令和２年度環境保全功労者等受賞者一覧

○環境保全功労者表彰

7件（6名、1団体）

氏名（又は団体名）
鎌倉 惠子
かまくら

1

けいこ

公害健康被害補償不服審査会専門委員
秦 順一
はた
じゅんいち

2

公害健康被害補償不服審査会専門委員

専門委員

専門委員

石綿関連疾患の病理医として医学的判定や審査困難症例に対
しご意見をいただく等、石綿健康被害救済制度の運営にご尽
力頂いている。また、環境省主催の講習会では講師として活
躍され、環境行政の推進に多大なる貢献をされてきた。

3
岡 輝明
おか てるあき

4
石綿健康被害判定小委員会
西垣 誠
にしがき

公害健康被害補償法及び石綿健康被害救済法に基づき行われ
た認定並びに補償給付及び救済給付の支給に関する処分に不
服がある者が行う審査請求に対して、審査を実施し、もって
公害健康被害者の救済に貢献した。

呼吸器系腫瘍病理学に関する豊富な診療経験を活かし、石綿
関連疾患の病理医として石綿健康被害救済制度の運営にご尽
力頂いている。また、環境省の解析調査業務に携わる等、環
境行政の推進に多大なる貢献をされてきた。

石川 雄一
いしかわ ゆういち
石綿健康被害判定小委員会

功績概要
公害健康被害補償法及び石綿健康被害救済法に基づき行われ
た認定並びに補償給付及び救済給付の支給に関する処分に不
服がある者が行う審査請求に対して、審査を実施し、もって
公害健康被害者の救済に貢献した。

まこと

5
岡山大学名誉教授
石井 信夫
いしい のぶお

6

地盤工学の専門家であり、特に中央環境審議会においては地
下水環境に関する工学的な見地から長年において参画し水環
境行政の発展に大いに貢献された。また地盤・地下水環境の
モデル解析において顕著な業績を残し、この分野の発展に大
いに貢献された。
ほ乳類の生態及び保全生態学について深い見識を持ち、国内
外の野生生物の保全及び管理に大きく貢献する活動を行って
いる。

東京女子大学現代教養学部教授
特定非営利活動法人日本を美しくする会
とくていひえいりかつどうほうじんにほんをうつくし
7 くするかい

環境美化・保全のための街頭清掃やトイレ掃除の指導援助事
業等を行うことにより、住民に快適な環境づくりと美しい国
づくりの実現に寄与するとともに、幅広い企業・住民の環境
保全に関する意識を向上させる啓発活動を行ってきた。
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令和２年度環境保全功労者等受賞者一覧
○地域環境保全功労者表彰

54件（18名、36団体）

県 別
青森県

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
横浜町立横浜中学校
よこはまちょうりつよこはまちゅうがっこう

功績概要
生徒と地域住民が協働してリサイクル活動を継続的に実践
し、地域環境保全活動の定着と推進に大きく貢献した。

青森県

岩木川環境公共ネットワーク協議会
いわきがわかんきょうこうきょうネットワークきょうぎ
かい

岩木川流域の自然環境や伝統的な文化・風習の保全及び再
生に貢献した。

岩手県

盛岡市立下橋中学校
もりおかしりつしものはしちゅうがっこう

「環境問題に関心を持ち自ら課題意識を持って取り組む生
徒、取り組みを通して豊かな人間性を持つ生徒」を目指
し、植樹活動、川の水質調査等活動を20年以上行ってい
る。

宮城県

山崎 澄義
やまざき すみよし

一般社団法人宮城県フロン回収事業協会代表理事として、
第一種特定製品の整備及び廃棄時におけるフロン類の回収
促進に係る普及啓発や、冷媒回収装置・回収専用容器の貸
与業務、各種講習会の開催等に尽力した。

