(株)      TEL：03-5296-8913 

 

 

┏━┓ 

┃６┃【長野】南信州環境フェア 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「南信州環境フェア」（主催：南信州環境フェア実行委員会）を開催します。 

ゼロカーボン社会の実現に向け、行政や事業者、市民など多様な主体が協働し 



て地球温暖化対策に取り組む環境先進地域づくりを目指します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/minaimchi/minaichi-kankyo/kannai/soshiki/kankyo#event 

 

開催日時：2021年 2月 27日（土）9：30開場 16：30まで 

開催場所：エス・バード 

     （長野県飯田市座光寺 3349-1南信州・飯田産業センター） 

内  容：気候変動対策シンポジウム（講演会、パネルディスカッション） 

     こどもエコ講座、エコカー展示・デモ走行、パネル展示・体験コーナー ほか 

     ※シンポジウムやエコ講座（一部）は事前申込が必要です。 

問 合 せ：南信州環境フェア実行委員会事務局 

     （長野県南信州地域振興局環境課） 

     TEL：0265-53-0434   

     メール：minamichi-kankyo@pref.nagano.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃７┃【愛知】低炭素水素シンポジウム（オンライン） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県（委託先：日本コンベンションサービス株式会社中部支社）は、水素の 

製造・輸送・利用に伴う二酸化炭素の排出が少ない「低炭素水素」の意義や重 

要性を広く発信するため、「低炭素水素シンポジウム」をオンラインで開催し 

ます。 

 

詳  細： 

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

 

開催日時：2021年 3月 1日（月）13：30～16：00 

開催方法：Web会議アプリ（Zoom Webinar）によるオンライン配信 

対 象 者：愛知県、岐阜県、三重県の事業者や一般県民など 

内  容：(1) 基調講演「脱炭素に向けて活発化する低炭素水素導入拡大」 

     (2) 低炭素水素認証制度説明 

     (3) 低炭素水素認証制度に基づく認定プロジェクト紹介 

     (4) パネルディスカッション 

定  員：200名程度（申込先着順） 



申込締切：2021年 2月 26日（金）17：00 

 

問 合 せ：日本コンベンションサービス株式会社中部支社 

     TEL：052-218-5822  FAX：052-218-5823 

     メール：LCH2_sympo@convention.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃８┃【三重】身近な冬鳥を観察しよう 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県総合博物館（MieMu）は、「身近な冬鳥を観察しよう」を開催します。 

今回は、館内で冬鳥の剥製を観察し、体形や生態について学んだ後、実際に安 

濃川河口に移動して野鳥を観察します。 

 

詳  細：https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0013700246.htm 

 

開催日時：2021年 3月 6日（土）9：30～11：15 

開催場所：三重県総合博物館および安濃川河口（三重県津市高洲町） 

集合場所：三重県総合博物館 2階 実習室 

対  象：小学生以上（小学生は保護者同伴） 

定  員：30名 

申込締切：2021年 2月 13日（土）※応募者多数の場合抽選 

 

問 合 せ：三重県総合博物館（MieMu） 

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

     メール：MieMu@pref.mie.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃９┃【愛知】「あいち環境塾」オープン講座（オンライン） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、「あいち環境塾」2021年度の塾生募集に先立ち、当塾をより多くの 

方に知っていただくため、当塾の雰囲気を体験できる「あいち環境塾」オープ 

ン講座を開催します。 

 

詳  細： 



https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/juku20210306.html 

 

開催日時：2021年 3月 6日（土）13：00～15：55 

開催方法：Zoom による配信 

対  象：愛知県在住の方又は愛知県内の企業、NPO、大学等に所属の方 

主な内容：卒塾生が語る会、講演会「2050 年カーボンニュートラルに向かう世 

     界と企業」（講師：高村ゆかり氏）、卒塾生による地域実践活動成 

     果発表 

定  員：なし 

申込締切：2021年 2月 26日（金） 

主  催：愛知県、公益財団法人名古屋産業科学研究所 

 

問 合 せ：公益財団法人名古屋産業科学研究所 

     TEL：052-223-6639  メール：kankyojuku@nisri.jp 

 

 

