
出場順 都道
府県 団体名称 取り組みの名称

1 地域活動部門
青森県 陸奥湾の高温からホタテを守る植樹祭実行委員会 海水温の上昇を植林で抑えて陸奥湾のホタテを持続可能な資源に

2 パートナーシップ部門
香川県 みとよヤングエコサミット みとよヤングエコサミット　～三豊市から広げるエコ活動～

3 地域活動部門
山形県 最上町 森がつなぐ健康と福祉の絆でつくる低炭素社会

4 学生活動部門
鹿児島県 鹿児島県立鹿児島水産高等学校 里海を守る活動による温暖化防止活動　～サンゴ保全・再生活動～

5 パートナーシップ部門
徳島県 阿南高専　再生可能エネルギー研究会

ドイツ青少年への小水力発電による再生可能エネルギ-教育と開発装置の
訴求活動

6 企業活動部門
山形県 株式会社シェルター 森林整備を促す「木造都市づくり」への挑戦

7 学生活動部門
京都府 京都府長岡京市立長岡第四小学校 “目指せ１ｔ”～地域を動かした子どもたちの合言葉～

8 企業活動部門
大阪府 武田薬品工業株式会社 サトウキビからはじめる医薬品ボトルの低炭素化

9 地域活動部門
秋田県 NPO法人秋田パドラーズ

自慢の秋田杉カヌーで　元気もり(森)もり(森) カーボン・オフセット　(ＣＯ2削
減のメカニズムと森林自然環境を植樹やカヌーによって学ぶ事業)