1

2

3

4

株式会社エアコネクト

代表取締役会長

山形県

株式会社ニューテックシンセイ
かぶしきがいしゃにゅーてっくしんせい

県産の未利用材を活用した組立型木製ブロック「もくロッ
ク」の製造販売を通して、木の良さや森林の大切さを普及
啓発するなど木育を推進している。

山形県

東沢ホタルの会
ひがしざわほたるのかい

昭和59年より河川清掃等ホタルの生息環境の保全を通し、
ホタルの里づくりに取り組むとともに、地元小学生等へ環
境学習の機会を提供している。

福島県

いわき天文同好会
いわきてんもんどうこうかい

多年にわたり、大気環境保全の普及啓発などを目的とした
星空観察会を継続的に開催するなど、地域の環境保全や環
境教育に貢献している。

福島県

郡山南川ホタル愛光会
こおりやまみなみがわほたるあいこうかい

「南川のホタル復活」に向けた河川清掃、水質調査、啓発
等の活動を通じ、地域の絆を深め、互いに助け合えるまち
づくりを目指している。

茨城県

多田
ただ

日本野鳥の会茨城県の副会長として鳥獣保護及び野鳥観察
指導に尽力したほか，「森の自然学校助川山保全くらぶ」
の設立や，１５年にわたる県環境アドバイザーとしての活
動を通じ，環境学習に貢献した。

茨城県

菅生沼を考える会
すがおぬまをかんがえるかい

県自然博物館等と連携し，菅生沼の大掃除や絶滅危惧植物
「タチスミレ」の保全を目的とした野焼きを実施したほ
か，菅生沼周辺の自然観察路の整備を行うなど，環境保全
に貢献した。

栃木県

三井 良春
みつい よしはる

長年にわたり、一般廃棄物収集運搬業に従事し、地域環境
の保全や、資源の有効利用及び資源リサイクル活動の推進
に従事している。

5

6

7

8

恒雄
つねお

9

10

11

いずみ産業株式会社
栃木県

12

取締役会長

山本 久一
やまもと ひさかず

廃棄物処理業を通じた資源循環への取組等のほか、災害ボ
ランティアや地域への社会貢献活動などを積極的に取り組
み、環境保全の推進に尽力している。

有限会社関東実行センター 代表取締役、公益社団法人
栃木県産業資源循環協会 副会長

1

県 別
群馬県

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
特定非営利活動法人竹取物語
とくていひえいりかつどうほうじんたけとりものがたり

功績概要
放置された竹林の整備・保全に取り組み、竹材の新たな活
用を図ることにより、里山の再生や環境保全に寄与してい
る。

群馬県

群馬県立利根実業高等学校
ぐんまけんりつとねじつぎょうこうとうがっこう

地域の自然環境を活かした景観づくりや地域との交流活
動、自然環境や生態に関する保全活動に取り組み、地域に
貢献している。

埼玉県

ふかや緑の王国ボランティア
ふかやみどりのおうこくぼらんてぃあ

緑のオアシス「ふかや緑の王国」を深谷市との協働により
開拓・整備し、「市民がつくり市民が守り育てる市民の
森」として、施設の維持管理、イベント開催など、年間約
130回の活動をとおして、環境保全に関する普及啓発に大き
く貢献した。

千葉県

石黒 智彦
いしぐろ ともひこ

平成元年2月に千葉県環境影響評価審査委員に就任して以
来、長年にわたり千葉県の環境行政に多大な貢献をしてい
る。

13

14

15

16

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会顧問
千葉県

17

栁澤 紀夫
やなぎさわ

平成２年９月に千葉県景観等影響評価専門委員に就任以
来、長年にわたり千葉県の環境・自然保護行政に大きく貢
献した。

のりお

公益財団法人日本鳥類保護連盟元理事
神奈川県

みずきの会
みずきのかい

神奈川県自然環境保全センター、その他施設で自然保護理
念の普及啓発を行い、自然環境保全に大きく貢献した。

神奈川県

大塚・歳勝土遺跡公園愛護会
おおつか・さいかちどいせきこうえんあいごかい

大塚・歳勝土遺跡公園内において、竹林や雑木林、マダケ
林などの緑地の保全活動を行い、市民向けの技術講座や自
然観察会、子ども向けの竹林講座などを実施している。

新潟県

あてま
あてま

トキをはじめとする里山の生物が安心して暮らせる環境の
持続的な環境活動を実践し、地域の環境保全に貢献してい
る。

18

19

森と水辺の教室 ポポラ
もりとみずべのきょうしつ

ぽぽら

20

富山県

孝子六兵衛奉賛会
こうしろくべえほうさんかい

とやまの名水「影無し井戸」の定期的な清掃活動や水質検
査の実施など、地域の水環境保全の推進に貢献している。

富山県

富山県立大門高等学校
とやまけんりつだいもんこうとうがっこう

学校でのＣＯ₂排出量の削減に取り組むとともに、環境に関
する調査研究成果を発表し、環境保全意識の普及啓発に貢
献している。

山梨県

株式会社山梨中央銀行
かぶしきがいしゃやまなしちゅうおうぎんこう

山梨県が推進するやまなしクリーンキャンペーンやエコド
ライブ運動への参加、里地里山の保全、富士山の清掃活動
をとおして、環境美化・環境保全活動を継続して実践して
いる。

