低炭素杯とは？
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低炭素杯2019

第9回

全国の多様な主体が取り組む、地域や団体の特性に応じた個性的な温暖化防止や低炭素社会
の実現に向けた活動を、市民や他の活動団体など多くのみなさまが集まる場において発表すること
により、取り組みのノウハウや情報を互いに共有し、
さらなる活動に向けて連携や意欲を創出する

Low Carbon Challenge Cup 2019

「場」
となることを目指し、平成22年度から開催しています。
9回目となる「低炭素杯2019」では、
「市民部門」
「企業・自治体部門」
「学生部門（高校生以上）」

全国から選び抜かれた地球温暖化防止活動に取り組むファイナリストが大集結！

「ジュニア・キッズ部門（中学生以下）」の４つの部門にカテゴライズされ、
合計２８団体のファイナリスト

その成果を4分間のステージで披露していただき、各賞を決定します。

の皆様が、
それぞれの取り組みを発表します。

グランプリの栄誉に輝くのはどの団体か。全国の知恵と技をご覧下さい。

第１１回川崎国際環境技術展とコラボ開催！

会場のご案内

低炭素杯２０１９では第１
１回
川崎国際環境技術展とコラボ
開催いたします！
当日の会 場では 川崎 市を
はじめ日本国内や海外から
優れた環境技術をもつ約150
もの企業や団体が出展します。
さまざまな環境技術を見て、
聞いて、
体感して、
環境技術が私たちの暮らしをどのように豊かにして
くれているのか、
そのつながりについて考えてみませんか。

入場
無料
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2019年 月 日（金）
カルッツかわさき

入場は
1階からに
なります

会期 ： 2019年2月7日(木)・8日(金) 10：00〜17：00

プログラム（予定）

【電車・徒歩でお越しの場合】

※市役所通りをまっすぐお進みください。

会場は見どころ満載！
地球温暖化防止について
みんなで考えよう
！

【バスでお越しの場合】

カルッツかわさき

（神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-4）

低炭素杯2019

川崎駅東口バスターミナルより乗車
約5分「教育文化会館前」下車すぐ
•川崎 市 営バス（ 系 統 番 号：川0 4・
川05・川07・川10・川13・川15）
•臨港バス
（系統番号：川02・川03）
•主なバスのりば…
11・12・13・14・15番

低炭素杯

10：00〜16：30（開場9：30）
10：00 〜10：12

●

開会/オープニング

注目
！

生！
教えて 五箇先
生物リスク
る
よ
に
化
暖
温
地球
基調講演 ： 13：30〜15：00
（９０分講演予定）

（神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-4）

JR「川崎駅（北口東）」
・
京急「京急川崎駅」
より徒歩約15分

基調講演：講演者
国立環境研究所 生態リスク評価・対策研究室
室長 五箇公一さん
http://www.nies.go.jp/biology/

来 場 者 募 集 中！

入退場
自由

10：12 〜13：00

●

ファイナリスト28団体によるプレゼンテーション発表

13：30 〜15：00

●

基調講演：五箇公一先生

15：20 〜16：30

●

表彰式(審査結果発表)/閉会

最近メディアでよくお見かけする
五箇先生に、
地球温暖化による
生き物の変化や、
私たちの暮らしへ
の影響などについて、
わかりやすく
お話いただきます。
質疑応答時間もあるので、
直接
五箇先生に質問できます！
これは観なきゃ損です！
Illustration by K.GOKA

検索

ご来場 心よりお待ちしております。

詳しくは

お申し込み方法は裏面をご覧ください。

低炭素杯

2019

検索

＼ 低 炭 素 杯 2 019 全 国から選ばれた ／

学生部門

市民部門

10:12〜10：42（予定）

11:22〜12：02（予定）

プレゼン発表時間

プレゼン発表時間

廃棄ウニのリサイクルで循環型農業 〜SDGｓ持続可能な発展へ〜

海洋波力発電装置開発による離島振興と再エネ事業創出

低炭素杯事務局（一般社団法人地球温暖化防止全国ネット）

メ ー ル：teitanso-hai@jccca.org
電 話 番 号：03-6273-7785

やまがた「生ごみやさいクル」で就労支援

草津電機株式会社
高い付加価値を持つ高効率モータの開発

鳥取県

お問い合わせ先

「エコアイランド」
と
「地域活性化」を目指した超小型EVの活用

みちのく屋台こんにゃく道場

富士通株式会社 川崎工場
富士通グループ環境教育プログラム

滋賀県

地球を守れ！環境防えい隊

姫島エコツーリズム推進協議会

コクヨ株式会社
環境と経済の好循環を目指して 〜結の森プロジェクト〜

神奈川県

三豊市立麻小学校

大阪府

下記の低炭素杯ウェブサイトの申し込みフォームよりお申し込み
ください。当日は登録完了メールをプリントアウトしたもの、
またはそのメール画面を受付にご提示してください。
http://www.zenkoku-net.org/teitansohai/visitor.php

