
 

 

 

 

 

 

 
 
 

「環境絵日記」※事業を実施している横浜市資源リサイクル事業協同組合と連携し、子どもた

ちが考える「環境未来都市」を「環境絵日記」に描いていただきました。今年は、横浜市以外に、

４つの環境未来都市を含む国内８自治体に加え、姉妹都市提携 60 周年を迎える米国サンディエ

ゴ市に住む子どもたちにも参加していただきました。 
「環境未来都市・環境絵日記展２０１７」では約 23,000 作品の応募の中から優秀作品約 600

作品を一堂に展示するとともに、優秀特別賞の発表会・表彰式を行います。 
子どもたちが描いた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！ 

※「環境絵日記」…小学生が夏休みの自由課題として、絵日記形式で環境問題等について考えていること 
を自由に表現する取組。 
 

■「環境未来都市・環境絵日記展２０１７」について 

○開催日時： 平成 29年 12月 10日（日） 11:00～16:00 

 ○場  所： 横浜港 大さん橋国際客船ターミナル    

大さん橋ホール 

        （みなとみらい線「日本大通り駅」３番 

出口から徒歩７分） 

○主  催： 横浜市資源リサイクル事業協同組合 

 ○共  催： 横浜市 

 ○協  力： 北海道下川町、宮城県東松島市、 

福島県南相馬市、千葉県柏市（以上、環境未来都市） 

東京都品川区、山口県、高知県、沖縄県那覇市 米国 サンディエゴ市 

○当日プログラム（予定） 

①作品展示（11:00～16:00） 

横浜の応募作品（23,057作品）のうち、優秀賞の約 600作品と、 

上記協力都市からの応募作品（約 8,700作品）のうち、約 50作品を展示。 

②発表会・表彰式（12:30～14:00頃） 

横浜の優秀特別賞を受賞した子供たち本人が作品を発表します。 

  ③環境未来都市・環境会議（14:15～14:45） 

   今年、環境絵日記を描いてくれた小学生が「未来の横浜」への想いを語り合います。 

 その他、エコを学び・体験できるブースやエコフォーラム等のステージイベントが出展。 

 

 

 

 

 ○取材方法 
 取材をご希望の方は、上記の日時・場所にお越しいただき、「受付」にてお申し出ください。 

お問合せ先 

■横浜市の「環境未来都市」の取組について 
温暖化対策統括本部環境未来都市推進課担当課長  内山 幹子  Tel 045-671-2477 

■「環境絵日記」の取組について 
横浜市資源リサイクル事業協同組合 企画室室長  戸川 孝則  Tel 045-444-2531 

 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

「環境未来都市・環境絵日記展２０１７」を開催します！ 

平 成 2 9 年 1 2 月 1 日 

温暖化対策統括本部環境未来都市推進課 

横浜市資源リサイクル事業協同組合 

■環境未来都市 
環境問題や超高齢化への対応などの様々な社会的課題に総合的に取り 

組んで活力ある都市をつくる、国家的なプロジェクトのひとつです。 

横浜市は、平成23年12月、国から「環境未来都市」に選定されました。 

＜URL＞ http://www.city.yokohama.lg.jp/ondan/futurecity/ 

～今年はサンディエゴ市の作品も展示します！～ 

 

姉妹都市の紹介と
20 作品を展示 
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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 宗村隆寛理事長）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 5 日（木）に開催され、

環境絵日記大賞を含めた優秀特別賞（25 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、今年で 18 年目を迎えます。今年度は 23,057 人（横浜市内の全小学生の約 13％）の皆さん

にご応募いただき、この 18 年間では延べ 212,000 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。 

「環境絵日記」を描くことにより、小学生の頃から環境問題を家族で考え、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。夏休みに横浜市内の子どもたちか

ら募集し、特に優秀な作品を表彰しています。 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表彰式について】 

今年も「環境未来都市」に選定された横浜市と連携し、「環境未来都市・環境絵日記展 2017」を開催

します。「環境未来都市」をテーマに描かれた優秀作品 600 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３年生の勝又 柚輝さん 

