報道関係各位
2010 年 3 月 30 日
財団法人コカ･コーラ教育・環境財団

地域社会における環境教育の発展を目指して

「第１7 回コカ･コーラ環境教育賞」4 月から応募受付け開始
環境教育の活動実績や環境保全・啓発に寄与する新しい企画を募集します！
全国の小学生から大学生、指導者を対象に募集、昨年は過去最多 196 団体が応募
財団法人コカ･コーラ教育・環境財団（所在地：東京都港区 理事長：末吉紀雄）は、環境教
育に関する顕著な活動への顕彰及び環境保全・環境啓発に寄与する新しい企画への支援を行う
「第 17 回コカ･コーラ環境教育賞」の公募を、4 月 1 日（木）より開始します。
コカ･コーラ環境教育賞は、1994 年の賞設立から 17 回目を数え、これまで環境ボランティア
活動の助成・支援を通じた環境教育・環境保全活動の促進を目的として、国内の環境教育分野
の推進に大きく貢献しています。
同賞は、小中学生とその指導者を対象として、地域社会に根ざした環境教育・環境保全活動
実績を顕彰する「活動表彰部門」と、高校生および大学生による環境保全・環境啓発に寄与す
る新しい企画を評価し、具現化のための支援をする「次世代支援部門」の 2 部門で実施となり
ます。各部門には大賞（1 組）が設置され、「活動表彰部門」には 50 万円の賞金、
「次世代支援部門」には 100 万円の支援金が贈られます。
賞の参加は、財団支部などによる推薦に加え、昨年からは一般公募が実施され、多くの団
体・個人に賞へ参加いただいています。昨年は過去最多の 196 団体からの応募がありました。
募集期間は 2010 年 4 月 1 日から 5 月 31 日までとなっており、応募は、財団ホームページから
所定の用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上、コカ･コーラ環境教育賞事務局まで郵送い
ただきます。
賞の選考は、当財団の選考委員による一次選考にてノミネート団体を決定し、8 月上旬に「雨煙
別小学校 コカ･コーラ環境ハウス」（北海道夕張郡栗山町）にて開催される『コカ･コーラ環境フ
ォーラム』の中で、「活動表彰部門」「次世代支援部門」の両部門のノミネート団体による最終選
考会を実施し、大賞、優秀賞を決定します。
財団法人コカ･コーラ教育・環境財団では、今後も「コカ･コーラ環境教育賞」の実施をはじ
めとした社会貢献事業の展開に努め、「心豊かでたくましい人づくり（Healthy Active Life）」
を理念に、地域社会が求める青尐年の育成を目指していきます。
※「第 17 回コカ･コーラ環境教育賞」の募集要項、応募詳細は次頁以降に記載しています。
本資料は、文部科学省記者会、環境省記者会、東商記者クラブ、
農政記者クラブ、農林記者会にて配布しております。
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■ 「第 17 回コカ･コーラ環境教育賞」募集要項
＜活動表彰部門＞
部門

活動表彰部門

対象

小中学生および指導者

趣旨

コカ･コーラ環境教育賞｢活動表彰部門｣は、環境教育・環境保全活動を促進する事を目的に、小
中学生を対象にした地域社会の環境教育に関する活動が顕著な個人・団体を称え表彰します。

支援内容

大賞
優秀賞

1組
9組

活動助成金
活動助成金

50 万円
10 万円

応募資格

以下の 1、2 を満たす個人・団体
1. 小中学生を中心に環境教育に関する活動を行う学校またはボランティア団体
2. 日本国内に拠点を持つ学校またはボランティア団体
（拠点が国内であれば、活動地域は国内外を問いません）

応募条件

以下の 1～6 を満たす個人・団体
1. 地域社会に根ざした環境教育・環境保全活動を行っていること
2. 小中学生を中心とした活動であり、組織化されていること
3. 活動が実践的かつ 3 年以上継続していること
4. ボランティア活動または学校の授業・課外活動であり、特定の企業・団体による営利的な
活動でないこと
5. 自然体験を通して、地域社会に広げる、繋がる活動であること
6. 2010 年 8 月 6 日(金)～8 日(日)の 3 日間、北海道夕張郡栗山町で開催を予定している最終
選考会に参加できること
(交通費および宿泊費は主催者側で負担いたします。※指導者 1 名、小中学生 2 名まで)

＜次世代支援部門＞
部門

次世代部門

対象

高校生および大学生

趣旨

コカ･コーラ環境教育賞｢次世代支援部門｣は、高校生および大学生による、環境保全・環境啓発
に寄与する新しい企画を具現化することを目的とし、支援を行います。また、次世代支援部門
は、将来的に社会の環境教育に役立つことを目指します。

