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┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃  ♪ も く じ ♪    ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【イベント関連】 

1.  【三重】令和 3年度環境省レンジャー写真展（5月～6 月分） 

2.  【愛知】「藤前干潟 教員向けプログラム」参加者募集 

3.  【愛知】春の藤前干潟クリーン大作戦 

4.  【愛知】なごや環境大学共育講座 

     第 30回環境フォーラム「水の未来予想図」（オンライン） 

5.  【愛知】第 51 回愛知県野生生物保護実績発表大会 

     ～輝く未来のいきものサポーター～における発表団体 募集 

6.  【石川】令和 3年度県民環境講座（講師派遣）募集 

 

【ツール・コンテンツ】 

1.  【長野】SDGs17「パートナーシップで目標達成」へのアプローチサイト 

    「SDGsコネクト信州」を作成 

2.  【富山】とやま食ロスゼロ作戦 子ども向け啓発パンフレットを制作 

3.  【石川】「食品ロス削減の事例集」を作成 

4.  【長野】『長野県版エシカル消費』特設サイトがオープン 

5.  【愛知】COOL CHOICE 意識をそっと一押し 

    『ナッジ活用ガイド』・『ナッジ活用チェックシート』を制作 

 

【助成金・表彰等】 

1.   SDGs 貢献プロジェクト 助成事業 募集 

2.   大竹財団助成金 助成対象事業 募集 

3.   ペガサス財団 令和 3年度助成金 助成対象事業 募集【愛知】 



4.   まちづくり活動助成「スタートアップ部門」団体 募集【愛知】 

5.   令和 3 年度環境保全活動支援助成金 活動募集【石川】 

6.   令和 3 年度富山県希少野生動植物保護活動事業費補助金 募集【富山】 

7.   令和 3 年度「世界で最も美しい富山湾」 

    《活用・保全連携事業費 補助金》・《活用事業費 補助金》募集【富山】 

8.   令和 3 年度中山間地域の課題解決事業 募集【富山】 

9.   令和 3 年度魚津市環境保全活動支援事業 募集【富山】 

10.  小牧市 令和 4年度に実施する協働事業 提案募集【愛知】 

11.  第 11回いしかわエコデザイン賞 2021 募集【石川】 

12.  2021 年度 3R推進ポスターデザインコンテスト 作品募集 

13.  2021 年度国際ユース作文コンテスト 募集 

14. 「なごビオ」（なごや生物多様性保全活動協議会）ロゴマーク 募集【愛知】 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

             ♪イベント関連♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓ 

┃１┃【三重】令和 3 年度環境省レンジャー写真展（5 月～6月分） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省中部地方環境事務所は、「環境省レンジャー写真展」を開催します。 

「白山国立公園」、「伊勢志摩国立公園」、「国指定藤前干潟鳥獣保護区」で 

活躍するレンジャーやアクティブ・レンジャーと呼ばれる環境省職員が現地で 

撮影した写真を展示しています。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/pre_2021/1112.html 

 

《5月開催分》 

 開催期間：2021年 5月 11 日（火）～5月 31日（月）7：00～20：00 

 開催場所：鳥羽マリンターミナル 休憩スペース（三重県鳥羽市）＊休館日なし 

《6月開催分》 

 開催期間：2021年 6月 8日（火）～6月 28日（月）9：00～16：30 

 開催場所：横山ビジターセンター 展示スペース（三重県志摩市）＊休館日なし 

 

問 合 せ：伊勢志摩国立公園管理事務所 

     TEL：0599-43-2210 

http://chubu.env.go.jp/pre_2021/1112.html


 

 

┏━┓ 

┃２┃【愛知】「藤前干潟 教員向けプログラム」参加者募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

藤前干潟ふれあい事業実行委員会は、小中学校教職員の方を対象に「藤前干潟 

教員向けプログラム」を実施します。五感を使って、藤前干潟で生きものたち 

とふれあいませんか？ 

 

