
選考スケジュール

応募締切
2018年9月3日まで

一次審査
2018年9月下旬

二次審査
2018年10月下旬

各賞受賞発表
2018年11月

授賞式（大臣賞審査）
2018年12月7日（金）

大臣賞受賞者プレゼンテーション
2018年12月8日（土）

優秀賞
（各部門1組）

5万円

応募方法
「生物多様性アクション大賞」ウェブサイトより応募してください。

　http://5actions.jp/award/

応募部門
あなたの活動も生物多様性につながっているかもしれません。
5つのアクションからひとつを選んで応募してください。

国連生物多様性の
10年日本委員会
（UNDB-J）

主催：国連生物多様性の10年日本委員会（UNDB-J）　共催：一般財団法人セブン-イレブン記念財団　事務局：一般社団法人CEPAジャパン
協賛：前田建設工業株式会社、セキスイハイム　特別協力：公益社団法人国土緑化推進機構、、経団連自然保護協議会　 
協力：富士フイルム株式会社　 株式会社オルタナ　後援：環境省、農林水産省、生物多様性自治体ネットワーク、朝日新聞社、共同通信社、日本経済新聞社、毎日新聞社

生物多様性とつながる
あなたの活動を応募しよう

活動
情報

大募
集

!

生物多様性
アクション大賞
2018

2018年９月3日（月）まで
http://5actions.jp/award/

レッツ・ギョー!!
 アクション大漁のギョ応募
お待ちしていまーす♫

さかなクン
生物多様性アクション大賞2018

アンバサダー

応募資格
日本国内に活動拠点がある企業・団体・学校・個人。
※政治活動や宗教の布教を目的として活動する団体や、公序良俗に反する活動は除く。
※詳しくはウェブサイトをご確認ください。

生物多様性アクション大賞とは…
「国連生物多様性の10年日本委員会」（UNDB-J）が推進している「MY
行動宣言 5つのアクション」を参考に、5つのアクションに即した活
動を表彰する「生物多様性アクション大賞」を設置します。
本賞は、全国各地で行われている5つのアクションに貢献する団体・
個人の取組みを表彰し、積極的な広報を行うことにより、生物多様性
の主流化を目指すものです。活動規模の大小を問わず、あらゆるセク
ターに「生物多様性の自分ごと化」を促し、「国連生物多様性の10年」
の広報・教育・ 普及啓発（CEPA）活動の一つとして、またCOP10で
採択された「愛知目標」達成の一助として実施します。本年は6回目
の開催となります。
具体的には、全国各地で行われている生物多様性の保全や持続可能
な利用につながる活動を募り、「たべよう部門」、「ふれよう部門」、「つ
たえよう部門」、「まもろう部門」、「えらぼう部門」の5部門で「優
秀賞」を選定し、さらに「優秀賞」受賞者によるプレゼンテーション
を経て「大臣賞」を選定します。

部門

たべよう部門

ふれよう部門

つたえよう部門

まもろう部門

えらぼう部門

活動例

環境負荷が少なく、その地域、季節の生きものたちの恵み
でもある、地元でとれた食材や、旬の食材を使って地域の
食文化を掘り起こす活動。

山、海、川、動・植物園などでの自然体験を通じて、自然の
中で遊ぶことの楽しさや、地域の特色、生きものの生態や面
白さを実感してもらう活動。

生きものたちのさまざまな色や形、行動を観察し、自然の素
晴らしさや季節の移ろいを、写真や絵、文章などで記録・表現し、
伝える活動。

豊かな生態系を未来に残すため、森・里・川・海などを舞台に、
自然や生きものの調査・保全・再生や、地域文化の保存など
を行っている活動。

生物多様性のことをきちんと考えて生産・販売された商品や
サービスを、その内容を開示し、消費者に提供する活動。ま
たは促進する活動。

キーワード

自給自足、家庭菜園・市民農園、伝統食、
地産地消、旬産旬消、食育、フードマイ
レージ etc

自然観察会、自然体験プログラム、自然
学校、インタープリター育成、フィール
ドミュージアム、エコツーリズム etc

伝承芸能、伝統行事、出版、ウェブ、アプリ、
映像、写真、イベント、ゲーム、アート 
etc

郷土芸能や伝統行事の保存、山村・里山・
流域振興、自然保護活動、ナショナルト
ラスト etc

フェアトレード、トレーサビリティ、グ
リーン購入、グリーンエコノミー、エコ
ラベル etc

最新情報はこちら
http://5actions.jp/award/
https://www.facebook.com/5actions.award

お問い合わせ先：生物多様性アクション大賞事務局 
  E-mail : award@cepajapan.org 

※予定が変更になる場合があります

※予定が変更になる場合があります

特別賞
●復興支援賞

●グリーンウェイブ賞
●セブン-イレブン記念財団賞

●SDGs賞
●審査委員賞 ほか

詳しくはウェブサイトをご覧ください

※活動支援金はUNDB-Jより贈られます。

農林水産
大臣賞

（優秀賞から1組）

30万円

環境
大臣賞

（優秀賞から1組）

30万円

企業も
自治体も

NPO/NGOも
学校も

第6回



● たべよう
石巻市立大原小学校

● ふれよう
とくしま生物多様性リーダーチーム

● つたえよう
北九州・魚部（現NPO法人） 

● まもろう
株式会社加藤建設

● えらぼう
特定非営利活動法人つくしん棒

※写真は2017年度優秀賞受賞活動

大賞

生物多様性アクション大賞 2013̶2017　
優秀賞・特別賞受賞団体一覧

北海道 株式会社アレフ ●
 ほか入賞7件

★ 優秀賞　● 特別賞　● たべよう　● ふれよう　● つたえよう　● まもろう　● えらぼう

滋賀県 アイキッズ～エコアイディアキッズびわ湖 ★ 大賞2013
 湖南 企業いきもの応援団 ★
 渋川いきものがたり作成支援委員会 ★
 渋川小学校・滋賀の郷土料理学習実行委員会●
 せせらぎの郷 ● 
 ほか入賞 2件

