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主催：エコ・ファースト推進協議会 後援：環境省 

エコ・ファースト推進協議会 
議 長 ： 濱  逸 夫 
（ ラ イ オ ン 株 式 会 社  社 長 ） 

 環境省から環境トップランナー企業として認定を受けた「エコ・ファースト企業」による自主運営組織「エ

コ・ファースト推進協議会」（2009年12月9日設立、加盟39社）は、環境省の後援、全国小中学校環境教育研

究会の協力を得て、6月1日（土）から9月10日（火）まで、全国の小中学生から創作ことわざ「エコとわざ」

を募集しました 本年で4回目の募集となり 初めて「環境大臣賞」を最優秀賞として新設しています

環境大臣賞を新設した「エコとわざ」コンクール審査結果発表 
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を募集しました。本年で4回目の募集となり、初めて「環境大臣賞」を最優秀賞として新設しています。

 2013年は国連の定めた「国際水協力年」に当たること、地球規模での温暖化加速や環境破壊により今後水不

足・水質汚染が懸念されることから、“水と環境、水の恵み、水の大切さ”をテーマに設定しました。 
 

 「エコとわざ」を小中学生から広く募集し、審査・表彰することで、小中学生から親世代・コミュニティへ

と水の重要性の再認識を拡げ、国民の環境意識啓発に寄与するとともに、エコ・ファースト制度及び本協議会

  

■環境大臣賞                （常滑市立常滑西小学校１年 小川 陽菜乃さん）

の認知度向上にもつなげることを目指して開催したものです。

 応募作品843点を審査委員会※で厳正に審査した結果、以下のとおり、受賞作品が決定しました。なお、本結

果はエコ・ファースト推進協議会ホームページなどでも公開しています。 
※日本ことわざ文化学会（会長：森 洋子 氏（明治大学名誉教授））監修のもと、主催者が当該審査のために構成した委員会です。 

 
 なつのあさ みずやりすると ちょうがのむ 
 
■「エコ・ファースト推進協議会」優秀賞      （刈谷市立富士松北小学校５年 中川 桃奈さん） 
 
 むだな水は 地球のなみだだよ 
 
■日本ことわざ文化学会賞           （本庄市立本庄西中学校１年 福島 敏明さん） 
 
 水が好き 人が好き 節水する君がもっと好き 
 
 ※加盟企業賞等は次ページで紹介しております。なお、各受賞作品は表彰団体や企業が環境・CSR活動への 
  取り組みを推進する上でのスローガンなどとして利活用していく予定です。 

また 表彰式については 12月12日（木）から14日（土）にかけて東京ビッグサイトで開催される日本  また、表彰式については、12月12日（木）から14日（土）にかけて東京ビッグサイトで開催される日本
  最大級の環境展示会「エコプロダクツ2013」において、14日（土）12時30分から環境コミュニケーション 
  ステージ（東６ホール／６－９０３）で執り行う予定です。 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
エコ・ファースト推進協議会 事務局（ライオン㈱ CSR推進部 内） 

TEL： 03-3621-6606      HP：http://www.eco1st.jp/ 



■加盟企業賞  （「エコ・ファースト企業」認定順） 

 
 ・ ビックカメラ賞                         （日高市立高根小学校３年 本田 美環さん）      
     クーラーを 消して聴こえる セミの声 
 
 ・ ユニー賞                          （名古屋市立瀬古小学校２年 安藤 あさひさん）      
     きれいだな ほたるのひかりと 川の水 

 
 ・ キリンビール賞                        （本庄市立本庄西中学校３年 福島 早苗さん）      
     おいしいね この水みらいの たからもの 
 
 ・ ライオン賞                             （西尾市立鶴城小学校３年 榊原 滉大さん）      
     ぼくにもできる せっすいライフ はみがき せんがん てあらいも 
 
 ・ ＬＩＸＩＬ賞                         （川崎市立王禅寺中央小学校１年 武田 爽さん）      
     くもはみず うみかわあめゆき ひともみず

