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～青く澄んだ空をこどもたちへバトンタッチしよう～

おだわらスマートシティプロジェクト会報

すまぷろ通信第９号 平成31年３月31日

平成30年５月25日（金）に小田原市役所議会全
員協議会室で、平成30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。
今回は役員の任期２年が終わるタイミングでした。

平成28・29年度と役員を務めていただいた皆様に感
謝しつつ、新たな役員の選任が行われました。メン
バーはこれまでと変更なく全会一致で承認され、気
持ちも新たに新年度を迎えることになりました。

本会の顧問に就いていただいている経済産業省関
東経済産業局から、資源エネルギー環境部長の福島
伸一郎様にお越しいただき、いただいた挨拶の中で
地域で取り組むエネルギー循環の大切さなどについ
てお話をいただきました。
総会後の勉強会では、本会会員の松葉口玲子氏か

ら「エネルギーとエシカル消費」をテーマに、昨今
注目されているエシカルという言葉や、消費者とし
ての環境配慮などについてご講義いただきました。

先の総会において本会として全面的に「COOL CHOICE」に
取り組んでいくこととされたことを受け、平成30年６月１日付けで、
おだわらスマートシティプロジェクトとして「COOL CHOICE」に
賛同登録しました。
登録団体はロゴマークの使用などが認められるため、ホームページ

やチラシに取り入れました。
会員の皆様も、本会の一員として活動する際はご相談の上、

「COOL CHOICE」マークをご活用ください。
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通常総会と勉強会

「COOL CHOICE」に賛同登録しました！
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小学校などからの要望に応じて講師の派遣を行う出前講座＆体験教室を実施しました。
平成30年度は３つの小学校で、それぞれの講師による楽しく特色のある講座が行われました。
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出前講座＆体験教室

学年を越えて学びたいテーマを自由に選んで参加する「富
士見パビリオン」において、「環境を学ぼう・燃料電池車に
乗ろう」をテーマに授業を行いました。地球温暖化の原因に
ついて学び、その大きな要因である二酸化炭素の出る仕組み
を理解した後、二酸化炭素の排出がゼロの車ミライへの試乗
を行いました。ミライを模したペーパークラフトも作成して
この日のお土産となりました。

日 時 平成30年７月10日（火）
参加人数 22人
講 師 神奈川県環境計画課職員、エネルギー課職員

親子ふれあいレクリエーションの一環で、エコ・クッキン
グに挑戦してもらいました。
どんな工夫をするとエコにつながるかを座学で学んだ後、

調理実習で実践しました。最後に各グループから出た生ごみ
の量を比べましたが、講師のお手本には程遠い結果になりま
した。ぜひ自宅でも挑戦してほしいです。

日 時 平成30年11月16日（金）
参加人数 33人
講 師 小田原ガス（株）渋谷さん、粟田さん、河野さん

放課後の時間を使ってさまざまな活動をする放課後子ども
教室において、「目に見えないエネルギーや環境について考
えてみよう」と題し、環境について考える講座を実施しまし
た。
ホッキョクグマが直面する温暖化の状況を動画で見た後、

省エネトランプを使って自分ができる地球温暖化対策を考え
ました。児童から「削減できる二酸化炭素の量を計算しよ
う」と提案が出るなど、積極的に取り組めました。

日 時 平成31年1月24日（木）放課後
参加人数 25人
講 師 松葉口玲子氏（本会会員、横浜国立大学教授）
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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度開催しています。
テーマは、
「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－（標語入り）です。

応募総数は166点。小学生49点、中学生117点でした。
今回はテーマに「COOL CHOICE」が加わってから２回目の実施です。応募作品

を見ていると、「COOL CHOICE」という言葉やマークを取り入れた作品が増えた
と感じました。今年度は新たに「神奈川トヨタ自動車株式会社小田原店賞」が協賛
企業賞に加わり、特に素晴らしい作品27点が入賞作品として選ばれ、２点が佳作に
選ばれました。

小田原市長賞
函嶺白百合学園小学校 4年 松本陽菜さん

おだわらスマートシティプロジェクト会長賞
小田原市立桜井小学校 ６年 栗原絢菜さん
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絵画・ポスターコンクール

小田原市長賞
小田原市立城南中学校 １年

井上ことりさん

おだわらスマートシティプロジェクト会長賞
小田原市立城南中学校 ２年 清水萌以さん

平成30年11月25日（日）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、
入賞者の表彰式を行いました。
表彰式では、作品に込められた思いや折り畳み自転

