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┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃  ♪ も く じ ♪    ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【イベント関連】 

1.  【三重】横山ビジターセンターの自然観察会 

2.  【愛知】第 71 回東山動植物園春まつり 

3.  【愛知】藤前干潟 生きものまつり！ 

4.  【愛知】なごや生きもの報告会～調査から見えた今のなごや～ 

5.  【愛知】2021年度「あいち環境塾」塾生募集 

6.  【愛知】「あいちの未来クリエイト部」参加グループ 募集 

7.  【三重】環境基礎講座 2021「三重県の『環境政策』を読み解く」 

8.  【愛知】「生物多様性 あいち学生プロジェクト」参加者募集 

9.  【福井】「アースデイえちぜん 2021」出展・協賛（企業・団体）募集 

10. 【愛知】「なごやグリーンウェイブ 2021」関連イベント 募集 

 

【ツール・コンテンツ】 

1.   中部山岳国立公園南部地域コンセプト動画をリリース 

2.  【三重】ワーケーションウェブサイト及び公式 SNS アカウント 開設 

3.  【愛知】愛知県 SDGsウェブサイト 開設 

4.  【愛知】「SDGs かるた」と「SDGsすごろく」を制作 

5.   GEOC オンライン展示ギャラリー：展示作品の掲載にご利用ください！ 

 

【助成金・表彰等】 

1.   公益信託富士フイルム・グリーンファンド（活動助成・研究助成）募集 

2.   2021 年そらべあスマイルプロジェクト 募集 

3.  「緑化を伴うヒートアイランド対策に関する助成事業」、「子供たちの環 

     境学習活動に対する助成事業」募集 



4.   コメリ緑資金ボランティア助成 募集 

5.   B&G 財団 2021年度新規海洋クラブ 登録団体募集 

6.  「緑の都市賞」・「緑の環境プラン大賞」募集 

7.   令和 3 年度 中山間地域チャレンジ支援事業 提案事業 募集【富山】 

8.   令和 3 年度県民協働推進事業 募集【富山】 

9.   令和 3 年度「ふくい星空写真展」の写真 募集【福井】 

10.  NAGANO SDGs PROJECT「Innovation from Teenagers ～10 代からの提言～」 

     募集【長野】 

11.  令和 3 年度いしかわ里山ポイント制度 対象事業 募集【石川】 

 

【その他】 

1.   第 6次とやまのライチョウサポート隊 隊員募集【富山】 

2.   CSO ラーニング制度 インターン生 募集 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

             ♪イベント関連♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃【三重】横山ビジターセンターの自然観察会 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

伊勢志摩国立公園・横山ビジターセンターは、自然観察会を開催します。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/to_2021/3_1.html 

 

開催期間：2021年 4月～2022 年 3月 

     ※日時・観察会名・場所等は詳細をご確認ください。 

申 込 み：開催日の 1 ヶ月前から受付（先着順・定員になり次第締切） 

参 加 費：大人 200円  小人 100 円 

主  催：伊勢志摩国立公園自然ふれあい推進協議会 

 

問 合 せ：横山ビジターセンター 

     TEL：0599-44-0567  FAX：0599-46-0701 

     メール：yokoyama-vc@aroma.ocn.ne.jp 

 

 

http://chubu.env.go.jp/to_2021/3_1.html
mailto:yokoyama-vc@aroma.ocn.ne.jp


┏━┓ 

┃２┃【愛知】第 71回東山動植物園春まつり 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

東山動植物園は、「第 71回東山動植物園春まつり」を開催します。 

※期間中の土日祝日、春休み・GW期間は 14：00までの入園に事前予約が必要です。 

 

詳  細：http://www.higashiyama.city.nagoya.jp/ 

 