開催日時：プログラム稲永…2021年 6月 5日（土） 9：00～12：00 

     プログラム藤前…2021年 7月 27日（火）13：00～16：00 

開催場所：プログラム稲永…稲永ビジターセンター（名古屋市港区） 

     プログラム藤前…藤前活動センター（名古屋市港区） 

対  象：小中学校教職員の方 

定  員：各回 15 名（先着） 

内  容：藤前干潟と名古屋のごみ処理行政 

     藤前干潟の学習利用の事例紹介 

     ラムサール条約についてのお話 

     バードウォッチングや干潟体験で生きもの観察 

申込開始：2021年 4月 30日（金） 

 

問 合 せ：藤前干潟ふれあい事業実行委員会（名古屋市環境学習センター内） 

     TEL：052-223-1067  FAX：052-223-4199 

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

 

 

┏━┓ 

┃３┃【愛知】春の藤前干潟クリーン大作戦 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

藤前干潟クリーン大作戦実行委員会は、春の藤前干潟クリーン大作戦を開催し 

ます。参加される際は、事前にお申し込みが必要です（参加人数の上限あり）。 

 

詳  細：https://cleanupfujimae.jimdofree.com/ 

 

開催日時：2021年 5月 29日（土）10：00～11：30頃（清掃活動） 

会  場：中堤会場（名古屋市中川区）、藤前会場（名古屋市港区）ほか 

mailto:a2662@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
https://cleanupfujimae.jimdofree.com/


定  員：中堤会場・藤前会場は各 300名 

申込締切：2021年 5月 15日（土）※定員になり次第締切 

 

問 合 せ：藤前干潟クリーン大作戦実行委員会事務局 

     TEL：090-6399-9774 

     メール：cleanupfujimae@gmail.com 

 

 

┏━┓【愛知】なごや環境大学共育講座 

┃４┃ 第 30回環境フォーラム「水の未来予想図」（オンライン） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

株式会社エステムは、第 30 回環境フォーラム「水の未来予想図」をオンライン 

開催します。講演とパネルディスカッションを予定しています。 

 

詳  細：https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza21s/C-04.html 

 

開催日時：2021年 6月 4日（金）13：30～17：00 

開催方法：オンラインビデオツール Zoomウェビナーで開催 

内  容： 

・「世界の水の現状と今後の予測」沖大幹氏 

・「世界的な水不足に対して日本はどう貢献できるのか」橋本淳司氏 

・座談（沖大幹氏、橋本淳司氏、中村晋一郎氏） 

参 加 費：無料 

申込締切：2021年 5月 21日（金） 

 

問 合 せ：株式会社エステム 

     TEL：052-611-0611  FAX：052-612-9384 

     メール：stem-forum@stem.co.jp 

 

 

┏━┓【愛知】第 51回愛知県野生生物保護実績発表大会 

┃５┃ ～輝く未来のいきものサポーター～における発表団体 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、8月に開催する「第 51回愛知県野生生物保護実績発表大会」で野生 

生物保護活動の取組を発表する、学校や地域などで活動している団体を幅広く 

募集します。 

mailto:cleanupfujimae@gmail.com
https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza21s/C-04.html
mailto:stem-forum@stem.co.jp


 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/51happyoutaikai.html 

 

開催日時：2021年 8月 5日（木）10：00～16：00（予定） 

開催場所：刈谷市産業振興センター（愛知県刈谷市） 

内  容：参加団体による野生生物の保護活動の発表 

     結果発表及び表彰式 

募集対象：愛知県内の小学校、中学校及び高等学校並びに団体（こどもエコクラ 

ブ、緑の少年団、サークル活動等）で、児童・生徒が中心となって過去複数年に 

おいて野生生物保護に関する活動を行い、成果を収めたもの。 

《野生生物保護活動の例》 

・探鳥会や自然観察会、生き物マップ作成や活動発表等の普及啓発活動 

・野鳥や昆虫等のすみかとなる環境等（ビオトープ）の造成と維持管理 

・地域住民や NPO、企業等と連携して行う生物多様性保全・普及啓発活動  等 

申込期限：2021年 6月 7日（月） 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策部自然環境課 

     TEL：052-954-6475  FAX：052-963-3526 

 