山梨県

北杜市地球温暖化対策・ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ推進協議会
ほくとしちきゅうおんだんかたいさく・くりーんえねる
ぎーすいしんきょうぎかい

12年間に渡り、北杜市の環境保全活動及び環境教育に関し
て精力的に活動を行っており、地球温暖化対策の普及啓発
など地域に大きく貢献した。

愛知県

成田 務
なりた つとむ

愛知県環境審議会専門調査員を務め、植物の専門家として
愛知県の環境行政の推進に貢献した。

愛知県

小嶋 真一郎
こじま しんいちろう

愛知県公害健康被害認定審査会委員及び愛知県公害診療報
酬審査会議審査員を務め、医学的見地から愛知県の環境行
政の推進に貢献した。

21

22

23

24

25

26

東海市医師会会長、医療法人贈恩会理事長

2

県 別
京都府
27

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
森田 雅之
もりた まさゆき
弁護士

京都府

サントリーホールディングス株式会社
さんとりーほーるでぃんぐすかぶしきがいしゃ

地域と密着した森林整備活動に積極的に参画するとともに
活動の推進を実施し、社員による森林整備体験も行うなど
森林保全に貢献。

大阪府

大東環境みどり会
だいとうかんきょうみどりかい

「歴史・文化」「水・河川」「竹の活用」「公園」「ごみ
減量」「紙芝居」「緑道」のグループ活動を中心に大東市
域における環境保全・環境美化・環境教育のために活動及
び啓発。

兵庫県

服部 保
はっとり

兵庫県環境影響評価審査会の会長として、審査会運営及び
審査会意見のとりまとめ等に尽力するなど、環境影響評価
の推進に大きく貢献している。

28

29

30

たもつ

兵庫県立南但馬自然学校

学長

兵庫県

武庫川流域圏ネットワーク
むこがわりゅういきけんねっとわーく

活動の中で住民、専門家、行政等との連携を深め、武庫川
水系の治水や自然環境保全の重要性を広く浸透させ、特定
外来種オオキンケイギクの駆除など多くの住民参加を得た
活動に広げた。

奈良県

磯 三男
いそ みつお

奈良県

NPO法人奈良グリーンサポートネット
えぬぴーおーほうじんならぐりーんさぽーとねっと

奈良ストップ温暖化推進員・奈良景観サポーターとして、
地球温暖化対策や街路樹剪定改善などの啓発活動を実施
し、地域の環境保全活動の促進に貢献している。また、地
域環境団体の会長として先頭に立ち、大和郡山市内を中心
に清掃活動・古道の整備や花の植栽などにも取り組んでい
る。
明日香村内等において、棚田での菜の花栽培、公園内の花
壇づくりや里山整備を通じ、地域の環境保全に貢献してい
る。

和歌山県

和歌山市立和歌浦小学校
わかやましりつわかうらしょうがっこう

和歌浦小学校では、長年、地域の清掃活動を続けている。
また、地域の宝でもある和歌浦干潟のアサリ資源回復のた
めに漁協と連携しながら保全活動に取り組んでいる。

島根県

大田の自然を守る会
おおだのしぜんをまもるかい

多年にわたり、三瓶山を中心とした希少野生動植物の保全
活動を実施。また、地元小中学校の環境学習指導など環境
保全意識の普及啓発に貢献した。

岡山県

児島湖流域エコウェブ
こじまこりゅういきえこうぇぶ

児島湖周辺の環境保全を目的とした研修会の開催、調査活
動、普及啓発などに取り組んでおり、その功績は顕著であ
る。

広島県

安芸高田市立川根小学校
あきたかたしりつかわねしょうがっこう

保護者や地域の協力を得ながら，かつての地域主産業「炭
焼き」を通じた環境学習を継続。「炭焼き合宿」や作った
炭の販売などの体験的活動は，森林環境保全に係る意識高
揚に貢献した。

