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┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃  ♪ 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. 「日本自然保護大賞 2021」授賞記念シンポジウム（オンライン） 

2. 【長野】こどもエコ講座 

3. 【愛知】「もりの学舎」春休み特別企画 

4. 【福井】ふるさと探究講座「若狭で体験！自然環境と私たちの今」 

5. 【愛知】藤前干潟 ガタレンジャーJr. 2021 参加者募集 

6. 【愛知】「プラスチック循環セミナー～動脈と静脈の実態を踏まえて～」 

7. 【三重】ワーケーションキックオフイベント 

8. 【石川】令和 3 年度大杉わくわく自然塾 

9. 【愛知】環境共生・環境創造 講演会 

10.【長野】動画「～ストップ気候変動～世界と長野の未来を考えよう！」の 

  作成・公開 

11.【石川】SDGs宣言（食品ロス削減関連）しませんか？ 

12.【石川】北陸 ESD推進コンソーシアムからの重要なお知らせ 

 

【募集情報】 

1.  自然公園等保護基金 事業募集 

2.  タカラ・ハーモニストファンド助成事業 募集 

3.  2021 年度自然体験活動支援事業 

   「第 20回トム･ソーヤースクール企画コンテスト」募集 

4.  あいち森と緑づくり都市緑化推進事業 



    市民団体による県有地での緑化事業 2021 年度 企画提案 募集【愛知】 

5.  あいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業 

    2021 年度の企画提案 募集【愛知】 

6. 「2021年信州エコ大賞」候補募集【長野】 

7.  第 8 期長野県自然保護レンジャー 募集【長野】 

8.  環境をテーマとしたポスター 募集【富山】 

9.  さばえ SDGsグローカルクラブ登録（企業・団体）募集【福井】 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

             ♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃「日本自然保護大賞 2021」授賞記念シンポジウム（オンライン） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

自然保護と生物多様性保全に大きく貢献した、子どもから大人まですべての個 

人や団体、企業、自治体等を表彰する「日本自然保護大賞」。第 7 回受賞者のみ 

なさんから、地域の自然に根ざし、新しい発想や多様な協働で取り組まれてい 

る活動の成果をご発表いただきます。 

 

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

 

開催日時：2021年 3月 13日（土）14：00～17：00 

参加方法：YouTube ライブ配信をご視聴ください（無料、申込不要）。 

     https://youtu.be/FRyD_SxrOus 

主な内容：受賞者による活動発表（大賞 3 件、特別賞 3 件） 

 

問 合 せ：公益財団法人日本自然保護協会 

     TEL：03-3553-4102  メール：award@nacsj.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃２┃【長野】こどもエコ講座 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

飯田脱炭素社会推進協議会は、ゼロカーボン（脱炭素）社会を目指すため、自 

然エネルギーを利用した蓄電式ソーラーカー作りを通して環境に優しいエネル 

ギーについて学ぶ、小学生の親子を対象とするエコ講座を開催します。 

https://www.nacsj.or.jp/award/symposium.php
https://youtu.be/FRyD_SxrOus
mailto:award@nacsj.or.jp


 

詳  細： 

https://www.city.iida.lg.jp/site/ecomodel/2021-03-20kodomoecokouza.html 

 

開催日時：2021年 3月 20日（土） 

     〔1回目〕9：00～10：00 〔2回目〕11：00～12：00 

開催場所：飯田市役所 C棟 311～313 会議室（長野県飯田市） 

対  象：小学生と保護者 

内  容：飯田市環境アドバイザー湯澤眞理子氏の蓄電式ソーラーカーづくり 

定  員：各回 16 組 32名（計 32組 64名） 

参 加 費：500円（親子 1組、ソーラーカー材料費） 

申込期限：2021年 3月 12日（金）※申込順 

 

問 合 せ：飯田脱炭素社会推進協議会 

     事務局：飯田市環境モデル都市推進課 

     TEL：0265-22-4511（代表）内線 3474 

 

 

┏━┓  

┃３┃【愛知】「もりの学舎」春休み特別企画 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県及び特定非営利活動法人もりの学舎自然学校では、「もりの学舎」春休 