開催期間：2021年 3月 20日（土・祝）～5月 9日（日） 

開催場所：東山動植物園・東山スカイタワー（名古屋市千種区） 

内  容： 

〇絶滅危惧種ウォークラリー：動物園内の絶滅危惧動物をまわって、動物たち 

 が絶滅に瀕する理由を学ぶウォークラリー 

〇メダカクエスト 2…リニューアルしたばかりの世界のメダカ館を冒険するナ 

 ゾトキラリー 

〇重要文化財温室・洋風庭園のリニューアルオープン…4月 23 日式典終了後 

 一般公開。「温室たんけんビンゴ」も実施。 

ほか 

 

問 合 せ：東山総合公園管理課 

     TEL：052-782-2111  FAX：052-782-2140 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【愛知】藤前干潟 生きものまつり！ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

NPO法人藤前干潟を守る会は、「藤前干潟 生きものまつり！」を開催します。 

 

詳  細：http://fujimae.org/ 

 

開催日時：2021年 4月 29日（木・祝）10：00～15：00 

開催場所：藤前干潟 藤前活動センター（名古屋市港区） 

内  容：干潟観察会＆石ころ干潟観察会 

     劇団シンデレラのミュージカル公演 

     いろいろな団体のブース出展 

《干潟観察会・石ころ干潟観察会》 

http://www.higashiyama.city.nagoya.jp/
http://fujimae.org/


 参加費：大人 200円、小中学生 100円、幼児無料 

 定 員：各回 15 名 先着順 

 申込み：2021年 4月 15日（木）より受付開始 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【愛知】なごや生きもの報告会～調査から見えた今のなごや～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

なごビオ（なごや生物多様性保全活動協議会）活動報告会「なごや生きもの報 

告会 ～調査から見えた今のなごや～」を開催します。 

 

詳  細：https://ikimono.city.nagoya.jp/ 

 

開催日時：2021年 5月 9日（日）14：50～16：45 

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） 

募集人数：120名（応募者多数の場合は抽選） 

申込締切：2021年 4月 23日（金）必着 

 

問 合 せ：なごビオ（なごや生物多様性保全活動協議会）事務局 

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

 

 

┏━┓ 

┃５┃【愛知】2021年度「あいち環境塾」塾生募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は公益財団法人名古屋産業科学研究所と共同で、企業や NPO、団体などで 

持続可能な社会づくりのリーダーとして活躍する人材の育成を目的とした「あ 

いち環境塾」を開講しています。2021年度の基礎コースの塾生を募集します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/2021kankyojuku.html 

mailto:info@fujimae.org
https://ikimono.city.nagoya.jp/
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/2021kankyojuku.html


 

開催日程：2021年 6月 5日（土）から 11月 27日（土）までの計 13日間 

開催場所：名古屋商工会議所（名古屋市中区）他 

内  容：講義、講師との意見交換、チームディスカッション等 

対  象：愛知県内の企業、団体、大学、行政機関等に所属している方などで 

     おおむね 60歳までの方（原則、全 13日間参加できる方） 

募集定員：20名（定員を超えた場合は選考） 

参 加 費：55,000 円（消費税込み） 

募集締切：2021年 5月 10日（月） 

 

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 

     愛知県環境局資源循環推進課 

     TEL：052-954-6233 

 

 

┏━┓ 

┃６┃【愛知】「あいちの未来クリエイト部」参加グループ 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「あいちの未来クリエイト部」は高校生が地域の環境について深く学び、その 

成果をもとに環境について広く発信する活動です。現在、2021 年度の参加グル 

ープを募集しています。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/mirai-create-home.html 

 

応募条件：愛知県内の同一の高等学校に在学する高校生のグループ 

     1 グループ 5名～10名程度 ※教員等担当者が 1名以上参加 

募集締切：2021年 5月 14日（金）必着 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策部環境活動推進課 

     TEL：052-954-6208  FAX：052-954-6914 

     メール：kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

mailto:kankyojuku@nisri.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/mirai-create-home.html
mailto:kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp


┃７┃【三重】環境基礎講座 2021「三重県の『環境政策』を読み解く」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県環境学習情報センターは、環境基礎講座 2021を実施します。本講座では、 

