
（表彰式　令和元年６月12日（水）／　式場：グランドアーク半蔵門）

　１０件（９名、１団体）
本省 氏名（又は団体名） 功績概要

末吉　竹二郎
すえよし　たけじろう

国連環境計画金融イニシアティブ特別顧問

環境パートナーシップ・ＣＬＵＢ（ＥＰＯＣ）
かんきょうぱーとなーしっぷ・くらぶ（えぽっく）

環境保健部 亀井　敏昭
かめい　としあき

石綿健康被害判定小委員会　専門委員

環境保健部 田村　猛夏
たむら　もうか

石綿健康被害判定小委員会　臨時委員

環境保健部 廣島　健三
ひろしま　けんぞう

石綿健康被害判定小委員会　臨時委員

地球環境局 石井　幹子
いしい　もとこ

照明デザイナー、（株）石井幹子デザイン事務所　代
表取締役

水・大気環境局 山本　廣基
やまもと　ひろき

独立行政法人　大学入試センター理事長

水・大気環境局 畠山　史郎
はたけやま　しろう

(一財)日本環境衛生センター アジア大気汚染研究セン
ター所長

水・大気環境局 藤江　幸一
ふじえ　こういち

横浜国立大学先端科学高等研究院客員教授

自然環境局 石井　実
いしい　みのる

大阪府立大学　名誉教授・学長顧問

6

再エネ・創エネ・省エネと照明技術を組み合わせた「創エ
ネ・あかりパーク」を開催するなど、ＬＥＤ化率を高める取
組み及び照明に係る再生可能エネルギー化への取組みを実施
している。

2

業種・業態の枠を超えた活発な研究、交流、実践、情報発信
等の活動を通して、企業・団体の自主的な環境保全への取組
の促進に長年にわたり貢献し、顕著な成果を上げてきたこと
は、経済界を中心とした連携モデルとして高く評価できる。

総合環境政策統括
官グループ

8

中央環境審議会の委員として、また、大気・騒音振動部会長
として、有害大気汚染物質対策に係る答申の取りまとめに尽
力するなど、環境行政の推進に貢献した。

○環境保全功労者表彰

中央環境審議会専門委員（農薬専門委員会）を6年、臨時委員
（土壌農薬部会、同農薬小委員会、同土壌環境基準小委員
会）を12年、農薬登録基準設定に係る水産検討会の委員を設
立当初から15年務められるなど、長年にわたり環境行政の推
進に多大な貢献をいただいた。

中央環境審議会において、平成21年に総合政策部会に設置さ
れた「環境と金融に関する専門委員会」の委員長を務め、
「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」の策定を実
現させた

石綿関連疾患に係わる病理医であり、病理細胞診の第一人者
として石綿健康被害救済制度の運営にご尽力頂き、さらに細
胞診を通じての中皮腫診断の啓発及び認定に多大なる貢献を
されてきた。

石綿関連疾患に関して豊富な臨床経験を有する専門家とし
て、石綿健康被害救済制度の運営にご尽力頂いており、多大
なる貢献をされてきた。

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
ご尽力頂いており、医学的判定に係る資料に関する留意事項
の改訂にも携わり、多大なる貢献をされてきた。

総合環境政策統括
官グループ

9

10

昆虫や里地の保全生態学に幅広い識見を持ち、長期に渡り、
野生生物や里地里山の保全に大きく貢献する活動を行ってい
る。

環境リスクマネジメントの専門家として中央環境審議会等へ
参画し、暫定排水基準の見直しやアジアにおける水環境の改
善等を通じ水環境行政の発展に多大な貢献を果たした他、日
本水環境学会の会長として研究の推進にも顕著な功績があっ
た。

令和元年度環境保全功労者等受賞者一覧
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５５件（２２名、３３団体）
県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要