山口県

岡 武美
にしおかたけみ
特定非営利活動法人ナベヅル環境保護協会

理事長

ナベヅル環境保護協会を組織のうえ活動を牽引し、県鳥ナ
ベヅルが継続して渡来越冬するための生息環境の保全活動
に大きく貢献した。

特定非営利活動法人ナベヅル環境保護協会

理事長

31

32

33

34

35
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37

38

山口県

出会いの森ファンクラブ
であいのもりふぁんくらぶ

放棄されていた雑木林を、憩いの場として魅力ある森とな
るよう管理を行うとともに、自然体験の機会を提供してお
り、その功績は顕著である。

徳島県

濱口 靖徳
はまぐち やすのり

長年、安全狩猟の推進や若手狩猟者の育成に尽力するとと
もに、指定管理鳥獣捕獲等事業に積極的に取り組み本県の
鳥獣の適正管理の推進に大いに貢献した。

39

40

功績概要
１２年の永きにわたり京都府公害審査会委員・会長を務
め、法律の専門的見地から、騒音・振動等の公害紛争の解
決に貢献。

徳島県環境審議会

委員（前徳島県猟友会会長）

3

県 別
徳島県

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
四国電力株式会社 徳島支店
しこくでんりょくかぶしきがいしゃ とくしましてん

功績概要
エネルギー学習を中心とした環境学習支援を進めており，
施設見学の受入や出前講座を行う等, 自然エネルギーの理
解促進に貢献している。

福岡県

依田
よだ

多年にわたり筑豊地域の環境審議会会長等を歴任し、環境
行政の推進に貢献するとともに、環境に配慮した建物づく
りやまちづくりに尽力している。

41

42

浩敏
ひろとし

近畿大学 教授、特定非営利活動法人ふくおか環境カウ
ンセラー協会 理事長
福岡県

柳川市地域婦人会連絡協議会
やながわしちいきふじんかいれんらくきょうぎかい

昭和58年から積極的に環境問題に取り組み、リサイクル活
動をはじめ、柳川の掘割の清掃活動や水質調査を継続して
行い、各校区におけるEM廃油石鹸づくりや廃プラスチック
リサイクル運動を実施するとともに、市のイベント等に際
しては花植を行う等地域の環境保全に努めている。

佐賀県

一般社団法人佐賀県産業資源循環協会青年部会
いっぱんしゃだんほうじんさがけんさんぎょうしげん
じゅんかんきょうかいせいねんぶかい

長年にわたり、不法投棄物撤去活動、一斉清掃活動、小学
校での環境学習活動を通じ、県内の自然環境・生活環境の
保全の推進に取り組んでいる。

熊本県

東海大学チャレンジセンター阿蘇は箱舟プロジェクト
とうかいだいがく ちゃれんじせんたー あそははこぶ
ね ぷろじぇくと

管理放棄草原の管理、不法採集防止による絶滅危惧種オオ
ルリシジミなど草原性蝶類の保全、環境復元、放牧農家支
援による地域共生系の復興支援。

熊本県

町古閑牧野組合
まちこがぼくやくみあい

草原を維持するための文化及び技術の継承、草原学習を通
じて環境保全、希少野生動植物の保護の啓発、草原の資源
価値の掘り起こしと地域産業化、牧野の新たな活用の仕組
み作りを行っている。

大分県

杉浦 嘉雄
すぎうら よしお

永年にわたり大分県を中心に自然環境教育を通じ生物多様
性の重要性や環境保全の普及啓発に尽力してきた。
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44

45

46

47

大分県
48

神戸市
49

日本文理大学名誉教授、NPO法人大分環境カウンセラー協
会理事長、祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進協議
会会長
柴北川を愛する会
柴北川流域において、地域と一体となって農業体験を行う
しばきたがわをあいするかい
など環境教育に取り組み、花いっぱい運動や河川清掃、竹
林整備を行い、水辺環境の保全に大きく寄与している。

花田 眞理子
はなだ まりこ

多年にわたり、神戸市環境保全審議会委員及び神戸市環境
影響評価審査会委員として、環境経済学に係る分野を中心
に、厳正な調査・審議に尽力された。

大阪産業大学大学院人間環境学研究科教授
広島市

國武 訓扶衛
くにたけ のぶえ
大日本猟友会理事、広島県猟友会会長、広島県銃砲保安協会監
事、広島県環境審議会委員、鳥獣保護管理員、猟銃安全指導委
員、広島市有害鳥獣対策連絡会議会長、西区駆除班班長、広島
西銃砲保安協会会長、己斐上学区公衆衛生推進協議会会長、己
斐上学区社会福祉協議会会長

50

横浜市

横浜市立幸ケ谷小学校
よこはましりつこうがやしょうがっこう

幸ケ谷の河川・海の生き物観察等を通じて児童が生き物を
大切にする気持ちを育むとともに、海を大切にしてくれる
人を増やすため東京湾大感謝祭等での発表に取り組んでい
る。

