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清涼飲料・ビールなど飲料業界 6 団体で構成する、公益社団法人食品容器環境美化協会 

（略称：食環協、会長：東  隆）では、今年度の｢環境美化教育優良校等表彰事業｣において、

都道府県より推薦を受けた全国の小・中学校の中から最優秀校 4 校、優秀校 6 校、優良校 27

校を選定し、表彰することといたしました。 

  この表彰事業は、環境美化教育に独創的・継続的かつ熱心に取り組み、「公共の場所の美化」

または「飲料あき容器等のリサイクル」を実践し、地域の環境美化に大きく寄与している小・

中学校等を選出し表彰するものです。 

群馬県 高崎市立京ケ島小学校が、このたび、最優秀校 協会会長賞を受賞することが決定し 

ました。 

同校では、平成２１年から「京ケ島エコ・ピカプロジェクト」を立ち上げて、全校でリサイクル

活動や省エネ活動に取り組んでいます。 

毎月１日を環境デーに設定し、アルミ缶や牛乳パックなどの回収を行うほか、花壇などに花を植

える運動や節水、節電にも組織的に取り組んでいます。また、毎月、環境美化委員会児童を中心に

全校生徒への呼びかけや、チラシの配付を行い、地域住民の協力を得ながら、主体的に美化活動を

行うことで、環境問題の解決に意欲的にかかわる態度や能力が向上するとともに、環境問題への実

感が高まり、地域社会の人々との連携や家庭の中で環境について話題になるなど、その広がりを見

せています。 

 

今回の表彰は、群馬県及び高崎市が、次世代を担う児童の努力を見出して推薦したことがき

っかけとなりました。 

継続的な社会貢献にスポットをあてていただき、報道で取り上げていただきますよう、お願いし

ます。 

 

群馬県高崎市立京ケ島
きょうがしま

小学校が第１８回環境美化教育優良校等表彰 

において、「最優秀校 協会会長賞」の受賞が決定 

地域社会と連携しながら継続して環境美化に取り組む学校として 
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                    ◇ 

公益社団法人食品容器環境美化協会は、1973 年に設立されて以来 44 年の間、飲料容器の散乱

防止とリサイクル推進の啓発を中心とした環境美化の推進に努めています。日本の環境が美しく

なることを実現するため「環境教育の支援」、「ポイ捨て防止の啓発」、ならびに「アダプト・

プログラムの推進」などの事業を展開しています。 

当協会の「環境美化教育優良校等への表彰」は、「環境美化教育の助長」及び「地域の環境美

化の啓発」を目的に 2000 年度に発足し、今回が 18 回目となります。 

 環境教育への取組みが年々重要になる中で、本年も全国都道府県から、環境美化教育に独創的

かつ熱心に取り組み、校内だけでなく地域とともに環境美化に大きく貢献した活動を実践してい

る優秀な小・中学校が多数推薦されました。これら各校の活動内容を、審査委員が厳正に審査し

た結果、このたび 4 校が最優秀校、6 校が優秀校、27 校が優良校として選定され、表彰の運びと

なったものです。 

 

■本年度の各都道府県からの推薦状況 

   第 18 回目は、環境美化につながる散乱防止活動またはリサイクル推進活動を継続している 

小学校・中学校から都道府県が 1 校を推薦する方式 

 合計 

推薦があった都道府県数 37 

推 薦 校 数 37 

 

■本年度審査結果 

  審査委員会による審査の結果、受賞校を以下の通り決定 

 小学校・中学校 

最 優 秀 校 4 

優  秀  校 6 

優  良  校 27 

 

 

最優秀校に選ばれた 4 校およびその他各賞の受賞校は以下の通りです。 

 

＜最優秀校＞   4 校 

 

文部科学大臣賞  広島県   福山市立春日
か す が

小学校 

農林水産大臣賞  福井県   若狭町立三方
み か た

小学校 

環境大臣賞        岩手県     久慈市立小袖
こ そ で

小学校 

協会会長賞    群馬県     高崎市立京ケ島
きょうがしま

小学校 
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＜優秀校＞    6 校 

 

新潟県 長岡市立川崎小学校   石川県   七尾市立田鶴浜
たつるはま

小学校 

徳島県 鳴門市第一中学校   長崎県 小値賀町立小値賀
お ぢ か

小学校 

宮崎県 都農町立都農
つ の

小学校    鹿児島県 龍郷町立龍北中学校 

 

 

＜優良校＞    27 校 

 

北海道 帯広聾学校         青森県   五所川原市立五所川原第三中学校 

宮城県 石巻市立住吉中学校     秋田県   秋田県立能代支援学校 

山形県 酒田市立亀ケ崎小学校    福島県 南会津町立伊南
い な

小学校 

茨城県 常陸太田市立里美小・中学校 栃木県 高根沢町立中央小学校 

東京都 大田区立馬込東中学校    神奈川県 南足柄市立南足柄中学校 

富山県  高岡市立五位中学校    山梨県  山中湖村立東小学校 

長野県 諏訪市立上諏訪中学校    静岡県 三島市立山田小学校 

愛知県 新城市立鳳来中学校     三重県  四日市市立楠
くす

中学校 

京都府 南丹市立八木中学校     大阪府 泉佐野市立第一小学校 

兵庫県 神戸市立長坂中学校     奈良県  葛城市立當麻
た い ま

小学校 

岡山県  新見市立新砥
あ ら と

小学校     愛媛県 鬼北町立広見中学校 

高知県   宿毛市立宿毛
す く も

中学校       福岡県    篠栗町立篠栗北中学校 

佐賀県 佐賀市立嘉瀬
か せ

小学校     熊本県 熊本市立河内中学校 

大分県   大分市立こうざき小学校 

       