北海道 小林　三樹
こばやし　みつな

公益財団法人 北海道環境財団 理事長

北海道 江別ホタルの会
えべつほたるのかい

青森県 熊谷　浩二
くまがい　こうじ

八戸工業大学名誉教授

青森県 青森市立浪打小学校父母と教師の会
あおもりしりつなみうちしょうがっこうふぼときょうし
のかい

岩手県 太田小学校百周年記念桜愛護会
おおたしょうがっこうひゃくしゅうねんきねんざくらあ
いごかい

岩手県 長内川川の会
おさないがわかわのかい

秋田県 秋田県立秋田工業高等学校メカクラブ同好会レーシング
班あきたけんりつあきたこうぎょうこうとうがっこうめか
くらぶどうこうかいれーしんぐはん

山形県 特定非営利活動法人家根合生態系保全活動センター
とくていひえいりかつどうほうじんかねあいせいたいけ
いほぜんかつどうせんたー

山形県 株式会社山形県自動車販売店リサイクルセンター
かぶしきがいしゃやまがたけんじどうしゃはんばいてん
りさいくるせんたー

茨城県 田森　行男
たもり　いくお

NPO法人茨城県環境カウンセラー協会会員（特別会員）、
茨城県地球温暖化防止活動推進員

茨城県 日立市立大沼小学校
ひたちしりつおおぬましょうがっこう

栃木県 菊池　清二
きくち せいじ

株式会社八幡　代表取締役、公益社団法人栃木県産業資
源循環協会　会長

県の環境審議会や循環型社会形成推進委員会の委員長を努
めるなど、専門的知見から多年にわたり県の環境行政の推
進に貢献した。

平成１４年から、学校と地域が連携して資源回収運動を継
続し、ごみの減量化・資源化の取組により地域の環境保全
に貢献した。

本会は、鹿妻穴堰土地改良区より土手を借用し800ｍにわ
たって桜の苗を植樹した。以降、下草刈り、枝払い作業を
継続し、近年では、「太田っ子遊水」周辺にも広げて環境
保全を行っている。

長内川流域の水辺環境づくり活動や川まつり等、水辺環境
保全に大きく寄与していると共に、水辺環境保全の啓蒙活
動にも積極的に取り組んでいる。

１０年以上にわたり、ソーラーカーや燃料電池自動車等を
自作して全国規模の大会に参加し、省エネやエネルギー技
術等の教育や普及啓発に貢献している。

大気に関する環境問題の解決（CO2削減）に向けて，その知
識や情報を事業所や県民に提供するなど指導者として活動
している。

ビオトープを通して，児童に身近な環境に対する関心を高
め，地域住民も巻き込んだ自然に触れ合う場を提供し，児
童や地域の環境保全活動の普及啓発に，長年にわたり大き
く貢献した。

長年の廃棄物処理業を通じた資源循環への取組等のほか、
一斉清掃とスポーツ大会の同時開催等の活動により、地域
の環境保全の推進にも尽力している。

　
令和元年度環境保全功労者等受賞者一覧

（表彰式　令和元年６月12日（水）／　式場：グランドアーク半蔵門）

○地域環境保全功労者表彰
大学衛生工学科で教鞭の傍ら、昭和51年から行政の環境審
議会等で政策や計画策定等に長年貢献し、環境保全活動に
も尽力した｡

ホタルの生息環境を改善し再生の原動力となったととも
に、鑑賞会等の啓蒙活動を通じ自然環境への関心や保全意
識の高揚に貢献した。

ほ場整備事業でメダカの保全池を整備したことを端緒に、
地元小学校のカリキュラムとして、地域一体となった環境
保全活動や農業体験学習を実施している。

自動車部品の再利用による商品開発を通じ環境保全・循環
型社会の構築に貢献するとともに、工場見学を積極的に受
け入れるなど環境教育にも取り組んでいる。
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県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
栃木県 高橋　和夫

