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送付資料の内容
平素は「全国ユース環境ネットワーク」に格別のご理解を賜り厚く御礼申し上げます。
また、このたびは「全国ユース環境活動発表大会」の資料をご請求いただきありがとうございます。
資料は、以下の3点をお送りいたします。ご確認ください。

① 実施概要 （本案内書）

② 応募用紙

③ 活動記入用紙

詳しくは、この【 実施概要 】をご覧いただき、以下記載の要領にてぜひ応募をしてください。

応募のお願い

高校生の環境活動（事例）を募集しています！
この【実施概要】は、下記の目的のためにご案内しています。
◇ 「第4回 全国ユース環境活動発表大会（地方大会・全国大会）」で発表を行う出場高校の選考
◇ 情報誌『全国ユース環境活動 事例集 2018』に掲載する高校生の環境活動

ご応募締切日 10月29日（月） 18：00 締切
「応募用紙」と「活動記入用紙」を全国ユース環境ネットワーク事務局あてにお送りください。
みなさまからのご応募、心よりお待ちしています。 （詳しくは、次ページ以降をご確認ください。）
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全国ユース環境活動発表大会とは・・・
2015年、環境省と独立行政法人環境再生保全機構は、
「全国ユース環境ネットワーク促進事業」をスタートいたしました。
この事業は、環境活動を実践する高校生やユース世代が、交流や活動を通じ、
学びを共有するネットワークを形成し、能力開発を図ることを目的としています。
事業の一環として、環境省・独立行政法人環境再生保全機構・国連大学サステイナビリティ
高等研究所にて実行委員会を組織し、「全国ユース環境活動発表大会」を開催しています。
この大会は、志を同じくする高校生やユースが一堂に会する「出会いの場」であり、
また創造力を働かせて行う自らの環境活動を発表し、相互研鑽を行う場として実施しています。

前年度 全国大会
記念撮影

第4回 全国ユース環境活動発表大会
◇ 目的

・ 高校生の活動の充実および将来の活動ビジョンの具体化を支援します。
・ 高校生の環境活動を全国から募集し、各地方大会でその活動成果を発表します。
・ 各地方大会より選出される高校が全国大会に出場し、活動発表をします。
特に優れた活動発表に対しては、環境大臣賞等の授与を行います。

◇ 主催

全国ユース環境活動発表大会実行委員会
環境省
独立行政法人環境再生保全機構
国連大学サステイナビリティ高等研究所

◇ 後援

読売新聞東京本社

◇ 協力

環境省地方環境パートナーシップオフィス（EPO）
地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）
ESD 活動支援センター

◇ 協賛

キリン株式会社
協栄産業株式会社
SG ホールディングス株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
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今年度は、「地方大会」と「全国大会」を開催！
高校生の環境活動は、それぞれの地方･地域での特色があります。
そこで、発表の機会や交流の場をより多く創出するために今年度より、

『 全国ユース環境活動発表大会 地方大会 』
を開催することといたしました。

地方大会は、 2018年11月～12月、全国8 地方で開催します！
北海道 地方大会

東北 地方大会

関東 地方大会

中部 地方大会

近畿 地方大会

中国 地方大会

四国 地方大会

九州･沖縄 地方大会

応募 ～ 地方大会 ～ 全国大会までの流れ
事務局
選考

応募

地方大会
出場校決定

地方大会
出場

全国大会
出場

「地方大会」に出場するには・・・
同送の「応募用紙」、「活動記入用紙」にご記入の上、下記の事務局あてにお送りください。

応募先

全国ユース環境ネットワーク事務局

FAX：044-520-2192
erca.go.jp

メール：youth@

応募締切

2018年10月29日（月） 18:00 必着
◇ 「地方大会」、「全国大会」の開催概要は、P4～P6をご確認ください。
◇ 応募についての詳しい要項は、P7～をご確認ください。

前年度 全国大会
発表風景
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「地方大会」は、同じ地方で環境活動をしている仲間たちと交流する機会です！
地方大会 開催概要
◇ 地方大会は、全国大会の予選という位置付けだけではなく、地方･地域ごとの発表の機会や
交流の場として開催いたします。当日は、以下のプログラムを実施する予定です。

