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低炭素杯
エントリー募集

次世代に！　 活動日本一！CO2削減！ アジアへ発信！

プレゼンテーション出場者

2012 年 9 月 1 日〜10 月 19 日[募集期間]

2013 年 2 月 16 日（土）・17 日（日）

[ファイナリスト本戦]

低炭素社会づくり、地球温暖化防止に取り組む団体・企業
※法人格の有無などは問いません。

[募集対象]

地域活動部門・学生活動部門・企業活動部門・ソーシャルビジネス部門[募集部門]

[表彰：グランプリ・金賞ほか］
環境大臣賞ほか…　　　　　　　　　　　 　協賛・協力企業／団体賞として、最優秀グローバル賞、最優秀家庭エコ活動賞、最

優秀地域活性化賞、最優秀コミュニケーション賞、最優秀地域エコ活動賞等の授与も予定しています。環境大

臣賞受賞団体には、アーティスト齊藤公太郎氏制作の「低炭素杯トロフィー」を授与、また各賞受賞団体に対し、

各種副賞を予定しています。

http://www.zenkoku-net.org/teitansohai2013/
詳しくはウェブサイトをご覧ください

[ 主　催 ] 低炭素杯２０１３実行委員会（委員長：小宮山 宏）

[ 共　催 ] 株式会社 LIXIL

　　　　 一般財団法人セブン-イレブン記念財団

　　　　 一般社団法人地球温暖化防止全国ネット

[特別協賛]キリンビール株式会社

　　　　　日本マクドナルド株式会社

　　　　　公益財団法人 損保ジャパン環境財団　

［特別協力］ブリティッシュ・カウンシル

　　　　　独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）（予定）

　　　　　株式会社オルタナ

　　　　　特定非営利活動法人気象キャスターネットワーク

　　　　　木原木材店（北はりま小径木加工センター）

[ 後　援 ] 環境省　プラチナ構想ネットワーク

低炭素杯とは…
　次世代に向けた低炭素社会の構築をめざして、低炭素杯は 2011 年に生まれ、2 年間に 178 件のご応募

をいただき、うち 88 のグループの方々に全国大会にご出場いただきました。2012 年 2 月の「低炭素杯

２０１２」も、小学生・高校生から地域のくらしのベテランと企業の取組みまで、多様な団体によって実践

されている、自然エネルギーの活用・普及や節電・省エネなど、多様な取組みの発表を通じて、ノウハウの

共有や交流が進みました。

　くしくも 2013 年からは、気候変動に関する国連枠組条約の京都議定書における第 2 約束期間が始まり、

温暖化対策も、新たな段階（ネクスト・ステージ）へと歩を進めることが求められています。そのためにも、

低炭素杯は、持続的・拡充的に開催し、これまで以上に多様な地域で、多様な主体・セクターの連携を促し

ながら、低炭素社会の構築に取り組む人々が歩み続けるための基盤としての役割を果たさねばなりません。

そのための次の一歩として、2013 年 2 月に、「低炭素杯２０１３」を開催いたします。

※低炭素杯 2012 の様子は下記ウェブサイトにある動画をご覧ください。

本戦会場 東京ビッグサイト（国際会議場ほか）
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URL http://www.zenkoku-net.org/teitansohai2012/movie.html



エントリー書類提出先・お問合せ先

低炭素杯２０１３実行委員会事務局（一般社団法人地球温暖化防止全国ネット　低炭素杯２０１３担当）

〒101-0053　東京都千代田区神田美土代町 9-17 神田第三中央ビル５Ｆ 

TEL 03-6273-7785　 FAX 03-5280-8100　E メール teitanso-hai@jccca.org

低炭素杯２０１３
エントリー方法

［募集対象］

低炭素社会づくり、地球温暖化防止に取組む団体・企業  ※法人格の有無などは問いません

［募集部門］

エントリーは部門別です。以下のいずれかの部門を選んでエントリーして下さい。

活動例部門 含まれる団体種別例

地域活動部門
 　・ 地球温暖化に関する出前授業等の啓発活動
 　・ 地域連携によるＬＥＤ導入などによる節電対策、節電所の展開
 　・  太陽光発電・風力発電など自然エネルギー等の導入の取組み
 　・ バイオマスエネルギーの活用システムの立ち上げ