「気候危機」「生物多様性」「資源循環」について、三重県担当者による講義と 

参加者との意見交換を行います。 

 

詳  細：http://eco-mie.sblo.jp/article/188482741.html 

 

対  象：三重県在住の中学生以上 

募集人数：各回 40 名（応募多数の場合抽選。定員に満たない場合は先着順） 

講座内容： 

〔第 1回〕2021年 6月 5日（土）14：00～16：00 テーマ「気候危機」 

〔第 2回〕2021年 6月 26日（土）14：00～16：00 テーマ「生物多様性」 

〔第 3回〕2021年 7月 10日（土）14：00～16：00 テーマ「資源循環」 

開催場所：サン・ワーク津 研修室（三重県津市） 

申込締切：2021年 5月 18日（火） 

 

問 合 せ：三重県環境学習情報センター 

     TEL：059-329-2000  FAX：059-329-2909 

     メール：info@eco-mie.com 

 

 

┏━┓ 

┃８┃【愛知】「生物多様性 あいち学生プロジェクト」参加者募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、「生物多様性 あいち学生プロジェクト」を通して立ち上がった、オ 

ール愛知で生物多様性保全に取り組む学生組織「GAIA（ガイア）」に参加し、生 

物多様性保全活動を一緒に行っていただける仲間を随時募集しています。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/2019gakusei.html 

 

募集対象：愛知県内で活動可能な大学生等のユース世代で、生物多様性及び 

     SDGs に関心のある方（学部や専門等の制約はありません。） 

活動内容：オール愛知で生物多様性保全に取り組む学生組織「GAIA」のメンバー 

     として、各種活動プログラムに参加するとともに、活動内容に関する 

http://eco-mie.sblo.jp/article/188482741.html
mailto:info@eco-mie.com
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/2019gakusei.html


     情報発信等を行います。 

申込期間：随時受付 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策部自然環境課 

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

 

 

┏━┓  

┃９┃【福井】「アースデイえちぜん 2021」出展・協賛（企業・団体）募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「アースデイえちぜん 2021」（主催：エコラブえちぜん、共催：越前市）に出 

展・協賛いただける企業・団体を募集します。 

 

詳  細： 

https://www.city.echizen.lg.jp/office/060/051/earthday2017.html 

 

開催日時：2021年 6月 13日（日）10：00～16：00 

開催場所：越前市役所庁舎前広場、Eホール（福井県越前市） 

テ ー マ：いま私ができること～身近に繋がる SDGs～ 

出 展 料：調理・クラフト品の体験・販売など 2,000円 

     ※エコラブ会員は 1,000 円引き 

     展示のみ無料 ※エコラブ会員のみ 

協 賛 金：1口 5,000 円 

出展申込：2021年 4月 30日（金）まで 

 

問 合 せ：越前市役所環境政策課 

     TEL：0778-22-5342  FAX：0778-22-5167 

     メール：kankyou@city.echizen.lg.jp 

 

 

┏━┓  

┃10┃【愛知】「なごやグリーンウェイブ 2021」関連イベント 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

なごやグリーンウェイブ 2021 事務局では、6月 15日までに実施するグリーンウェ 

イブ活動に該当する市民向けイベントを募集しています。植樹や森林・樹木と 

ふれあう市民向けイベントに対して、広報や活動の支援を行います。 

mailto:shizen@pref.aichi.lg.jp
https://www.city.echizen.lg.jp/office/060/051/earthday2017.html
mailto:kankyou@city.echizen.lg.jp


 

詳  細：https://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000139215.html 

 

募集対象：2021年 4月 1日から 6月 15 日までに実施する市民向けイベントでその内 

     容がグリーンウェイブ活動（植樹／樹木や森林等の保全、手入れ／ 

     森林や樹木等とふれあう活動(イベント)）に該当するもの 

募集締切：2021年 5月 31日（月） 

 

