
彩の国
埼玉環境大賞募集

彩の国

応募締切

令和３年10月1日（金）消印有効
環境保全などに取り組む個人・団体

環境負荷低減などに取り組む事業者を表彰し、
その功績をたたえます。

県民部門　活動例
●��育苗、植樹、下刈りなど森林保全活動を毎年継続し

て実施
●��児童や学生が地域の希少野生動植物の保護に主体的

に取り組む

事業者部門　活動例
●　従業員が一丸となり、省エネやゴミ削減に取り組む
●　環境負荷低減につながるサービス、製品を開発
●　顧客を巻き込んだ環境保全の取組を実施

令和２年度　県民部門　大賞受賞

特定非営利活動法人　秩父百年の森
令和２年度　事業者部門　大賞受賞

ウム・ヴェルト株式会社

山・里・街が連携した未来へつなぐ森づくり 食品リサイクルをコア事業とした地方創生計画

埼玉県・株式会社テレビ埼玉・埼玉県地球温暖化防止活動推進センター

埼玉県環境部環境政策課（第三庁舎３階）
〒 330-9301　さいたま市浦和区高砂 3-15-1

☎ 048-830-3019　 a3010-08@pref.saitama.lg.jp

検索彩の国埼玉環境大賞
埼玉県マスコット 

 「コバトン」「さいたまっち」

テレビ埼玉マスコット

「テレ玉くん」

テレビ埼玉マスコット

主 催

問合せ・応募先

令和３年度



環
境
大
賞

他の模範となる優れた環境保全の取組などを行う個人、県民団体及び事業者の皆

さまを表彰します。

県
民
部
門

対
象

●��県内で活動する県民団体　��●��県内の学校、こどもエコクラブ　��●��県内在住の個人

対
象
と
な
る
活
動

●��河川・湖沼、緑地など身近な自然に対する保全活動

●��身近な自然の創造を行う先進的な活動

●��省資源、省エネルギーなど地球温暖化に配慮した活動

●��ゴミの減量化・リサイクルによる資源循環型社会の構築に資する活動

●��環境学習等の環境保全意識の高揚に資する活動

●��その他環境保全に関して有効な活動

事
業
者
部
門

対
象

●��県内に事業所を有する事業者

対
象
と
な
る
活
動

●��環境に関する社会貢献活動

●��環境マネジメントシステムの導入や製造工程など事業活動における環境負荷低減の取組

●��環境の保全や創造に貢献する特に優れた製品やサービスを提供する事業

　※�　�応募に際しては、同業他社より著しく優れている点、地域・社会への貢献の状況などについて

付記してください。

●��その他環境負荷の低減に関して有効な活動

１　趣　　旨

２　応募対象

審査会 �令和３年 11 月　 発　表 �令和４年１月　 表彰式 �令和４年２月

令和３年度  彩の国埼玉環境大賞

県民部門▶大賞��１組程度　　優秀賞��７組程度　　奨励賞

事業者部門▶大賞��１組程度　　優秀賞��３組程度　　奨励賞
※　この他、特別功労賞を選定する場合があります。奨励賞については、選定数の定めはありません。

３　表彰の種類

応募書類を郵送又は電子メールで埼玉県環境政策課宛にお送りください。
●　郵送で応募の場合、できる限り電子データも併せて御提出ください。

●　�電子メールで応募の場合、受付確認のメールを返信しますので必ず御確認ください。

●　�応募書類は原則としてお返ししません。あらかじめ御了承ください。

４　応 募 方 法

令和３年 10 月１日（金）消印有効５　応 募 締 切

〒 330-9301　さいたま市浦和区高砂3-15 -1
埼玉県�環境部�環境政策課　彩の国埼玉環境大賞係
E-mail　a3010-08@pref.saitama.lg.jp　電話　048-830-3019