み特別企画を実施します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/r2spring.html 

 

開催期間：2021年 3月 20日（土・祝）～4月 4日（日） 

実施場所：愛・地球博記念公園（モリコロパーク）内もりの学舎 

     （愛知県長久手市） 

内  容：木の実や枝などの自然素材を使った工作「森のフォトフレーム」 

     光をテーマにした牛乳パックリサイクル工作「光の小箱」 

     リサイクル木粉粘土を使った鉛筆づくり工作「えんぴつづくり」 

     自然の音をテーマにした自然遊び体験「こんこんなんのおと」など 

 

問 合 せ：もりの学舎 

https://www.city.iida.lg.jp/site/ecomodel/2021-03-20kodomoecokouza.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/r2spring.html


     TEL：0561-61-2315  FAX：0561-61-2328 

     メール：support@mori-manabi.org 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【福井】ふるさと探究講座「若狭で体験！自然環境と私たちの今」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井ライフ・アカデミーは、ふるさと探究講座を開催します。今回は「福井県 

年縞博物館」や「三方五湖自然観察棟」、「福井県海浜自然センター」をバスで 

巡り、若狭の自然の魅力に迫るとともに、貴重な自然環境を脅かす環境問題と 

自然保護の観点から“私たちの今”について考えます。 

 

詳  細： 

http://www2.pref.fukui.jp/event/view.php?event_cod=Wd070a161127199195 

 

開催日時：2021年 3月 26日（金）9：00～16：50 

集合場所：福井県生活学習館（ユー・アイ ふくい）西側駐車場 

講  師：松村 俊幸 氏（元福井県自然保護センター所長） 

定  員：20名（福井県民どなたでも） 

     ※抽選により参加者を決定 

申込締切：2021年 3月 16日（火）17：00 

 

問 合 せ：福井県生活学習館内 福井ライフ・アカデミー本部 

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

 

 

┏━┓  

┃５┃【愛知】藤前干潟 ガタレンジャーJr. 2021 参加者募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「ガタレンジャーJr.」とは、名古屋港に残された藤前干潟で小学 4 年生から中 

学生までを対象に行う「環境学習プログラム」です。 

 

詳  細： 

http://fujimae.org/modules/news/article.php?storyid=543 

 

対  象：新小 4～中 3で、原則すべてのプログラムに参加できる人 

mailto:support@mori-manabi.org
http://www2.pref.fukui.jp/event/view.php?event_cod=Wd070a161127199195
http://fujimae.org/modules/news/article.php?storyid=543


開催時期：2021年 4月～2022年 3月（計 6 回） 

定  員：若干名 

参 加 費：3,000 円（通信費、保険料など） 

応募締切：2021年 3月 20日（土）※締切前に募集を打ち切る場合あり 

 

問 合 せ：NPO法人藤前干潟を守る会 

     TEL：080-5157-2002（9：30～16：00／月・第 3水曜は原則不通） 

     メール：info@fujimae.org 

 

 

┏━┓【愛知】「プラスチック循環セミナー～動脈と静脈の実態を踏まえて～」 

┃６┃ オンライン配信 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は「プラスチック循環セミナー～動脈と静脈の実態を踏まえて～」をオ 

ンラインで配信します。本セミナーでは、愛知県からの報告のほか、有識者に 

よる講演や先進事業者による事例紹介もあります。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/plasticseminar2020.html 

 

配信期間：2021年 3月 15日（月）10：00～3月 21日（日） 

視聴方法：YouTube（オンデマンド配信） 

内  容： 

・講演「プラスチック循環とライフサイクル CO2」 

 後藤尚弘氏（東洋大学情報連携学部教授） 

・事例紹介 

「マテリアルリサイクルを通じて見える実情と課題」 

「混合廃棄物からのプラスチックの高度選別 

 ～人とロボットの協働による選別能力とリサイクル率の向上～」 

・調査報告「愛知県内のプラスチック循環に関する調査結果」 

 

問 合 せ：株式会社エックス都市研究所（県業務委託先） 

     TEL：052-485-5894  メール：aichi-junkan@exri.co.jp 

 

 