問 合 せ：名古屋市環境局環境企画課（なごやグリーンウェイブ 2021事務局） 

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

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

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

            ♪ツール・コンテンツ♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃中部山岳国立公園南部地域コンセプト動画をリリース 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

中部山岳国立公園では「国立公園満喫プロジェクト」の対象地域である南部地 

域のコンセプトやメッセージを伝えるための動画を 4K 高解像度で作成し、国内 

外から広くご覧いただけるよう、YouTube に掲載しました。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2021/post_156.html 

 

動画のテーマ： 

テーマ 1 Find Your Challenge（自然との対話と挑戦） 

テーマ 2 Alpine Life（豊かな自然の恵みを享受する人々の暮らしを巡る旅） 

テーマ 3 Mail from the Alps（家族で楽しむアドベンチャーツーリズム） 

 

問 合 せ：環境省 中部山岳国立公園管理事務所 

     TEL：0263-94-2024 

 

 

┏━┓ 

┃２┃【三重】ワーケーションウェブサイト及び公式 SNSアカウント 開設 

https://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000139215.html
mailto:a2662-01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2021/post_156.html


┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県は、県内のワーケーション情報を発信するウェブサイト及び公式 SNS アカ 

ウントを開設しました。 

 

詳  細：https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031100329.htm 

 

開 設 日：2021年 3月 15日（月） 

主な内容：多様性のあるワーケーションモデルプランの紹介 

     受入施設等（宿泊施設、ワークスペース、アクティビティ）の情報 

     三重の暮らしを体験できるメニュー 

     移住希望者やワ─ケーションに関心のある層に向けたリレー動画 

《ウェブサイト》 

 https://workation.pref.mie.lg.jp/ 

《公式 SNS》 

 アカウント名：みえモデルワーケーションプロジェクト 

 Twitter    ＠mie_workation 

 Instagram  mie_workation 

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 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【愛知】愛知県 SDGs ウェブサイト 開設 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、愛知県の SDGs取組紹介サイト「あいち SDGs Action」を開設しました。 

 

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

 

開 設 日：2021年 3月 30日（火） 

内  容：SDGs の達成に向けた行動のヒントになる情報を、「最新情報」、 

     「愛知県の SDGs」、「みんなの SDGs」、「SDGsとは」の 4つの分野 

     に整理して掲載。 

 

《「あいち SDGs Action」の URL》 

https://www.pref.aichi.jp/kikaku/aichi-sdgs/ 

https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031100329.htm
https://workation.pref.mie.lg.jp/
mailto:eigyo@pref.mie.lg.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kikaku/sdgs-package-web.html
https://www.pref.aichi.jp/kikaku/aichi-sdgs/


 

問 合 せ：愛知県政策企画局企画調整部企画課 

     TEL：052-954-6089  FAX：052-971-4723 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【愛知】「SDGsかるた」と「SDGsすごろく」を制作 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

なごや環境大学 SDGs未来創造クラブでは、小学生の子どもたちに SDGs を身近に 

感じてもらい、学んでもらうきっかけとするため、「SDGs かるた」と「SDGs す 

ごろく」を制作しました。 

 

詳  細：https://www.n-kd.net/sdgs/learning-tool/ 

 

「SDGsかるた」「SDGs すごろく」ともに貸し出し可能です。 

 

問 合 せ：「なごや環境大学」実行委員会 SDGs未来創造クラブ 

     （名古屋市環境局環境企画課内） 

     TEL：052-972-2684 

     メール：a2669@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃GEOCオンライン展示ギャラリー：展示作品の掲載にご利用ください！ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）は、多様な団体にオンライン展示の 

場を提供しています。みなさまの SDGs や環境に関するテーマの展示作品を掲載 

いただけます。 

 

詳  細：http://www.geoc.jp/onlinegallery/3.html/ 

 