┏━┓ 

┃10┃【石川】いしかわの自然談話会 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

のと海洋ふれあいセンターは、いしかわの自然談話会を開催します。石川県の 

自然史（特に海とそこに住む生きもの、生息環境など）に関するちょっとした 

話題や関心事を題材に情報交換を行います。 

 

詳  細： 

https://ishikawashizen.jp/program2020/post-219.html 

 

開 催 日：2021年 3月 6日（土）（時間未定） 

開催場所：のと海洋ふれあいセンター 海の自然体験館 

     （石川県鳳珠郡能登町） 

対  象：石川県の自然に興味関心のある方 

定  員：40名ほど ※定員になり次第締切 

参 加 費：210円（入館料、中学生以下無料） 

 

問 合 せ：のと海洋ふれあいセンター 

     TEL：0768-74-1919  FAX：0768-74-1920 

     メール：nmci@notomarine.jp 



 

 

┏━┓ 

┃11┃【愛知】藤前干潟 野鳥観察会 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

世界的にも貴重な藤前干潟に飛来する野鳥を観察します。また、工作キットを 

使って鳥の飛ぶ仕組みを学びます。 

 

詳  細： 

https://www.city.nagoya.jp/minato/page/0000136614.html 

 

開催日時：2021年 3月 14日（日）9：30～正午 

開催場所：稲永ビジターセンター（名古屋市港区） 

募集定員：10組（小学校 4年生から 6年生とその保護者）（先着順） 

申込期間：2021年 2月 12日（金）～3月 5日（金） 

 

問 合 せ：名古屋市港区公害対策室（港保健センター内） 

     TEL：052-651-6493  FAX：052-651-5144 

     メール：a6516471-06@minato.city.nagoya.lg.jp 

 

 

┏━┓【愛知】なごや生物多様性シンポジウム 

┃12┃ ～みんなでつなぐ生物多様性の未来～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

なごや生物多様性センターと名古屋市立大学生物多様性研究センターがコラボ 

し、なごやの生物多様性についてのシンポジウムを開催します。次世代を担う 

若者と専門家が、それぞれの活動について発表・報告を行い、なごやの生きも 

のや自然をテーマに語り合います。 

 

詳  細：https://ikimono.city.nagoya.jp/ 

 

開催日時：2021年 3月 21日（日）9：30～17：00 

開催場所：名古屋市立大学病院 病棟・中央診療棟 3階大ホール 

     （名古屋市瑞穂区） 

定  員：100名（応募者多数の場合は抽選） 

申込締切：2021年 2月 28日（日）必着 



 

問 合 せ：名古屋市環境局なごや生物多様性センター 

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

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

 

 

┏━┓【三重】SDGsカフェ 

┃13┃ 無理なくできる SDGs 小店や中小企業の取り組み 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

四日市公害と環境未来館では SDGsカフェを開催します（四日市市エコパートナ 

ー事業／企画：なたね通信）。SDGsの取り組みで従業員や経営にどのような変 

化があったのか、事例を踏まえて紹介します。 

 

詳  細： 

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

 

開催日時：2021年 3月 18日（木）13：30～15：30 

開催場所：四日市市内（当選者に通知。オンライン開催に切替の場合あり） 

対  象：SDGs に関心のある方 

     （特に商店や中小企業の経営者・従業員向けの内容） 

定  員：30名（抽選） 

申込締切：2021年 3月 5日（金）必着 

 

問 合 せ：四日市公害と環境未来館 

     TEL：059-354-8065  FAX：059-329-5792 

     メール：kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp 

 

 

┏━┓ 

┃14┃【愛知】豊橋市「節電・省エネチャレンジキャンペーン」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

豊橋市は「節電・省エネチャレンジキャンペーン」を実施中です。今回は、令 

和 2年 12月から令和 3年 3 月までの期間に取り組んだ結果を募集します。 

目標を達成された方に「ステンレスタンブラー」を進呈します。また参加者全 

員に「LEDソーラーキーライト」を進呈します。 

 



詳  細：https://www.city.toyohashi.lg.jp/item/6655.htm#ContentPane 

 

応募締切：2021年 4月 20日（火）必着 

 

問 合 せ：豊橋市環境部再生可能エネルギーのまち推進課 

     TEL：0532-51-2419  FAX：0532-56-5126 

     メール：saiene@city.toyohashi.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃15┃【長野】信州環境カレッジ「信州ゼロカーボン WEB講座」オープン！ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