┏━┓【三重】ワーケーションキックオフイベント 

┃７┃ ～企業視点でワーケーションを語りつくす～ 

mailto:info@fujimae.org
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/plasticseminar2020.html
mailto:aichi-junkan@exri.co.jp


┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県は、首都圏等都市部の企業や個人のワーケーション受入れを推進してい 

くためのプロジェクトを今年度から始動しています。このプロジェクトのキッ 

クオフとして、国内外でワーケーションを実践するなど働き方改革に先進的に 

取り組んでいる方々に、企業視点で三重県におけるワーケーションについて語 

り合っていただくオンラインイベントを開催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031100327.htm 

 

開催日時：2021年 3月 16日（火）19：00～21：00 

開催方法：オンライン（YouTube Live）※事前申込制・定員なし 

対  象：ワーケーションに関心がある企業およびワーカー 

主な内容： 

【第 1部】三重県のワーケーション取組紹介 

「“みえモデル”ワーケーションプロジェクト始動！」 

 プレゼンター：三重県知事 鈴木英敬（事前収録によるプレゼンテーション）    

【第 2部】トークセッション 

申込期限：2021年 3月 16日（火）9：00 

 

問 合 せ：三重県雇用経済部三重県営業本部担当課 

     TEL：059-224-2386  FAX：059-224-3024 

     メール：eigyo@pref.mie.lg.jp 

     （企画運営） 

     株式会社 Public dots & Company 

     メール：info@publicdots.com 

 

 

┏━┓ 

┃８┃【石川】令和 3 年度大杉わくわく自然塾 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

里山自然学校大杉みどりの里は、「令和 3年度大杉わくわく自然塾」の参加者を 

募集しています。今まであまり野外活動をしたことのない親子、興味のある親子 

のための入門プログラムです。年間 4回の開催予定で、それぞれの四季を活かし、 

年齢に応じた活動内容となっています。 

 

https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031100327.htm
mailto:eigyo@pref.mie.lg.jp
mailto:info@publicdots.com


詳  細： 

https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/satoyamashizengakkou/sankasyabosyuu/8781.html 

 

《ジュニアクラス》 

 対象者：小学校 3～6年生とその保護者（家族 30組） 

 参加費：4 回・1 人 5,000 円 

《キッズクラス》 

 対象者：年中児～小学校 2 年生とその保護者（家族 20 組） 

 参加費：4 回・1 人 3,000 円 

応募締切：2021年 3月 21日（日）※郵便の場合は 3月 19 日（金）必着 

     ※応募者多数の場合は抽選 

 

問 合 せ：里山自然学校 大杉みどりの里 

     TEL：0761-46-1812  FAX：0761-46-1811 

     メール：midorinosato@city.komatsu.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃９┃【愛知】環境共生・環境創造 講演会 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

一般社団法人環境創造研究センターは、環境共生・環境創造 講演会を開催します。 

 

詳  細：https://www.kankyosoken.or.jp/event/210322.html 

 

開催日時：2021年 3月 22日（月）15：00～16：30 

開催方法：会場／オンライン（ZOOM 使用） 

開催場所：ウインクあいち 11階 1102 会議室（名古屋市中村区） 

基調講演： 

「愛知・名古屋から考える農林業のテロワール（風土）・土地利用：生物多様 

 性条約・ポスト愛知目標を見据えて SDGsへ」 

 香坂 玲氏（名古屋大学大学院 環境学研究科 教授） 

申込締切：2021年 3月 18日（木） 

 

問 合 せ：一般社団法人環境創造研究センター 

     メール：cca-info@kankyosoken.or.jp 

 

https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/satoyamashizengakkou/sankasyabosyuu/8781.html
mailto:midorinosato@city.komatsu.lg.jp
https://www.kankyosoken.or.jp/event/210322.html
mailto:cca-info@kankyosoken.or.jp


 

┏━┓【長野】動画「～ストップ気候変動～世界と長野の未来を考えよう！」 

┃10┃ の作成・公開 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「NAGANO SDGs PROJECT」企画、「長野県環境保全協会」協賛による動画「～ス 

トップ気候変動～世界と長野の未来を考えよう！」を作成・公開しています。 

 