たかはし かずお

株式会社　日本環境整備　代表取締役会長

群馬県 かごめ通り商店街

群馬県 特定非営利活動法人　利根川源流森林整備隊
とくていひえいりかつどうほうじん　とねがわげんりゅ
うしんりんせいびたい

千葉県 瀧　和夫
たき　かずお

千葉工業大学名誉教授

千葉県 出口　浩
でぐち　ひろし

東京理科大学理工学部土木工学科　教授

神奈川県 須田　耕治
すだ　こうじ

NPO法人かながわフィールドスタッフクラブ監事

神奈川県 NPO法人暮らし・つながる森里川海
えぬぴーおーほうじん　くらし・つながるもりさとかわ
うみ

新潟県 自然環境見守り隊
しぜんかんきょうみまもりたい

富山県 楠井　隆史
くすい　たかし

元富山県立大学工学部教授

富山県 千保川をきれいにする会
せんぼがわをきれいにするかい

山梨県 特定非営利活動法人甲斐駒清流懇話会
とくていひえいりかつどうほうじん　かいこませいりゅ
うこんわかい

山梨県 株式会社オギノ

愛知県 小嶋　仲夫
こじま　なかお

名城大学名誉教授

愛知県 大東　憲二
だいとう　けんじ

大同大学情報学部教授

住民参加型の地球温暖化防止活動を実施し、地域の環境保
全意識の普及啓発に寄与している。

相模川及び流域の自然環境の保護・保全活動や、子ども達
と自然との触れ合いを促進する川の自然楽校などの多様な
環境学習活動を展開している。

平成１０年１２月に野田市環境審議会委員に就任以来、長
年にわたり野田市の環境行政の円滑な推進に貢献した。

みなかみ町内において、毎年20ha程度の森林整備を実施す
るなど、町の森林環境保全の中心的役割を担っている。

平成３年に千葉県環境影響評価審査会委員に就任以来、現
在は千葉県環境審議会会長を務めるなど、多年にわたり千
葉県の環境行政の推進に貢献した。

小学校の総合学習の時間における川観察サポートやエコラ
イフ講座により、児童の環境教育に貢献した。

永年、自然観察会の講師を務め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。

長年の一般廃棄物収集運搬業従事による資源循環の取組の
ほか、廃棄物の適正処理や業界の健全な発展に尽力するな
ど、環境保全の推進に努めている。

かぶしきがいしゃおぎの

かごめどおりしょうてんがい

平成11年から多年にわたり、富山県環境審議会委員等の要
職にあって水環境の保全や環境教育の推進に尽力するな
ど、地域の環境保全に寄与している。

平成14年から多年にわたり、河川の清掃活動や鯉・鮭の放
流活動を通じた子どもたちへの環境教育を推進するなど、
地域の環境保全に寄与している。

平成19年より荒川ダム周辺の山林1.7ｈａへの植林及び下草
刈りを実施するとともに、平成26年より富士山３合目付近
での植林や鹿食害防止ガード等の設置を行うなど環境保全
に大きく貢献している。

20年間に渡り、釜無川上流域の水害の歴史を語り継ぎ、地
域の水防意識を高めるとともに、渓流環境の保全、川の恩
恵の普及啓発を図り、地域活性化に大きく貢献した。

愛知県環境審議会、愛知県環境影響評価審査会及び愛知県
廃棄物処理施設審査会議の各委員を歴任し、環境地盤工学
の専門家として愛知県の環境行政の推進に貢献した。

愛知県環境審議会委員を務め、衛生化学の専門家として各
種案件の審議に尽力し、愛知県の環境行政の推進に貢献し
た。
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県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
京都府 精華町環境ネットワーク会議