信州環境カレッジは、気候変動やゼロカーボンについてスマホやパソコンで学 

べる WEB 講座を開設しました。気候変動の基礎知識を、気象予報士・依田司さん 

の解説と確認テストで学べる「e ラーニング」のほか、小学生から大人まで世代 

ごとに具体的なテーマに沿った動画や、学びの仕上げ「信州ゼロカーボン検定」 

など、楽しみながら学ぶことができるコンテンツが盛り込まれています。 

 

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

※WEB 動画は随時追加・更新、「信州ゼロカーボン検定」は後日公開予定 

 

問 合 せ：信州環境カレッジ運営事務局 

     （一般社団法人 長野県環境保全協会内） 

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

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

 

 

┏━┓ 

┃16┃【石川】石川版「新しい暮らしのススメ」（動画） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議（石川県地球温暖化防止 

活動推進センター）では、推進員が日常生活で温暖化対策を実践し、一般家庭 

や事業所（オフィスや店舗）、学校などで温暖化対策が進むよう、石川版「新 

しい暮らしのススメ」（動画・YouTube）で紹介しています。 

 

詳  細： 



https://www.eco-partner.net/information/2021/01/post-2079 

 

内容（一部）： 

○お天気に強くなる～温暖化による気象災害に備える～ 

○家庭でできる地球への思いやり～エコクッキング～ 

○職場や家を片づけてエコに繋げよう！【企業編】【幼稚園編】 ほか 

 

発 信 元：公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議 

     石川県地球温暖化防止活動推進センター 

 

 

┏━┓ 

┃17┃【富山】環境先端県とやま PR動画を作成 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

レジ袋無料配布廃止をはじめ、「環境先端県」として全国に先駆けた幅広い取 

組みを進めてきた富山県は、県民・企業・関係団体・市町村等と連携して実施 

してきたこれまでの歩みを県内外に発信する PR動画を作成しました。 

 

詳  細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1705/kj00023111.html 

 

主な内容： 

(1) 県単位でのレジ袋無料配布廃止 

(2)「G7富山環境大臣会合」の開催 

(3)「3R推進全国大会 in 富山」の開催 

(4) 食品ロス削減のための商習慣見直し等に関する共同宣言 

(5) SDGs 未来都市への選定 

(6)「世界で最も美しい湾クラブ」世界総会 in富山の開催 

(7) とやまゼロカーボン推進宣言 

【動画再生時間：7分 33 秒】 

 

発 信 元：富山県生活環境文化部 環境政策課 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



┏━┓  

┃１┃公益信託地球環境日本基金 2021 年度 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益信託地球環境日本基金では、開発途上地域における環境保全に寄与する各 

種事業に助成を行っています。2021 年度の助成対象となる事業を募集中です。 

 

詳  細： 

https://www.gef.or.jp/news/info/chikyukankyonihonkikin2021boshu/ 

 

助成対象：つぎの事業を行なう団体もしくは個人 

(1) 開発途上地域における地球環境の保全に資する調査・研究事業 

(2) 開発途上地域における地球環境の保全に資する情報・知識の普及に関する 

    事業（国際協力に関する活動等を含む） 

(3) 開発途上地域における地球環境保全に資する植林、森林保護、野生生物保 

  護（生物多様性の保全に資するものも含む）、砂漠化防止等の事業 

※2021年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、上記内容の活動を 

日本国内でのみ行う場合も、助成対象とする。 

助成総額：1,600 万円を交付予定（助成対象件数 10件程度） 

申込締切：2021年 2月 26日（金）（当日必着） 

 

問 合 せ：〔運営協力機関〕一般財団法人地球・人間環境フォーラム 

     TEL：03-5825-9735  メール：iinuma@gef.or.jp 

     〔受託者〕三井住友信託銀行株式会社 個人資産受託業務部 

 

 

┏━┓  

┃２┃令和 3年度 東京動物園協会野生生物保全基金 助成対象活動 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人東京動物園協会は、東京動物園協会野生生物保全基金助成事業の 

対象となる活動について募集を行います。 

 

詳  細：https://www.tokyo-zoo.net/fund/application.html 

 