展示テーマ：SDGsや環境に関するテーマの展示作品（画像、動画） 

      （例）環境・SDGs に関するコンテンツ（冊子、ポスター・動画 

      など）や開催したコンクールなどの作品（絵画・ポスターなど）  

      ※都度ご相談下さい。 

展示期間：基本的に 1 か月（状況に応じて延長など相談可能） 

https://www.n-kd.net/sdgs/learning-tool/
mailto:a2669@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
http://www.geoc.jp/onlinegallery/3.html/


対 象 者：環境情報サイト「環境らしんばん」に登録いただいた団体の皆様。 

     法人格等は問いません。 

 

環境情報サイト「環境らしんばん」：http://www.geoc.jp/rashinban/ 

 

問 合 せ：地球環境パートナーシッププラザ（GEOC） 

     TEL：03-5468-8405  メール：geoc.info@geoc.jp 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪助成金・表彰等♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓  

┃１┃公益信託富士フイルム・グリーンファンド（活動助成・研究助成）募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益信託富士フイルム・グリーンファンドは、2021年度の助成対象となる活動 

や研究を募集しています。 

 

詳  細：http://www.jwrc.or.jp/service/shintaku/fgf_ken.htm 

 

応募資格：活動助成を申請するものは、身近な自然の保全や自然とのふれあい 

     を積極的に行っていること 

     研究助成を申請するものは、身近な自然環境の保全・活用の促進に 

     関する具体的な研究や、ふれあいの場としての緑地の質的向上を目 

     指した実証研究等を行っていること 

助成件数：8 件程度、総額 850万円を予定 

応募締切：2021年 5月 6日（木） 

 

問 合 せ：公益信託富士フイルム・グリーンファンド事務局 

     （一般財団法人自然環境研究センター内） 

     TEL：03-6659-6310  FAX：03-6659-6320 

 

 

┏━┓  

┃２┃2021年そらべあスマイルプロジェクト 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

http://www.geoc.jp/rashinban/
mailto:geoc.info@geoc.jp
http://www.jwrc.or.jp/service/shintaku/fgf_ken.htm


そらべあ基金では、個人や企業の皆様からのご支援により、全国の幼稚園・保 

育園・こども園に太陽光発電設備「そらべあ発電所」を寄贈する「そらべあス 

マイルプロジェクト」に取り組んでいます。このたび、第 74・75・76基目のそ 

らべあスマイルプロジェクトの公募を開始いたしました。 

 

詳  細：https://www.solarbear.jp/applications/2009/ 

 

寄贈内容：(1) 太陽光発電設備（4.95kw 相当）3 基 

     (2) 環境教育プログラム「そらべあちゃんの日」 

     ※新規追加内容です。寄贈園の環境教育&エコ・アクションを推進 

      する支援プログラムです。 

募集締切：2021年 5月 7日（金）※書類必着 

 

問 合 せ：そらべあ基金事務局 

     TEL：03-3504-8166  メール：info@solarbear.jp 

 

 

┏━┓「緑化を伴うヒートアイランド対策に関する助成事業」、 

┃３┃「子供たちの環境学習活動に対する助成事業」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

高原環境財団では「緑化を伴うヒートアイランド対策に関する助成事業」およ 

び「子供たちの環境学習活動に対する助成事業」を募集しています。 

 

詳  細：https://takahara-env.or.jp/ 

 

《緑化を伴うヒートアイランド対策に関する助成事業》 

対 象 者：日本国内に所在する法人、地域活動団体 

対象事業：(1)屋上、(2)建物の外壁面、(3)駐車場、(4)空地、(5)プランター等 

     で行う新たな緑化事業で、樹木、芝、多年草等を植栽するもの 

助成対象地・施設：事業地が、日本国内の都市部またはその周辺地であること 

 

《子供たちの環境学習活動に対する助成事業》 

対 象 者：日本国内の保育園、幼稚園、小学校、および NPO法人等の地域活動団体 

対象事業：小学生以下の子供を対象に行う、緑化や自然体験などの環境保全に関 

     する体験・学習活動 

対象活動：活動参加者が、おおむね日本国内の都市部またはその周辺地域居住者 

https://www.solarbear.jp/applications/2009/
mailto:info@solarbear.jp
https://takahara-env.or.jp/