10 学生活動部門
沖縄県 沖縄県立八重山農林高等学校

木づかいで守れ、八重山の自然！～ものづくりで挑む、低炭素社会の確
立！～

11 パートナーシップ部門
宮城県 食のみやぎ復興ネットワーク 食のみやぎ復興ネットワーク　なたねプロジェクト

12 学生活動部門
山形県 山形県立東根工業高等学校

続ける手作り太陽電池パネルと資源の有効活用～持続可能なまちづくり
のために～」

13 地域活動部門
香川県 特定非営利活動法人　こにふぁくらぶ 香川県下の人工林の整備と地球温暖化防止活動

14 地域活動部門
長野県 ＮＰＯ地域づくり工房 自然エネルギーを活用した地域おこし活動

15 企業活動部門
佐賀県 味の素株式会社　九州事業所　アグリ事業グループ

九州工場の安全・安心・安価（3安）な副産物を用いた高付加価値農業バ
リューチェーンの構築と低炭素化への貢献

16 学生活動部門
秋田県 秋田県立秋田工業高等学校　メカクラブ同好会レーシング班

エコレース活動にチャレンジして　～エコ技術は次世代へのＯ・ＭＯ・ＴＥ・Ｎ
Ａ・ＳＨＩ～

17 パートナーシップ部門
三重県 三重大学環境ISO学生委員会

三重大学環境ISO学生委員会による大学・学生・地域をつなげる低炭素社
会への持続発展的な取り組み

18 企業活動部門
東京都 日本アイ･ビー･エム株式会社 日本IBM箱崎本社における25年間に渡る　エネルギー削減の取り組み

19 企業活動部門
宮城県

株式会社ウジエスーパー＆株式会社ウジエクリーンサービス（障がい者
特例子会社）

『エコーガニック　with　ノーマライゼーション』　食品スーパーが提案する環
境ループ事業

20 地域活動部門
神奈川県 横浜市資源リサイクル事業協同組合

小学生が家族で考える環境問題！小学生を対象とした「環境絵日記」コン
クールの実施

21 学生活動部門
青森県 青森県立名久井農業高等学校　TEAM FLORA PHOTONICS 花で創るエコタウン・プロジェクト

22 パートナーシップ部門
茨城県 有限会社リビング館ホンダ CO2削減と明るい未来を子供たちのために願いを込めて

23 企業活動部門
神奈川県 株式会社ショウエイ

「水」を通じた環境授業等による啓発活動と事業所における環境配慮の取
組

24 学生活動部門
大分県 大分県立玖珠農業高等学校　チーム野菜 バークを中心とした循環型農業の展開　校内から地域へ

25 地域活動部門
静岡県 株式会社 昭和自動車学校（静岡県）

Do Light！フェスタ　「夜も明るい通学路」 プロジェクト  presented by
SHOWA

26 企業活動部門
埼玉県 ファインモータースクール

運転免許取得時に自然とエコドライブが身に付く教習カリキュラム「楽エコ
教習」を中心とするエコドライブ普及活動

27 学生活動部門
佐賀県 チャリさがさいせい チャリツーリズム（イベント等での自転車利用推進）

28 企業活動部門
大分県 T・プラン株式会社 エコな乗り物にはエコなエネルギーで

29 地域活動部門
茨城県

筑西市商工会エコの木プロジェクト部会・エコカレッジ２３・茨城大学ＩＣＡ
Ｓ・いばらき自然エネルギーネットワーク連名

地域連携で生み出す自然エネルギー体験教室

30 学生活動部門
宮城県 宮城県農業高等学校科学部復興プロジェクトチーム 桜香る緑の大地へ　～簡易な根群域除塩法の開発と普及～

31 企業活動部門
宮崎県 高千穂シラス株式会社 シラス塗壁材で低炭素化社会のビジネスモデル構築

32 学生活動部門
岐阜県 岐阜県立加茂農林高等学校　林業工学科　環境班 持続可能な里山づくり　～　ＣＯ２排出抑制のヒントは 里山にあった～

33 企業活動部門
東京都 鹿島建設株式会社

ヤギの参勤交代による癒しとエコの緑地管理 ～ゴミなし、音なし、低炭素
～

34 地域活動部門
岩手県 一関地球温暖化対策地域協議会 省エネ・創エネキャラバン隊　「太陽光発電　生の声を聞く会」

35 パートナーシップ部門
北海道 函館市地球温暖化対策地域推進協議会 光の街はこだて　あかりプロジェクト構想

36 学生活動部門
広島県 呉市立長迫小学校  第４学年 長迫・緑のカーテンプロジェクト

37 地域活動部門
岡山県 湯原町旅館協同組合 町を挙げてのBDF事業を温泉街の活性化事業に活用

38 企業活動部門
栃木県 協栄産業（株） ペットボトル循環推進プロジェクトチーム 栃木発！ペットボトルリサイクルはみんなの財産

39 企業活動部門
佐賀県 株式会社トワード エコドライブの普及による二酸化炭素排出削減

40 地域活動部門
熊本県 グリーン（ゴーヤ）カーテン菊陽　＆　菊陽町地域環境協議会

グリーン(ゴーヤ)カーテン作りで町おこし
～節電の取組み及びカーテンのＣＯ2吸収量調査～

41 パートナーシップ部門
大分県 株式会社ゼロテクノ

産業廃棄物の再資源化で二酸化炭素の発生を削減・抑制する混和材料の
創造

低炭素杯2014　プレゼンテーション出場順　ファイナリスト41団体 資料．３ 



低炭素杯2014　各部門都道府県順 全４１団体

部門 都道府県 団体名称 取り組みの名称

青森県 陸奥湾の高温からホタテを守る植樹祭実行委員会 海水温の上昇を植林で抑えて陸奥湾のホタテを持続可能な資源に

岩手県 一関地球温暖化対策地域協議会 省エネ・創エネキャラバン隊　「太陽光発電　生の声を聞く会」

秋田県 NPO法人秋田パドラーズ
自慢の秋田杉カヌーで　元気もり(森)もり(森) カーボン・オフセット　(ＣＯ2削
減のメカニズムと森林自然環境を植樹やカヌーによって学ぶ事業)

