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地球規模の環境問題を解決し、持続可能な社会を実現していくためには、これらの問題を正しく認識

し、その解決に向けて強い意欲を持つ若者が、将来的に企業をはじめとする社会のさまざまなフィール

ドでリーダーシップを発揮して積極的に活躍することが期待されています。 
環境省と環境人材育成コンソーシアム（EcoLeaD）1は、大学・大学院において環境を学び、研究す

る学生や環境団体等で活動経験のある学生に対し、環境に関する自身の学びや経験を通じて考えたこと

を企業等に向けて発信し、企業等の担当者と交流する機会を提供することにより、自身の問題意識をよ

り実際的かつ具体的なものとし、今後の学びや研究、活動、さらには将来の進路の決定に役立ててもら

うことを目的として、エコプロダクツ 20142の EcoLeaD ブースにおいて展示するポスターを募集しま

す。 
また、皆様から応募いただいたポスターの展示を通じて、環境に関する学びや経験を有する人材のポ

テンシャルに対する企業等の認識向上を図り、このような人材への将来的なニーズの拡大に資すること

を目指しています。 
企業等との交流の機会を通じて、今後の活動や将来の進路の決定に活かしたいと考えている学生の皆

様の積極的な応募をお待ちしております。 
  
1. ポスター展示の実施概要 

・ 主催：環境省、環境人材育成コンソーシアム（EcoLeaD） 
・ 会場：エコプロダクツ 2014（東京ビッグサイト）NPO・NGO コーナー N-111 
・ 日時：平成 26 年 12 月 11 日（木）・12 日（金）10:00～18:00、13 日（土）10:00～17:00 
・ 内容：「“環境”を学ぶ大学生から企業等への提言」についての提案ポスターの展示を行います。希望

する学生は、EcoLeaD ブースに来場する企業等の担当者に対して、ポスターサイズにまとめた

提案内容の説明をしていただきます。 
※ 提案ポスターは、エコプロダクツ 2014 の EcoLeaD ブースでの展示及び EcoLeaD のウェ

ブサイト上に掲載し、広く一般に公開します。 
※ EcoLeaD ブースの来場者やウェブサイトの閲覧者を対象としたアンケートを実施しま

す。アンケートを通して、個別の提案ポスターに寄せられる意見・感想等は、集計し、

応募者毎に主催者よりお伝えします。 
 
 
 

                                                   
1：環境人材育成コンソーシアム（EcoLeaD）は、「環境人材」の育成を目的とした産学官民のさまざまな団体のネットワ

ーク化を支援するプラットフォームです。環境省が推進している「アジア環境人材育成イニシアティブ」の一環として、

同省の支援の下に設立され、大学、企業、NGO/NPO 等の団体が会員として参加し、社会のさまざまな分野で活躍する

環境人材の育成に取り組んでいます。詳しくは http://www.eco-lead.jp/をご覧ください。 
2：エコプロダクツ展は、我が国最大級の環境展示会で、各業界を代表する企業、国内のみならず世界で活躍する NPO・

NGO、さまざまな知見を創造する学術・教育機関、行政・自治体等、多様なステークホルダーが出展しています。詳し

くは http://eco-pro.com/2014/をご覧ください。 
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2. 提案ポスターの募集について 
（ア） 応募資格 
  日本国内の大学、大学院に在籍する学生で、以下の要件に該当する者。 

1） “環境”を学び、研究している学生（環境関連の学部に所属している必要はありません。） 
2） 環境団体等での活動経験のある学生 

 3)  1)及び 2)に該当する者で構成される複数人のグループ 
 

（イ） 募集テーマ 
  “環境”を学ぶ大学生から企業等への提言 

 
（ウ） 提案ポスターの記載内容及び規格 

■記載内容 
応募者は別添「提案ポスターの記入について」を参照し、以下に従って作成してください。 
1） 提案ポスターの記入用紙は、以下よりダウンロードしてください。 

（個人申込）http://www.eco-lead.jp/poster/poster_individual.ppt 
（グループ申込）http://www.eco-lead.jp/poster/poster_group.ppt 

2） 以下①～⑦の「基本項目」を記入してください。 
①国籍 ②性別 ③年齢 ④大学・大学院 ⑤学部・学科名（研究科専攻名） 
⑥サークル・環境団体 ⑦環境に関する学習、研究、活動の概要 
なお、複数人のグループで応募する場合は、以下の①～⑤を記入してください。 
①代表者国籍 ②グループ人数 ③グループ名 ④グループ所属学生の大学・大学院 
⑤グループで取り組む環境に関する学習、研究、活動の概要 

