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横浜市資源リサイクル事業協同組合（神奈川区山内町 栗原清剛理事長）が、毎年、夏休みに横浜市内の

小学生を対象に募集している「環境絵日記」の最終選考会が 10 月 6 日（木）に開催され環境絵日記大賞を

含めた優秀特別賞（28 作品）が決定しました。 

2000 年（平成 12 年）から横浜市内の小学生を対象とした

「環境絵日記」コンクールを実施しており、今年は 22 回目を

迎えます。今年度は 5,184 人の皆さんにご応募いただき、 

この 21 年間では延べ 258,000 人になりました。 

 

 「環境絵日記」とは、環境問題や環境保全について、子ども

たちが家庭で話し合ったことや自分で考えた内容を絵と文章

の組み合わせで自由に表現するものです。また、近年は環境以

外の社会問題に対する解決策の提案も多く、「環境絵日記」は、

ＳＤＧｓの１７ゴールと親和性が高いものとなっています。 

「環境絵日記」を描くことにより、小学生の頃から環境につ

いて家族で考え、子どもたちが環境に対する正しい知識や意

識を身につけていくことを願っています。 

 

環境絵日記を通して、子どもたちと一緒に環境問題や超高

齢化対応などの課題について考え、「誰もが暮らしたいまち」・

「誰もが活力あるまち」の実現を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

【展示／表彰式について】 

今年も「SDGｓ未来都市」に選定された横浜市と連携し、例年の大さん橋ホールから横浜市役所アトリウムに

会場を移し「SDGｓ未来都市・環境絵日記展 2022」を開催します。「未来都市」をテーマに描かれた優秀作品 157

作品を一堂に展示するとともに、優秀特別賞の表彰式を行います。 

子どもたちが考える横浜の明るい未来を描いた作品を、ぜひ会場でご覧ください！ 

ウラ面アリ 

 

 

横浜市資源リサイクル事業協同組合 TEL：045-444-2531 メール：mail@recycledesign.or.jp 

 

『環境絵日記』優秀特別賞を決定！ 
大賞は４年生の櫻井 茜里さん 

2022年募集のテーマ 

「みんなでつくる SDGｓ未来都市」 

子どもたちに「こんな"未来"になったらいいな」、 

「こんな"未来"にしていきたいな」というアイデア

を描いていただきました。 

～私がみつけた魔法の箱～ 

2022年度 環境絵日記大賞 

横浜市立峯小学校 

4年  櫻井 茜里 さん 

作品タイトル 

『私がみつけた魔法の箱』 

環境絵日記に関するお問い合わせ先  担当：西﨑・山中 

mailto:mail@recycledesign.or.jp
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横浜市資源リサイクル事業協同組合 TEL：045-444-2531 メール：mail@recycledesign.or.jp 

賞の名称 小学校名 学年 氏名 作品タイトル 

環境絵日記大賞 峯 4 櫻井 茜里 私がみつけた魔法の箱 

横浜市長賞 三ツ沢 6 菅原 椛心 笑顔を未来へつなぐ。 

横浜市会議長賞 美しが丘 2 堤 雪月花 ヨコハマの海をまもるロボット 

横浜市資源循環局長賞 浅間台 5 野口 聖奈 残さず おいしく 

横浜市教育長賞 子安 5 三浦 七海 住みやすい世界 

横浜市温暖化対策統括本部長賞 笹野台 3 石川 なな実 ＳＤＧｓ未来の横浜 

横浜市環境創造局長賞 洋光台第二 6 高田 隼和 ３５億年前からのエコ 

横浜市水道局長賞 榎が丘 5 山口 翔大 水道発電 

横浜市港湾局長賞 幸ケ谷 4 松下 葵 横浜から世界へ!!シャチ型水中そうじロボット 

横浜市経済局長賞 井土ケ谷 4 植木 晴仁 横浜の海をきれいに!! THE ナマコプロジェクト 

株式会社ハイマックス賞 あざみ野第一 6 渡邊 美優 アプリで食品ロスを減らす！ 

大西金属賞 あざみ野第一 3 松井 健士朗 心の川 

株式会社栄港建設賞 井土ケ谷 2 小川 文 奇想天外！容器を食べよう横浜から 

マクドナルド賞 藤が丘 2 竹本 莉乃 海の中がまんげきょうになったら 

横浜グリーン購入ネットワーク SDGｓすいしん賞 さちが丘 6 下川 叶椰 地球と人にやさしいカエルマーク 

エックス都市研究所賞 本郷 3 髙橋 美桜 海ガメのために、できること。 

株式会社ＧＲＡＣＥ賞 品濃 4 中山 慶一 未来の食べ物「スベリヒユ」 

日産自動車賞 中川 3 峯 史緒理 「すいすい」ででかけよう！ 

小俣組賞 永田台 5 澁谷 伊吹 生ごみからキレイな街へ 

ユーコープサステナ賞 井土ケ谷 6 澁谷 綺音 ぐるぐるエコバック 

輝け YOKOHAMA ダイイチ賞 相武山 3 清野 美紀 マイボトル自動販売き 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社賞 品濃 2 佐藤 楓香 かんしゃの気もちでリサイクル 

株式会社安藤建設賞 杉田 6 杉山 奏 あなたはどれだけ今の地球の海をしってる？ 

a・とも総合保険サービス賞 さちが丘 4 小見山 隼汰 お年よりにやさしい車 

横浜スタジアム賞 井土ケ谷 6 植木 美羽 未来は私たちがつなぐ平和の「輪」 

アブソルート夢みらい賞 子安 5 原田 湊 みんなの運動で発電しよう 

太陽油脂株式会社賞 屏風浦 4 河本 芽衣 学校に行けない子をへらす世界へ 

『よこはま市民の回収』賞 井土ケ谷 5 服部 世希 未来の分かれ道 

環境絵日記に関するお問い合わせ先  担当：西﨑・山中 

■「SDGｓ未来都市・環境絵日記展 2022」 

主 催：横浜市資源リサイクル事業協同組合 ／ 共 催：横浜市 

後 援：横浜市温暖化対策統括本部､横浜市資源循環局､横浜市教育委員会､横浜市環境創造局､横浜市水道局､横浜市経済局､ 

神奈川新聞社､FM ヨコハマ､tvk､グリーン購入ネットワーク､㈱タウンニュース社､JICA 横浜､ヨコハマ SDGs デザイン 

センター､環境省関東地方環境事務所 

場 所：横浜市役所（みなとみらい線「馬車道駅」1C 出入口直結 JR・市営地下鉄「桜木町駅」徒歩 3 分） 

【展 示】                       【表彰式】 

  展示期間：令和４年１１月２２日（火）～１１月２７日（日）   日  時：令和４年１１月２７日（日）１２：００～１６：００ 

場  所：横浜市役所 展示スペースＡ／Ｂ     場  所：横浜市役所 アトリウム 

取材や記事掲載等で作品の電子データが必要な場合はご連絡願います。 

【2022 年度 環境絵日記 優秀特別賞 一覧】 
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