山形県 最上町 森がつなぐ健康と福祉の絆でつくる低炭素社会

茨城県
筑西市商工会エコの木プロジェクト部会・エコカレッジ２３・茨城大学ＩＣＡ
Ｓ・いばらき自然エネルギーネットワーク連名

地域連携で生み出す自然エネルギー体験教室

神奈川県 横浜市資源リサイクル事業協同組合
小学生が家族で考える環境問題！小学生を対象とした「環境絵日記」コン
クールの実施

静岡県 株式会社 昭和自動車学校（静岡県）
Do Light！フェスタ　「夜も明るい通学路」 プロジェクト  presented by
SHOWA

長野県 ＮＰＯ地域づくり工房 自然エネルギーを活用した地域おこし活動

岡山県 湯原町旅館協同組合 町を挙げてのBDF事業を温泉街の活性化事業に活用

香川県 特定非営利活動法人　こにふぁくらぶ 香川県下の人工林の整備と地球温暖化防止活動

熊本県 グリーン（ゴーヤ）カーテン菊陽　＆　菊陽町地域環境協議会
グリーン(ゴーヤ)カーテン作りで町おこし
～節電の取組み及びカーテンのＣＯ2吸収量調査～

宮城県
株式会社ウジエスーパー＆株式会社ウジエクリーンサービス（障がい者
特例子会社）

『エコーガニック　with　ノーマライゼーション』　食品スーパーが提案する環
境ループ事業

山形県 株式会社シェルター 森林整備を促す「木造都市づくり」への挑戦

栃木県 協栄産業（株） ペットボトル循環推進プロジェクトチーム 栃木発！ペットボトルリサイクルはみんなの財産

埼玉県 ファインモータースクール
運転免許取得時に自然とエコドライブが身に付く教習カリキュラム「楽エコ教
習」を中心とするエコドライブ普及活動

東京都 鹿島建設株式会社 ヤギの参勤交代による癒しとエコの緑地管理 ～ゴミなし、音なし、低炭素～

東京都 日本アイ･ビー･エム株式会社 日本IBM箱崎本社における25年間に渡る　エネルギー削減の取り組み

神奈川県 株式会社ショウエイ
「水」を通じた環境授業等による啓発活動と事業所における環境配慮の取
組

大阪府 武田薬品工業株式会社 サトウキビからはじめる医薬品ボトルの低炭素化

佐賀県 株式会社トワード エコドライブの普及による二酸化炭素排出削減

佐賀県 味の素株式会社　九州事業所　アグリ事業グループ
九州工場の安全・安心・安価（3安）な副産物を用いた高付加価値農業バ
リューチェーンの構築と低炭素化への貢献

大分県 T・プラン株式会社 エコな乗り物にはエコなエネルギーで

宮崎県 高千穂シラス株式会社 シラス塗壁材で低炭素化社会のビジネスモデル構築

北海道 函館市地球温暖化対策地域推進協議会 光の街はこだて　あかりプロジェクト構想

宮城県 食のみやぎ復興ネットワーク 食のみやぎ復興ネットワーク　なたねプロジェクト

茨城県 有限会社リビング館ホンダ CO2削減と明るい未来を子供たちのために願いを込めて

三重県 三重大学環境ISO学生委員会
三重大学環境ISO学生委員会による大学・学生・地域をつなげる低炭素社
会への持続発展的な取り組み

徳島県 阿南高専　再生可能エネルギー研究会
ドイツ青少年への小水力発電による再生可能エネルギ-教育と開発装置の
訴求活動

香川県 みとよヤングエコサミット みとよヤングエコサミット　～三豊市から広げるエコ活動～

大分県 株式会社ゼロテクノ
産業廃棄物の再資源化で二酸化炭素の発生を削減・抑制する混和材料の
創造

青森県 青森県立名久井農業高等学校　TEAM FLORA PHOTONICS 花で創るエコタウン・プロジェクト

宮城県 宮城県農業高等学校科学部復興プロジェクトチーム 桜香る緑の大地へ　～簡易な根群域除塩法の開発と普及～

秋田県 秋田県立秋田工業高等学校　メカクラブ同好会レーシング班
エコレース活動にチャレンジして　～エコ技術は次世代へのＯ・ＭＯ・ＴＥ・Ｎ
Ａ・ＳＨＩ～

山形県 山形県立東根工業高等学校
続ける手作り太陽電池パネルと資源の有効活用～持続可能なまちづくりの
ために～」

岐阜県 岐阜県立加茂農林高等学校　林業工学科　環境班 持続可能な里山づくり　～　ＣＯ２排出抑制のヒントは 里山にあった～

京都府 京都府長岡京市立長岡第四小学校 “目指せ１ｔ”～地域を動かした子どもたちの合言葉～

広島県 呉市立長迫小学校  第４学年 長迫・緑のカーテンプロジェクト

大分県 大分県立玖珠農業高等学校　チーム野菜 バークを中心とした循環型農業の展開　校内から地域へ

佐賀県 チャリさがさいせい チャリツーリズム（イベント等での自転車利用推進）

鹿児島県 鹿児島県立鹿児島水産高等学校 里海を守る活動による温暖化防止活動　～サンゴ保全・再生活動～

沖縄県 沖縄県立八重山農林高等学校
木づかいで守れ、八重山の自然！～ものづくりで挑む、低炭素社会の確
立！～

地域活動部門

企業活動部門

パートナーシップ部門

学生活動部門