 

┏━┓ 

┃６┃【石川】令和 3 年度県民環境講座（講師派遣）募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議は、講演会等で講師を派 

遣し、その講師に係る謝金及び旅費について、予算の範囲内で負担します（要 

件有）。 

 

詳  細：https://www.eco-partner.net/activity/consign 

 

対象団体：県民、事業者、NPO等各種の団体（民間の団体で町内会等地域団体、 

     学校等も含まれます）。 

講演等のテーマ・内容の例示： 

〔講演会〕地球環境問題、省エネ家電、廃棄物・リサイクル、水環境、自然環境等 

〔体験学習会〕エコクッキング、エコドライブ、自然体験、その他 

講  師：石川県内の講師を基本とします。著名人等は、除きます。 

参 加 費：講演会は、原則無料で行うものを対象 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/51happyoutaikai.html
https://www.eco-partner.net/activity/consign


 

問 合 せ：公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議 

     TEL：076-266-0881  FAX：076-266-0882 

     メール：staff@eco-partner.net 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

            ♪ツール・コンテンツ♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓【長野】SDGs17「パートナーシップで目標達成」へのアプローチサイト 

┃１┃「SDGsコネクト信州」を作成 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

特定非営利活動法人長野県 NPOセンターは、SDGs17「パートナーシップで目標達 

成」へのアプローチサイト「SDGsコネクト信州」を作成しました。 

 

詳  細：https://www.npo-nagano.org/2021/04/07/1830/ 

 

概  要：SDGs 入門～大学教授等の「研修プログラム」、イベント・セミナーや 

ワークショップを開催する「SDGsチャレンジ」、SDGs関連記事を独自取材等で紹 

介する「NEWS」のほか、講師派遣等を行い、SDGs 達成のために周知・浸透・啓発・ 

実践活動へとみんなが参加できるサイトを目指しています。 

 

「SDGsコネクト信州」のサイト：https://sdgsconnect2030.com/ 

 

問 合 せ：特定非営利活動法人長野県 NPO センター 

     TEL：026-269-0015  FAX：026-269-0016 

 

 

┏━┓ 

┃２┃【富山】とやま食ロスゼロ作戦 子ども向け啓発パンフレットを制作 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県は、子どもに食品ロスを削減することの大切さを学んでもらうため、子 

ども向け啓発パンフレットを制作しました。 

 

詳  細：https://foodlosszero.jp/column/3678 

 

mailto:staff@eco-partner.net
https://www.npo-nagano.org/2021/04/07/1830/
https://sdgsconnect2030.com/
https://foodlosszero.jp/column/3678


内  容：食品ロスってなに？ 

     どれくらい発生しているの？ 

     どんな問題があるの？ 

     食品ロスを減らすには？ 

WEBサイト「とやま食ロスゼロ作戦」の紹介 

 

問 合 せ：富山県農林水産部農産食品課 

     TEL：076-444-3282  FAX：076-444-4410  

 

┏━┓ 

┃３┃【石川】「食品ロス削減の事例集」を作成 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

石川県は、「美味しいいしかわ食べきり協力店」における創意工夫を凝らした 

取組事例等を紹介するリーフレットを作成しました。 

 

《「美味しいいしかわ食べきり協力店」について》 

 https://ishikawa-ecoweb.pref.ishikawa.lg.jp/tabekiri/ 

 

詳  細： 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kisya/r3/documents/0412shigen1_0001.pdf 

 

内  容：食品ロスの削減に取り組む事業者の事例紹介 

     「美味しいいしかわ食べきり協力店」登録制度の紹介 

 

問 合 せ：石川県生活環境部資源循環推進課 

     TEL：076-225-1849  FAX：076-225-1473 

     メール：jyunkan@pref.ishikawa.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【長野】『長野県版エシカル消費』特設サイトがオープン 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県は、「エシカル消費」に健康を加えた「長野県版エシカル消費」を推進 

