
 

 

                       令和４年６月１０日 

 

 学生、教職員 各位 

 

                     施設環境安全課 

 

 

令和４年度京都環境賞の募集について 

 

 標記について、京都市環境政策局環境企画部環境管理課から依頼がありまし

たのでお知らせいたします。 

 応募がある場合は、必要書類を添えて７月３１日（日）までに施設環境安全

課環境安全係までご提出願います。 

 

詳細については別添をご参照下さい。 

 

以上 

 

 

 

 

本件担当 

                                            施設環境安全課 環境安全係 

内線：7961・7962  

E-mail：kanan@jim.kit.ac.jp 

 



 

（広報資料） 
                             令和４年５月１６日 

京 都 市 環 境 政 策 局 
担当：環境企画部環境管理課 

電話：０７５－２２２－３９５１ 
 

 

 

 

令和４年度（第２０回）京都環境賞の募集について 
 

 京都市では，市民や事業者の皆様の環境に関する関心を高め，様々な実践活動の

更なる推進を図ることを目的として，平成１５年度に京都環境賞を創設し，地球温

暖化の防止，生物多様性の保全や循環型社会の推進等の環境保全に貢献する活動を

実践されている方を表彰しています。 

 この度，下記のとおり令和４年度の募集を行いますので，お知らせします。 

 皆様の御応募をお待ちしております。 

記 

１ 募集対象 

  京都市内を主たる活動の場として，環境の保全に貢献する活動に取り組んでいる方 

  （個人，団体など） 

２ 表彰内容 

賞区分 副賞 

京都環境賞（大賞） 表彰銘板及び１０万円 

特別賞 地球温暖化対策賞 

各２万円 

生物多様性保全賞 

循環型社会推進賞 

環境担い手賞 

個人活動賞 

ＫＥＳ推進賞 

エコ学区賞 

奨励賞 記念品 

３ 募集期間 

  令和４年６月１日（水）～８月３１日（水）【必着】 

４ 応募方法 

  応募用紙※に必要事項を記入のうえ，メール，郵送，ＦＡＸ，持参のいずれかの方法

で，裏面に記載の応募先に提出してください。 

  ※ 応募用紙は，６月１日（水）から環境管理課のホームページに掲載します。 

   また，市役所，区役所・支所，京エコロジーセンター等で配布します。 

環境保全に取り組まれている 

個人・団体を募集します！ 

参加賞もあります！ 
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５ 受賞者の決定 

  応募者の中から，京都市環境審議会京都環境賞選考部会での選考を経て受賞者を決

定します。 

  選考結果については，本市ホームページで発表します（落選された方への個別の連

絡は行いません。）。 

  なお，受賞者には，別途郵送などによって令和４年１１月～１２月頃（予定）に直

接通知します。 

６ 問合せ・応募先 

  京都市 環境政策局 環境企画部 環境管理課 京都環境賞担当 

 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488番地 本庁舎１階 

 TEL：075-222-3951  FAX：075-213-0922 

 メール：k-kyosei@city.kyoto.lg.jp 

   ホームページ：https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000295898.html 

 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000295898.html


応募締切
令和４年8月31日(水)必着

市内で環境の保全に貢献する
活動に取り組んでいる方（個人及び団体）

令和４年

問合せ
応募先

京都市 環境政策局 環境企画部 環境管理課 京都環境賞担当
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 本庁舎１階
電話：075-222-3951 FAX：075-213-0922 メール：k-kyosei@city.kyoto.lg.jp

募集対象

募集期間

京都環境賞
募集

6月1日(水)～
8月31日(水)

令和４年度（第２０回）

検索京都環境賞

令和４年度（第２０回）京都環境賞 応募要領

趣旨

募集対象

京都市内を主たる活動の場として，環境の保全に貢献する活動に取り組んでいる方（個人及び団体）

環境問題への関心を高めていただくとともに，地域の自主的な環境保全活動を更に推進して
いくため，環境保全に貢献する活動に取り組む市民や事業者の皆様を表彰します。

表彰内容

募集期間

令和４年６月１日（水）～８月３１日（水）【必着】

選考方法・結果通知

「京都市環境審議会京都環境賞選考部会」での選考を経て，受賞者を決定します。
選考結果については，本市ホームページで発表します（落選された方への個別の連絡は行いません。）。
なお，受賞者には，別途郵送などによって令和４年１１月～１２月頃（予定）に直接通知します。

＜選考での評価ポイント＞ ※評価ポイントを全て満たさなくても御応募いただけます。

・活動内容が先進的かつ斬新であるか。
・将来性及び発展性が期待できる活動か。
・環境保全に関する具体的な成果が認められる又は十分に見込まれるか。
・環境保全に関する活動意識の普及や啓発に効果が認められる又は十分に見込まれるか。
・環境保全以外の分野にも副次的な効果が認められる又は十分に見込まれるか。

提出物

１ 応募用紙【必須】

中面の様式に従い記入してください。
電子版は本市ホームページからダウンロードできます。

応募用紙の補足となる資料があれば提出してください（A4サイズで2枚以内）。
写真等は，日時，イベント名，説明文等を記入し，補足箇所が分かるようにしてください。
未提出でも選考結果に影響はありません。