     であること 

 

募集締切：2021年 5月 7日（金）必着 

 

問 合 せ：公益財団法人高原環境財団 

     TEL：03-3449-8684 

     FAX：03-5420-3418 ※FAXは業務委託先(株)ユービーエス宛 

     メール：mail@takahara-env.or.jp 

 

 

┏━┓  

┃４┃コメリ緑資金ボランティア助成 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

コメリ緑資金ボランティア助成では、コメリ従業員が参加・お手伝いする緑化 

活動に対して、活動で使用する花苗・プランター・土などの購入資金として助 

成金を贈呈いたします。 

 

詳  細：http://www.komeri-midori.org/koubo/volunteer.html 

 

助成対象：コメリ従業員が参加して行う、幼稚園・保育所・小中学校・特定施 

     設（老人施設・養護施設等）の校内緑化活動など、公共性のある緑 

     化活動が対象です。 

活動期間：2020年 7月 1日から 2021年 6月 30日までに実施する活動 

応募締切：2021年 5月 31日（日） 

 

問 合 せ：公益財団法人コメリ緑育成財団事務局 

     TEL：025-371-4455  FAX：025-371-4151 

     メール：midori@komeri.bit.or.jp 

 

 

┏━┓  

┃５┃B&G財団 2021年度新規海洋クラブ 登録団体募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

B&G財団は、2021年度新規海洋クラブへの登録団体を募集します。登録にあわせ 

て、活動器材（上限 200万円）を配備します。マリンスポーツや環境学習等を推 

進する団体からの申請をお待ちしております。 

mailto:mail@takahara-env.or.jp
http://www.komeri-midori.org/koubo/volunteer.html
mailto:midori@komeri.bit.or.jp


 

詳  細：https://www.bgf.or.jp/club/index.html 

 

対  象：主にマリンスポーツや環境学習等の推進を希望する民間団体・自治 

     体など、マリンスポーツや海洋教育を推進し、非営利な活動に取り 

     組む団体 

登録要件：海や川、湖、池など定期的に活動できる自然のフィールドがあること 

     水辺を中心とする自然体験活動を推進すること ほか 

申請締切：2021年 5月 31日（月） 

 

問 合 せ：公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団（B&G 財団） 

     TEL：03-6402-5314  FAX：03-6402-5315 

     メール：center@bgf.or.jp 

 

 

┏━┓  

┃６┃「緑の都市賞」・「緑の環境プラン大賞」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人都市緑化機構では、「第 41回緑の都市賞」・「第 32回緑の環境 

プラン大賞」を募集しています。 

 

詳  細： 

https://urbangreen.or.jp/info-grant/3hyosho/3hyousyou2021boshu 

 

＜第 41回緑の都市賞＞ 

緑の都市賞では、みどりを守り育てる活動や事業の実績を募集します。 

対  象：〔緑の市民協働部門〕主に市民団体 

     〔緑の事業活動部門〕主に民間事業者 

     〔緑のまちづくり部門〕主に市区町村 

 

＜第 32回緑の環境プラン大賞＞ 

緑の環境プラン大賞では、みどりを創る計画を募集します。 

対  象：全国の民間・公共の各種団体 

 

応募期限：2021年 6月 30日（水） 

 

https://www.bgf.or.jp/club/index.html
mailto:center@bgf.or.jp
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問 合 せ：公益財団法人都市緑化機構 

     TEL：03-5216-7191  FAX：03-5216-7195 

     メール：midori.info@urbangreen.or.jp 

 

 

┏━┓  

┃７┃令和 3年度 中山間地域チャレンジ支援事業 提案事業 募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県は、令和 3年度中山間地域チャレンジ支援事業の提案事業を募集します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.toyama.jp/140406/kurashi/chihousousei/chihousousei/tyarenji210317.ht

ml 

 