せいかちょうかんきょうねっとわーくかいぎ

大阪府
公益社団法人　大阪自然環境保全協会　えぼしがた公園
自然観察会

こうえきしゃだんほうじん　おおさかしぜんかんきょう
ほぜんきょうかい　えぼしがたこうえんしぜんかんさつ
かい

大阪府 寝屋川市自然を学ぶ会
ねやがわししぜんをまなぶかい

兵庫県 福岡　誠行
ふくおか　のぶゆき

奈良県 イオンリテール株式会社　イオンスタイル奈良
いおんりてーるかぶしきがいしゃ　いおんすたいるなら

奈良県 奈良交通株式会社
ならこうつうかぶしきがいしゃ

島根県 大田市立北三瓶小学校
おおだしりつ　きたさんべ　しょうがっこう

岡山県 高橋　正徳
たかはし　まさのり

岡山県環境審議会 大気部会 部会長

広島県 今岡　務
いまおか　つとむ

広島工業大学　環境学部　地球環境学科　教授

広島県 布野の食と脱温暖化を考える会
ふののしょくとだつおんだんかをかんがえるかい

山口県 木村　靖枝
きむら　やすえ

萩市快適環境づくり推進協議会　会長

山口県 NPO法人ふるさと里山救援隊
さとやまきゅうえんたい

徳島県 徳島インディゴソックス球団
とくしまいんでぃごそっくすきゅうだん

清掃奉仕、カーボン・オフセットやマイバッグ持参の普及
啓発活動及び環境学習イベントの支援等、多様な環境保全
のための活動に参加し、県民の環境意識の向上に貢献。

烏帽子形公園は、市街地にありながら自然豊かな状態で残
されており、当該団体が行ってきた「豊かな環境の保全又
は創造に資する実践活動」はこれに寄与している。

長年にわたり「自然観察会」や「夏休み子ども自然教室」
などを開催し、地域の身近な自然を学ぶ楽しさを広げ、大
人や子どもたちの自然環境を保全する意識を高めることに
貢献している。

各団体・行政と連携した環境活動に積極的に取り組むとと
もに、継続的に社員の環境意識の向上を図り、エコドライ
ブを推進するなど県内の環境保全に貢献している。

長年にわたり、広島県環境審議会など県の附属機関の委員
を務め、広島県の環境施策の推進に貢献してきた。

耕作放棄されていた棚田を再生し、里山整備を行う等、環
境保全活動を長年実施しており、その功績は顕著である。

清掃活動やごみ減量化に向けた情報交換会、研究、普及啓
発活動の実施など、多年にわたり幅広い活動を通じて３Ｒ
推進に貢献

環境教育の実施や各団体・行政と連携した環境活動に積極
的に取り組むとともに、包装の簡素化等環境に配慮した販
売方法を促進するなど、県内の環境保全に貢献している。

岡山県環境審議会大気部会長及び政策部会委員を務め、長
年にわたり重要政策の審議に尽力され、岡山県の環境行政
の推進に貢献した。

多年にわたり、しまねレッドデータブックで絶滅危惧種Ⅱ
類に選定されているオキナグサの保全活動を、地域全体の
問題として地域住民と共に環境保全学習を実践している。

兵庫県環境審議会自然環境部会長として部会の議論を取り
まとめ、兵庫県の自然環境行政の推進に貢献するととも
に、兵庫県自然保護協会理事長として生物多様性の推進に
努めた。

萩越ヶ浜地区漁協婦人部長に就任後、先頭となってリサイ
クル運動を推進し、萩市のリサイクル活動の模範となっ
た。また、長年にわたり、萩市の環境衛生関係の委員等を
務め、環境衛生事業の先駆者である。

10年間以上、「食」を切り口に、廃油再利用、省エネ、地
元産物料理、植樹など、地域特性を活用した脱温暖化活動
を展開し、地元の環境活動の推進や地域活性化に貢献して
きた。
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35
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県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
福岡県 鵜野　伊津志