しています。エシカル消費って何だろう？という疑問にお答えするとともに、 

県民の皆さんに日々のお買い物など日常生活で実際に「エシカル消費」に取り 

組んでもらえるように、特設サイトを開設しました。 

https://ishikawa-ecoweb.pref.ishikawa.lg.jp/tabekiri/
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kisya/r3/documents/0412shigen1_0001.pdf
mailto:jyunkan@pref.ishikawa.lg.jp


 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi-shohi/happyou/20210420press.html 

 

掲載内容： 

・長野県版エシカル消費について 

・身近に見かける認証ラベルやマークの紹介 

・大学生の取材に基づいて作成した「ここからエシカル MAP」 

今後、エシカル消費の最新情報、県の取組や地域の皆様の取組などを随時掲載し 

ていきます。 

 

《『長野県版エシカル消費』特設サイト》 

 https://www.nagano-shohi.net/ethical 

 

問 合 せ：長野県県民文化部くらし安全・消費生活課 

     TEL：026-235-7151  FAX：026-235-7374 

 

 

┏━┓【愛知】COOL CHOICE 意識をそっと一押し 

┃５┃『ナッジ活用ガイド』・『ナッジ活用チェックシート』を制作 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

一般社団法人環境創造研究センター（事務局）は、「ナッジ」という考え方を 

取り入れた COOL CHOICE 普及啓発の仕掛けや手法を紹介する冊子『ナッジ活用ガ 

イド』と、「ナッジ」の手法を活用して COOL CHOICE の普及啓発活動の改善に役 

立てる冊子『ナッジ活用チェックシート』を制作しました。 

 

詳  細：https://www.kankyosoken.or.jp/issue.html 

 

《クールチョイス普及啓発のためのナッジ活用ガイド》（A4・24頁） 

 制作：中部 COOL CHOICE 普及啓発促進研究会 

    （事務局：一般社団法人環境創造研究センター） 

 

《COOL CHOICE 普及啓発の実務者のためのナッジ活用チェックノート 

（チラシ・展示ブース・出前講座編）》（A4・12頁） 

 制作：愛知県地球温暖化防止活動推進センター 

    （事務局：一般社団法人環境創造研究センター） 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi-shohi/happyou/20210420press.html
https://www.nagano-shohi.net/ethical
https://www.kankyosoken.or.jp/issue.html


 

問 合 せ：一般社団法人環境創造研究センター 

     TEL：052-934-7295  FAX：052-932-7296 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪助成金・表彰等♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┏━┓  

┃１┃SDGs貢献プロジェクト 助成事業 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

SDGs貢献プロジェクトでは、「格差是正」、「災害分野」、「環境保全」に取 

り組む団体の事業を支援します。 

※募集期間が年 2回に変更となりました（2021年 3月以降の応募から）。 

 

詳  細： 

https://www.jti.co.jp/sustainability/community_investment/sdgscontribution/index.html 

 

対象団体：原則、法人（営利／非営利等の法人格は問わない）であること 

     主たる事業所所在地と事業展開地が日本国内であること  他 

助成対象：「格差是正」、「災害分野」、「環境保全」のいずれかの分野で、日 

本国内で実施する包摂的かつ持続可能な地域社会の発展に貢献する事業を対象。 

・格差是正…人と人もしくは地域間で生じる水準の差異の是正につながる事業 

・災害分野…災害発生地域における支援及び将来の災害に備えた減災・防災に 

      つながる事業 

・環境保全…様々な天然資源の維持につながる事業 

募集期間：年 2 回（6月 1日～30日、12月 1 日～31日） 

 

問 合 せ：SDGs 貢献プロジェクト外部事務局 

     （公益社団法人日本フィランソロピー協会内） 

     メール：jt_sdgs@philanthropy.or.jp 

 

 

┏━┓  

┃２┃大竹財団助成金 助成対象事業 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

https://www.jti.co.jp/sustainability/community_investment/sdgscontribution/index.html
mailto:jt_sdgs@philanthropy.or.jp


