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～青く澄んだ空をこどもたちへバトンタッチ～

おだわらスマートシティプロジェクト会報
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平成29年5月19日（金）に小田原市役所議会全員
協議会室で、平成29年度おだわらスマートシティプロジェ
クト通常総会を開催しました。西山敏樹会長からの開会
挨拶では、昨今のスマート技術の革新のスピードの速さや、
それらに対して本会が担うべき次世代への普及啓発など
について話があり、国民運動「COOL CHOICE」との連
携もし、実りある一年とすべく意気込みが語られました。

総会後の勉強会では、講師に、エーエムクリエーション
代表取締役社長 松田篤志氏をお招きし、「電気自動
車の国際動向と今後の展開」をテーマにご講演いただきま
した。
最新の情報をお話しいただき、電気自動車に関心のある
会員はもちろんのこと、普段はなじみのない会員にもとても
興味深い内容となりました。

平成29年8月6日（日）に、小学生を対象
とした「夏のエコ・クッキング」を開催。
今回は、自分たちで材料を買い物するところから始

めました。最初に産地や新鮮さを見分けるポイントなどを
学んでから、いざ買い物に出かけました。
自分たちで選んで、調理して、食べる料理は格別でした。

平成30年2月18日（日）に、中学生以上を対
象とした「冬のエコ・クッキング」を開催。
「家庭でできるエコ活動」をテーマに、すぐに始められ

るエコについて学んだ後、それを実践しながらエスニック料
理作りに挑戦しました。料理のレパートリーも増え、大満
足の講座となりました。
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通常総会と勉強会

夏＆冬 エコ・クッキング講座 小田原ガス（株）エコリアで開催！
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小田原市エネルギー政策推進課と共催で、学童期の子どもたちに分かりやすくエネルギーのことを伝え、自然環
境の問題を自分ごととして捉えてもらうきっかけとして、放課後こども教室で講座を行いました。

◆放課後こども教室とは
放課後の安全・安心な児童たちの居場所を設け、児童たちの学習支援と体験活動を通じて、児童たちが地
域社会の中で、心豊かで健やかに育まれることを目的に実施されています。
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放課後こども教室での

「COOL CHOICE 賢い選択 啓発教室」

日 時 平成30年1月11日（木）放課後
参加人数 25人
講 師 畠山 義彦氏

（畠山環境技術士事務所）

「省エネおじさん」こと畠山氏による「環境マジッショー」
を開催！
手品やビンゴゲームを通して地球温暖化や省エネにつ
いて楽しく学びました。

日 時 平成30年1月30日（火）放課後
参加人数 22人
講 師 松葉口 玲子氏（横浜国立大学教授、

スマートシティプロジェクト会員）

ホッキョクグマの危機などを画像で紹介し、
省エネトランプを使って自分ができる地球温暖化
対策などを考えました。
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おだわらスマートシティプロジェクトでは、
県西地域2市8町に在住・在学する
小・中学生を対象とした絵画・ポス
ターコンクールを毎年開催しています。

平成29年度は、「COOL
CHOICE」などによってエネルギーが
賢く使われ、地球にやさしい生活が
送られる「地球にやさしいまち」をイ
メージできる絵画、または「地球にやさ
しいまち」にすることを呼びかけるポス
ター（標語入り）を募集しました。

これまでのテーマに「COOL
CHOICE」が加わり、どんな作品の応
募があるか楽しみにしていました。

応募総数は95点（小学生63点、
中学生32点）となり、特にテーマに
沿った素晴らしい作品27点が、入賞
作品として選ばれました。

小田原市長賞
小田原市立国府津小学校 ２年 堀越 すみれさん

小田原市長賞
小田原市立白鷗中学校 3年 三嶋 菜夏さん

平成29年11月3日（金・祝）に、ダイナシティウエストで開催した「おだわらス
マートシティフェア」において、コンクール入賞者の表彰式を行いました。
表彰式では数々の副賞も贈られ、中には折り畳み自転車や卓上プラネタリウム
など、エコな生活の第一歩となるものや自然環境について楽しく学べるものなども
ありました。
会場には入賞作品を展示し、多くのお客さんが足を止めて見入っていました。表
彰式後は、受賞された児童・生徒の皆さんと、そのご家族の方がそれぞれの作品
の前で写真撮影をしている姿も見られました。
また、平成29年度も巡回展を実施。ダイナシティウエストでの展示に加え、小田
原市役所展示ロビー、小田原地下街HARUNE内ハルネ広場、湯本富士屋ホ
テルレインボー館1階において巡回展を行いました。