品川区立山中小学校おやこエコクラブ

もりもりバイオマス株式会社
地域で自立する民間木質バイオマス熱供給事業

化石燃料に頼らない水素社会実現へ向けた実践的な環境教育

山形県

来場・ゲスト審査員お申し込み方法

沼津工業高等専門学校と
静岡県立工業高等学校の共同研究委員会

おやこエコクラブ

香川県

募 集 人 数：100名
（先着順）
応 募 資 格：中学生以上
（ファイナリスト関係者はご遠慮ください）
応 募 条 件：2月8日
（金）
10:00〜13：00のファイナリスト28団体
のプレゼンテーションを全て審査すること。

盛岡市立下橋中学校

大分県

低炭素杯2019ではファイナリストのプレゼンテーションをご覧いただき、
オー
ディエンス賞を決定する投票に参加いただけるゲスト審査員を募集します。
「あなたのイチオシの温暖化防止活動」を選んでみませんか？

ＷＥショップ
（リサイクルショップ）
を通じた資源循環活動

環境を見つめながら、主体的に行動する生徒の育成

東京都

ゲスト審査員募集中

NPO法人WE21ジャパン

地球の向こうが見える小、中、高、みんなで取り組む緑化活動〜

静岡県

岩手県

茨城県

またお前らか？ 泥だらけでCO2削減 TOKIWA DORO 隊

海の森を未来に届けるプロジェクト 〜海の資源を無駄なく使う〜

神奈川県

佐賀県

宮城県

佐賀大学教育学部附属特別支援学校
「team！緑の風吹く」

一般社団法人海っ子の森

羽村市
AZEMSプロジェクト

福井県

持続可能な未来の環境を考えるあかしや環境学習

産業廃棄物の杉樹皮を利用した炭素農業の構築と商品化

常磐大学松原哲哉ゼミナール

京都市立朱雀第四小学校

NPO法人秋田パドラーズ

株式会社大川印刷

「CO2ゼロ印刷」による脱炭素化の推進

ゴミを拾う人はごみを捨てない。自然環境を守るのは貴方だ！
！

三重県

高校生による地球温暖化対策エコ・アクション

宮城県農業高等学校

野心的な目標提起と丁寧な会員支援で、脱炭素化の取り組みを加速

命のつながりをつくり育む環境教育

京都府

広島県

広島市工グリーン・プロジェクト

日本生活協同組合連合会

有田川町
有田川エコプロジェクト 〜循環型で持続可能なエコのまちづくり〜

東京都

秋田県

（予定）

尼崎市立成良中学校

（予定）

神奈川県

東京都

徳島県

阿南高専 再生可能エネルギー研究会

ジュニア・キッズ
部門 10:42〜11：12
プレゼン発表時間

プレゼン発表時間

「公園の利活用×地域協働」による低炭素社会実現への取り組み

兵庫県

新潟県

広げよう！朱鷺舞う佐渡の環境を！地域密着環境啓発プロジェクト

岩手県立遠野緑峰高等学校

NPO法人エヌピーオー・フュージョン長池

企業・自治体
部門 12:12〜12：52
和歌山県

低炭素杯2018
環境大臣賞グランプリ受賞

東京都

鹿児島県

鹿児島県立 鶴翔高等学校

佐渡総合高校GIAHSプロジェクト

来場者募集中！

ファイナリストの皆 様

賞
環境大臣
臣賞
部科学大
に！
は誰の手

株式会社エナテクスファーム
再生可能エネルギーを活用して地方から新産業を日本・世界に発信

個人情報の取り扱いについて

１
：低炭素杯実行委員会では、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、個人情報の保護に
関する法令を遵守します。ただし、本事業及び関連事業実施に伴う連絡業務、属性の集計に使用する場合が
ございます。
2：個人情報を、本人の許可無く業務委託先以外の事業者や、個人などの第三者に提供及び公開することは
ありません。

この印刷物は、FSC 認証紙を使用し、VOCを発生しない
「UVエコインキ」
を使い、
「水なし印刷」
で印刷しています。
また、省資源化（フィルムレス）
に繋がるCTPにより製版しています。
®