一般財団法人大竹財団では、主旨、活動目的を共にし、社会問題解決に取り組 

む NGO、NPO に助成金を給付しています。 

 

詳  細：https://ohdake-foundation.org/ 

 

優先助成分野：平和、環境／資源エネルギー、人口／社会保障、国際協力 

対象団体：公益、社会問題の解決に取り組む事業を行い、日本国内に事務所また 

     は連絡先をもつ NPO、任意の市民団体、ボランティアグループ 

募集期間：通年。年間を通じて随時申請を受付。 

     ※事業開始時期が直前に迫っている事業（1 カ月未満）や既に始まっ 

     ている事業は助成対象外です。 

 

問 合 せ：一般財団法人大竹財団 

     TEL：03-3272-3900 

 

 

┏━┓  

┃３┃ペガサス財団 令和 3 年度助成金 助成対象事業 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

一般財団法人ペガサス財団は、福祉、教育及び地域環境の保全を推進するため 

の事業に対し助成を行っています。 

 

詳  細： 

https://www.meikei-nhr.co.jp/pegasus/joseikin.html 

 

対象団体：団体の活動が愛知県内を中心に行われていること 

     法人格を有すること ほか 

対象事業：(1) 社会福祉の推進に関する事業 

     (2) 児童の健全な育成と社会教育の推進に関する事業 

     (3) 地域環境保全の振興と地域緑化の推進に関する事業 

受付期間：2021年 3月 1日～2022年 2月 28日 

     ※当該期間中の申請は随時受付。ただし、予算がなくなり次第終了。 

 

問 合 せ：一般財団法人ペガサス財団事務局（名古屋競馬(株)事務所内） 

     TEL：052-623-7083（9：00～17：00／月・火・祝日を除く） 

 

https://ohdake-foundation.org/
https://www.meikei-nhr.co.jp/pegasus/joseikin.html


 

┏━┓  

┃４┃まちづくり活動助成「スタートアップ部門」団体 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

名古屋都市センターは、2021 年度まちづくり活動助成「スタートアップ部門」 

の対象となる団体を募集しています。 

 

詳  細： 

https://www.nup.or.jp/nui/human/activity/activity_recruit_r03/activity_recruit_r2_202

10528.html 

 

対象団体：次に掲げるすべての条件に該当する「地域のまちづくり活動団体」 

(1) 名古屋市内で活動する団体であること 

(2) 市内在住または在勤、在学者 3 人以上で構成される団体であること 

(3) 団体の代表者または連絡先担当者のうち、どちらかが 20歳以上であること 

対象活動：地域に根ざし、地域を魅力的で住みよい環境にするまちづくり活動 

(例)・まちづくり活動を行うための、仲間作りや活動の勉強会等の開催 

   ・地域のコミュニティの形成を目指すための活動 

   ・住宅の軒先や道路沿いを緑や花でいっぱいにし、まちを美しくする活動 

   ・地域の防災・減災を進めるための活動 

   ・子どもや高齢者、障がいのある方の目線で考え共にする活動 

助成金額：初めての助成…5 万円以内  2回目以降…10万円以内 

申請期限：2021年 5月 28日（金）17：00（厳守） 

 

問 合 せ：名古屋都市センター 調査課 

     TEL：052-678-2214  FAX：052-678-2209 

 

 

┏━┓  

┃５┃令和 3年度環境保全活動支援助成金 活動募集【石川】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議では、営利を目的としな 

い民間の団体が行う環境保全活動に対し、活動資金の助成を行います。 

 

詳  細：https://www.eco-partner.net/activity/subsidy 

 

https://www.nup.or.jp/nui/human/activity/activity_recruit_r03/activity_recruit_r2_20210528.html
https://www.nup.or.jp/nui/human/activity/activity_recruit_r03/activity_recruit_r2_20210528.html
https://www.eco-partner.net/activity/subsidy