詳  細：http://nace.main.jp/info/2021/01/21154906/ 

 

主な内容：「世界の気候変動について」、「温暖化で起きること」、 

     「長野県特有の気候変動」、「私たちは何をするべきか」、 

     「私たちにできることは？」、「CO2 排出量をゼロにするには？」 

解  説：江守 正多氏（国立環境研究所地域環境研究センター 副センター長） 

動画時間：約 40分 

 

《動画（YouTube）はこちらから》 

 https://www.youtube.com/watch?v=WfSWtUYGRpY&feature=youtu.be 

 

企  画：NAGANO SDGs PROJECT 

協  賛：一般社団法人長野県環境保全協会 

 

 

┏━┓ 

┃11┃【石川】SDGs宣言（食品ロス削減関連）しませんか？ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

小松市では、事業所・団体等が「SDGs宣言」を行い、その取組を発信していま 

す。食品関連事業所については、食品ロス削減に関する取組内容をさらに宣言 

していただき、「食品ロスが出ないまち“こまつ”」を目指します。 

 

詳  細： 

https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/ecology_suishin/oshirase/11903.html 

 

登録方法：「SDGs宣言（食品ロス削減関連）登録書」に必要事項を記入して提出 

     （持参、メールまたは FAX） 

※石川県「美味しいいしかわ食べきり協力店」登録制度と連動しており、この 

「SDGs宣言（食品ロス削減関連）」に登録された場合、石川県へ自動的に登録と 

http://nace.main.jp/info/2021/01/21154906/
https://www.youtube.com/watch?v=WfSWtUYGRpY&feature=youtu.be
https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/ecology_suishin/oshirase/11903.html


なります。 

 

問 合 せ：小松市産業未来部エコロジー推進課 

     TEL：0761-24-8067  FAX：0761-23-6404 

     メール：eco@city.komatsu.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃12┃【石川】北陸 ESD 推進コンソーシアムからの重要なお知らせ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

北陸 ESD 推進コンソーシアムからの重要なお知らせです。 

 

(1) 2020 年度 SDGs達成に向けた e ラーニング教材（実践編）【動画】の完成と 

  公開について 

(2) 2020 年度 成果報告書の公開について 

(3) ホームページ改築・移転に伴う一時閉鎖と再開後の情報提供について 

 

詳  細： 

http://chubu.esdcenter.jp/wp-content/uploads/sites/5/2021/02/hokuriku.pdf 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓  

┃１┃自然公園等保護基金 事業募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

自然公園等保護基金は、日本国内の自然公園等におけるすぐれた自然環境の保存 

及び活用に関する実践活動、普及啓発活動等を行う団体の活動支援を行います。 

 

詳  細：https://kosuikyo.com/%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91-2 

 

助成対象：日本国内で実施される(1)～(3)をすべて満たした事業 

(1) 自然環境保全のため、実践・啓発・調査・研究等の事業であること 

(2) 継続性かつ発展性のある事業であること 

(3) 公益法人等公益的な法人が行う営利を目的としない事業であること 

mailto:eco@city.komatsu.lg.jp
http://chubu.esdcenter.jp/wp-content/uploads/sites/5/2021/02/hokuriku.pdf
https://kosuikyo.com/%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91-2


助 成 額：総額 8千万円（1 団体あたり上限 100万円。国や自治体など行政との 

     協働事業については上限 3千万円 

募集締切：2021年 3月 19日（金）※資料郵送の場合は当日消印有効 

 

問 合 せ：公益財団法人公益推進協会事務局 

     TEL：03-5425-4201  FAX：03-5405-1814 

     メール：info＠kosuikyo.com 

 

 

┏━┓  

┃２┃タカラ・ハーモニストファンド助成事業 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益信託タカラ・ハーモニストファンドでは、森林・草原や水辺の自然環境を 

守る活動や研究を助成しています。2021年度の助成対象事業を募集中です。 

 

詳  細：https://www.takara.co.jp/environment/fund/yoko.html 

 