3） ⑧募集テーマに沿って具体的に企業等に提案したい内容を記入してください。 
   ※本項目の作成にあたっては、以下の a 及び b を明記してください。 

a. 「私達が考える持続可能な社会実現に向けた課題」 
応募者が、環境に関する日々の学習、研究、活動等や生活の中で考える「持続可能な

社会実現に向けた課題」を問題提起してください。 
b. 「課題の解決に向けて、私が企業等に提案したいこと」 

応募者は自身の環境を通して得た学びを踏まえて、a で挙げた課題の解決に向けた方策

を企業等に提案してください。 
＜提案内容の例＞  
・企業等に提案したい新しい環境ビジネス 
・企業等がとるべき新しい環境対応の内容や仕組み 
・企業等とステークホルダーとの新しい関係や協働のあり方 
 

※ a、b の提案内容は、応募者の環境に関する学びを踏まえて作成してください。 
※ 提案内容の作成にあたっては、提案によって環境問題の解決を目指すだけでなく「ど

のように企業価値を高めることができるのか」という視点を持って作成してください。 
※ 提案内容は、提案する企業等の業種（例：製造業、物流業等）や規模（例：大手企業、

中小企業等）を想定して作成してください。ただし、実際に存在する特定の企業等を
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対象とする提案はできません。 
※ 提案内容は、できるだけ具体的に記載してください。 
※ 本項目の体裁は自由です。ポスターとして展示する際には、ビジュアルの分かりやす

さもポイントとなりますので、なるべく文章だけでなく写真や図表等を用いて訴求力

のある構成に配慮してください。 
 

■規 格 
1） B2 紙（タテ 728mm×ヨコ 515mm） 
2） タテ使用（ヨコ使用で作成したものは不可とします） 
3） 紙質は自由 
4） 白黒、カラーのどちらでもよい 
5） ポスターは日本語で作成すること 

  
（エ） 応募方法及び応募期限 

1） 応募申込： 
応募者は必ず応募フォームに、氏名（又は、グループ名）、大学・大学院名等の必要事項を記

入し、締切日までに応募申込を行ってください。 
・ 応募締切：平成 26 年 11 月 17 日（月）18:00 まで 
・ 応募フォーム：（個人申込）https://ssl.alpha-prm.jp/eco-lead.jp/poster_entree.html 

（グループ申込）  https://ssl.alpha-prm.jp/eco-lead.jp/poster_group.html 
  

2） 提案ポスターの電子データの提出 
応募者は、「（ウ）提案ポスターの記載内容及び規格」に従って提案ポスターを作成の上、そ

の電子データをメールに添付して提出してください。 
・ 提出期日：平成 26 年 11 月 25 日（火）18:00 まで 
・ データ形式：Adobe PDF 、PowerPoint 又は JPEG 
・ 提出先：EcoLeaD 事務局（info@eco-lead.jp） 

※ 応募多数により展示対象とするポスターの選考を行う場合がありますので、電子デー

タの提出時点では、印刷版の提出は不要です。 
※ 印刷版の提出要否については、平成 26 年 11 月 28 日（金）18:00 までに、すべての応

募者にメールで通知します。 
 

3） 提案ポスター（印刷版）の提出 
事務局からの連絡を受けた後、応募者は、自身で提案ポスターを印刷し、提出期間中に

EcoLeaD 事務局宛に郵送又は持参により提出してください。 
・ 提出期間：平成 26 年 12 月 1 日（月）～ 12 月 8 日（月）必着 

     ※持参する場合の受付時間は 10:00~17:00（ただし 12:00～13:00 を除く） 
・ 提出先：環境人材育成コンソーシアム（EcoLeaD）事務局 

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-14-18 4F（一般財団法人持続性推進機構内） 
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※ 提案ポスター（印刷版）は、電子データと同一のものを提出してください。 
※ 原則として、展示対象となる提案ポスターの応募者はご自身で印刷版を用意の上、郵

送で提出いただく必要があります（印刷及び郵送は、応募者の自己負担で行っていた

だきます）。 
※ 学内で大型の印刷機が利用できないなど、印刷版の準備が困難な事情が認められる場

合には、事務局で提出された電子データを基に提案ポスターの印刷をいたします。希

望される場合には事務局にご連絡ください。ただし、色味や紙質等の指定はできませ

ん。 
※ 提出期間中に提出されなかった場合は、エコプロダクツ 2014 での展示を取り消します。 
※ 提出期日以降の提案ポスターの差し替えは認められません。 
※ エコプロダクツ 2014 でのポスターの展示作業は、EcoLeaD 事務局が一括して行いま

