
１．趣旨
環境安全本部では、本学構成員が一体となって環境安全衛生につとめ、安全で安心して活動で

きる環境を目指し、環境安全衛生運動を展開しています。
この環境安全衛生スローガンの募集は、本学構成員の安全衛生の意識の醸成を図り、本学の

安全衛生活動を推進することによる事故災害等の防止を目的として、平成２９年度から実施して
おります。
今回のスローガン募集は、最近の学内での火災事故発生を鑑みて、防火をメインテーマといた

します。

２．主催
東京大学環境安全本部

３．応募資格
本学構成員

４．応募方法
・メインテーマである防火をテーマとしたスローガンを中心に作成ください。
・スローガン作品（一人で５点まで応募出来ます。少なくとも、防火をテーマにしたスローガンを
１点以上お願いします。）、所属部局、身分（学生・教員・職員・研究員等の別）、氏名、電話
番号（内線番号）、メールアドレスを以下のMicrosoft Formsで応募してください。

・自作で未発表の作品に限ります。ただし、第１回から第５回までに応募した作品についても、受
賞されていない場合には再度の応募が可能です。

・受賞作品の著作権など一切の権利は東京大学に帰属するものとします．
・申し込みに関わる個人情報は東京大学が管理し、選考や表彰に必要な場合のみに使用します。

５．応募先：Microsoft Formsより↓
https://forms.office.com/r/5nUZqK5Bb6

６．募集締切
令和４年５月２４日（火）

７．各賞
総長賞１件、理事賞１件、環境安全本部長賞数件予定。
＊受賞者には、賞状とともに副賞として防災グッズ（予定）が授与されます。

８．結果発表
令和４年６月１７日（金） 入賞者にメールにて通知。
令和４年７月５日（火） 「東京大学安全の日」講演会にて発表予定。

９．連絡先
担 当：環境安全衛生部環境安全課安全企画チーム
内 線：２１０５１ （０３-５８４１-１０５１）
E-mail:kankyoanzenkikaku.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

応募先：Microsoft Formsより

第6回東京大学環境安全衛生スローガン
募集要項

（参考）事故災害報告について
本学の事故災害報告については、毎月の「環境安全本部 メールマガジン」と共に，Utokyo Portal に
掲載されています。
https://univtokyo.sharepoint.com/sites/EHS_portal/SitePages/d/EHS_mailmagazine.aspx

https://univtokyo.sharepoint.com/sites/EHS_portal/SitePages/d/EHS_mailmagazine.aspx


1. Purpose 
The Division for Environment, Health and Safety (EHS) carries out work on health and safety

issues so that all members of the University can work and study in a safe environment. 
This sixth call for environment, health and safety slogans is a continuation of the 2017

contest, which was started as an effort to prevent accidents and disasters by promoting the
University members’ health and safety awareness by encouraging them to carry out simple
activities such  as the University’s health and safety activities.

In view of the recent incidences of fires on campus, the main theme for this year's call for 
slogans will be fire prevention.

２．Organizer: Division for Environment, Health and Safety (EHS)

３．Eligibility: All members of the University

４．Application Process
・Please create slogans around the main theme of fire prevention.
・ Each person may submit up to five entries. If possible, please also submit at least one slogan
on the theme of fire prevention.

・Please submit your slogans using the Microsoft Forms available from the link below, stating
your name, affiliation, status(student/professor/staff/researcher, etc.), phone number or 

extension number and e-mail address. 
・Application is limited to you own previously unpublished work. However, slogans previously
submitted in the first to fifth contests that did not receive an award may be submitted.

・All rights including the copyright of the prize winner’s work shall belong to the University of 
Tokyo.

・All personal information concerning the application will be managed by the University of Tokyo  
and will only be used as necessary for selection and commendation purposes.

５． Microsoft Forms ↓
https://forms.office.com/r/5nUZqK5Bb6

6．Submission Deadline: Tuesday, 24 May 2022

7．Prizes
President’s Award (1), EHS Executive Vice President’s Award (1), 
EHS Director General’s Award (multiple) 
＊Disaster prevention goods are planned to be presented to prize winners as 

supplementary prizes along with certificates.

8．Result Announcement
・Notification: by e-mail on 17 June
・Presentation: During the UTokyo Safety Day Lecture on 5 July

9．Contact information
Safety Planning Team, Environmental Safety Group
Tel: 21051 (internal) 03-5841-1051 (direct dial)
E-mail: kankyoanzenkikaku.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

Reference: Accident and disaster reports 
Accident and disaster reports from the University are posted on the UTokyo Portal, along with 
the EHS mail magazine 
https://univtokyo.sharepoint.com/sites/EHS_portal/SitePages/d/EHS_mailmagazine.aspx
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