1） 高校生の環境活動の発表

2） 表彰式

3） 交流ワークショップ

◇ 地方大会の出場高校数、出場高校生人数は以下の通りです。（各地方共通）

○ 地方大会 出場高校数

→

○ 地方大会 出場高校生人数

12高校～13高校
→

1校＝高校生5名様、教諭1名様

※ 上記人数の交通費を、主催者より支給させていただきます。

開催日程

（地方大会は、環境省地方環境事務所の所管する都道府県別に開催します。）

北海道大会

対象： 北海道
開催日： 平成30年11月11日（日） 12時～
会場： （札幌） TKP札幌駅カンファレンスセンター

東北大会

対象： 青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島
開催日： 平成30年11月11日（日） 12時～
会場： （仙台） TKPガーデンシティPREMIUM仙台東口

関東大会

対象： 茨城、栃木、群馬、千葉、埼玉、東京、神奈川、新潟、山梨、静岡
開催日： 平成30年12月16日（日） 12時～
会場： （東京） TKP東京駅セントラルカンファレンスセンター

中部大会

対象： 富山、石川、福井、長野、岐阜、愛知、三重
開催日： 平成30年12月9日（日） 12時～
会場： （名古屋） TKPガーデンシティPREMIUM名古屋ルーセントタワー

近畿大会

対象： 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
開催日： 平成30年11月18日（日） 12時～
会場： （大阪） TKPガーデンシティPREMIUM大阪駅前

中国大会

対象： 鳥取、岡山、島根、広島、山口
開催日： 平成30年11月18日（日） 12時～
会場： （広島） TKPガーデンシティ広島駅前大橋

四国大会

対象： 香川、徳島、愛媛、高知
開催日： 平成30年12月16日（日） 12時～
会場： （高松） サンポートホール高松

九州･沖縄
大会

対象： 福岡、大分、宮崎、佐賀、熊本、長崎、鹿児島、沖縄
開催日： 平成30年12月9日（日） 12時～
会場： （福岡） TKP博多駅前シティセンター
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「地方大会」は、それぞれの会場で表彰式を実施します。
地方大会 開催概要
地方大会 当日プログラム（予定、各会場共通）
1日の流れ）

高校生環境活動発表 ～ ワークショップ ～ 表彰式

11：30 受付開始
12：00 開会 ～ 昼食交流会
12：45 高校生環境活動発表 （各校10分間）
（休憩）
15：10 ワークショップ （50分程度）
16：00 審査結果発表、表彰 （20分程度） ～ 記念撮影
16：30 閉会 ～ 解散

表彰 （贈賞 5賞、出場全高校 表彰）
①
②
③
④
⑤

環境省地方環境事務所長賞
1高校
高校生が選ぶ特別賞
1高校
先生が選ぶ特別賞
1高校
協賛企業特別賞
2高校
優秀賞
7～8高校

全国大会出場選考
各地方大会における全国大会出場
2校の選出

① 環境省地方環境事務所長賞
② 高校生が選ぶ特別賞
の2校が全国大会に出場します。

おことわり
地方大会への出場は、各地方共通して、12高校～13高校です。
応募多数の場合、全国ユース環境ネットワーク事務局（独立行政法人環境再生保全機構）で
「活動記入用紙」による書類選考を実施し、地方大会の出場校を決定いたします。

みなさまからのご応募、心よりお待ちしています。
（全国大会の詳細は、次ページ以降をご確認ください。）
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「全国大会」は、平成31年2月に開催！
全国大会 開催概要
「全国大会」は、各地方大会より選出される16高校が出場し開催します。
大会名 ： 第4回 全国ユース環境活動発表大会
開催日 ： 平成31年2月9日（土）～10日（日）
会場

： 国連大学 ウ・タント国際会議場
（東京都渋谷区神宮前5丁目53-70）

内容

： 全国大会は、2日間にわたって開催されます。
（1日目） 全国ユース環境フォーラム （セミナーなど）
（2日目） 高校生による環境活動発表会、表彰式

予定時間 ： 2月9日（土） 12時（正午） 会場ご集合
10 日（日） 15時ころ
会場ご解散
会場の国連大学

表彰 （贈賞 6賞 予定）
◇ 環境大臣賞 ： １校
◇ 環境再生保全機構理事長賞 ： １校
◇ 国連大学サステイナビリティ高等研究所所長賞 ： １校
◇ 特別賞 （高校生選考賞） ： １校
◇ 特別賞 （先生選考賞） ： １校
◇ 特別賞 （読売新聞特別賞） ： 1校