助成対象：助成対象となる保全活動に限定せず、野生生物保全活動の実績が 1 

     年以上あり、かつ、政治活動、宗教活動または営利事業を主たる目 

     的としない団体あるいは個人 



対象活動：動物園・水族館の発展振興に資するとともに、野生生物保全を積極 

     的に進める活動 

募集部門： 

〔一般部門〕3部門合計 10件程度 

(1) 保全活動：野生生物保全のための実践的な活動 

(2) 調査研究：野生生物の保全に資する基礎的調査や技術的研究 

(3) 普及啓発：野生生物保全を目的としておこなう、野生生物や環境への理解 

       促進や意識向上を図る活動 

〔東京動物園協会保全パートナー部門〕1件 

協会が設定した公募テーマに基づく活動（3年間継続）を募集。 

公募テーマ：「都立動物園・水族園における希少野生生物の域外保全活動」 

応募締切：2021年 2月 28日（日） 

 

問 合 せ：公益財団法人東京動物園協会 

     東京動物園協会野生生物保全基金事務局（恩賜上野動物園内） 

     TEL：03-3828-8235  FAX：03-3828-8237 

     メール：twcf@tokyo-zoo.net 

 

 

┏━┓  

┃３┃2021年度 緑の募金助成 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

緑の募金では、森づくりや人と自然がつながる社会づくりを応援しています。 

 

詳  細：http://www.green.or.jp/bokin/volunteer/activity-support 

 

対象活動：森林ボランティア、里山保全団体および NPO 等による以下の活動 

(1) 国内外の森と人を元気にする活動 

(2) 地球の緑を増やし、地球温暖化防止や生物多様性保全に貢献する活動 

(3) 森づくりのリーダーを育てる活動 

(4) 森や里山で子どもたちを育むことができる活動 

事業の種類： 

〔一般公募事業〕森林整備・緑化推進・国際協力 

〔次世代育成公募事業〕次世代の森づくりを担う人材育成事業 

〔都道府県緑推推薦事業〕子どもたちの未来の森づくり事業 

応募締切：2021年 3月 15日（月） 



 

問 合 せ：〔一般公募 国内事業関係・次世代育成公募事業〕 

     公益社団法人国土緑化推進機構 メール：m-bokin@green.or.jp 

     〔一般公募 国際協力事業〕 

     公益社団法人国土緑化推進機構 メール：support-ngo@jifpro.or.jp 

     〔都道府県緑推推薦事業（子どもたちの未来の森づくり事業）〕 

     実施箇所の各都道府県緑化推進委員会 事務局 

 

 

┏━┓  

┃４┃みんなに伝えたい！わたしの SDGsエピソード募集【石川】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

IMAGINE KANAZAWA 2030 推進会議事務局では、あなたの身の回りで起こった SDGs 

なエピソードを募集しています。心に響くエピソードをご応募ください。 

 

詳  細：https://kanazawa-sdgs.jp/2021/01/20/sdgs-episode/ 

 

テ ー マ：あなたのとっておきの SDGs なエピソード（200～300字程度） 

応募資格：金沢市および近隣市町※在住の方なら、どなたでも応募可能です。 

     ※白山市、かほく市、野々市市、津幡町、内灘町 

募集締切：2021年 2月 28日（日） 

 

問 合 せ：金沢市都市政策局企画調整課 

     （IMAGINE KANAZAWA 2030 推進会議事務局） 

     FAX：076-264-2535  メール：kikaku@city.kanazawa.lg.jp 

 

 

┏━┓  

┃５┃2021年度東海ろうきん NPO育成助成事業 募集【愛知・岐阜・三重】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

東海ろうきん NPO育成助成事業では、東海 3県（愛知県、岐阜県、三重県）にお 

いて、地域・社会課題の解決や働く人のサポート等に取り組む NPO等民間非営利 

団体に資金提供などの支援を行います。 

 

詳  細：https://www.crcdf.or.jp/ 

 



対  象：NPO等の民間非営利団体。法人格の種類や有無を問わない。 

     東海 3県のいずれかに事務所を置き、東海 3 県を主な活動の場とする団体。 

     ※他条件は Web ページでご確認ください。 

助成部門：〔新規事業創出部門〕…1件 30 万円まで 

     〔事業の継続発展部門〕…1件 100 万円まで 

     〔組織強化部門〕…1件 100 万円まで 

応募受付：2021年 2月 15日（月）～2月 26日（金） 

 