横浜市

特定非営利活動法人森ノオト
とくていひえいりかつどうほうじんもりのおと

イベントや講座の開催、webメディアの運営を通じて、市民
にエコライフの実践を呼びかけている。また、暮らしや地
域の情報をエコの視点で発信する市民ライター育成にも取
り組んでいる。

大阪市

一般社団法人御堂筋まちづくりネットワーク
いっぱんしゃだんほうじんみどうすじまちづくりねっと
わーく

2001年の設立より御堂筋沿道のエリア価値向上のため、公
民連携により良好な地域景観の形成、地域美化・緑化等の
環境保全にかかる活動に取り組んでいる。

51

52

53

広島県猟友会会長として、有害鳥獣の捕獲活動とともに狩
猟技術の承継に長年取り組み、農林水産業被害の防止及び
市民の安全確保に尽力している。また、広島県銃砲保安協
会監事や、広島県環境審議会委員として、鳥獣の保護管理
や狩猟の適正化、安全な狩猟活動の実践に取り組むなど、
里山の保全及び安心できれいなまちづくりに努め、環境行
政に大きく貢献している。

中国四国地方 藤本 晴男
環境事務所
ふじもと はるお

地域の環境リーダーとして市民・ＮＰＯ・事業者・行政の
連携を推進し、さまざまな地域の環境課題解決に貢献し
た。

54
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令和２年度環境保全功労者等受賞者一覧
○地域環境美化功績者表彰

60件（12名、48団体）

県 別
北海道

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
北海道寿都高等学校ボランティア部
ほっかいどうすっつこうとうがっこうぼらん
てぃあぶ

秋田県

特定非営利活動法人松林・あらや
とくていひえいりかつどうほうじん
し・あらや

山形県

特定非営利活動法人飯豊朝日を愛する会
行政機関や登山団体等と連携し、飯豊朝日連峰において登
とくていひえいりかつどうほうじんいいであさ 山により浸食を受けた登山道を補修し、消失した高山草原
を復元する植栽等の緑化活動を行っている。
ひをあいするかい

福島県

千石ニュータウン第２区町内会
地域住民が協力し、公園や通りの植栽・清掃活動を実施し
せんごくにゅーたうんだいにくちょうないかい ている。また、地域の状況に応じて、活動を発展させてい
る。

福島県

濁川をきれいにする会連合会
にごりがわをきれいにするかいれんごうかい

地域を流れる河川（濁川）をきれいにするため、土手の草
刈りやごみ拾いのほか、中洲に取り残された倒木や自転車
等の引き上げを行っている。

茨城県

小堀 弘子
こぼり ひろこ

小学校の周辺の除草活動を２１年間ほぼ毎日継続して実施して
いるほか，自身の子どもが在学中の長期休業中には飼育委員
会の児童の活動支援も行うなど，環境美化に貢献した。

茨城県

千波湖水質浄化推進協会
千波湖において、市民のためのビオトープ事業を実施する
せんばこすいしつじょうかすいしんきょうかい とともに、釣り大会を通じた外来種の除去やアオコ発生調
査等に基づく行政への提言を行うなど、地域の環境保全及
び市民の環境保全意識の高揚に貢献した。

群馬県

渋川連合婦人会
しぶかわれんごうふじんかい

群馬県

一般社団法人群馬県浄化槽協会
県立公園の下草刈り等の清掃ボランティアを長年主催し、
いっぱんしゃだんほうじんぐんまけんじょうか 地域環境美化に貢献している。
そうきょうかい

埼玉県

やしおの川をきれいにする会
やしおのかわをきれいにするかい

1

2

3

4

新屋海岸一帯の植樹活動や草刈り整備等を行うことで新
まつばや 屋海岸の松林を再生し、緑化及び防風・防砂の観点から地
域に貢献した。

5

6

7

サルビアやマリーゴールド等の花を毎年種から育て小中学
校や公民館等に苗を無料配布し、地域の景観づくりや環境
美化に貢献している。

8

9

功績概要
国道・町道での清掃活動の他、国道花壇整備、町が主催す
る全町民海岸クリーン大作戦への参加や寿都神社大祭後の
全町清掃などを積極的に実施している。

定期的な清掃活動及び河川水質やヘドロ堆積状況の調査に
より水環境の改善に貢献した。
また、環境学習会などを通じて、幅広い世代の環境保全意
識の向上に貢献した。

10

1

県 別
千葉県

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
功績概要
大穴地区町会自治会連合会
昭和46年に設立以降、長年にわたり大穴地区の清掃活動を
おおあなちくちょうかいじちかいれんごうかい 継続して行っており、環境美化等の啓発に大きく貢献して
いる。