前年度 環境大臣賞 受賞風景

出場高校数、出場高校生人数
◇ 出場高校数

→

◇ 出場高校生人数

16高校
→

1校＝高校生5名様、教諭1名様

※ 上記人数の交通費を、主催者より支給させていただきます。

前年度 特別賞 受賞風景

（応募要項は、次ページ以降をご確認ください。）
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応募要項
募集対象
◇ 募集対象
地球温暖化対策

資源循環

高校生の環境活動
低炭素

生物多様性の保全

自然共生

「環境」にかかわる活動

（1） 地球温暖化対策、低炭素、生物多様性の保全、自然共生、資源循環など「環境」に関わる
活動であって、「持続可能な開発目標（SDGs）」の目標達成にも資する活動を募集しています。
（2） 授業での課題研究なども応募できます。
（3） 過去の受賞歴・未発表・既発表は問いません。
ただし、今年度または前年度に、いずれかのコンクールにおいて「環境大臣賞」を受賞した
同一の活動は選考の対象とはいたしません。

応募資格
◇ 全国の高等学校、高等専門学校、中等教育学校（4～6年生）の部活動、委員会、
有志団体などで応募してください。
応募の際は、高校を通じてご応募ください。
◇ １つの高校から複数団体、１つの団体から複数テーマの応募も可能です。
◇ 環境活動の実践者が高校生であれば、学校以外の環境活動団体などからも応募できます。
校外の団体、地域団体などは、所属団体を通じて応募してください。
◇ 全国大会出場の際は、必ず教員・団体職員・保護者などの引率が必要です。

選考
◇ 応募多数の場合、ご応募いただいた高校より地方大会に出場する高校の選考を行います。
選考は、「応募用紙」、「活動記入用紙」を基本とし、 添付参考資料を加味し、一次選考
（事務局選考）にて書類選考により実施します。
◇ 全国大会・地方大会それぞれに外部有識者等による審査委員会を設置します。
委員による審査を実施し、全国大会、地方大会における各賞の受賞者を選考します。
◇ 地方大会での選考は、全国大会に出場する高校の選考も行います。
◇ 全国大会には、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州･沖縄の各地方大会より
選考された、全国の16高校が出場します。
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選考･審査基準
ご応募いただいた環境活動の内容について、以下の観点から総合的に評価します。
自主性

・・・ 高校生が自主的に企画・実践したものであるか。

着眼点

・・・ 社会課題の解決が起点になっているか。

協 働

・・・ 多様な人と協力・協調して解決しようとするアプローチがあるか。

改善度

・・・ これまでの成果や失敗を本年度の改善に繋げているか。

発信力

・・・ 活動の内容や成果を他者に分かりやすく伝えているか。

応 募 方 法
「応募用紙」、「活動記入用紙」に必要事項をご記入の上、
下記事務局あてにお送りください。
応募先

全国ユース環境ネットワーク事務局
TEL） 044-520-9505
FAX） 044-520-2192

応募方法

Eメール、または ホームページ のどちらかよりご応募ください。

◇ Eメール youth@erca.go.jp
◇ ホームページ

https://www.erca.go.jp/jfge/youth/index.html
（ホームページからの詳しい応募方法は、次ページからをご覧ください。）
応募締切

2018年10月29日（月） 18：00 必着

その他

※ ご提出いただいた書類は返却いたしませんので、ご注意ください。
※ 必須書類ご提出の際は、必ず高校・担当の先生の許可をもらってください。
学校以外の団体の場合は、その団体の指導者の許可をもらってください。
※ 必要に応じ、活動の内容や様子がわかる写真やプレゼンテーション資料なども
参考資料として添付できます。添付の参考資料を加味し、選考を行います。

（参考資料の例）

○ 活動中の写真・動画、 ○ 発表用のパワーポイントデータ、
○ 新聞記事や雑誌掲載記事 など。
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ホームページからの応募方法 １/３