■表彰授与 

 ●最優秀校 4 校の表彰式は、下記にて開催されます。 

      平成 30 年 1 月 26 日（金）15：30～17：10 

浅草ビューホテル 3 階「祥雲の間」 

      東京都台東区西浅草 3－17－1 電話 03-3847-1111  

 

    ●優秀校・優良校は、各地にて、食環協地方連絡会議員が相談の上、学校または 

     行政施設などで、表彰伝達式を開催します。 
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環境美化教育優良校等表彰事業の概要 

 

■主   催：公益社団法人食品容器環境美化協会 

■後   援：文部科学省、農林水産省、環境省 

■表彰の対象：環境美化教育に独創的・継続的かつ熱心に取り組み、「公共の場所の美化」または 

      「飲料あき容器等のリサイクル」を実践し、地域の環境美化に大きく寄与している 

       小・中学校、およびこれに準ずる小・中学生の団体 

■表   彰：  最優秀校  文部科学大臣賞 1 校 

 最優秀校   農林水産大臣賞 1 校 

 最優秀校  環境大臣賞  1 校 

 最優秀校   協会会長賞  1 校 

 ・賞状と副賞を贈呈 

     ・上記の他、「優秀校」、「優良校」に対し、協会会長賞と副賞を贈呈 

■応募・推薦・審査： 

     【最優秀校・優秀校・優良校】 

都道府県の環境整備主管部局、または教育主管部局が推薦する小中学校を審査委員 

会で審査し、表彰する 

 

■審査委員：  

［審査委員長］ 小澤 紀美子 東京学芸大学名誉教授・東海大学大学院客員教授 

［審査委員］ 柏木 順二 公益財団法人 日本環境協会 専務理事 

  國分 重隆  全国小中学校環境教育研究会 顧問 

   東京都教職員研修センター研修部教育開発課 教授 

   小島 あずさ 一般社団法人 JEAN 事務局長・副代表理事 

   小山 博敬 公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 代表理事専務 

   藤川 優 公益社団法人 食品容器環境美化協会 企画委員 

     大塚製薬株式会社 業務管理部 次長 

   内田 光喜 公益社団法人 食品容器環境美化協会  企画委員 

     アサヒビール株式会社 経営企画本部 環境・APR 室 担当部長 

 

                （敬称略） 
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公益社団法人食品容器環境美化協会の概要 

 
 1973 年（昭和 48 年） 任意団体「食品容器環境美化協議会」として発足 

  1982 年（昭和 57 年） 社団法人「食品容器環境美化協会」（農林水産大臣設立認可） 

  設立以来 44 年間、飲料容器の散乱防止など国土の環境美化の推進に努め、公共の福祉の 

増進に資するため、各種啓発活動を行っている公益法人です。 

 2011 年（平成 23 年） 公益社団法人「食品容器環境美化協会」（内閣府認可） 

公益法人制度の改革に伴い、内閣総理大臣から公益社団法人の認定を受け、 

「公益社団法人 食品容器環境美化協会」として再発足しました。 

 

主な活動 ： ○新しいまち美化手法「アダプト・プログラム」の普及と推進活動 

         ○小・中学校でのパソコン学習支援サイト「まち美化キッズ」の運営、 

           教育者向け「環境美化 学習のガイド」の制作提供等の次世代への 

                   環境教育支援  https://www.kankyobika.or.jp/env-study-support 

          ○市民団体等への環境美化活動の支援 

        ○「ポイ捨て防止」啓発活動 

       ○散乱ごみ対策の調査・研究 等 

構成団体 ： 一般社団法人 全国清涼飲料連合会 http://j-sda.or.jp/ 

                清涼飲料メーカーなど企業会員 45 会員 86 社、組合会員 20 会員 176 社、賛助会員 141 社 

からなる社団法人 

                一般社団法人 全国トマト工業会 http://www.japan-tomato.or.jp/ 

     トマト加工製品メーカーなど 35 社からなる社団法人 

                     一般社団法人 日本果汁協会  http://www.kaju-kyo.ecnet.jp/ 

     果汁飲料メーカーなど 122 会員からなる社団法人 

  日本コーヒー飲料協会 

     コーヒー飲料メーカーなど 19 社からなる任意団体 

  コカ･コーラ協会 

     日本コカ･コーラ社と全国のコカ･コーラボトリング社からなる任意団体 

  ビール酒造組合  http://www.brewers.or.jp/ 

     キリン、サッポロ、サントリー、アサヒ、オリオンのビール 5 社による特別認可法人 

■本件に関するお問い合わせ先■ 

 

公益社団法人食品容器環境美化協会（食環協） 

〒108-0023 東京都港区芝浦 2-15-16 田町 K.S ビル 6 階 

TEL．03-5439-5121  FAX．03-5476-2883 

ホームページ https://www.kankyobika.or.jp/ 
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