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平成 31年 1月 22日 

報道関係 各位 

                      群馬地方連絡会議 

主宰幹事 福田 成生 

 

                        

 

 

 

 

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：柴田 暢雄）では、本年度の｢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、表彰いたします。 

 この表彰事業は、独創的な環境美化教育に継続的かつ熱心に取り組み、地域社会と連携しなが

ら「公共の場所の美化」または「飲料あき容器等のリサイクル」を実践することにより、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。 

群馬県では、東吾妻町立東吾妻中学校が優良校・協会会長賞を受賞することが決定しておりま

すが、表彰伝達式については、１月３１日（木）東吾妻中学校 校長室にて実施いたします。 

 同校は、5 校が統合してできた新設校で、生徒と地域住民との交流を育むために 2017 年より 

学校周辺の道沿いに散乱している空き缶などを回収する地域清掃活動と、バス停周りのパンジー 

栽培活動を実施している。近隣の県立高校や役場とも連携を図りながら、美化活動を通して地域 

との結びつきを着実に深めており、住民からも好評で、感謝の声が寄せられています。 

 

今回の表彰は、群馬県および東吾妻町が、次世代を担う児童・生徒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、お願いいた 

します。 

  優良校･協会会長賞 表彰伝達式 概要   
 

■ 受賞校： 東吾妻町立東吾妻中学校 

■  所在地： 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町 5230 

■ 電話 ： 0279-68-2243 

■ 日時 ： 平成３１年１月３１日（木） １０時３０分～ 

■ 場所 ： 東吾妻中学校 校長室 

 

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を表彰 

「第１９回 環境美化教育優良校等表彰事業」 

群馬県 東吾妻町立東吾妻中学校 

「優良校･協会会長賞」 表彰伝達式のご案内 
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「第１９回 環境美化教育優良校等表彰 優秀校・優良校 表彰校」 

 

＜優秀校＞ 協会会長賞 ６校 

埼玉県  加須市立昭和中学校         富山県   入善町立飯野小学校 

兵庫県   南あわじ市立西淡
せいだん

中学校     徳島県  石井町浦
うら

庄
しょう

小学校 

大分県   竹田市立菅生
す ご う

小学校         宮崎県  都城市立中郷
なかごう

中学校 

 

＜優良校＞ 協会会長賞 ２７校 

北海道  新十津川町立新十津川中学校 青森県   弘前市立三省
さんせい

小学校 

宮城県  石巻市立中里小学校      秋田県   仙北市立生
お

保内
ぼ な い

中学校 

山形県  新庄市立新庄中学校      福島県   白河市立白河中央中学校 

茨城県  古河市立古河第一中学校    群馬県   東吾妻町立東吾妻中学校 

千葉県  八千代市立大和田中学校     東京都  西東京市立田無第一中学校 

福井県   敦賀市立沓
くつ

見
み

小学校      長野県   長野市立櫻ヶ岡中学校 

岐阜県  輪之内町立輪之内
わ の う ち

中学校    静岡県  掛川市立上
かみ

内田
う ち だ

小学校 

愛知県   豊山町立新栄小学校      京都府   宮津市立栗田
く ん だ

中学校 

大阪府  大阪市立新豊崎中学校      奈良県  天理市立丹波市
たんばいち

小学校 

和歌山県 那智勝浦町立下里小学校    鳥取県  琴浦町立赤碕
あかさき

小学校 

岡山県  和気町立佐伯中学校         愛媛県  松山市立素鵞
そ が

小学校 

高知県   南国市立十市
と お ち

小学校      福岡県   糸島市立長糸小学校 

佐賀県   伊万里市立牧島小学校     長崎県    長崎市立稲佐小学校 

熊本県    合志市立合志
こ う し

中学校 

 

■本年度の各都道府県からの推薦状況 

   第 19 回は、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、受賞校数を以下の通り決定 

 受賞校数 

最 優 秀 校 4 

優  秀  校 6 

優  良  校 27 

第 19回環境美化教育優良校等表彰事業の概要 
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■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（以下「小・中学校」） 

■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、協会会長賞として賞状と副賞を 

贈呈 

■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 

 

■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 

      堀田 肇 公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 

     業務執行理事 企画広報部長 

   岡崎 悟 公益社団法人 食品容器環境美化協会 企画委員 

     ダイドードリンコ株式会社 お客様相談室  

アシスタントマネージャー 

   小穴 秀隆 公益社団法人 食品容器環境美化協会  企画委員 

     キリン株式会社 CSV 戦略部 主査 

 

                （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 45 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/kids/ 

○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://www.j-sda.or.jp/ 

清涼飲料メーカーなど企業会員 46 会員 78 社、組合会員 20 会員 176 社、 

賛助会員 146 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/ 

果実飲料メーカーなど 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 会員からなる任意団体 

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/ 

サッポロ、サントリー、アサヒ、キリン、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） 

群馬地方連絡会議 主宰幹事 サッポロビール㈱群馬工場 

担当 ：福田 成生 

   TEL．0276-52-7010  FAX．0276-52-7020 

https://www.kankyobika.or.jp/kids/
http://www.j-sda.or.jp/
http://www.japan-tomato.or.jp/
http://www.kaju-kyo.ecnet.jp/
http://www.brewers.or.jp/

