
発 行
一般財団法人鹿児島県環境技術協会
鹿児島県地球温暖化防止活動推進センター

学校賞
池田学園池田小学校

学校賞
鹿児島市立玉龍中学校

鹿児島県では、毎年小中学生を対象に、7～8月に家庭で省エネや省資源に取り組む「グリーン日記」をつけて、日ごろから自然や環境を

大切にするために行っていることや考えなどを「手紙」に書く『環境レター』を募集しています。

令和2年度は2,450名の提出があり、令和2年12月25日に優秀賞9名と学校賞2校の表彰式が開催されました。

また、優秀賞に選ばれた9名は、塩田知事から「第15期かごしまこども環境大臣」に任命され、大臣たちで作成した「かごしまこども環

境宣言２０２０」を発表し、宣言文を知事へ手渡しました。

引き続き行われた「かごしまこども環境大臣サミット」では、鹿児島の未来の環境について、大臣と知事が意見交換を行いました。

かごしまこども環境宣言2020

私たち、第15期かごしまこども環境大臣は、鹿児
島のすばらしい環境を守り、私たちの世代や次の世
代に引き継いでいくために、省エネルギー・省資源
に取り組む必要があることを確認し、みんなで話し
合った結果を「かごしまこども環境宣言2020」とし
てまとめました。
未来の鹿児島の環境をよりよいものにするために、

私たち「かごしまこども環境大臣」は、以下のこと
を行っていくことをここに宣言します。

・買い物の時は、必ずエコバッグを持って行きます

・近いところに行く時は、車を使わず自転車を利用
したり、歩いて行きます

・プラスチックごみがなるべく出ないような方法を
考え行動します

・食べ残しや作りすぎを無くして、生ごみを減らし、
１人１日あたり100g減らす行動を促します

・地元の食品を利用し、環境負荷のかからない食品
消費について考え、地産地消に努めます

・海や山のごみ拾いに積極的に参加し、声掛けもし
ていきます

・クールビズ・ウォームビズに取り組みます。例え
ば、エアコン温度の設定で、夏は28℃前後、冬は
20℃前後に心がけます

・植林活動に積極的に参加して、たくさんの若い世
代にその活動を広めます

・もっと環境について学び、たくさんの人にその大
切さを広めます

①海にゴミがたくさんでかなしい。
②ゴミの分別がなぜひつようかわからないのでべんきょ
うしたい。

①つかいすてマスクがどうろにたくさんおちている。
②クールチョイスうんどうを友だちにもひろめたい。
食エコや紙リサイクル活どうにもせっきょくてきに
とりくみたい。

①地球温暖化が進んでいるなかで鹿児島ではどんな活動
をしているのか、私たち子どもにできることがあるの
か知りたいです。

②私は環境をよくするためにもっともっと環境について
知って、たくさんの人にエコ活動の大切さを広げたい。

①海にゴミが捨ててある。
ゴミの分別ができていないところがある
分別の仕方がわからない人がいる。

②鹿児島のいいところをもっとアピールする。海のゴミ
を拾う。火山灰を使っていろいろなものを作る。

①出すゴミの量について無関心な人が多い。
②食品ロスについて調べてみたい。
家庭ゴミの有料化市町村と無料の鹿児島市とのゴミ対
策のちがいと理由を調べたい。
環境学習に参加して、学んだことをまわりの人に教え
たい。

①車が多い（二酸化炭素排出）。食べ残し（ゴミが出る）。
食べる量を考えて料理する（残さない）。

②全部の家にソーラーパネル（太陽電池）を作る。
電気自動車にする。

木や花をたくさん植える。

①桜島の火山灰がどのように再利用されているのか気に
なっています。

②１人１日あたりのゴミの量を100ｇ減らすのを目標に
野菜は皮の部分に栄養が多いので、あまり捨てずに生
ごみを減らしてみたり、生ごみを捨てるときはよく水
切りをして捨てるようにしたいです。