応募方法

メール※【推奨】，郵送，FAX，持参のいずれかの方法で，以下の応募先に提出してください。
※ メールの場合は，提出物のデータ容量の合計が10MB以内に収まるようにしてください。

問合せ・応募先

京都市環境政策局環境企画部環境管理課京都環境賞担当

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地本庁舎１階

電話 075-222-3951 FAX 075-213-0922 メール k-kyosei@city.kyoto.lg.jp

発行：京都市 環境政策局環境企画部 環境管理課
令和４年５月発行 京都市印刷物第044054号

この印刷物が不要になれば
「雑がみ」として古紙回収等へ！

・京都環境賞(大賞)
・特 別 賞

・奨 励 賞
・そのほか受賞されなかった方全員に参加賞あり

地球温暖化対策賞，生物多様性保全賞，循環型社会推進賞，環境担い手賞，
個人活動賞，ＫＥＳ推進賞，エコ学区賞

※ 頂いた応募用紙及び補足資料は返却しませんので，御了承ください。

京都環境賞 検索

２ 補足資料（活動の様子や成果が分かる写真，チラシ等）【推奨】

過去の受賞者の活動内容を本市ホームページで公開していますので，
是非，御覧になってください。

：表彰状と副賞（表彰銘板及び１0万円）
：表彰状と副賞（各２万円）

：表彰状と副賞（記念品）

京都環境賞（大賞）

副賞 ０万円

特別賞（７部門）

副賞２万円

奨励賞 記念品

そのほか参加賞あり！
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■応募者氏名等

応募者名
個 人：氏名
その他：企業・団体名

ふりがな

電話番号

個 人：自宅
その他：事務所 所在地

（〒 ― ）

メールアドレス

住 所

（ ） ― （ ） ―

連絡先
（企業・団体のみ

記入）

代表者

事務連絡
担当者※１

氏名

氏名

住所※２

電話番号※２

メールアドレス※２

※１ 本応募に関する窓口となる担当者の情報を記入してください（事務連絡や結果通知をお送りします。）。

※２ 応募者と同一の場合は記入不要です。

（〒 ― ）

ふりがな

ふりがな

所属・役職

所属・役職

FAX番号※２（ ） ― （ ） ―

■応募区分

○応募される環境保全活動について，該当する区分にチェックを入れてください（複数回答可）。

□ 地球温暖化対策 □ 生物多様性保全 □ 循環型社会推進 □ 担い手育成※ □ その他（公害対策など）
※環境学習の実施など，概ね大学生以下の若年層が参加する活動やこれまで活動を行っていない世代の参加のきっかけとなる活動が該当します。

○あなた（応募者）の属性について，以下のいずれかにチェックを入れてください。

□個人 □団体
※家族での取組や，団体名を名乗らず複数人で活動して連名で応募される場合は，個人にチェックを入れてください。

○以下の区分に該当する方（応募者）はチェックを入れてください。
□ＫＥＳ（ＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダード）の認証を取得している。
□エコ学区として活動を行っている。

■アンケート（任意）

何をきっかけに本賞に御応募されましたか。該当するものにチェックを入れてください（複数回答可）。

□ ポスター（御覧になった場所： ）

□ チラシ （入手された場所 ： ）

□ 市民しんぶん

□ ＳＮＳやメールマガジン（発信元： ）

□ 本市ホームページ

□ 知人や関連団体等からの紹介（ からの紹介）

□ その他（ ）

■活動情報等
活動人数※３

活動頻度※３

主な活動場所※３

表彰履歴

（当該活動に対して，本賞をはじめ環境関連の表彰を受けられたことがある場合は，受賞年，表彰名称，主催者などを記入してください。）

※３ 企業や団体の組織の情報ではなく，応募された活動内容についての情報を記入してください。

■活動の概要（活動の様子や成果が分かる写真等があれば，補足資料として提出してください。）

活動テーマ
（アピールする内容を簡潔に30文字以内で記入してください。）

概要・目的

（活動の概要や目的，基本理念などを記入してください。）

活動内容
実 績

（活動内容，開催回数，参加人数，参加者の意識や行動の変化やエネルギー使用量の削減量などを記入してください。）

※ 過去に本賞の受賞歴がある方は，過去の受賞時と比較し，活動の発展があった部分を重点的に記載してください。

ＰＲポイント

（ホームページ・SNSでの情報発信状況，他地域や団体との連携や活動の波及状況などを記入してください。）

情報発信
波及効果

環境保全以外の
副次効果

（環境保全以外の分野への効果があれば記入してください。 例：林業振興，地域活性化，防災など）

今後の計画

（今後の活動予定，活動方針，展開方法などを記載してください。）

■個人情報の取扱いについて
御記入いただいた個人情報は，本事業の目的以外には使用しません。なお，応募者名（氏名・団体名等）については，受賞者の発表時に
本市ホームページ及び広報資料に掲載するほか，本市が発行する「市民しんぶん」などの広報物等に掲載することがあります。

（活動の先進性，斬新な点，特徴，工夫，苦労した点などを記入してください。）

令和４年度（第20回）京都環境賞 応募用紙

FAX番号