千葉県

松戸に愛をさわやかグループ
まつどにあいをさわやかぐるーぷ

平成15年に設立以降、長年にわたり継続して六間川プロム
ナードの整備を行っており、地域環境の改善・維持に大き
く寄与している。

神奈川県

鎌倉を美しくする会
かまくらをうつくしくするかい

1988年の発足から32年間での「公衆トイレの美化、散乱ご
みの防止、違反屋外広告物の除却、違反ベンチ除去と占用
認可のベンチ設置、落書き防止等」に関する取組。

神奈川県

逗子マリン連盟
ずしまりんれんめい

４月～10月までの毎週末を中心に逗子海岸での利用者に対
し、ルール・マナーの指導、啓発を行っている。
2001年より月に1回、逗子海岸を清掃している。

新潟県

与板町ほたるを守る会
よいたまちほたるをまもるかい

継続的な千体川（一級河川）の清掃活動により、ホタルの
生息環境を維持し、環境美化のみならず地域の活性化にも
尽力している。

富山県

朝日町立あさひ野小学校
あさひちょうりつあさひのしょうがっこう

昭和43年から、毎年、保護者と一緒に学校周辺などの花壇
やビオトープの整備等を実施し、地域の環境美化に大きく
貢献している。

富山県

南砺市立井波中学校生徒会
昭和57年から、毎年、校区内の通学路や公園などで清掃活
なんとしりついなみちゅうがっこうせいとかい 動を実施しており、地域の環境美化に大きく貢献してい
る。

山梨県

富士島建設株式会社
ふじしまけんせつかぶしきがいしゃ

同社の協力会社３０社の社員と共に、韮崎市内の公園や県
道等の清掃活動を継続して実施している。

山梨県

オルビス株式会社
おるびすかぶしきがいしゃ

平成２４年から山梨県甲州市の市有林約１００haを「甲州
市・オルビスの森」と名付け、造園的手法による里山再生
に取り組んでいる。

長野県

会田川水系をきれいにする会
あいだがわすいけいをきれいにするかい

会田川水系をきれいにする会は、平成19年8月から河川清掃
を通じ地域の環境美化や河川愛護意識の高揚に努め、他の
模範となっている。

長野県

島内山田町会
しまうちやまだちょうかい

町会役員が交代で毎月１回、自主的にポイ捨てパトロール
を兼ねて、地区内市道約４ｋｍの沿道の清掃・ごみ拾いを
行っている。

静岡県

伊豆の国市花の会
いずのくにしはなのかい

昭和39年の設立以来、花と緑にあふれる潤いのあるまちづ
くりの中心的な団体として、公共花壇への花緑の植栽・管
理等を行っている。
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2

県 別
静岡県

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
浜松市引佐町花の会
はままつしいなさちょうはなのかい

愛知県

ＮＰＯ法人祖父江のホタルを守る会
多年にわたり、地域在来のヘイケボタルの保護事業や自然
えぬぴーおーほうじんそぶえのほたるをまもる 観察会などの普及啓発活動を通じて、地域環境美化の推進
に貢献した。
かい

愛知県

逢妻女川を考える会
あいづまめがわをかんがえるかい

三重県

霞ヶ浦地区環境行動推進協議会（KIEP'S)
協議会は、長年にわたり、環境ボランティア活動（霞ヶ浦
かすみがうらちくかんきょうこうどうすいしん 地区ふ頭統合清掃、高松海岸清掃、里山保全活動）を実施
しており、環境美化に貢献。
きょうぎかい（きいーぷす）

滋賀県

中村 登美子
なかむら とみこ

23

24

多年にわたり、逢妻女川流域における草刈・清掃などの浄
化活動や環境教育、啓発活動に取り組み、環境保全の推進
に貢献した。

25

26

27

草津ほほえみの会

功績概要
昭和39年の設立以来、町内を花で彩り続け、勉強会や市民
との交流事業の開催を通し、花あるくらしの楽しさを広く
ＰＲしている。

平成４年にボランティア団体「地域の環境をよくする会」
（現草津ほほえみの会）を発足させ、その代表として現在
まで清掃活動等の中心的な役割を担い、積極的に活動をさ
れている。