募集内容：集落と地域内外の企業や団体等が連携して取り組む、地域資源を活 

     用した新商品の開発や伝統芸能や祭りの継承・復活の取り組み、高 

     齢者の見守り等の地域課題解決の仕組みづくりなど、中山間地域の 

     活性化に向けた活動 

応募対象：集落・地域運営組織、企業、団体など 

募集締切：2021年 4月 30日（金） 

支援内容：一般地区：25万円／年  知事特認地区：50 万円／年 

 

問 合 せ：富山県地方創生局ワンチームとやま推進室中山間地域対策課 

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

 

 

┏━┓  

┃８┃令和 3年度県民協働推進事業 募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県は、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： 

https://www.pref.toyama.jp/1711/kenminkyodo/hojokin/20210401.html 

 

補助対象事業： 

mailto:midori.info@urbangreen.or.jp
https://www.pref.toyama.jp/140406/kurashi/chihousousei/chihousousei/tyarenji210317.html
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(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 地域における男女共同参画の推進 

テーマ 2 男性の家事・育児参画の促進 

テーマ 3 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 4 次世代に向けた国際的舞台芸術活動の推進 

テーマ 5 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 6 清掃美化活動等による地域活性化について 

(2) 自由提案型事業…団体が自由に企画・実施する事業 

(3) 継続型事業…令和 2年度元気とやま県民協働事業補助金の交付を受けた事業を 

    発展的に継続する事業 

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、県内で活動している団体 

(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 

受付期間：第 1 回 2021年 4 月 1 日（木）～5 月 21日（金） 

     第 2 回 2021年 6 月 28日（月）～8月 27日（金） 

 

問 合 せ：富山県生活環境文化部県民生活課 

     TEL：076-444-9012  FAX：076-444-3477 

 

 

┏━┓  

┃９┃令和 3年度「ふくい星空写真展」の写真 募集【福井】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井県自然保護センターは、「ふくい星空写真展」の写真を募集します。 

福井県内で撮影した天体・星景写真の応募をお待ちしています。 

 

詳  細：http://fncc.pref.fukui.lg.jp/notice/14610.html 

 

公募期間：2021年 4月 6日（火）～6月 25 日（金） 

展示期間：2021年 7月 9日（金）～8月 31 日（火） 

展示場所：福井県自然保護センター本館 レクチャーホール（福井県大野市） 

 

問 合 せ：福井県自然保護センター 

     TEL：0779-67-1655  FAX：0779-67-1656 

http://fncc.pref.fukui.lg.jp/notice/14610.html


     メール：sizen-ci@pref.fukui.lg.jp 

 

 

┏━┓ NAGANO SDGs PROJECT 

┃10┃「Innovation from Teenagers ～10 代からの提言～」募集【長野】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

NAGANO SDGs PROJECT では、新たに 10 代の学びを支援する取り組みを企画いたし 

ました。長野県内の児童・生徒の皆さんから、大人たちや企業、自治体などに 

向け、SDGs達成のために「もっとこんなことをしたらどうか」といった提案を 

ぶつけていただく取り組みです。 

 

詳  細：https://www.naganosdgs.jp/news/news/0322-2.html 

 

応募方法：NAGANO SDGs PROJECT 事務局（info@naganosdgs.jp）までメ 

     ールでご応募ください。 

応募条件：20歳未満 

応募締切：7 月末日必着 

 

問 合 せ：長野 SDGsプロジェクト実行委員会 

     〔事務局：信濃毎日新聞社広告部〕 

     TEL：026-236-3333 

 

 

┏━┓ 

┃11┃令和 3年度いしかわ里山ポイント制度 対象事業 募集【石川】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

いしかわ里山ポイント制度は、より多くの方々に里山保全活動等へ参加して 

いただくための制度です。対象の里山保全活動に参加すると、里山チケット 

と交換できる里山ポイントがもらえます。 

現在、里山ポイントの交付対象となる事業を募集しています。 

 