助成対象：以下の(1)～(3)の内容に関する実践的な活動及び研究 

(1) 日本国内の森林・草原、木竹等の緑を保護、育成するための活動または研究 

(2) 日本国内の海・湖沼・河川等の水辺の良好な自然環境を整備するための活動 

    または研究 

(3) 日本国内の緑と水に恵まれた良好な自然環境の保全及び創出に資するための 

    活動または研究 

助成件数：10件程度（助成金総額は 500万円程度） 

応募締切：2021年 3月末日必着 

 

問 合 せ：公益信託タカラ・ハーモニストファンド事務局 

     みずほ信託銀行株式会社 京都支店 営業第二課 

     TEL：075-211-6231  FAX：075-212-4915 

 

 

┏━┓2021年度自然体験活動支援事業 

┃３┃「第 20回トム･ソーヤースクール企画コンテスト」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団では、自然体験活動にとって大切な 

「企画力」の向上を図ることを目的に「トム･ソーヤースクール企画コンテスト」 

https://www.takara.co.jp/environment/fund/yoko.html


を開催しています。全国からユニークで創造性に富んだ自然体験活動の企画案を 

募集します。今年は第 20回記念として、実施支援金を 20 万円に増額し贈呈します。 

 

詳  細：http://www.shizen-taiken.com/contest2021/2021infof.html 

 

募集内容：小・中学生が概ね 10 人程度参加する、ユニークで独創性にあふれた 

     自然体験活動の企画（ジャンル不問） 

対象部門：(1) 学校部門：小学校・中学校。小中学校の委託または協力を得て 

        当該活動を主催する団体 

     (2) 一般部門：定款・規約等があり、組織として活動している団体 

応募締切：2021年 5月 17日（月）消印有効 

選  考：学校部門、一般部門の中から計 50 団体を選考し、実施支援金として 

     各 20万円を贈呈。参加賞あり。 

 

問 合 せ：公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団 

     「トム・ソーヤースクール企画コンテスト」係 

     TEL：072-752-4335  FAX：072-752-2473 

     メール：info-foundation@ando-zaidan.jp 

 

 

┏━┓あいち森と緑づくり都市緑化推進事業 

┃４┃市民団体による県有地での緑化事業 2021年度 企画提案 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、あいち森と緑づくり都市緑化推進事業について 2021年度の企画提案 

を募集します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koen/kenminsanka3.html 

 

対象事業：県営都市公園などの県有地において県民参加による樹林地整備、植栽、 

     ビオトープづくり整備などの緑づくり活動、体験学習や都市緑化の普 

     及啓発を市民団体が主体となって実施する事業 

募集対象：NPO、ボランティア団体、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、 

     自治会、学校等（国立、県立の機関を除く。） 

     愛知県内に活動の拠点を置き、団体構成員自ら活動を行う 5人以上の 

     団体（団体構成員は主として愛知県内在住・在勤・在学の者） 

http://www.shizen-taiken.com/contest2021/2021infof.html
mailto:info-foundation@ando-zaidan.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koen/kenminsanka3.html


交 付 額：1 件当り 10 万円以上、300万円以下 

提出期限：2021年 4月から事業を開始したい場合は 2021年 3月 11日（木） 

 

※2021年 5月以降に事業を開始したい場合は、事業着手の 3週間前までに提出 

 1年を通じて随時募集、予算の都合により年度途中で募集打切の場合あり 

 

問 合 せ：愛知県都市整備局都市基盤部公園緑地課 

     TEL：052-954-6526  メール：koen@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓あいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業 

┃５┃2021年度の企画提案 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、「あいち森と緑づくり税」を活用し、県民、事業者、NPO、行政等 

の地域の様々な立場の人々が協働して、生き物の生息生育空間を保全・再生・ 

創出し、地域の生態系ネットワークを形成する事業を支援しています。 

この度、2021年度に実施する企画提案事業を募集します。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/nwkeisei03.html 

 

対象団体：生態系ネットワークの形成を目的とする、NPO・ボランティア団体・ 

     農協・漁協・森林組合・自治会・大学・企業・市町村等の複数の 

     団体から構成される団体 

対象事業：・ビオトープ創出事業 

     ・ビオトープ維持・向上事業 

     ・調査事業 

募集締切：2021年 3月 18日（木）17：00（※郵送の場合は当日必着） 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策部自然環境課 