うの　いつし

九州大学教授

福岡県 エフコープ生活協同組合
えふこーぷせいかつきょうどうくみあい

熊本県 熊本県立阿蘇中央高等学校　グリーン環境科
くまもとけんりつあそちゅうおうこうとうがっこう　グ
リーンかんきょうか

熊本県 熊本県立岱志高等学校　理科部
くまもとけんりつたいしこうとうがっこう　りかぶ

大分県 久保　皓一
くぼ　こういち

中津市地球温暖化対策協議会　代表

大分県 つくみ環境美化グループ
つくみかんきょうびかぐるーぷ

宮崎県 檍地域まちづくり推進委員会 環境部会
あおきちいきまちづくりすいしんいいんかい　かんきょ
うぶかい

宮崎県 日南市立東郷小中学校ＰＴＡ
にちなんしりつとうごうしょうちゅうがっこうぴー
てぃーえー

鹿児島県 野口　紳一
のぐち　しんいち

鹿児島県 NPO法人かごしま市民環境会議
えぬぴーおーほうじんかごしましみんかんきょうかいぎ

沖縄県 新城　和治
しんじょう　かずはる

元琉球大学教授

沖縄県 津嘉山　正光
つかやま　せいこう

琉球大学名誉教授

仙台市 みどり十字軍
みどりじゅうじぐん

横浜市 横浜市立三保小学校
よこはましりつみほしょうがっこう

海岸工学・海岸環境学の研究に携わり、赤土等流出防止対
策技術の確立に取り組むとともに、沖縄県環境影響評価審
査会会長を務めるなど、多年にわたり沖縄県の環境行政の
推進に貢献した。

2012年ラムサール条約登録の荒尾干潟での活動を継続中。
観察会補助員や研究成果発表を行い、普及啓発活動に貢
献。

市内の公園において、自然観察会や公園内の資材を使った
クラフト作りなどを通して環境保全に係る普及啓発活動を
多年にわたり行っている。

光化学オキシダントや微小粒子状物質による越境大気汚染
について、類稀な研究成果を挙げた。

環境問題の要因とされる「酸性雨」と「二酸化ちっ素」に
ついて、福岡県内約400地点において測定ならびに結果集約
に取り組まれている。

植物分類学・植物生態学の第一人者として「沖縄県の絶滅
のおそれのある野生生物」の作成委員等を務めたほか、沖
縄県自然環境保全審議会会長や沖縄県環境影響評価審査会
委員を務め、多年にわたり沖縄県の環境行政の推進に貢献
した。

長年にわたり、自然観察会＆クリーンアップ、外来魚駆除
活動、ダンボールコンポスト講座、再生可能エネルギー普
及啓発・視察、エコツアーなど幅広い活動を実施し、環境
保全に関する普及・啓発に貢献している。

近年の草原面積の減少や担い手不足など地域課題を解決す
るために平成２４年に草原再生プロジェクト班を立ち上
げ、募金活動、草泊りワークショップ、子どもたちの草原
教室、地域内外でのＰＲ活動によって、次世代に草原をつ
なげるために様々な活動に取り組んでいる。また、放棄草
原の再生・植生調査にも取り組み、草原のススキを利用し
た茅葺き技術の継承を通して、阿蘇地域における草原維
持・再生に貢献している。

多くの人に自然の素晴らしさを伝えるため、児童の発案に
より、継続的に地域の生物や里山景観の写真を撮り、地区
センターや区役所、駅等で写真展を開催している。

多年にわたり、大分県地球温暖化防止活動推進員として、
また中津市地球温暖化対策協議会の代表として、知識の普
及啓発、家庭の省エネの取り組み促進などに尽力してい
る。

公共施設や道路の清掃・草刈りを行うとともに、環境保全
に関する講演会や自然体験、マイバック運動等に取り組む
など地域の環境美化、環境保全意識の普及啓発に寄与して
いる。

　檍地区内の入り江や河川等の地域資源の重要性を啓発す
るとともに、よりよい姿で次世代に引き継ぐため、環境保
全及び環境学習活動を、(一財)みやざき公園協会や周辺の
学校等と協力し、精力的に行っている。

平成４年頃から地域の方々とともに日南市風田海岸の清掃
を行い、アカウミガメ産卵地の保全・保護に寄与してい
る。

長年にわたり鹿児島県の環境行政に携わり，その推進に精
力的に励むとともに，近年の新たな大気環境問題への対応
にも尽力した。
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県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
大阪市 津野　洋