〔いしかわ里山ポイント制度について〕 

 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/point/seido.html 

 

〔いしかわ里山ポイント制度 対象事業の募集について〕 

 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/point/bosyu.html 

mailto:sizen-ci@pref.fukui.lg.jp
https://www.naganosdgs.jp/news/news/0322-2.html
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https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/point/bosyu.html


 

応募資格：県、市町、県・市町等が主要な構成団体の協議会等、大学等教育機関、 

     いしかわ版里山づくり ISO認証団体 

対象事業：活動の実施場所が石川県内であり、参加者を公募により募集している 

     こと、また、原則として活動時間が 1 時間以上の事業。 

     1 里山の田んぼ・畑づくりを支援する活動 

     2 里山の森づくりを支援する活動 

     3 里山の生きものを守り育てる活動 

     4 里海づくりの支援活動 

     5 里山の集落コミュニティの支援活動 

     6 里山の外来生物駆除活動 

     7 その他里山の利用保全に役立つ活動 

募集期間：2021年 4月～11 月末まで 

 

問 合 せ：石川県生活環境部温暖化・里山対策室 

     TEL：076-225-1469  FAX：076-225-1479 

     メール：satoho@pref.ishikawa.lg.jp 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪そ の 他♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓  

┃１┃第 6次とやまのライチョウサポート隊 隊員募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県は、ニホンライチョウの保護を県民協働で推進することを目的に、生息 

地パトロール等の活動をボランティアで行う「とやまのライチョウサポート隊」 

を募集します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.toyama.jp/1709/kurashi/kankyoushizen/shizen/yaseiseibutsu/raichou_sa

port_boshu.html 

 

活動内容：ライチョウ生息地のパトロール（観察マナーの啓発・指導） 

     ライチョウを観察し、生息状況等の情報提供 

     ライチョウ生息地におけるニホンジカ等の生息状況等の情報提供 

mailto:satoho@pref.ishikawa.lg.jp
https://www.pref.toyama.jp/1709/kurashi/kankyoushizen/shizen/yaseiseibutsu/raichou_saport_boshu.html
https://www.pref.toyama.jp/1709/kurashi/kankyoushizen/shizen/yaseiseibutsu/raichou_saport_boshu.html


     富山県のライチョウ保護対策の普及 ほか 

募集人数：新規隊員 30名、ジュニア隊員 10 名、経験者 60名程度 

募集締切：2021年 5月 21日（金）必着 

 

問 合 せ：富山県生活環境文化部自然保護課 

     TEL：076-444-3396  FAX：076-444-4430 

 

 

┏━┓  

┃２┃CSOラーニング制度 インターン生 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「CSO ラーニング制度」は、大学生・大学院生の方に環境問題に取り組む CSO（市 

民社会組織、NPO・NGO を包含する概念）で 8ヶ月間のインターンシップを経験し 

ていただく制度です。6月からのインターン生を募集します。 

 

詳  細：https://www.sompo-ef.org/cso/cso.html 

 

応募資格：NPO、NGOによる市民活動や環境問題に興味を持つ大学生及び大学院生 

     学ぶ意欲、挑戦心、行動力のある方 

募集人員：60名程度（関東 30 名・関西 15名・愛知 5 名・宮城 10名） 

     注：原則インターン実施地区と同一の地区に在住の方の応募が可能 

活動期間：2021年 6月～2022 年 1月まで 8 ヶ月間のインターンシップ期間、および 

     3 月までの活動まとめ期間 

     （活動時間数は、期間中 200時間が上限） 

奨 学 金：CSOでの活動時間 1時間につき 800円の奨学金と、財団が指定する活動 

     における交通費・宿泊費（活動ルールによる）を支給 

応募締切：2021年 5月 5日（水） 

 

問 合 せ：公益財団法人 SOMPO 環境財団 

     TEL：03-3349-4614  FAX：03-3348-8140 

 

 

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