対象団体：自発的かつ継続的に環境保全に関する活動を行う団体（任意団体も 

     含む）で、石川県内に活動の本拠としての事務所を置き、石川県内 

     において活動する団体 

対象分野：環境保全に関する「実践活動」、「普及啓発活動」、「調査・研究活動」 

応募締切：2021年 6月 15日（火） 

 

問 合 せ：公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議 事務局 

     TEL：076-266-0881  FAX：076-266-0882 

     メール：staff@eco-partner.net 

 

 

┏━┓  

┃６┃令和 3年度富山県希少野生動植物保護活動事業費補助金 募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県は、ボランティア団体等が行う富山県指定希少野生動植物を保護する活 

動を支援します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.toyama.jp/1709/kurashi/kankyoushizen/kankyou/kj00021002.html 

 

対象団体：要件に該当する自治会、NPO 法人、ボランティア団体など 

     （ただし、地方公共団体は除く。） 

対象事業：富山県内における、指定希少野生動植物の保護に要する費用（生息 

     地又は生育地の環境整備、違法捕獲や盗掘の防止施設整備など） 

受付期間：2021年 4月 1日（木）から申請を受付 

     ※採択する額が予算額に達した場合、受付を終了 

 

問 合 せ：富山県生活環境文化部自然保護課 

     TEL：076-444-3397  FAX：076-444-4430 

 

 

┏━┓ 令和 3年度「世界で最も美しい富山湾」 

┃７┃《活用・保全連携事業費 補助金》・《活用事業費 補助金》募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

《活用・保全連携事業費 補助金》 

富山県では、富山湾沿岸市町が民間団体等と連携して新たに取り組む富山湾 

mailto:staff@eco-partner.net
https://www.pref.toyama.jp/1709/kurashi/kankyoushizen/kankyou/kj00021002.html


の活用・保全を図る事業に対して補助します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.toyama.jp/140130/miryokukankou/kankoutokusan/kankou/20210413.html 

 

対象団体：富山湾沿岸市町と連携して事業に取り組む民間団体・事業者 

対象事業：富山湾沿岸市町の補助等を受けて民間団体・事業者（実行委員会組 

     織によるものを含む）が実施する次の事業のうち新規性のある事業 

 

《活用事業費 補助金》 

富山県では、富山湾のブランド力を向上させ、世界で最も美しい富山湾への誘 

客を促進するとともに、民間応援組織「美しい富山湾クラブ」の体制を強化す 

ることを目的として、富山湾の活用や環境保全に取り組む事業に対して補助し 

ます。 

 

詳  細： 

https://www.pref.toyama.jp/140130/miryokukankou/kankoutokusan/kankou/20210412.html 

 

対象団体：「美しい富山湾クラブ」の会員団体 

対象事業：次の事業のうち、新規性のある事業 

     ・富山湾を活用した事業 

     ・富山湾の環境を保全する事業 

     ・知事が特に認める事業 

 

募集締切：2021年 5月 20日（水） 

 

問 合 せ：富山県地方創生局観光振興室美しい富山湾活用・保全課 

     TEL：076-444-9690  FAX：076-444-4404 

 

 

┏━┓  

┃８┃令和 3年度中山間地域の課題解決事業 募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県では、今年度新たに中山間地域において、地域と連携して行う「デジタ 

ル技術等を活用した地域の課題解決」に向けた取組を募集し支援します。 

 

https://www.pref.toyama.jp/140130/miryokukankou/kankoutokusan/kankou/20210413.html
https://www.pref.toyama.jp/140130/miryokukankou/kankoutokusan/kankou/20210412.html


詳  細： 

https://www.pref.toyama.jp/140406/kensei/kouhou/houdou/2021/4gatsu/tyuusannkanntiikin

okadaikaiketu.html 

 

応募対象：民間企業、団体等 

対象事業：地域と連携して行うデジタル技術等を活用した地域の課題解決に向 

     けた取組み 

（条件）1. 中山間地域において実施するものであること 

    2. デジタル技術や先端技術などの技術を活用する取組みであること 

募集締切：2021年 5月 27日（木）必着（消印有効） 

 

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 

 

 