６　応　募　先

７　表彰までのスケジュール（予定）

１　活動年数の要件

 　　　　　　　　 原則として応募時点の活動年数が３年以上のものを対象とします。ただし、特筆すべき特徴があるもの

は３年未満でも対象とします。

　 　　　　　　　 原則として応募時点の活動年数が５年以上のものを対象とします。ただし、特筆すべき特徴があるもの

は５年未満でも対象とします。

県民団体……
事 業 者

個　　人……

２　過去に環境大賞（奨励賞を含む）を受賞している個人、県民団体及び事業者について

　　�受賞後に取組を発展させていると認められる場合、受賞後に取組の内容を変更していると認められる場合又は活動の

構成員が代替わりしていても活動を継続して行っている場合は、応募することができます。



ホームページに掲載の

様式（Excel）に記載

※　�郵送が必要な方は

御連絡ください。

※　�自薦・他薦は問い

ません。

⑴ 応募用紙

アピール資料の書き方

応募者名ア

個人名、団体名、事業者名を 1枚目に記載してください。

簡単な説明を記載してください。

審査のポイントは活動内容についての以下の点です。

具体的な活動内容のアピールをお願いします。

　●　先駆性があるか ●　独創性があるか

　●　普及・啓発が期待できるか ●　継続性・発展性はあるか

　●　環境保全・創造に寄与する効果が大きいか

　●　地域と連携して活動を行っているか

●　活動内容の先駆性、独創性

　県 民 部 門▶埼玉県で初めて○○活動を地域で行った
　事業者部門▶�環境負荷を大幅に低減できる○○製品を日本で初

めて実用化
●　普及・啓発が期待できるか

　県 民 部 門▶活動をホームページで毎月発信、地域のイベントに
　　　　　　　年○回に参加

　事業者部門▶�〇〇の活動は他社にも広がっており、関心を持つ
企業も増えている

●　活動の継続性・発展性

　県 民 部 門▶�活動開始から○年、参加メンバーが○人から○人
に増え、活動範囲が広がった

　事業者部門▶�社内一人で始めた活動を全社活動にまで広げ、組
織として継続して活動している

日頃の活動を

アピールしてください
８　応募書類

アピールポイントの記載例

○○の活動 ○○の活動

様式指定

�Ａ４サイズ、３ページ以内

※　�県ホームページに作成例を掲載して

います。

⑵ アピール資料
様式自由

�３点以内　提出は任意です。

活動内容が分かる資料があれば提出して

ください。

例）会報、活動報告書、紹介記事等

⑶ その他参考資料
任�意

＋

活動の概要イ

①活動を始めた時期、経緯、動機　②活動の目的、内容、頻度

令和 2 年度　表敬訪問

県民部門　大賞受賞　
特定非営利活動法人　秩父百年の森

事業者部門　大賞受賞
ウム・ヴェルト株式会社

受賞者の活動ＰＲ

テレビ埼玉で放映
テレビ埼玉で大賞、優秀賞の

受賞者紹介がされる予定です。

審査会や表彰式の様子も放映

予定です。

彩の国ビジネスアリーナ
事業者部門受賞者のうち、環

境 SDGs 取組宣言企業は彩の

国ビジネスアリーナで活動内

容をＰＲ予定。

＋

立ち上げの経緯やどのように
活動を広げていったかを記載

月に○回、参加人数○人など普段の活動
規模が分かるように具体的な記載を！

アピールポイントウ

写真（画像）エ

普段の活動イメージが
伝わるような写真を
載せてください

下記⑴〜⑶を応募先までお送りください。

※　⑶の提出は任意です。



令和２年度  受賞者の紹介
県民部門　優秀賞

東松山市立
市の川小学校
希少野生動植物種の保護増殖
活動

MIYASH IRO
エコ☆スターズ
「エ / 笑顔で、コ / コツコツ、
ス /進んで、タ /楽しく活動！」
をスローガンに地域で活動

特定非営利活動法人
熊谷市ほたるを保護する会
平地林や里山、荒廃田の保全
等によるホタルの保護活動と
環境教育

西武学園文理中学・
高等学校
生徒による自主的な清掃活動
で地域に恩返し

川口市立安行小学校
地域の自然に親しみ、自然を
守り育てる児童の育成

埼玉県立川越高等学校
同窓会
母校の校歌にある入間川の源
の地で、悠久の森づくり

ふるさとの緑と
野火止用水を育む会
野火止用水・雑木林を中心と
した地域の環境保全と子ども
たちのための自然体験活動

県民部門　奨励賞
上尾市立平方北小学校　環境飼育委員会
学校ビオトープ・野鳥の森での希少動植物とのふれあい

糀谷八幡湿地保存会
八幡湿地周辺の美しい自然景観を保存し、自然環境への
理解を深める

事業者部門　優秀賞
カネパッケージ
株式会社
マングローブ植林活動によ
る環境改善

テイ・エス テック
株式会社
本社屋の建設に伴うエネル
ギー利用の高効率化と敷地
内緑化の推進

事業者部門　奨励賞

株式会社クリタエイムデリカ
できる事から始める中小企業の地域活動と環境への取組

株式会社そごう・西武　そごう大宮店
埼玉で考える環境イベントを店舗で実施

株式会社シタラ興産
ＡＩを活用した高精度選別による環境負荷低減活動

コープデリ生活協同組合連合会
組合員とともに進めるプラスチックごみの削減

白岡蓮田環境事業協同組合
給食廃油をバイオディーゼル燃料に再利用

検索彩の国埼玉環境大賞
県ホームページ及び埼玉県地球温暖化防止活動推進センターが運営するホームページで

過去の受賞者の活動を紹介しています。