会長

京都府

環境を守る会
かんきょうをまもるかい

地域の幹線道路沿いの清掃,不法投棄されたごみや自転車等
の撤去など活発な清掃活動を実施し、環境美化に貢献

京都府

菊浜高瀬川保勝会
きくはまたかせがわほしょうかい

地域住民と共に河川環境の美化保全に努め、地元小学校と
協力して水質調査や河川の歴史学習を行うなど環境美化の
普及啓発にも貢献。

奈良県

みつわ会
みつわかい

会の設立以来、地域の観光地の公衆トイレ・周辺施設及び
道路等の清掃活動を実施し、地域環境美化に貢献するとと
もに、観光客や地域住民の美化意識の醸成に寄与してい
る。

奈良県

石原田町シニアクラブ双葉会
いしはらだちょうしにあくらぶふたばかい

地域の駅・道路周辺において、四季折々の花の植栽や清掃
美化を実施し、地域の環境美化及び景観形成・保全に貢献
している。なお、この活動を通して安心安全なまちづくり
の推進にも寄与している。

岡山県

金浦ＣＲ会
かなうらしーあーるかい

多年にわたり，道路の清掃や花壇整備などの環境美化活動
を通じて，地域住民や道路利用者などに安らぎと潤いの場
を提供している。

岡山県

月田コミュニティ協議会
つきだこみゅにてぃきょうぎかい

月田地区内の市民を構成員として設立された協議会であ
り、地域内の環境美化活動を定期的に長期に渡って実践し
ている。

広島県

山本 健一
やまもと けんいち

業界団体役員として長年に渡り、積極的に行政と協力し、
合併浄化槽への転換や浄化槽の適正な維持管理推進に取り
組んでいる。また平成26年発生広島市土砂災害では浄化槽
等の復旧に尽力した。
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30

31

32

33

34

公益社団法人広島県環境保全センター

理事

3

県 別
広島県

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
尾道市立高見小学校
おのみちしりつたかみしょうがっこう

功績概要
地域環境を活かし、家庭や複数の地域組織の支援を受け
て、海、川、森の複数分野に渡って、組織的・系統的・継
続的な環境学習を実施。また保護者や地域と海岸や山の清
掃活動を続けている。

山口県

渡壁 正英
わたかべ まさひで

地域の河川、道路等の清掃やごみの減量化の推進、環境美
化思想の醸成などを主導し、地域環境の美化に大きく貢献
している。

35

36

宇部市環境衛生連合会琴芝支部

支部長

徳島県

阿南市立椿町中学校
あなんしりつつばきまちちゅうがっこう

長年、アカウミガメの産卵場所である蒲生田海岸の環境美
化活動や危険箇所に産卵された卵の保護観察等に尽力して
いる。

香川県

一滴の会
ひとしずくのかい

「ごみのない、花とみどりの美しいふる里づくり」を活動
テーマとし、長年海水浴場周辺を中心に、清掃、緑化等の
活動に取り組んでいる。

愛媛県

愛媛県立南宇和高等学校農業クラブ
国道沿いの草花の管理を定期的に行うなど地域の緑化推進
えひめけんりつみなみうわこうとうがっこうの に取り組んでいる。校外での作業時は清掃活動も行い、地
域環境美化に貢献している。
うぎょうくらぶ

福岡県

山 幸登
いまやま ゆきと

福岡県

大牟田市天の原校区笹原町三丁目公民館
年に2回の町内一斉清掃をはじめとし、公園清掃においては
おおむたしあまのはらこうくささはらまちさん 毎月担当を決め実施を行うなど、長年に亘り清掃活動を継
続して行っている。
ちょうめこうみんかん

長崎県

壱岐ロータリークラブ
いきろーたりーくらぶ

海岸に外国由来の漂流ごみが多く漂着し、深刻な問題であ
るが、団体の継続的な清掃活動により清潔が保持されてい
る。

長崎県

戸ノ隅老人会
とのすみろうじんかい

昭和42年設立から現在に至るまで、永年にわたり、地域の
環境美化意識の高揚に大きく貢献してきた。

大分県

江田 喜代人
こうだ きよと

永年にわたり観光客が多く集まる豆田地区等の清掃を行
い、地域の環境美化に貢献している。

大分県

小林 昭二郎
こばやし しょうじろう

永年にわたり市内中心部の道路や公園、河川敷の清掃を行
い、地域の環境美化に貢献している。

宮崎県

都城市立笛水小中学校
みやこのじょうしりつふえみずしょうちゅう
がっこう

昭和50年に「笛水みどりの少年団」を結成した。現在も全
校児童生徒が加盟し、地域と連携した緑化、植栽等の活動
に取り組んでいる。

37

38

39

大川市で環境美化推進員を設置した当初から20年以上環境
美化推進員として熱心に活動され、地域の環境美化の推
進、啓発並びにごみの分別指導等、地域美化向上に多大な
貢献をしている。
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41