①植林活動に興味を持っている方々の高齢化（もっと若
い人たちにも植林活動をしてほしい）。

②市町村や学校での植林のPR活動。
植林活動を継続していき、活動を若い世代に広めてい
きたい。

①鹿児島は車の使用が多いような気がする。健康のため
にも自転車を利用したほうが良いと思う。

②感染症対策でTAKEOUTが増え、プラスチック容器の
使用が非常に多い。
何かしらほかの方法がないのか、これからしっかり考え
てみたい。

いじゅういん れん

伊集院 蓮 さん

池田学園池田小学校１年

よしなが あい

吉永 愛 さん

霧島市立天降川小学校２年

おだ きい

小田 季依 さん

池田学園池田小学校３年

にしおか れん

西岡 蓮 さん

神村学園初等部４年

むらた はな

村田 羽菜 さん

池田学園池田小学校5年

とりい こうせい

鳥居 康生 さん

霧島市立舞鶴中学校2年

やまさき まな

山﨑 愛 さん

鹿児島市立鹿児島玉龍中学校１年

みやわき りょうすけ

宮脇 遼丞 さん

出水市立鶴荘学園６年

ふくどめ

福留 いのり さん

鹿児島市立鹿児島玉龍中学校3年

『かごしまこども環境大臣』に次の二点を聞い

てみました。

①自分のまわりの環境や、鹿児島の環境につい

て気になっていること、困っていること

②環境を良くするためにやってみたいこと



第14期かごしまこども環境大臣のみなさん、一年間活動お疲れ様でした。
期間中の環境保全活動を紹介します。

★活動レポート★
『一年間の活動を通して学んだこと』
私は、令和元年１２月２５日にかご島子どもかんきょう
大じんに任めいされました。
この一年間に私は、電気をこまめに消したり、水を出し
っぱなしにしないように心がけました。ほかにも近所の
ゴミ置き場がちらかっていたのでそうじをしたり歩道など
のゴミひろいをしました。
また、令和２年１１月２１日には、九州森林の日植樹祭
に参加しました。緑の少年団、企ぎょう、森林ボランティ
アのみなさんといっしょに、桜と、ていこう性クロマツの
苗木を植えました。私は、森林が二さん化たんそをへら
し、森の水を育み、土砂くずれをふせぎ、海岸沿いのマ
ツが風や砂をふせぐことなどを植樹を通じてさらに学ぶ
ことができました。
私はこれらの活どうを行って未来のかご島のかんきょ
うを守れるように、これからも自分にできることを続けて
いきたいと思います。

池田学園池田小学校 ２年
石橋 希望 さん

★活動実績★
・九州森林の日植樹祭 開会式での植樹宣
せいや記念植樹を行いました。立ぱな木にな
りますようにとねがいをこめて植えました。
・ゴミをへらそうクリーン作せん ゴミの分べつ
をきちんとし、ゴミのりょうをへらしました。ゴミ
おき場のそうじをしました。また、地いきのゴ
ミひろいをしました。
・マイB活動 マイB（マイバッグ、マイボトル、
マイばし）を使用し周囲の人にもマイBをすす
めました。

出水市立下水流小学校 ３年
中尾 帝心 さん

★活動実績★
・エコドライブ お父さんお母さんに安全運転のエコド
ライブを呼びかけました。また、車を使わず家ですご
す日を作りました。
・ゴミばこの作製 ダンボールなどを使って、分べつが
しやすいようにゴミ箱を作製しました。
・ゴミの分べつ ゴミの分べつを家族みんなで取り組
みました。
・自治会の道路清そう 自治会の道路清そうにさんか
しました。おどろいたことは、タバコのすいがらがたくさ
ん落ちていたことです。