 
 ・ 積水ハウス賞                         （岡山市立宇野小学校６年 山原 迅人さん）      
     かわのみず すこしわけてね さかなさん 

 
 ・ 日産自動車賞                     （東大阪市立英田南小学校４年 川上 隼翔さん）      

未来でも 飲んでいたいな この水を     未来でも 飲んでいたいな この水を

       
 ・ ＮＥＣパーソナルコンピュータ賞            （高崎市立倉賀野小学校３年 遠藤 悠生さん）      
     ぼく達と地球の元気はお水から 
 
 ・ リマテック賞                      （都城市立志和池小学校２年 田原 麻依人さん）      
     もったいない！そんな気持ちがエコ活動 
 
 ・ 三洋商事賞                        （東大阪市立玉川小学校４年 松江 涼凪さん）      
     お水はね いつもやくだつ ありがとう 
 

・ ＡＮＡ（全日本空輸）賞 （洗足学園中学校３年 常長 咲希さん）  ＡＮＡ（全日本空輸）賞                           （洗足学園中学校３年 常長 咲希さん）     

     空から地上へ そして海 水は地球の血液だ 
 
 ・ 電通賞                          （坂戸市立三芳野小学校５年 山本 葵さん） 
     汚皿ふく  そのひと手間が  海守る 
 

住友ゴム工業賞 （宮崎県立五 瀬中等教育学校３年 日高 碧海さん） ・ 住友ゴム工業賞                      （宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校３年 日高 碧海さん）     

     守ろうよ 水の惑星 未来まで 
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■加盟企業賞  （「エコ・ファースト企業」認定順） 

 
  ・ 資生堂賞                         （宇都宮大学教育学部附属小学校６年 田中 紗貴さん）      
     雨、川、海へと、水の流れが生命育む きれいな水は地球の血液 
 
  ・ ノーリツ賞                            （静岡市立田町小学校２年 三橋 一晴さん）      
     かぞくみんなでおふろにはいる なかよくなって 水も大切 かぞくも大切  
 
  ・ クボタ賞                                （福井市立社西小学校３年 酒井 雄人さん）      
     のんだ水 すてた水 みんないのちのみなもとだ 
 
  ・ 熊谷組賞                                   （杉並区立八成小学校１年 横山 恵樹さん） 
     ふる水のむ水ながす水みんなおんなじなんだって 
 
  ・ 戸田建設賞                      （西宮市立高須西小学校１年 西脇 楓華さん）      
     おとなになっても おいしいみずを のみたいな

 
  ・ ニッポンレンタカーサービス賞                 （神栖市立植松小学校４年 堂本 佳佑さん）      
     丸坊主、水の節約ぼくできた。 

 
  ・ 三菱重工パーキング賞                           （坂戸市立三芳野小学校５年 山本 葵さん）      

めぐりゆく 水 地球     めぐりゆく 水は地球の ツーリスト

 
  ・ ワタミ賞                           （新宿区立落合第一小学校２年 鈴木 雄大さん）      
     かぞくみんな せーので入り せっすい風呂 
 
  ・ 辻・本郷税理士法人賞                      （松原市立松原南小学校６年 十川 天音さん）     

     水がある 変わらぬ日々は 貴重な日々 
 
  ・ スーパーホテル賞                             （墨田区立言問小学校５年 清水 寿覇さん）      
     山々を 守る優しさ つながる一滴 
 

・ ブリヂストン賞 （新宿区立戸山小学校４年 田 格さん）  ・ ブリヂストン賞                            （新宿区立戸山小学校４年 田 格さん）     

     忘れたか！水は僕らの貴重な資源 
 
 ・ リクルートホールディングス賞           （東松山市立高坂小学校２年 小林 あぐりさん）      
     私の流すこの一滴 未来への手紙 
 
 ・ アジア航測賞                           （名古屋市立桃山小学校５年 藤本 真由さん）      
     森の水 自然をつくり 育てたよ 
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