     国際連携・生態系グループ 

     TEL：052-954-6229  メール：shizen@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃６┃「2021年信州エコ大賞」候補募集【長野】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

mailto:koen@pref.aichi.lg.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/nwkeisei03.html
mailto:shizen@pref.aichi.lg.jp


一般社団法人長野県環境保全協会は、「2021年信州エコ大賞」の候補を募集し 

ます。 

 

詳  細：http://nace.main.jp/ecogp/2021/02/26090809/ 

 

表彰対象： 

・信州エコ大賞は、長野県内に於いて環境保全に貢献し実績顕著な個人、団体、 

 企業に贈ります。 

・審査は、社会活動、企業内活動、エコ商品開発などで、他への影響や広がり、 

 継続性などの功績について審査の対象とします。 

・過去に選考外となったものも再度、推薦対象とします。 

賞の種類：「信州エコ大賞」及び「奨励賞」…個人・団体を対象 

     「信州エコ大賞企業賞」…企業を対象 

募集締切：2021年 4月 7日（水）各支部必着 

 

問 合 せ：一般社団法人長野県環境保全協会 

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

     メール：nace@janis.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃７┃第 8期長野県自然保護レンジャー 募集【長野】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県は、長野県の美しい自然環境を守り、将来に引き継ぐためにボランティ 

アとして活動していただく「第 8期長野県自然保護レンジャー」を募集します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/shizenhogo/happyou/20210222press.html 

 

委嘱期間：令和 3年 6 月 1日から令和 6年 5月 31日まで（3年間） 

応募条件：・活動しようとする地域の自然環境について理解に努め、積極的に 

      活動すること 

     ・ボランティアとして、自然公園等の保護及び利用指導にあたる 

      熱意を有すること 

     ・年間 10日以上活動区域の巡視ができること 

     ・研修会等に原則として出席できること 

http://nace.main.jp/ecogp/2021/02/26090809/
mailto:nace@janis.or.jp
https://www.pref.nagano.lg.jp/shizenhogo/happyou/20210222press.html


     ・年齢 20歳以上であること 

募集人員：400名程度  

応募締切：2021年 4月 23日（金）必着 

 

問 合 せ：長野県環境部自然保護課 

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

 

 

┏━┓ 

┃８┃環境をテーマとしたポスター 募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県は、6 月の環境月間に合わせ、次代を担う児童・生徒の皆さんに環境問 

題の重要性を認識していただき、将来に向かってよりよい環境をつくる努力と 

決意を促す一助として、環境月間ポスターを募集しています。 

 

詳  細： 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1705/kj00007920.html 

 

応募資格：富山県内の小・中学生 

     ※在学している学校を通じて応募してください。 

応募期限：2021年 6月 25日（金）必着 

 

問 合 せ：富山県生活環境文化部環境政策課 

     TEL：076-444-3141  FAX：076-444-3480 

 

 

┏━┓ 

┃９┃さばえ SDGs グローカルクラブ登録（企業・団体）募集【福井】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

さばえ SDGs 推進センターでは、鯖江市の SDGs推進にご賛同いただける企業・ 

団体の皆様同士の連携や交流をより促進するべく、「さばえ SDGs グローカル 

クラブ」を設立しました。ご登録いただける企業・団体を募集しています。 

 

詳  細：https://www.sabae-sdgs.jp/news/296/ 

 

活動内容： 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1705/kj00007920.html
https://www.sabae-sdgs.jp/news/296/


(1) さばえ SDGs推進センターにてクラブ会員の取り組みを情報発信 

  （HPに掲載・センター内サイネージに掲示・その他イベント等で紹介） 

(2) さばえ SDGs推進センターにて開催する研修・勉強会等の案内を通知 

(3) クラブ会員が主催するイベント・研修会等の情報をクラブ内で共有、発信 

(4) クラブ会員同士の交流・情報交換のための場を提供 

 

問 合 せ：さばえ SDGs推進センター 

     TEL：0778-42-8938  FAX：0778-42-8939 
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