霧島市立天降川小学校 ５年
吉永 結 さん

★活動レポート★
『一年間を振り返って』
私は、昨年の１２月２５日に第１４期かごしまこども環境
大臣に任命されました。鹿児島のすばらしい環境を守り
、次世代に引き継ぐため、省エネルギー・省資源に取り
組む必要があることを確認し、各学年一人ずつ任命され
た環境大臣みんなで考えた「かごしまこども環境宣言２０
１９」を目標に一年間活動しました。
エアコンや冷蔵庫の使い方、ゴミの分別など、今年はク
ールチョイスの活動に一層意識的に取り組んだ一年でし
た。環境宣言の目標は、私の家ではほとんど達成できた
と思います。でも残念なことに、今年はコロナ対策で活動
できないこともありました。また最近コロナ対策で家にい
る機会が増え、各家庭から排出されるゴミも増えている
そうです。ぜひこの機会に、ゴミの分別などの地球に優し
い行動について考える人が少しでも増えてくれたら嬉し
いです。私の任期は終わってしまいますが、これからもク
ールチョイスを常に意識して生活していきたいです。

★活動実績★
・姶良・伊佐地域植樹祭 記念植樹への参
加をし、未来の自然も豊かであってほしいと
願いながら苗木を植えた。
・学ぶ環境体験学習塾 未来の天気予報に
ついて学んだり、ソーラーランプを作った。
・グリーン日記を書くことで、省エネ省資源
活動に意識的に取り組んだ。
・自分で食材を育てたり、食材を無駄なく使
い切るなど食エコに取り組んだ。
・紙リサイクル活動

出水市立大川内小学校 ４年
筑紫 あかね さん

★活動レポート★
『一年間を振り返って』
昨年１２月２５日、かごしまこども環境大臣に任命された。それを受けて、
地球温暖化という地球の病気の進行を少しでも食い止められるよう自分な
りに活動を続けてきた。
その中で,特に印象に残っていることは2つある。
一つ目は、今年１月１８日に参加した姶良・伊佐地域植樹祭である。
恵み豊かな森林を未来に残すために、ソメイヨシノの苗木合計５００本を参
加者全員で植樹した。自分たちの手で植えた苗木が、立派に成長した姿を
将来見に行きたいと思っている。
二つ目は、８月１０日に霧島市で行われた「学ぶ環境体験学習塾」に参加
したことである。地球温暖化が進み、２１００年には全国で１２万人もの人が
熱中症で倒れるという未来の天気予報に驚いた。温暖化に拍車をかけない
ように、自分にできるエコ活動をもっとしようという気持ちが一層深まった。
この一年の活動を通して、一人ひとりが環境に対する強い意識を持ち、明
るい未来のために行動することが大切だと感じた。
これまで続けてきたエコ活動、これからも実践していこうと思う。地球温暖
化という病気が滅亡することを願って…。

鹿児島第一中学校 １年
吉永 葵 さん

・外食時に、マイ箸を持参し
たり、紙おしぼりをもらわな
いように心がけた。
・環境についての新聞や本
を読むことで、知識を増やし
た。
・テレビや照明など使わな
いときはこまめに消したり、
冷蔵庫の開けっ放しに気を
つけることで省エネに貢献
した。

★活動実績★
・姶良・伊佐地域植樹祭 記念植樹への参加をし、未来の
自然も豊かであってほしいと願いながら苗木を植えた。
・学ぶ環境体験学習塾 未来の天気予報について学んだ
り、ソーラーランプを作った。

★活動レポート★
『ぼくにできるエコ活動』
令和元年１２月２５日、任命証を受け取った時
に、「かんきょう大臣として、ぼくにできることを一
生けん命がんばろう。」と思いました。「ぼくにでき
るエコ活動」を目ひょうに、使っていない部屋の電
気を消すことや、水の出しっぱなしをしないように
気をつけることはもちろん、家族みんなが楽しくゴ
ミの分べつができるように、ダンボールなどを使
ってゴミばこを作製しました。そして、夏休みには
、自治会の道路清そうにさんかしました。おどろ
いたことは、タバコのすいがらがたくさん落ちてい
たことです。かんきょうにやさしい町にするために
、ゴミばこのせっちやポスターをはるなどして、タ
バコやゴミのポイすてをなくしていけたらいいなと
思いました。ぼくにできることを少しずつふやして
いけるように、きれいなかご島を未来へつないで
いけるようにがんばっていきたいです。