支援内容

大賞
優秀賞

1組
4組

企画支援金
企画支援金

100 万円
30 万円

応募資格

以下の 1～3 を満たす個人・団体
1. 現役の高校生・大学生であること
（応募時に高等学校または大学に在籍されている方が対象となります）
2. 日本国内に拠点を持つ団体または個人であること
（拠点が国内であれば、活動地域は国内外を問いません）
3. 成人以上の責任者を有すること（支援金の受け取りは必ず成人以上の責任者となります）

応募条件

以下の 1～5 を満たす個人・団体
1.
環境保全・環境啓発に寄与する新しい企画であること
2.
企画に独自性があり、営利目的ではないこと
3.
他の企業または団体から助成を受けていない企画であること
4.
2010 年 8 月 6 日(金)～8 日(日)の 3 日間、北海道夕張郡栗山町で開催を予定している最終
選考会に参加できること(交通費および宿泊費は主催者側で負担いたします。※3 名まで)
5.
2011 年 3 月末日までに、企画に基づく活動報告書を提出すること（受賞者のみ）
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■ 「第 17 回コカ･コーラ環境教育賞」応募方法
財団ホームページ http://www.cocacola-zaidan.jp/より応募用紙をダウンロードし必要事項を記入
の上期間中に以下の提出先までご郵送ください。「次世代支援部門」の応募には企画書（A4 サ
イズ、フォーマット自由）を併せてご郵送ください。
応募方法
●提出先
●募集期間
結果発表

●一次選考
●最終選考

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-5-11 新宿三葉ビル 5 階
コカ･コーラ環境教育賞事務局(イーセラ・アンド・カンパニー内)
2010 年 4 月 1 日～5 月 31 日 ※当日消印有効
最終選考出場者にのみ、6 月中に主催者から電話にて連絡いたします。
最終選考会（3 日間）開催期間中に、大賞および優秀賞を発表いたします。
その後、表彰式にて表彰楯および副賞（目録）を贈呈させていただきます。

・
・
注意事項

個人情報の
取扱いに
ついて
お問合わせ
(一般)

ご送付いただいた応募書類は返却いたしません。
選考過程または選考後に、応募の不正が発覚した場合は、受賞を取り消すとともに、活動
助成金または企画支援金を返金していただく場合があります。
・ 第 17 回コカ･コーラ環境教育賞では自薦および、他薦（当財団支部または読売新聞支局に
よる推薦）を対象としております。
・
・

応募用紙にご記入いただいた個人情報は、審査に関する確認、選考結果のご連絡のために
使用いたします。
受賞が決定した場合は、応募用紙に記載されたお名前、所属、企画内容を当財団ホームペ
ージや新聞等において公表いたします。

コカ･コーラ環境教育賞事務局(イーセラ・アンド・カンパニー内)
TEL：0570-001509（平日 10:00-17:00 土・日・祝日を除く） info@cocacola-zaidan.jp

■ 財団法人 コカ･コーラ教育・環境財団
名 称：
英字名称：
監督行政：
許可日：
理事長：
所在地：
ホームページ：
概要：

主な事業内容：

概要

財団法人コカ･コーラ教育･環境財団
The Coca-Cola Educational & Environmental Foundation
文部科学省
2007 年 6 月 25 日
末吉 紀雄
東京都港区六本木 6-2-31
http://www.cocacola-zaidan.jp/index.html
財団法人コカ･コーラ教育･環境財団は、2007 年 6 月に 37 年継続していた日
本コカ･コーラボトラーズ育英会と 14 年継続していたコカ･コーラ環境教育
財団の事業を継承し、一元的に運営、推進できる母体として設立されました。
心豊かでたくましい人づくり（Healthy Active Life）を理念とし、環境教育、
教育支援、スポーツ教育を柱とした貢献事業を企画、提供することにより、
国際社会が求める青尐年の育成と、彼らを取り巻く地域社会を支える人材の
育成を通じ、豊かな国際社会の形成及び国際親善に寄与することを目的に多
様な事業を展開しています。
●教育･スポーツ分野における青尐年および指導者の育成事業
●教育･環境保全及び国際交流分野における青尐年等の活動への顕彰･支援
●青尐年に対する教育支援

■ 雨煙別（うえんべつ）小学校 コカ･コーラ環境ハウス
財団法人コカ･コーラ教育・環境財団は、北海道夕張郡栗山町とともに、
栗山町の廃校を、自然・環境教育を中心に文化・スポーツの体験学習が
行える宿泊施設「雨煙別小学校 コカ･コーラ環境ハウス」として再生する
プロジェクトを推進してまいりました。
2010 年 4 月にグランドオープンを向かえる同施設を拠点に、栗山町の
豊かな自然環境の中で積極的な環境教育プログラムを展開し、次世代を
担う青尐年の育成を目指します。
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参考資料 1