2017年募集のテーマ 

「みんなでつくる環境未来都市・横浜」 

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。 

～地さん地消～ 

環境絵日記に関するお問い合わせ先 

2017年度 環境絵日記大賞 

横浜市立峯小学校 

3年  勝又 柚輝 さん 

作品タイトル 

「地さん地消」 
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【2017 年度 環境絵日記 優秀特別賞一覧】 

 

 

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。 

 

 

横浜市資源リサイクル事業協同組合   担当：島川・清水・濱崎 

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 峯小学校 3 勝又 柚輝 地さん地消 

横浜市長賞 川和小学校 3 池田 悠空 災害に強い町空中都市横浜 

横浜市会議長賞 西寺尾小学校  4 藤田 陽乃 月明りですごす夜 

横浜市資源循環局長賞 永田台小学校 6 松本 憲一郎 消えないポイすて 

横浜市教育長賞 神奈川小学校 4 松尾 泉 かみなりきゅうしゅうタワー 

横浜市温暖化対策統括本部長賞 小山台小学校 4 西岡 亜梨沙 未来都市横浜～５つのアイディア～ 

横浜市環境創造局長賞 舞岡小学校 4 久野 颯慈 水の道がある街 

横浜市水道局長賞 岩崎小学校 4 堀田 結夢 水を大切にしよう！～きれいな水にあふれた町横浜～ 

横浜市港湾局長賞 杉田小学校 4 山岸 優空 広がれ！海をキレイにする船 

横浜市経済局長賞 浅間台小学校 1 生貝 和咲 おとしよりのあんしんをまもるしんかした ロボット！！ 

横浜 F・マリノス賞 能見台小学校 6 磯 耀太 みんなが健康なまち横浜 

日産自動車賞 川和東小学校 4 小野 敬太郎 エコな発電を目指そう！ 

『よこはま市民の回収』賞 相武山小学校 2 阿部 咲栄 ニコはま（ニコニコよこはま）４きょうだいしってる？ 

エックス都市研究所賞 幸ケ谷小学校 6 間 海翔 笑顔がエネルギーになる街ヨコハマ 

WWF ジャパン賞 岩崎小学校 6 永野 帆夏 ハグロトンボが帰る川に 

横浜グリーン購入ネットワーク賞 境木小学校 5 安原 葵 今こそ「原点回帰」 

LIXIL 賞 笹野台小学校 6 佐々木 怜 自然を壊すのも守るのも私たち 

(公財)横浜企業経営支援財団理事長賞 鶴ケ峰小学校 6 小磯 姫夏音 ドローンと共に暮らす 

ベストエコファミリー賞 桜台小学校 1 玉田 千紘 おとうさんとおかあさんといっしょにあそべるみらい 

横浜スタジアム賞 二つ橋小学校 4 中村 優仁 声えんで発電する横浜スタジアム 

コカ・コーライーストジャパン㈱賞 中川小学校 3 村川 まあり SUN エコツリーロボット 

横浜資源化協議会賞 小田小学校 6 本村 彩花 割り引き発見アプリ 

UR 都市機構賞 原小学校 4 溝手 翔太 ふれ合いの生まれる町横浜 

リサイクルデザイン国際交流賞 横浜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ 4 KaiHayashida Future Recycle / Be free ,cool helpful 

リサイクルデザイン特別賞 大岡小学校 6 青木 愛珠 たくさんの人に環境絵日記を 

環境絵日記に関するお問い合わせ先 

「環境未来都市・環境絵日記展 2017」 

 開催日時： 平成 29年 12月 10日（日） 11:00～16:00 

場  所： 横浜港 大さん橋国際客船ターミナル 大さん橋ホール 

（みなとみらい線「日本大通り駅」３番出口から徒歩７分） 

 主  催： 横浜市資源リサイクル事業協同組合  

 共  催： 横浜市 