（上段）ダイナシティウエストでの表彰式・展示
（右上）小田原地下街HARUNE （右下）湯本富士屋ホテル
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絵画・ポスターコンクール 入賞作品の紹介

おだわらスマートシティプロジェクト会長賞
小田原市立足柄小学校 1年 小野寺 心さん

おだわらスマートシティプロジェクト会長賞
小田原市立橘中学校 3年 久保田 優衣さん



小田原ガス株式会社賞
小田原市立足柄小学校 6年

諏訪部 耕丞さん

さがみ信用金庫賞
函嶺白百合学園小学校 5年

小村 のぞ実さん

株式会社小田原百貨店賞
函嶺白百合学園小学校 3年

松本 陽菜さん

株式会社ダイナシティ賞
小田原市芦子小学校 2年

横山 優瞳さん

株式会社鈴廣蒲鉾本店賞
小田原市箱根の森小学校 3年

杉原 絵玲奈さん

株式会社ミクニ賞
小田原市立足柄小学校 5年

野頼 侑恋さん

小田原報徳自動車株式会社賞
小田原市立桜井小学校 6年

小川 航輝さん

ほうとくエネルギー株式会社賞
小田原市立国府津小学校 4年

杉﨑 侑実さん

株式会社二見賞
函嶺白百合学園小学校 3年

小村 仁子さん

小田原ガス株式会社賞
小田原市立城北中学校 1年

小川 大輝さん

さがみ信用金庫賞
真鶴町立真鶴中学校 2年

村上 ひよりさん

株式会社小田原百貨店賞
小田原市立千代中学校 2年

野村 芽生さん

株式会社ダイナシティ賞
真鶴町立真鶴中学校 2年

山本 稜大さん

株式会社鈴廣蒲鉾本店賞
真鶴町立真鶴中学校 2年

大川 遥生さん

株式会社ミクニ賞
真鶴町立真鶴中学校 2年

細谷 志路さん

小田原報徳自動車株式会社賞
小田原市立城山中学校 3年

エモンボン オサメデ ジュディさん

ほうとくエネルギー株式会社賞
真鶴町立真鶴中学校 2年

前田 ひかりさん

株式会社二見賞
真鶴町立真鶴中学校 2年

橋本 璃海さん
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クールチョイス賞（優秀賞）
小田原市立国府津小学校 6年

神保 彩季さん

クールチョイス賞（優秀賞）
小田原市立鴨宮中学校 3年 栗田 結帆さん

平成29年度は、特に
「COOL CHOICE」を呼び
かけるような作品にクールチョ
イス賞（優秀賞）を設け、
２作品が選ばれました。

佳作
小田原市立桜井小学校 5年 中村 成葉さん
小田原市立国府津小学校 4年 山中 千優さん
小田原市立足柄小学校 2年 諏訪部 実紀さん



平成29年11月3日（金・祝）にダイナシティウエストで、6回目となる「おだわらスマートシティフェア」を開催しました。
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今年度も会員企業やEVオーナーズクラブの皆様にご協
力いただき、15台のエコカーの展示や試乗コーナーを設
けました。

クイズラリーでは、「COOL CHOICE」に関するクイズに
答えながらスタンプを集め、親子で楽しみながら勉強も
できる内容となっていました。

屋内の展示ブースでは、10の企業・団体が、エネファー
ムや太陽光パネル、蓄電池の展示などを行い、家庭で
実践できるスマートな暮らしを紹介しました。
うちエコ診断ブースでは、気軽に立ち寄ったお客様に受
診していただき、意外な省エネポイントなどに驚かれて
いました。うちエコ診断士の皆さん、ご協力ありがとうご
ざいました。
ステージでは、湘南地域を中心に「出前寄席」を開催
しているアマチュア噺家 えこ屋でん助さんによる、