NPO（法人格の有無は問わない）
自治会・商店会
商工会・自治体 など など

学生活動部門
 　・ 学校と地域による緑のカーテンの取組み
 　・ クラブ活動によるＣＯ2排出削減の素材研究の取組み
 　・ クラブ活動によるエコカー開発、実践活動

小中高校生
大学生
専門学校生 など など

ソーシャルビジネス
部門

 　・ 里山保全を通じたバイオマスエネルギービジネス
 　・ 食の課題とエネルギーを関連させたビジネスモデル
 　・ 生物多様性を取り入れた都市の緑化事業

NPO（法人格の有無は問わない）
民間が出資・経営する
私企業 など など

企業活動部門 株式会社
有限会社 

 　・ 自社によるＣＯ2排出削減の取組み、地域支援
 　・  商品提供を通じた地域活動支援 など

※低炭素杯２０１３ウェブサイトに掲載している低炭素杯２０１２エントリー団体の活動をご参照下さい。

１. エントリーは部門別です。上記のいずれかの部門を選んで下さい。

２. 低炭素杯２０１３ウェブサイトよりエントリーシートをダウンロード。 http://www.zenkoku-net.org/teitansohai2013/

３. エントリーシートに必要事項をご記入していただき、低炭素杯２０１３実行委員会事務局宛に、2012 年 10 月 19 日ま

　 でにＥメールでお送り下さい。事務局よりエントリー受付のご連絡をいたします。

４. 書類審査の結果を 12 月中にエントリーいただいた全団体にご連絡いたします。

［応募方法］

［選考スケジュール］　
エントリー受付

2012 年 9 月 1 日〜10 月 19 日

エントリーシートのダウンロード・記入・メールで応募

書類審査

2012 年 11 月〜12 月初旬

低炭素杯２０１３に参加するファイナリスト 35 団体を選考・通知

プレゼンテーションの内容について事務局で確認いたします

プレゼンテーションの内容を事前確認

2012 年 12 月中

低炭素杯２０１３開催
2013 年 2 月 16 日・17 日

低炭素杯２０１３ファイナリストによるプレセンテーション審査
各賞の受賞団体の決定

※書類審査の結果により低炭素杯２０１３に出場いただく35団体には、
   各団体 3 名分の旅費を主催者より支給いたします。

１. 申請書類は、所定の申請フォームに収めて下さい。
２. 記入済み様式１、様式２を電子ファイルにてお送り下さい。
３. 申請は該当する１部門のみに申請して下さい。
４. 申請内容の活動は継続性がある活動とします。
５. 補足資料がある場合は、任意に提出可能です。ただし最大で A4 サイズ 5 枚
　 程度の容量とし「２．エントリーされる取り組みの概要『活動内容』」欄の末尾
    に添付資料の名称を明記して下さい。
６.エントリーシートに記載すべき内容を「別途記載」と記入し、添付資料に変え
    ることはできません。
7.大量の画像データ（CD-ROM・DVD-ROM）等の送付は受理しません。
8 .エントリーシート等の応募書類、低炭素杯２０１３の報告書等に使用させて 
    いただく場合があります。
９.エントリーシート等応募書類は、一切返却いたしません。

【お願い】応募にあたっては、活動している地域の団体や連携している個人・ 
              団体に対し「低炭素杯２０１３」の紹介を積極的に行ってください。

［留意事項 ]

１. 低炭素杯２０１３ 実行委員会は、本事業で収集するすべての個人情報の取り
    扱いについては、個人情報の保護に関する法令を遵守し、業務終了後すみや
    かに消去いたします。
２. 収集した個人情報を本事業の業務委託先以外の第三者に開示・提供すること
     はありません。
３. エントリーシートによって取得した個人情報は本事業実施に伴う連絡調整
     業務にのみ使用いたします。

［個人情報 ]