┏━┓  

┃９┃令和 3年度魚津市環境保全活動支援事業 募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

魚津市環境保全活動支援事業では、環境保全活動を実施する団体に対して補助 

金を交付しています。 

 

詳  細： 

https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=16295 

 

対象団体：魚津市内に住所又は活動の本拠を有する団体（法人を含む） ほか 

対象活動：次のいずれかに該当する実践活動、教育啓発活動及び調査研究活動 

     1. 自然環境の保全、再生又は創造に関する活動 

     2. 生物多様性の保全に関する活動 

     3. 環境の美化又は緑化に関する活動 

     4. 省資源又は省エネルギーに関する活動 

     5. リデュース、リユース又はリサイクルに関する活動 

     6. 前各号に掲げるもののほか環境保全に関する活動 

助成金額：1 団体あたり 10万円を限度（助成団体数：3 団体） 

募集締切：2021年 6月 24日（木） 

 

問 合 せ：魚津市生活環境課環境安全係 

https://www.pref.toyama.jp/140406/kensei/kouhou/houdou/2021/4gatsu/tyuusannkanntiikinokadaikaiketu.html
https://www.pref.toyama.jp/140406/kensei/kouhou/houdou/2021/4gatsu/tyuusannkanntiikinokadaikaiketu.html
https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=16295


     TEL：0765-23-1004  FAX：0765-23-1092 

 

 

┏━┓ 

┃10┃小牧市 令和 4年度に実施する協働事業 提案募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

小牧市では、令和 4年度に実施する協働事業の提案を募集しています。 

市民活動団体から行政へ事業を提案する《市民提案型「きらめき」》と行政 

から市民活動団体へ事業を提案する《行政提案型「はばたき」》があります。 

 

詳  細： 

http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/kenkouikigai/sasaeai/shiminkyoudou/5/33

109.html 

 

応募資格：小牧市市民活動推進条例に基づく「市民活動団体」として登録して 

     いること 他 

対象事業： 

市民提案型「きらめき」…小牧市内で実施される公益的な事業であり、市民 

（市民活動団体）と行政が協働で実施することにより、地域や社会の課題を 

解決することにつながる事業など ※その他要件は詳細をご確認ください。 

行政提案型「はばたき」…史跡小牧山清掃事業、市民参加による広報作成事 

業など（全 6事業） 

募集締切：2021年 5月 25日（火） 

 

問 合 せ：小牧市健康生きがい支え合い推進部支え合い協働推進課 

     TEL：0568-76-1629 

     メール：kyodo@city.komaki.lg.jp 

 

 

┏━┓  

┃11┃第 11 回いしかわエコデザイン賞 2021 募集【石川】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

いしかわエコデザイン賞では、環境保全に役立つ石川発の優れた製品やサービ 

スを表彰します。 

 

詳  細：https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/eco_design/index.html 

http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/kenkouikigai/sasaeai/shiminkyoudou/5/33109.html
http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/kenkouikigai/sasaeai/shiminkyoudou/5/33109.html
mailto:kyodo@city.komaki.lg.jp
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/eco_design/index.html


 

応募対象：企業（個人事業者を含む）、NPO、団体、高等教育機関関係者（教員、 

研究者、学生）など。原則、石川県内に活動拠点があること。ただし、応募する 

製品・サービスが石川県に関連するものであれば、国の内外を問わず応募可。 

募集領域：企画やアイデア段階のものでも応募可。 

○製品領域(モノ)…(例)機械製品、日用品、繊維製品、建築・構造物、情報機器 

○サービス領域(コト)…(例)エネルギー管理、情報通信、小売、教育・学習支援、 

 宿泊・飲食、金融、パブリシティ（イベント・キャンペーン）、運輸 

応募締切：2021年 6月 30日（水） 

 

問 合 せ：石川県生活環境部温暖化・里山対策室 

     TEL：076-225-1462  FAX：076-225-1479 

     メール：ontai@pref.ishikawa.lg.jp 

     公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議 

     TEL：076-266-0881  FAX：076-266-0882 

     メール：info@eco-partner.net 

 

