「脱炭素チャレンジカップ」
とは？
近年の気象の激変や災害の頻発などの状況を踏まえ、気候変動対策をより加速化するために、
名称を改め、第3回目となる「脱炭素チャレンジカップ2022」を2022年2月に開催すること
となりました。
本大会は、多種多様な団体（学校、企業、自治体、NPOなど）が日々取り組まれている脱炭
素社会の構築につながる活動を発表することによって、取組のノウハウや情報を共有・発信し、
さらなる連携や意欲を創出することで、豊かな脱炭素社会の未来を創造する「場」となることを
目指しています。

第12 回

脱炭素
チャレンジカップ
2022

ファイナリストのプレゼンテーションや講演等をご覧いただけます。
（※ファイナリストのプレゼンテーションは
リモートになります。
）
プログラムは、
全てオンライン（WEB上）でも、リアルタイムに配信します。
また、
皆様の投票で決まるオーディエンス賞はWEB投票にて実施します。
ご来場および、
WEB投票にご参加される際は、事前の登録をお願いいたします。
※新型コロナ感染症の状況では変更になる場合がございます。最新の情報はウェブサイトにてご確認ください。

1

脱炭素チャレンジカップHPにアクセス
URL https://www.zenkoku-net.org/datsutanso/

2

プログラムページ内の、来場者または、
WEB投票登録ボタンをクリック

あなたの
1票で
？
決まる！

WEB投票
WEB投票
実施決定
！
！
実施決定
！
！

マクドナルドオーディエンス賞は視聴者の皆様の
投票により、
受賞団体が決定します
！
参加するには、
以下の内容をご理解の上、
事前にご登録ください。

3

登録フォームに内容を入力、送信

4

事務局より、自動返信メールを送信し受付終了！

ご登録お待ちしてます！

入場無料

来場者募集

ご 参 加 方 法

参加登録方法

Zero Carbon
Challenge Cup
2022

〈WEB投票に参加するには？〉

・事前登録をおこなってください。
※方法は左図参照
・投票WEBページは、
ご登録いただいた皆様に、
事前にお伝えいたします。
・必ず、
全団体の発表をご視聴ください。
・投票は1人1団体に対してのみになります。

脱炭素チャレンジカップ2022
ご来場 心よりお待ちしております。

全国から選び抜かれた脱炭素社会の構築につながる活動に取り組むファイナリストが大集結！
その成果を4分間のオンラインステージで披露していただき、各賞を決定します。
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。
開催日

会場

2月15日（火）

2022年

伊藤謝恩ホール
東京都文京区本郷7-3-1 東京大学キャンパス内

（予定）●
● プログラム
10：00 〜 10：12
10：12 〜 13：15
13：15 〜 13：45
13：45 〜 14：15

10：00〜16：45

開会/オープニング
ファイナリスト28団体によるプレゼンテーション発表
お昼休憩
脱炭素社会に向け、
地域の課題について
講演：東京大学 未来ビジョン研究センター 教授
髙村 ゆかり 様
14：15 〜 14：30 「アイデア賞」
受賞者からの講演
14：30 〜 15：45 パネルディスカッション
15：45 〜 16：45 表彰式(審査結果発表) / 閉会式

共

「脱炭素社会に向け、
地域の課題について」
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、地域での課題や
取組についてご講演をいただきます。

【講演】
13：45〜14：15

髙村 ゆかりさん
（東京大学未来ビジョン研究センター教授）

専門は国際法学・環境法学。京都大学法学
部卒業。名古屋大学大学院教授、東京大学
サステイナビリティ学連携研究機構
（IR3S）教授などを経て現職。国際環境条
約に関する法的問題、気候変動とエネルギーに関する法政策な
どを主な研究テーマとする。編著書に『気候変動政策のダイナ
ミズム』など。