三重県 クオドラント・プラスチック・コンポジット・ジャパン株式会社 ★
 特定非営利活動法人大杉谷自然学校 ●
 ほか入賞 3件
愛知県 株式会社加藤建設 ★ 環境大臣賞2017
 環境ボランティアサークル亀の子隊 ● 
 ほか入賞 7件
長野県 入賞 4件
岐阜県 特定非営利活動法人つくしん棒 ★

山梨県 富士山アウトドアミュージアム ★
 かとうさんち ● 
 特定非営利活動法人都留環境フォーラム ● 
 山梨県立吉田高等学校放送部×富士山アウトドアミュージアム ●
 ほか入賞 2件
静岡県 特定非営利活動法人グラウンドワーク三島 ● 
 ほか入賞 2件

京都府 特定非営利活動法人加茂女 ★ 大賞2015
 株式会社島津製作所「え～こクラブ」 ★ 
 京都府立桂高等学校 TAFS「地球を守る新技術の開発班」 ● 
 ほか入賞 6件

大阪府 雨ふる大地の水辺保全ネットワーク ★ 
 特定非営利活動法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 ★
 特定非営利活動法人里山倶楽部 ● 
 サラヤ株式会社 ●
 地球環境関西フォーラム ●
 ほか入賞 5件
兵庫県 海と空の約束プロジェクト ●
 兵庫県立御影高等学校　環境科学部生物班 ●
 ほか入賞 8件
奈良県 入賞 3件
島根県 認定特定非営利活動法人自然再生センター ● 
 ほか入賞 1件
山口県 入賞 1件
岡山県 入賞 2件
広島県 入賞 2件
徳島県　 とくしま生物多様性リーダーチーム ★
 特定非営利活動法人三嶺の自然を守る会 ●
高知県 入賞 1件

福岡県 糸島こよみ舎 ★ 大賞2016
 北九州・魚部（現NPO法人） ★ 農林水産大臣賞2017
 ほか入賞 4件
佐賀県 入賞 1件
長崎県 入賞 3件

熊本県 特定非営利活動法人田舎のヒロインズ ★
 特定非営利活動法人天明水の会 ●
 みさを大豆研究班 ●

宮崎県 一般社団法人てるはの森の会 ★
 ほか入賞 3件
鹿児島県 カエル PROJECT ●
 ほか入賞 1件

沖縄県 石垣市立伊原間中学校 ★
 泡瀬干潟博物館カフェ「ウミエラ館」 ● 
 ほか入賞 4件

新潟県 入賞 4件
富山県 魚津三太郎倶楽部 ●
 富山県立大学 ● 
 ほか入賞 3件

石川県 まるやま組 ★ 大賞2014
 特定非営利活動法人河北潟湖沼研究所 ★
 ほか入賞 5件

福井県 株式会社森と暮らすどんぐり倶楽部 ★
 ほか入賞 1件

青森県　 青森県立名久井農業高等学校　草花班／伝統野菜班 ● 
 特定非営利活動法人ういむい未来の里CSO ● 
 ほか入賞 1件

岩手県 臼澤鹿子踊保存会 ● 
 大船渡市立末崎中学校 ● 
 ほか入賞 2件

山形県 やまがたヤマネ研究会 ● 

宮城県 石巻市立大原小学校 ★

 日和キッチン ★ 
 あじ島冒険楽校 ● 
 石巻海さくら ● 
 特定非営利活動法人エコパル化女沼 ●
 一般社団法人くりはらツーリズムネットワーク ●
 気仙沼市立大谷中学校 ●
  気仙沼の魚を学校給食に普及させる会 ● 
 特定非営利活動法人田んぼ ●●
 松島湾アマモ場再生会議 ●   
 ゆりりん愛護会 ● 
 ほか入賞 3件
福島県 いわき海洋調べ隊・うみラボ ● 
栃木県 入賞1件
群馬県 群馬県立尾瀬高等学校自然環境科 ●    
 ほか入賞 1件
埼玉県 入賞9件
千葉県 特定非営利活動法人 大山千枚田保存会 ● 
 カシニワ・フェスタ実行委員会 ● 
 ほか入賞 4件

東京都 公益財団法人東京動物園協会井の頭自然文化園 ★
 フェアウッド・パートナーズ ★
 三菱地所レジデンス株式会社 ★
 赤坂みつばちあ ● 
 こども国連環境会議推進協会 チーム「365×3」　● 
 特定非営利活動法人子どもの森づくり推進ネットワーク ● 
 特定非営利活動法人自然文化誌研究会 ● 
 一般社団法人 Think the Earth ● 
 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 ● 
 全国農業協同組合連合会 広報部 ● 
 東芝グループ ● 
 富士ゼロックス株式会社 ● 
 特定非営利活動法人 ラムサール・ネットワーク日本 ● 
 ほか入賞 41件
神奈川県 特定非営利活動法人海の森・山の森事務局 ● 
 特定非営利活動法人小網代野外活動調整会議 ● 
 ほか入賞 9件

★環境大臣賞、農林水産大臣賞は2017年度より設置されました