車やスマートスピーカーといった豪華副賞の使い道な
ど、入賞者から一言ずつコメントをいただきました。

ハルネ小田原内のハルネ広場で入賞作品の展示を行いました。



小田原ガス株式会社賞
小田原市立足柄小学校 ２年

小野寺心さん

株式会社小田原百貨店賞
小田原市立国府津小学校 ５年

杉﨑侑実さん

さがみ信用金庫賞
小田原市立芦子小学校 ５年

深田花緒さん

ダイナシティ賞
小田原市立芦子小学校 ２年

赤松蒼唯さん

鈴廣かまぼこ賞
小田原市立国府津小学校 ６年

志村希美さん

株式会社ミクニ賞
小田原市立東富水小学校 ４年

泰田梓さん

小田原報徳自動車株式会社賞
小田原市立桜井小学校 ３年

小川直輝さん

株式会社二見賞
小田原市立国府津小学校 ３年

金子輝さん

ほうとくエネルギー株式会社賞
函嶺白百合学園小学校 ６年

柏木愛奈さん

小田原ガス株式会社賞
小田原市立城南中学校１年

井上駆さん

株式会社小田原百貨店賞
小田原市立城南中学校３年

國見春香さん

さがみ信用金庫賞
小田原市立城南中学校３年

大岡千咲さん

ダイナシティ賞
小田原市立城南中学校 ２年

青木真宏さん

鈴廣かまぼこ賞
小田原市立城南中学校３年

津曲雛与さん

株式会社ミクニ賞
小田原市立城南中学校３年

楠田陽茉莉さん

小田原報徳自動車株式会社賞
小田原市立城南中学校１年

成川和樹さん

株式会社二見賞
小田原市立城南中学校３年

加納晴翔さん

ほうとくエネルギー株式会社賞
小田原市立城南中学校３年

岡田晴美さん
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クールチョイス賞（優秀賞）
小田原市立豊川小学校 ３年

相原明さん

クールチョイス賞（優秀賞）
小田原市立城南中学校 ３年

米津ひらりさん

神奈川トヨタ自動車株式会社小田原店賞
小田原市立国府津小学校 ３年

矢野秀明さん

神奈川トヨタ自動車株式会社小田原店賞
小田原市立橘中学校２年

山口泰洋さん

佳作
小田原市立国府津小学校 １年

矢野美幸さん

佳作
小田原市立城南中学校 ３年

二見萌々音さん

佳作
小田原市立城南中学校 ３年

山谷謙太さん

佳 作



平成30年11月25日（日）に、ダイナシティウエストで第７回おだわらスマートシティフェアを開催しました。
例年より遅い日程での開催になりましたが、当日は晴天に恵まれ、多くの方にご参加いただきました。
今回は、テーマカラー（青・白）の設定、連携企画の実施など、初めての試みも盛りだくさんの内容となりました。
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[スマートな暮らし]への一歩として、うちエコ
診断ブースや家庭で取り入れられる創エネ・蓄エ
ネ・省エネ機器の紹介ブースなどを設置しました。
高校生による地球温暖化対策を考える団体「横

浜湘南 Blue Earth Project」のブースでは、間伐
材を使ったかるたや参加者への間伐材のコース
ターのプレゼントもありました。
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おだわらスマートシティフェア

【出展者】小田原ガス株式会社、湘南電力株式会社、株式会社古川、新陽冷熱工業株式会社、愛光電気株
式会社、株式会社GSユアサ、ヒューマンズ・ネット株式会社、横浜湘南BlueEarthProject、市環境政策課

実際に見て、効果を知ろう！［機器］の相談をしよう！

環境にやさしい自動車にふれてみよう！
最新の技術を取り入れたエコカー等の展示や試乗

を実施しました。
【展示車両】神奈川トヨタ自動車小田原店：シエン
タＨＶ、コムス、クラウンＨＶ、小田原衛生美化
サービス：三菱ふそうバイオディーゼル燃料のごみ
収集車、ＧＳユアサ：三菱 ミニキャブ・ミーブ、
ＥＶオーナーズクラブ：TESLA MODEL X、日
産新型リーフ、日産旧型リーフ、三菱 アイ・
ミーブ、愛光電気株式会社：V2Hシステム実演展示

省エネ住宅の仕組みを知ろう！体感しよう！

環境省補助事業であるCOOL CHOICE啓発イ
ベントと連携・同時開催し、省エネ住宅の普及
啓発や断熱効果の体験コーナー等を実施しまし
た。
住まいと健康の体験コーナーでは、住宅の断

熱性能とヒートショックの関係について体感し
たり、子ども向け工作コーナーは親子連れでに
ぎわいました。

ステージイベント

試乗体験（ＥＶオーナーズクラブ）：電動軽車輌、VW GOLF GTE（PHV）・TESLA MODEL S

小・中学生を対象にした地球温暖化の意識啓発ア
ニメ『ガラスの地球を救え！』（環境省作成）の上
映会を開催しました。
また、「あしたも青い地球で逢いたい」をキャッ

チフレーズに活動する女子大学生によるNPO法人
BlueEarthProjectとおだわらスマートシティプロ
ジェクトによるトークショーを行いました。

同日、連携事業としてマロニエを会場に実施した「Blue Earth塾」（高校生向けワークショップ）の成果
発表や、学生の視点で見る「COOL CHOICE」、「スマートな暮らし」等について意見交換を行いました。
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平成31年３月８日（金）に、静岡県御殿場市にあるリコー環境事業開発センターへの視察を行いました。
コピー機器製造がメインであったリコーが環境事業に取り組むきっかけから、ＳＤＧｓ（持続可能な開

発目標）への寄与や、ＲＥ100（事業に必要な電力を100％再生可能エネルギーで調達することを目指す国
際的なイニシアチブ）へ日本企業で初めて参加し、環境分野のトップランナーとしてさまざまな取り組み
を行っている様子まで、詳しい説明をしていただきました。
コピー機器のリサイクル一つとっても、「コメットサークル」という独自の理論に基づき、確実に温室

効果ガスの排出を抑制しているなど、組織として高い意識を持って取り組む現場の様子は、会員にとって
も大きな刺激となりました。

発行日 平成31年３月31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 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（市外視察）
～リコー環境事業開発センター～

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
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