つの　ひろし

京都大学名誉教授、琵琶湖・淀川水質保全機構学術委員
長、琵琶湖・淀川水質浄化研究所所長

関東事務所 上口　清彦
かみぐち　きよひこ

NPO法人環境カウンセラー千葉県協議会副理事長

長年にわたり大阪市環境影響評価専門委員会委員を務め、
大規模事業の環境影響評価に係る審議に尽力するなど、大
阪市の環境行政の推進に大きく貢献した

県内に50万基以上ある浄化槽の適正管理啓発活動に12年間
携わる。千葉県環境生活部水質保全課主催の浄化槽適正管
理講習会の技術資料作成及び講習統括者として11年間協力
し、水環境保全に多大な貢献をしている。
地元野田市で環境審議会委員を務めるとともに、環境ボラ
ンティア活動を指導する等の環境保全活動への貢献は大で
ある。
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６０件（１６名、４４団体）
県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要

北海道 原 壽典
はら　よしすけ

北海道 風連商工会女性部
ふうれんしょうこうかいじょせいぶ

岩手県 久慈港環境美化協会
くじこうかんきょうびかきょうかい

秋田県 中川原　隆一
なかがわら　りゅういち

秋田県 船場町二丁目うつくし隊
ふなばちょうにちょうめうつくしたい

山形県 山形ゼロックス株式会社
やまがたぜろっくすかぶしきがいしゃ

福島県 堰場町内会
せきばちょうないかい

茨城県 久慈川菜の花エコネットワーク推進会

茨城県 らくがきなくし隊
らくがきなくしたい

群馬県 特定非営利活動法人　鼻高町をきれいにする会

群馬県 特定非営利活動法人　渋川広域ものづくり協議
会
とくていひえいりかつどうほうじん　しぶかわ
こういきものづくりきょうぎかい

とくていひえいりかつどうほうじん　はなだか
まちをきれいにするかい

くじがわなのはなえこねっとわーくすいしんか
い

横手市環境美化推進員連絡協議会副会長・横手
市環境監視員

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

河川敷に緑地公園を整備し，不法投棄行為の減少に貢献し
た。また，緑地公園を活用し，地元小学校の環境美化思想
の普及啓発に貢献した。

久慈港の清掃に関する事項を協議し、清潔な港湾環境を推
進するとともに環境美化を図り、久慈港の発展に寄与して
いる。

多年にわたり、環境美化活動、不法投棄防止活動に携わ
り、横手市環境美化推進員連絡協議会副会長、横手市環境
監視員を務めるなど地域の環境美化推進活動に大きく貢献
している。

町内全域の他、大曲全国花火大会会場を含む周辺河川敷な
どにおいて、ゴミ拾い活動を継続的に行い、地域の環境美
化と住民モラルの向上、住民の親睦に貢献している。

「やまがた絆の森」協定に基づき、顧客企業や地域住民と
連携した森づくり活動を行うとともに、自然環境や生物多
様性を学ぶ機会を提供している。

２０年間にわたり、地域の清掃活動を行うとともに、ゴミ
の不法投棄に対しても町会において適正に処理するなど地
域環境美化に貢献している。

一般社団法人日本塗装工業会茨城県支部，茨城県塗装工業
組合，関東マスチック事業協同組合茨城県支部からなる３
団体が地元市町村と連携し，街のらくがきを消す活動に取
り組んだ。

長年にわたり、アナベルの花の植栽活動を実施し、環境美
化活動や地域の景観づくりに貢献している。

高崎市鼻高町地区における耕作放棄地の整備に取り組み、
環境美化の意識啓発に寄与している。

　
令和元年度環境保全功労者等受賞者一覧

（表彰式　令和元年６月12日（水）／　式場：グランドアーク半蔵門）

○地域環境美化功績者表彰

平成19年から公共花壇の植栽・育苗等に毎年取組み、活動
がボランティアの模範となり地域の美化活動の活性化に大
きく貢献した。

市街地を縦貫する国道沿に植栽箱を設置し、夏季を花で飾
る活動を道路管理者と連携し長期に渡り継続し、地域の環
境美化に貢献した。
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県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
埼玉県 比企の川づくり協議会