（１）応募に必要な書類を作成します。
①「応募用紙」、 ②「活動記入用紙」、 ③「参考資料」
⇒ これらの資料を記入作成し、自身のパソコンに保存してください。

※ 全ての資料容量の総量が８MB未満の場合は、メール（youth@erca.go.jp)
に添付して提出してください。
（２）全国ユース環境ネットワークのトップページをホームページで開いてください。
http://www.erca.go.jp/jfge/youth/index.html
全国ユース環境ネットワーク のトップページ

ここをクリック
（３）画面上部の「応募する」、または画面中央部の「第４回全国ユース環境活動発表大会
へ応募する」をクリックしてください。
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ホームページからの応募方法 ２/３
（４）応募ページへ移動してください。
http://www.erca.go.jp/jfge/youth/challenge/ear_04.html

ここをクリック

上記ＵＲＬページの下の方に
「応募方法」があります。
こちらの緑のボタンをクリックし、
応募ページへ移動してください。

（５）＜参照＞ボタンをクリックして、（１）でパソコンに保存した資料を選択してください。
http://www.erca.go.jp/jfge/youth/form/index.html

◇ 応募用紙と活動記入用紙の
提出は必須です。

ここをクリック
◇ その他の資料は８個まで、
１ファイルあたり50MB以内に
してください。
◇ 全てのファイルの総量上限
は500MBです。

ここをクリック

◇ 完了したら「確認」ボタンをクリッ
クしてください。
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ホームページからの応募方法 ３/３
（６）アップロードしたファイルを確認をしてください。

「確認画面」が表示されます。
アップロードされているファイル名に
間違いがないか確認してください。
問題がない場合は「送信」を、
修正が必要な場合は「戻る」ボタン
をクリックしてください。

どちらかクリック
（７）応募が完了したことを確認してください。

ここをクリック
応募が完了しましたら、「完了画面」
が表示されます。
これにて手続きは終了です。ブラウ
ザをとじてください。

P11

＜第4回 全国ユース環境活動発表大会＞のご案内【 実施概要 】

◇ 「全国大会」・「地方大会」 その他のご案内
◎ 資料 ：

応募用紙、活動記入用紙、その他の参考資料は、事務局が編集し、環境省、
環境再生保全機構、全国ユース環境ネットワークのホームページや情報誌などに
掲載することがあります。
ご応募いただいた時点で、承認されたものとさせていただきます。
ご不明な点は、事務局までお問合せください。

◎ 交通費 ： 全国大会、地方大会に参加する高校・団体には、生徒5名と
教諭1名・合計6名様について、規程による交通費を支給します。
発表者の人数に制限は設けていませんが、生徒5名を超えて
ご参加いただく場合の超過分は、自己負担をお願いします。
◎ 宿泊 ：

生徒5名＆教諭1名
交通費支給

日帰りが難しい地域からご参加の全国大会、地方大会の出場高校・団体には、実行委員
会にて宿泊施設をご用意いたします。
（生徒5名と教諭1名までの宿泊料金は、主催者にて負担いたします。）

※ 交通費の支給や宿泊については、出場高校･団体の選考後、個別にご連絡いたします。
◎ 見学 ：

全国大会については大会出場校以外の高校関係者も見学（聴講）することができます。
見学（聴講）の申込みは、出場高校･団体決定後、あらためて募集いたします。

◎ その他 ： 1） 全国大会、地方大会の様子を撮影、取材し、ホームページや当実行委員会発行の
情報誌「全国ユース環境ネットワーク」や「事例集」のほか、大会に係わる広告など
に掲載いたします。
2） 応募用紙に記載いただきました情報は、本大会の連絡、関連事業に伴う
連絡業務以外には使用いたしましせん。
本人に許可なく、事業者や個人などの第三者に提供および公開はいたしません。
（掲載誌イメージ）

＜応募先 / 全国ユース環境ネットワーク事務局＞
独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金内
全国ユース環境ネットワーク事務局

〒212-8554

神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
ミューザ川崎セントラルタワー8階

電話） 044-520-9505

FAX） ０44-520-2192

メール） youth@erca.go.jp
どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
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