★活動レポート★
『私のエコ活動レポート２０２０』
私は、今回こどもかんきょう大臣に任命され
広く活動することができました。
何度も使えるビーズラップを作ったり、せんた
く時にはせんざいではなくマグネシウムを利用
しました。前から続けている、コンポストや水の
無だ使いをふせぐための雨水やおふろの水の
さい利用なども心がけています。特に力を入れ
た活動はえんぴつを最後まで使うことです。自
分のえんぴつはもちろん友達と短いえんぴつと
長いえんぴつを交かんし、私が最後まで使うし
くみです。その小さいえんぴつを使って私は工
作をしたりしています。
「SDGｓ」持続可能な開発目標を目指すため
にこういった活動を続けていきたいです。

★活動レポート★
『鹿児島の環境を守るために』
この一年間、私は「かごしまこども環境大臣」として、
少しでも鹿児島の環境を守れたのではないかと思いま
す。
２０２０年８月１８日出水市の中央公民館講座「未来の
地球と私たちの暮らし」＆ソーラーランプづくりに参加し
ました。地球温暖化についてとても分かりやすく学ぶこ
とができ、環境を守るために自分にできることは何か考
えました。つくったソーラーランプは、とても大切に使っ
ています。
２０２０年１１月４日には、一日産廃Gメンとして、巡視
艇に乗船し不法投棄されていないかパトロールしました
。錦江湾には、ゴミ一つない美しい海が広がっていまし
た。これからも、この環境を守り続けていきたいです。
私は、この一年、本当にたくさんのことを学びました。
これからも、鹿児島の環境を大切にしていきたいです。

★活動レポート★
『九州森林の日植樹祭に参加して』
私は、２０２０年１１月２１日に県立吹上浜公園で
行われた九州森林の日植樹祭に参加させていただ
きました。九州における「美しい森林づくり」を推進
するため、サクラの木と抵抗性クロマツの木の苗木
を丁寧に植栽しました。植樹祭の閉会式後に、ムク
ゲとオウバイとレンギョウとカリンの苗木をいただき
ました。この苗木を後日、祖母の家の庭と自宅に植
えました。成長が楽しみです。また、植樹祭で植栽
したサクラの木と抵抗性クロマツの成長もとても楽
しみです。もう一度加世田に訪れ、自分が植えた苗
木の成長を見たいと思います。
かごしまこども環境大臣に任命され、植樹祭に参
加でき、とても良い経験になりました。環境大臣に
任命されるまではあまり向き合ってこなかった環境
問題。これからも、大人になっても、環境にしっかり
目を向けたいです。

★活動レポート★
『かごしまこども環境大臣の活動を通して』
かごしまこども環境大臣に任命されてから一年間
、様々な活動を通して自分の環境に対する意識が
大きく変わりました。昨年は、７月にレジ袋有料化
が始まったり、SDGsの注目が高まったりと環境に
ついて考えることが増えました。今までは、環境の
ことについて授業で考えることしかしていませんで
した。しかし、かごしまこども環境大臣になり、環境
のことを調べていくと地球温暖化だけでなく他にも
地球はたくさんの環境問題を抱えているのだと知り
ました。また、学校内では、環境だよりと環境チェッ
クに取り組みました。特に環境チェックがとても効
果があり、チェックをする前は、水の出しっぱなしを
する人が多数いましたが、チェックをしたことにより
その数はゼロへと変わりました。みんなの環境に
対する意識の変化が感じられました。これからも学
んだことを生かしていきたいです。