問 合 せ：一般財団法人中部圏地域創造ファンド 

     FAX：052-228-0360  メール：crcdf@crcdf.or.jp 

 

 

┏━┓あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業 

┃６┃2021年度交付対象事業の企画提案を募集します！【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、「あいち森と緑づくり税」を活用して、「あいち森と緑づくり環境 

活動・学習推進事業交付金」による支援を行っています。2021 年度に実施する 

交付対象事業の企画提案を募集します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/0000023749.html 

 

対象団体：NPO、ボランティア団体、農協、漁協、森林組合、自治会、私立 

     学校、市町村等（愛知県内に活動の拠点を置く、5人以上の団体） 

対象事業：(1) 森・緑の育成活動事業 

     (2) 水と緑の恵み体感事業 

     (3) 森林生態系保全の学習事業 

     (4) 太陽・自然の恵み学習事業 

     (5) 独自提案による環境保全活動・環境学習事業 

募集締切：2021年 3月 1日（月）17：30（必着） 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策部環境活動推進課 

     TEL：052-954-6240  メール：kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓  



┃７┃あなたが行う『森づくり活動』を募集します！【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県では「水と緑の森づくり税」を活用し、令和 3年度に県民の皆さんが自ら 

企画、実践する森づくり事業を募集します。 

 

詳  細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1603/kj00011455.html 

 

対象事業：富山県の森林内（民有林）での活動を主とし、次のいずれかを目的 

     とする事業 

     (1) 森林の整備や森林空間の利活用を推進する事業 

     (2) 県民の森づくりに対する意識の醸成を図る事業 

     (3) 木竹等の森林資源の利活用を促進する事業 

対 象 者：提案した事業を会員自らが実践することのできる団体、グループなど 

応募期間：2021年 2月 18日（木）～3月 19日（金） 

 

問 合 せ：富山県農林水産部森林政策課 

     TEL：076-444-3385  FAX：076-444-4428 

 

 

┏━┓「ワンウェイ(使い捨て)プラスチックごみ削減取組」の表彰制度を創設 

┃８┃ 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

消費者、事業者、行政の 112 団体で構成する「ごみゼロ社会推進あいち県民会議 

（会長：愛知県知事）」では、この度、新たにワンウェイ（使い捨て）プラスチ 

ックごみの削減に関し、特に優れた取組を実施した事業者や団体を表彰する制度 

を創設し、募集を行っています。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/gomizero-award2021.html 

 

対 象 者：愛知県内に本社又は事業所（店舗や工場、営業所等）のある事業者 

     愛知県内に事務所又は活動の本拠地を置く団体（個人の方の応募は 

     できません。） 

対象取組：愛知県内で実施したワンウェイ（使い捨て）プラスチックごみの 

     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）や代替製品の利活用の取組など。 



募集締切：2021年 3月 31日（水）必着 

 

問 合 せ：ごみゼロ社会推進あいち県民会議事務局 

     （愛知県環境局資源循環推進課） 

     TEL：052-954-6234  FAX：052-953-7776 

     メール：junkan@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓令和 2年度金沢 SDGs ツーリズム推進事業補助金 

┃９┃観光関連事業者を対象に SDGsを推進する先導的取組を募集【石川】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

金沢の観光に関わる宿泊、交通、飲食、小売、アクティビティ等の事業者による 

SDGsの推進に関する先導的なアイデアや企画を募集し、その取組を支援します。 

 

詳  細：https://kanazawa-sdgs.jp/2021/01/08/r2hojo/ 

 

対  象：金沢市内に事務所や店舗等を設置している観光関連事業者（宿泊、 

     交通、飲食、小売、アクティビティ等の事業者）であること 他 

対象事業：SDGsの 17の目標のいずれかの達成に資する先導的な取組であること 

取 組 例：・食品ロスをなくす取組 

     ・SDGsを体感できる体験プログラムの造成販売 

     ・環境やフェアトレードに配慮したアメニティへの切り替え 

     ・従業員の働き方改革につながる取組 

     ・自動車の利用を抑制する取組  等 

提出期限：2021年 2月 12日（金）17：00 

 

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） 

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

 

 

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