42

43

44

45

46
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県 別
宮崎県

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
小林市立細野中学校
こばやししりつほそのちゅうがっこう

功績概要
学校の教育目標に掲げる生徒の育成を目指し、地域の様々
な行事に参加しながら、地域環境美化に貢献する活動を継
続的に続けている。

仙台市

里山ねっと赤坂
さとやまねっとあかさか

近隣緑地の保全活動や道路の清掃活動を行っているほか、
地域の住民や小学生を対象とした自然観察会やクラフトづ
くり体験等を行い、緑の普及啓発活動を行っている。

仙台市

せんだい・市民の森を創る会
せんだい・しみんのもりをつくるかい

市内の二つの保存緑地において、良好な環境を維持するた
めの環境保全活動を行っているほか、市民や小学生を対象
とした自然体験会等を行い、緑の普及啓発活動を行ってい
る。

川崎市

会田 昇
あいだ のぼる

多摩川美化活動、市内統一美化活動、ポイ捨て禁止キャン
ペーン等を積極的に推進し、美化活動に対する理解を得る
とともに、高津区全域の美化活動の活性化に向け尽力され
ている。
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川崎市美化運動実施高津支部理事

川崎市
51

齊木 敏雄
さいき としお

永年にわたり地域の清掃・美化活動に積極的に取り組ん
だ。また、川崎市美化運動実施幸支部副支部長として、多
摩川美化活動や市内統一美化活動の運営に尽力した。

川崎市美化運動実施幸支部副支部長

横浜市
52

塚田 順一
つかだ じゅんいち

横浜市緑区において、長年にわたり「３Ｒの推進」「街の
美化」に極めて率先して取り組み、「ごみの減量化」「環
境美化・沿道緑化の推進」に貢献されてきました。それら
を継続する力は、圧倒的である。

緑区連合自治会長会会長、霧が丘連合自治会
長、霧が丘二丁目自治会長
横浜市

片倉町大丸町内会
かたくらちょうだいまるちょうないかい

昭和53年から、土曜日に老人会を中心に町内の清掃を開
始。現在は町内会全体の活動となり、地域の美化の推進に
貢献している。

相模原市

上松並自治会美化推進委員
かみまつなみじちかいびかすいしんいいん

地域の道路や公園の美化に向け、月１回以上の活動を継続
している。雑草で防犯上の課題だった通学路も除草や清
掃、植栽の結果、安全になり、地域の美化意識の向上にも
寄与した。

相模原市

株式会社 ギオン
かぶしきがいしゃ

自社ビル周辺をはじめ、国道16号南橋本交差点周辺一帯の
清掃を長年にわたり行い、周辺地域住民及び当該地区自治
会全体の美化運動のよき模範となっている。
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ぎおん

55

名古屋市

ＭＣＰ（牧の池クリーンプロジェクト）名古屋 牧野ヶ池緑地公園及び周辺通学路の清掃活動を年１回５月
市立牧の池中学校生徒会
に実施し、公園の美化・保全活動を通じて「安心・安全で
えむしーぴー（まきのいけくりーんぷろじぇく 快適なまちづくり」の推進に大きく貢献している。
と）なごやしりつまきのいけちゅうがっこうせ
いとかい

大阪市

平木 淸江
ひらき きよえ

56

30年の長きにわたり、毎日、地域の清掃活動を行っておら
れ、環境美化の維持・向上に努められています。
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県 別
大阪市

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
たかつ会
たかつかい

功績概要
44年の長きにわたり、月1回、地域の道路の清掃等を行って
おられ、環境美化の維持・向上に努められています。

広島市

有福 貴美子
ありふく きみこ

平成元年4月頃から己斐中第二公園とその周辺道路のごみ拾
いや、草むしりなどの清掃活動を行っている。

広島市

おもと会
おもとかい

平成13年4月から鎮守の神社や集会所、広場やその周辺道路
のごみ拾いや、掃き掃除等の清掃活動を行っている。
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