す（応募者にご負担いただくことはありません）｡ 
※ 提案ポスターの電子データ及び印刷版は応募者に返却しません。 

 
（オ） 募集点数 及び 展示期間等 

■募集点数：40 点 程度 
※ 応募点数は、１人又は１グループにつき１点までとします。 
※ 原則として、主催者が不適切と判断するものを除き、全ての応募者の提案ポスターを

EcoLeaD のウェブサイト上に掲載します。 
※ 展示スペースの関係上、エコプロダクツ 2014 で展示できるポスターの枚数には限りが

あります。応募多数の場合は、主催者による選考の上、展示対象となるポスターを決

定させていただきます。 
 

■展示及びウェブサイト掲載期間： 
・ エコプロダクツ 2014 での展示： 

平成 26 年 12 月 11 日（木）・12 日（金）10:00～18:00、13 日（土）10:00～17:00 
※ 原則として、エコプロダクツ 2014 の開催日毎に展示ポスターを入れ替えます。 
※ 希望する学生（グループ応募の場合、代表者 1 名）は、主催者が別途指定する日時に、

EcoLeaD ブースにおいて来場する企業の担当者等へポスターの説明をしていただき

ます。 
・ EcoLeaD ウェブサイト上での掲載： 

平成 26 年 12 月 1 日（月）から平成 27 年 1 月 30 日（金）の予定 
  
（カ） アンケート調査への回答 

本展示への参加や企業等との交流に関する感想等を調査するためのアンケートを実施します。 
応募者には、EcoLeaD 事務局より、後日アンケートを送付させていただきますので、 
平成 27 年 2 月 27 日（金）までに、EcoLeaD 事務局までメールでご回答ください。 
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（キ） 応募上の注意 
1） 提案ポスターは、エコプロダクツ 2014EcoLeaD ブースでの展示及び EcoLeaD ウェブサイト上

に掲載し、広く一般に公開します。応募者が、提案ポスターに第三者によって応募者個人を特

定できる情報を記載する場合は、応募者自らの責任の範囲において行ってください。個人の特

定によって応募者に生じたいかなる損害に対し、主催者は一切の責任を負いません。 
2） 提案ポスターに虚偽の記載があった場合は、エコプロダクツ 2014EcoLeaD ブースの展示及び

EcoLeaD ウェブサイト上での掲載を取り止めさせていただくことがあります。また、応募者

による虚偽の記載によって、企業等の第三者に損害等が生じた場合、応募者自らの責任と負担

により解決するものとします。主催者は一切の責任を負いません。 
3） 提案ポスターの記載内容やコンテンツ等（写真、商標等）は、他者の著作権、肖像権、商標権、

その他の権利を侵害しないもの、もしくは、応募者が権利者等から使用許諾を得ているものと

してください。第三者から権利侵害の主張､異議の申立て等があった場合には、応募者自らの

責任と負担により解決するものとします。主催者は一切の責任を負いません。 
4） 主催者は、提案ポスターの展示及び掲載の際、提案ポスターに文字・画像等を追記・挿入する

等、一部補作をする場合があります。 
5） 提案ポスターの電子データ及び印刷版は、応募者に返却しません。 
6） 本展示の運営にあたって、EcoLeaD 事務局より、必要に応じて応募者へ電話、メール等を用い

て、連絡する場合があります。 
7） 提案ポスターを閲覧し、応募者に興味を持った企業等が応募者への連絡を希望する場合、

EcoLeaD 事務局は、当該企業等の連絡先等の情報を応募者に提供します。 
8） 本展示によって、応募者と企業等の第三者との間で紛争が生じた場合、応募者の責任と負担によ

り当該の第三者と協議し、解決を図ることとします。主催者は一切の責任を負いません。 
9） 主催者は、応募者の個人情報、提案ポスターの記載内容、アンケート調査票の記入内容及びそ

の他の本展示の実施によって収集した全ての情報について、個人を特定できないように加工、

又は、集計・分析し、本展示事業の実施を含む環境省事業「平成 26 年度産学官民の協働によ

る環境人材育成コンソーシアム関連業務」の実施報告書、EcoLeaD ウェブサイト、EcoLeaD
のパンフレット等に記載します。また、次年度以降の本展示の企画・広報に活用します。 
 

※本展示へ応募申込された時点で、上記の注意事項について同意したものとみなします。 
 

＜応募に関する問い合わせ＞ 
環境人材育成コンソーシアム（EcoLeaD）事務局 
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-14-18 4F（一般財団法人持続性推進機構 内） 
担当：松永、山田 
TEL: 03-6418-0375 
E-mail: info@eco-lead.jp 

 