ひきのかわづくりきょうぎかい

千葉県 千葉県たばこ商業協同組合かしわ支部

千葉県 松戸西部環境を守る会
まつどせいぶかんきょうをまもるかい

神奈川県 田戸台 九十九会
たどだい　つくもかい

神奈川県 パートナーシップ善行
ぱーとなーしっぷぜんぎょう

新潟県

富山県 滑川市立東部小学校
なめりかわしりつとうぶしょうがっこう

富山県 小矢部市立蟹谷小学校
おやべしりつかんだしょうがっこう

山梨県 上野原をきれいにしよう会
うえのはらをきれいにしようかい

山梨県 笛吹市立富士見小学校
ふえふきしりつふじみしょうがっこう

長野県 兎沢川をきれいにする会
うさぎざわがわをきれいにするかい

静岡県 江﨑　泰子
えざき やすこ

静岡県 袋井市花の会
ふくろいしはなのかい

ちばけんたばこしょうぎょうきょうどうくみあ
いかしわしぶ

社会福祉法人はなみずき福祉会　みしま中央こ
ども園

しゃかいふくしほうじんはなみずきふくしかい
みしまちゅうおうこどもえん

19

20

21

22

23

24

13

14

15

16

17

18

12

比企流域のクリーンアップ作戦と生物展示・解説等をあわ
せて行い、河川浄化への意識啓発を図っている。また、河
川見学会や流域懇談会等を開催し、比企流域の水辺環境の
向上に貢献している。

兎沢川をきれいにする会は、昭和57年4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。

長年にわたり、公共花壇の植え替えを行い市内を花で彩っ
ている。また、多様化する花文化に対する勉強会や市民と
の交流事業を開催し、花ある暮らしの楽しさをPRしてい
る。

藤枝市花の会名誉会長 　静岡県花の会連合会
副会長

平成24年度、ESDキッズクラブ認定を取得し、環境しつけの
取り組みをスタート。地域や他園の子どもたちとともにエ
コ活動の意識を深め、わくわく心が動く活動を進めてい
る。

昭和62年より、毎年、保護者や地元町内会などと連携し海
岸や河川の清掃活動を実施しており、地域の環境美化に大
きく貢献している。

平成元年から、毎年、保護者や公民館と協働で河川やバス
停等の清掃活動を実施しており、地域の環境美化に大きく
貢献している。

主に市内の駅周辺、河川敷、風致地区などの景観がきれい
な場所の草刈り、不法投棄の収集のみならず、表示看板の
設置、植樹を行い、清掃による環境美化活動に大きく貢献
している。

環境保全、資源の有効利用の大切さを学ぶとともに、児
童・教職員が一体となって環境美化活動等を長年にわたり
実践している。

昭和４８年の設立以来、駅周辺の清掃活動等を継続的に
行っており、長年にわたり地域の環境美化に尽力してい
る。

長年にわたり河川清掃や東堀花壇の美化活動を行ってお
り、その地道で継続的な活動は地域の環境美化に大きく貢
献している。

地域の主要道路の歩道等、公共の場の清掃や草取りを行
い、地域住民の美化意識や地元を思う心に大きな啓発、向
上効果をもたらしている。

毎月善行駅周辺道路等の清掃、年２回「花いっぱい運動」
の花植え、毎年「引地川清掃」を継続して実施し、環境美
化の推進に貢献している。

長年にわたり、藤枝市花の会、静岡県花の会連合会の役員
として、市内外の公園や公共施設など地域花壇の維持管理
を行う会員の代表的存在として、人々に癒しと安らぎを与
える活動の普及啓発に携わっている。
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県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
愛知県 大府市地域婦人団体連絡協議会　菜の花クラブ