 

┏━┓  

┃12┃2021年度 3R 推進ポスターデザインコンテスト 作品募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

3R 推進協議会は、工場、工事現場、オフィス、店舗などのビジネス現場や公共 

の場において、事業者に 3R（リデュース・リユース・リサイクル）活動の推進 

を促すためのポスターのデザインを募集します。 

 

詳  細：https://www.3r-suishinkyogikai.jp/poster/contest/ 

 

応募資格：日本国内在住者 

応募内容：事業者に 3R（リデュース・リユース・リサイクル）活動の推進を 

     促すためのポスターデザイン 

募集締切：2021年 5月 31日（月）必着（郵送分） 

     2021年 6月 4日（金）17：00（Web フォーム分） 

 

問 合 せ：3R推進協議会（リデュース・リユース・リサイクル推進協議会） 

     TEL：03-5209-7704 

     メール：3r-poster@3r-suishinkyogikai.jp 

mailto:ontai@pref.ishikawa.lg.jp
mailto:info@eco-partner.net
https://www.3r-suishinkyogikai.jp/poster/contest/
mailto:3r-poster@3r-suishinkyogikai.jp


 

 

┏━┓  

┃13┃2021年度国際ユース作文コンテスト 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人五井平和財団は｢国際ユース作文コンテスト｣を実施します。 

 

詳  細：https://www.goipeace.or.jp/work/essay-contest/ 

 

テ ー マ：「いのちって何？」 

応募資格：子どもの部（小学生・中学生） 

     若者の部（高校 1 年生から 25歳まで） 

応募締切：2021年 6月 15日（火）必着 

 

問 合 せ：公益財団法人五井平和財団｢国際ユース作文コンテスト｣係 

     TEL：03-3265-2071  メール：essay@goipeace.or.jp  

 

 

┏━┓  

┃14┃「なごビオ」（なごや生物多様性保全活動協議会）ロゴマーク 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

なごや生物多様性保全活動協議会では令和 3年 5 月に設立 10周年を迎えるにあたり 

「なごビオ」という愛称を決定しました。それに続き、ロゴマークを募集してい 

ます。 

 

詳  細：http://www.bdnagoya.jp/introduction/index.html#rogo 

 

応募資格：なごビオ会員、市民調査員、なごビオ会員に推薦された方 

     なごビオが推薦した大学のデザイン系学部・学科の学生の方 

募集作品のコンセプト： 

○生きもの及び生態系の保全に取り組むなごビオの活動にふさわしいもの 

○子どもから高齢者まで幅広い年齢層に親しみやすいもの 

募集締切：2021年 6月 30日（水） 

 

問 合 せ：なごや生物多様性保全活動協議会（なごや生物多様性センター内） 

     TEL：052-831-8104  メール：bdnagoya@gmail.com 

https://www.goipeace.or.jp/work/essay-contest/
mailto:essay@goipeace.or.jp
http://www.bdnagoya.jp/introduction/index.html#rogo
mailto:bdnagoya@gmail.com


 

 

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

【本メールマガジンについて】 

  本メールマガジンは、転送自由です。 

  ○申込・解除 : https://www.mag2.com/m/0000233904.html 

  ○バックナンバー 

    そらいろ通信 ～EPO-Chubu メールマガジン 

    https://www.epo-chubu.jp/mail-magazine 

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

  発信元：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活動支援センター   

     TEL：（EPO）052-218-8605／（ESD）052-218-9073 

      FAX：052-218-8606 

          メール：info@epo-chubu.jp 

     URL：（EPO）http://www.epo-chubu.jp 

         （ESD）http://chubu.esdcenter.jp/  

     〒460-0003  名古屋市中区錦 2-4-3  錦パークビル 4F 

====================================================================== 

 

https://www.mag2.com/m/0000233904.html
https://www.epo-chubu.jp/mail-magazine
mailto:info@epo-chubu.jp
http://www.epo-chubu.jp/
http://chubu.esdcenter.jp/