「『COOL CHOICE（賢い選択）』をして“地球にやさし
い”生活とは？」をテーマとしたエコ落語が披露されました。
さらに、小田原市においてエネルギーの地産地消に取り組
む湘南電力株式会社と、小田原をホームタウンとする湘
南ベルマーレフットサルクラブ現役選手によるPRとパフォー
マンスも行われ、幅広い年齢層のお客様に楽しんでいた
だきました。
出展やスタッフとして関わっていただいた皆様、ありがとうご
ざいました。

すまぷろ通信第８号 平成30年８月１日

おだわらスマートシティフェア

【展示車両】トヨタプリウスHV、日産UDタクシー、トヨタシエンタ、TESLA MODEL X、BMW i3、BMW i８、
nissan LEAF、MBスマートED、TESLA MODEL Ｓ、MIniCabミィーブ、ダイハツ バイオフューエルCNG、
三菱 BDF、トヨタMIRAIなど
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平成29年11月2日（木）に、会員交流会として、第45回東京モーターショー2017を見学しました。
会場は東京ビッグサイトです。
乗用車、商用車、二輪車、車体、部品・機械器具関連製品、自動車関連サービスを含む総合ショーとして開催して
いる東京モーターショーは、2年に1度開催されており、本会でも恒例となっています。
日常ではなかなかお目にかかれない自動車などの展示をじっくり見学しました。

発行日 平成30年８月１日 発行者 おだわらスマートシティプロジェクト 会長 西山敏樹
おだわらスマートシティプロジェクト 事務局 小田原市役所 環境政策課
電話:0465-33-1472 FAX:0465-33-1487 E-mail:ka-kansei@city.odawara.kanagawa.jp

会員交流会 ～東京モーターショー～

愛光電気 株式会社
相原興業 株式会社
株式会社 小田原衛生美化サービス
小田原ガス 株式会社
株式会社 小田原ジムキ
小田原箱根商工会議所
株式会社 小田原百貨店
神奈川県タクシー協会 小田原支部
かながわ西湘農業協同組合
神奈川トヨタ自動車 株式会社 小田原中央店
共同冷蔵 株式会社
クミアイ化学工業 株式会社 小田原事業所
さがみ信用金庫
相模洋洗 株式会社
新陽冷熱工業 株式会社
株式会社 鈴廣蒲鉾本店
相洋産業 株式会社
第一三共ケミカルファーマ 株式会社 小田原工場
株式会社 大相
株式会社 ダイドーフォワード
有限会社 谷和

東海氣熱 株式会社
株式会社 東海ビルメンテナス
株式会社 菜の花
日産自動車 株式会社
富士急湘南バス 株式会社
株式会社 ファーレン小田原
株式会社 ミクニ
明治屋クリーニング店
株式会社 GSユアサ
株式会社 常盤製作所
株式会社 カトー
南開工業 株式会社
株式会社 ニッショー
株式会社 二見
司建設株式会社
ヒューマンズ・ネット株式会社
株式会社小田原機器
関東三菱自動車販売株式会社
株式会社 小田原魚市場
ほうとくエネルギー株式会社
レモンガス株式会社

積水ハウス株式会社湘南支店
株式会社T-FORESTRY
松浦建設株式会社
株式会社エスアールシー
譲原建設株式会社
一般社団法人 小田原市電設協力会
有限会社小田原ドライビングスクール
株式会社ブレイン・スタッフ
岩谷産業株式会社
株式会社古川
有限会社スドウ工営
みのさんファーム
湘南電力株式会社
箱根登山バス株式会社

石川 芳雄
太田 正孝
片山 勝
清水 充世
永井 隆一
野津 敏子
古屋 稔彦

八木 武人
山田 建夫
山本 晴史
纐纈 清徳
西山 敏樹
西山 里利
磯崎 信男

小林 知広
清海 哲男
香川 興勝
津端 宏嘉
神戸 さえ
三嶽 知美
松葉口 玲子
飯田 智夏