脱炭素チャレンジカップ2022

催

特別協賛
協

お申し込み方法は上記をご覧ください。

オンライ
ン
同時開催

賛

K02

有限会社 アルファサービス

HPを !
みてね
お問い合わせ先
脱炭素チャレンジカップ事務局

協

力

後

援

（一般社団法人地球温暖化防止全国ネット）
脱炭素チャレンジカップ

E-Mail: zccc@zenkoku-net.org
TEL：03-6273-7785

環境大臣賞
臣賞
文部科学大 ！
は誰の手に

脱炭素チャレンジカップ2022全国から選ばれた

ファイナリストの皆様

10：12〜11：00（予定）

企業・自治体
部門 11：40〜12：28

明星大学（経営学部）SDGsポイント事務局

埼玉県

学生部門

プレゼン発表時間

プレゼン発表時間

（予定）

東京都

SDGsポイント
沖縄県

東京都

脱炭素チャレンジカップ２０２1の様子（２０２1年２月開催）

ソーラーカーの実用化と自動車の脱炭素化

ICUHS エコ化計画

あんこうぱわあ株式会社

特定非営利活動法人
ブリッジ エーシア ジャパン

東北おひさま発電株式会社

フルクル
（古着リサイクルプログラム）

古本募金で寄付！
〜0円！で寄付しよう〜
脱炭素チャレンジカップでは本やDVDなど使い終わったものをリサイ
クル換金して寄付できる、
「古本募金(きしゃぽん)」
を実施しています。
皆様に負担いただく費用は0円です！本を5冊以上集めて以下の申し込
み口をクリックし、申し込みフォームに則って入力すれば手配完了です。
ご希望の日程に本の集荷業者が参ります。

前田道路株式会社 西関東支店 川崎営業所

森と子ども未来会議
学童保育所を協働×伝統構法で木造化！街に森を創るプロジェクト

まえだ TEQ,まえだパークによるグリーンインフラの整備

公益財団法人Save Earth Foundation
子どもたちの夢を育む
「夢ボード」
でSDGｓを達成する

神奈川県

1．脱炭素チャレンジカップ実行委員会では、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。

来場者
募集ページへ

気候変動に負けない「い〜稲」
の開発プロジェクト

東京都

脱炭素チャレンジカップ事務局（一般社団法人地球温暖化防止全国ネット）

【メール】zccc@zenkoku-net.org
【電話番号】03-6273-7785

みんなの海をみんなで守ろう！

横浜市青葉区 堀之内地区まちづくり協議会

森林グランドサイクルを加速する中高層木造建築と木のまちづくり

愛知県

お問い合わせ先

神奈川県

#ZEROマイプラ 〜安全な食料生産と豊かな海作り〜

ECOHONU

株式会社竹中工務店

バイオガス出前授業の会
生ごみからエネルギーを作ろう！ 〜みんなで聖火を灯そう〜

バイオガス発電施設を中心としたリサイクルシステムの確立に向けた取り組み

子ども自ら考え、行動する気候変動対策
沖縄県

宮城県

環境保全部

山形県

栃木県

静岡県

「地球にやさしいエンジニア」
を目指し共感の輪を拡げる環境活動

真岡児童館「やさしクラブ」

株式会社クラダシ

自然と共生する都市型小水力発電による脱炭素社会の学び場づくり

「リサイクル＆新電力」
で見えてきた脱炭素➡「あんこうぱわあ」

エシカルファッションカードゲームの商品開発プロジェクト

静岡県立浜松城北工業高等学校 環境部

特定非営利活動法人
PVネット兵庫グローバルサービス

東京都

茨城県

出雲発！森林保全プロジェクト

特定非営利活動法人もあなキッズ自然楽校

松隈地域づくり株式会社

神奈川県

「もったいない」
と
「ありがとう」
で地球温暖化を防ごう
神奈川県

島根県

出雲西高等学校インターアクトクラブ

12：33〜13：15（予定）

東京都

プラスチックゴミとCO2の削減 〜捨てればゴミ、活かせば資源〜

三豊市立下高瀬小学校

東京都

定時制の課程

脱炭素化に向けての建物ZEB化及び省エネ推進事業

社会貢献型ショッピングサイト
「KURADASHI」

大牟田素敵タウンプロジェクト 美しいふるさとを未来へ残そう
香川県

大阪府

大阪府立堺工科高等学校

東京都

福岡県

京都府

地元企業と連携した資源循環と地域活性を目指して

大牟田市立明治小学校

プレゼン発表時間

地域の恵みを未来の力へ

（予定）

京都府立桂高等学校
京の伝統野菜を守る研究班

市民部門

一般社団法人沖縄ＣＯ２削減推進協議会

兵庫県

プレゼン発表時間

佐賀県

東京都

ジュニア・キッズ
部門 11：05〜11：35

国際基督教大学高等学校

個人情報の取り扱いについて

ウォータースタンド株式会社
マイボトルで脱炭素「ボトルフリープロジェクト」

工学院大学附属中学校・高等学校自動車部

宮城県農業高等学校

来場者
募集中！

NPO法人Class for Everyone
移動型ソーラー電源を作る環境教育授業

この印刷物は、FSC 認証紙を使用し、
「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。