★活動レポート★
『高校生の私が今できること』
昨年の１２月に始まり、今日まで環境について様
々なことを学び考える機会があった。新型コロナウ
イルスの影響で世界中が困難にある日々で環境に
関するイベントにあまり参加できなかったことが悔
やまれる。そんな中、私は環境大臣として、イベント
には参加出来なくても、自分でアクションを起こすこ
とは可能だろうと思い、高校生活を始めた。高校で
は社会同好会に入部をし、鹿児島、日本、そして世
界の環境問題を解決するためにはどのような活動
が必要であり、小中高生にしかできないプロジェク
トなどを考えた。多くの人に環境問題について知っ
てもらういい機会となったと思う。これからも、環境
問題について、アクションを起こしていきたいと同時
に、まず周りにある身近に環境問題に繋がりそうな
ことを注意して、小さな積み重ねが結果を得られる
よう努めていきたい。

出水市立出水中学校 ２年
大毛 千雪 さん

出水市立出水小学校 ６年
森 あやの さん

鹿児島市立吉田北中学校 ３年
尾上 ふたば さん

鹿児島純心女子高等学校 １年
鳥居 彩乃 さん

★活動実績★
・講座「未来の地球と私たちの暮らし」 出水
中央公民館で参加した。地球温暖化につい
て分かりやすく学ぶことができました。世界
にひとつのオリジナルのソーラーランプをつ
くることができ、気に入って使っています。
・一日産廃Gメン 任命され、巡視艇で錦江
湾をパトロールしました。貴重な体験でした
。錦江湾には、ゴミ一つない美しい海が広
がっていました。これからも、守り続けてい
きたいです。

★活動実績★
・九州森林の日植樹祭 植樹宣誓と、サクラ
の木と抵抗性クロマツの植樹をしました。とて
も良い経験になりました。大人になっても環境
問題に目を向けたいと思いました。
・苗木を植えた 植樹祭に参加した際にいた
だいた苗木を祖母の家の庭と自宅に植えまし
た。成長が楽しみです。

★活動実績★
・姶良・伊佐地域植樹祭
多くの地域の方々と 話
すことができたり、植林
についてなど多くの知識
を得ることができたりし
た。地球温暖化対策の
手段として植林をするこ
とも大切だと思うので、
これから参加できる機会
があれば参加したい。

第14期
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活動紹介

・学校での部活動のプロジェクト 「世界や日本の環
境問題」について考え、プロジェクトやアクションを起
こすといった活動ができるよう、たくさん話し合いをし
たり、プロジェクトを考えたりした。これから引退する
までこのテーマでの学びを更に深めていきたい。
・学校の授業 “Cool choice”について友達と話し合
い活動を行い、どのようにすれば環境問題は解決さ
れるのか、本当のCool choiceとはなんであるかなど
、様々なことについて学び、今の私たちができること
を始めた。

★活動実績★
・自治会のリサイクル活動へのさんか。
・洗ざいを使わずに、マグネシウムのせいしつをいかし
て洗たくできるせいひんを使用。
・みつろうでできたラップを作製。
・米ぬかをすてずに、おじいちゃんにおしえてもらいぼか
しひりょうを作った。
・生ごみはミミズを使ったコンポストなどに入れる。
・子どもの木をよく育ちそうなところへ植えかえた。

・えんぴつホルダーを使いえんぴつが１ｃｍになるまで
使った。
・えの具を真ん中で切って筆を使って最後まで使う。
・のりをへらを使って最後まで使う。

★活動実績★
・緑の羽根募金 生徒会を中心として行っていまし
た。目標金額が設定されみんな積極的に参加して
いました。
・環境だより 環境問題についてまとめた環境だよ
りを作成し配布しました。環境問題について詳しく
知れたという生徒が多数いました。
・環境チェック 一週間の節電節水等の取り組みに
ついて振り返る環境チェックを行いました。みんな
の意識の変化が感じられて嬉しかったです。
・一日産廃Gメン 錦江湾の海は不法投棄もなくと
ても綺麗でした。この綺麗な海をいつまでも保って
いきたいです。
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