第 16 回コカ･コーラ環境教育賞（受賞団体・最終選考会/表彰式）

■ 活動表彰部門 大賞受賞団体
「大多喜町立老川所学校」（千葉県夷隅郡）
活動地域：
代表者：
主な活動内容：

千葉県
永島 絹代
大学・博物館や地域と連携した自然観察会やふるさと探検

身近な自然を活用した体験学習を実施し、「生き物レッドデータブック」等の冊子制作や
発表を行っている。活動を通し、環境保全意識を高めると共に、表現力やコミュニケーシ
ョン力も養っている。
＜優秀賞受賞団体（9 団体）＞
・こどもエコクラブくしろ（北海道）
・あま広域環境学習グループ エコきっず調査隊（愛知県）
・鹿児島県出水市立荘中学校ツルクラブ（鹿児島県）
・西表ヤマネコクラブ（こどもエコクラブ）（沖縄県）
・稲敷美浦村立大谷中学校（茨城県）
・岐阜市立三輪中学校（岐阜県）
・喜瀬武原小中学校（沖縄県）
・栗山町ハサンベツ里山計画実行委員会（北海道）
・彦名地区チビッ子環境パトロール隊（鳥取県）

■ 次世代支援部門 大賞受賞団体
「置農 MOTTAINAI プロジェクトチーム」（山形県東置賜郡）
活動地域：
代表者：
主な活動内容：

山形県
寒河江 豊
資源循環型農業の創出と地域生物資源循環システムの構築活動

ワインの絞りかすを家畜のエサにリサイクルする取組みによって、地域産業廃棄物の減量
化に挑みながら、製造したリサイクル肥料を畜産農家に供給。
＜優秀賞受賞団体（4 団体）＞
・愛知学院大学 起業研究会（愛知県）
・長野県木曽青峰高等学校 森林環境課 農業クラブ（長野県）
・Group SHAKYS’（東京都）
・東海大学チャレンジセンター環境キャラバン隊（神奈川県）

■ 最終選考会/表彰式の様子
「第 16 回コカ･コーラ環境教育賞」最終選考会は、2009 年 8 月 8 日
（土）、北海道夕張郡栗山町の「コカ･コーラ環境ハウス」にて行われ、
15 のノミネート団体が日頃の成果や今後の取組みについて発表し、
その中から両部門の大賞受賞団体が決定しました。
表彰式では、コカ･コーラ教育・環境財団の理事および選考委員、
スペシャルゲストの元サッカー選手中田英寿氏より、受賞 15 団体の
代表者に楯と副賞として活動助成金が贈呈されました。
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参考資料 2

雨煙別小学校

コカ･コーラ環境ハウス

利用案内

■ 定員
80 名
■ 開館時間・施設利用時間・休館日
開館・受付時間

9：00～18：00

施設利用時間

9：00～21：00（事前予約による宿泊の場合を除く）

職員対応時間（宿泊の場合）
休館日

7：00～22：00
毎週火曜日（事前予約による宿泊の場合を除く）、年末年始
館内整備の為、臨時で休館する場合がございます。
利用の際は、職員の指示に従ってください。

その他

■ 利用料金について
学校・青尐年団

幼児

900 円

小・中学生
高校生以上の方

2,200 円
2,500 円

幼児

1,000 円

小・中学生

2,500 円

高校生以上の方

2,800 円

その他・団体・グループ

朝食
昼食

500 円～1,000 円
650 円～1,500 円

夕食

1,000 円～

■ 自然環境プログラム
自然体験

農と食

≪森の自然体験プログラム≫

✓

ジャガイモ、たまねぎ収穫体験

✓

森のオリエンテーリング

✓

かぼちゃ苗植え体験

✓

ナイトウォーク（夜の森体験）

✓

かんじきで歩く冬山観察

✓

野鳥などの生きもの生態観察

歴史・文化体験

≪川の自然体験プログラム≫

✓

大地のなりたちを巡る歴史体験

✓

夕張川ボート遊び体験

✓

北海道の米・栗山の水による酒造り見学

✓

水生生物調査体験

✓

釣り体験（キャッチ and 食）

手工芸体験

≪里山づくり体験プログラム≫
✓

里山環境づくり体験

✓

葉っぱのアート・お手紙

✓

植樹体験

✓

間伐材を使った木工

✓

ヘイケボタル観察

✓

草木クラフト

■ 一般からのお問合せ先

「雨煙別小学校 コカ･コーラ環境ハウス」事務局
住所：〒069-1503 北海道夕張郡栗山町字雨煙別 1-4
TEL：0123-72-1696
■ 報道関係からのお問合せ先

財団法人コカ･コーラ教育・環境財団 担当：麻生
TEL：03-5466-8453
財団法人コカ･コーラ教育・環境財団広報事務局
（株式会社プラップジャパン内）担当：田中／西出／寺田
TEL：03-3486-6804 FAX：03-3486-7507 E-mail：cocacolazaidan@ml.prap.co.jp
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