おおぶしちいきふじんだんたいれんらくきょう
ぎかい　なのはなくらぶ

愛知県 おかざき湿地保護の会
おかざきしっちほごのかい

京都府 京都府立木津高等学校
きょうとふりつきづこうとうがっこう

京都府 南谷川桜を守る会
みなみたにがわさくらをまもるかい

奈良県 あすか野オアシスの会
あすかのおあしすのかい

岡山県 鳥越　重一
とりごえ　しげかず

美作市自治振興協議会会長

岡山県 藤本　きわめ
ふじもと　きわめ

久米中美化の会　代表

広島県 谷山　誠
たにやま　まこと

広島県環境整備事業協同組合理事

広島県 江田島市立切串小学校
えたじましりつきりくししょうがっこう

山口県 新谷　弘昌
しんたに　ひろまさ

宇部市環境衛生連合会西宇部支部　支部長

山口県

徳島県 鳴門市環境衛生組合連合会
なるとしかんきょうえいせいくみあいれんごう
かい

とくていひえいりかつどうほうじん　しぜんと
つりのねっとわーく

31

32

33

34

35

36

25

26

27

28

29

30

多年にわたり,湿地の保全作業や監視活動、観察会の実施な
どの普及啓発を通して、地域の自然環境の保全推進や後世
への継承に貢献した。

生徒会や部活動員、有志の生徒などによる、周辺企業や民
間団体等の地域を巻き込んだ清掃活動を実施し、地域環境
美化に尽力

一般河川である南谷川護岸や流水部における清掃活動、環
境保全活動および河川愛護の啓発活動など、多年にわたり
環境美化・啓発活動に尽力

「花のある街　ごみのない街」をめざして、長年にわたり
継続して道路沿道における植栽や清掃活動に取り組んでお
り、地域の環境美化に大きく貢献している。

ごみの減量化や分別収集の普及啓発活動、道路・河川・海
岸等の清掃、不法投棄ごみの回収及びＥＭ活性液を活用し
た河川や水路の水質浄化等の環境美化活動ほかに積極的に
取り組んでいる。

特定非営利活動法人　自然と釣りのネットワー
ク

ごみの分別方法やプラスチック製容器包装回収の周知徹底
によりごみの減量化を図るなど、長年にわたり自治会長と
して、住民の意見を聞き融和と調整を図りながら、住みよ
い地域社会の構築に貢献している。

環境省のマリンワーカー事業に従事し、二ホンアワサンゴ
の環境保全活動並びに海底・海岸清掃に取り組むととも
に、竹林伐採やアベマキ苗木の植樹など里山復活活動に貢
献している。

長年にわたり、業界団体の役員として、浄化槽の維持管理
業務の適正な実施に向け、行政と連携して積極的に取り組
み、水環境保全と公衆衛生向上に貢献してきた。

多年にわたり菜の花の栽培を通して循環型社会形成を目的
に、菜種油の収穫、使用済み菜種油を回収し、廃油石鹸な
どに再生利用する活動のほか、体験を伴う環境学習やイベ
ントでの普及啓発活動など、環境保全の推進に貢献した。

多年にわたり、緑化、浄化、清掃等地域における環境の美
化活動に努め、その実績が顕著である。

多年にわたり、植樹・植栽の緑化活動、道路・河川等の清
掃活動を中心になって行うなど、地域の環境美化に尽力
し、その功績が顕著である。

長年にわたり、学校林において森の手入れや剪定作業、間
伐等の森林保全活動を行うなど、ふるさとの環境を守り育
てる心を育む普及・啓発性の高い活動を実施
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県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
香川県 ちちぶの会

ちちぶのかい

愛媛県 松山市立椿中学校
まつやましりつつばきちゅうがっこう

福岡県 大牟田市上内校区上坂井公民館

福岡県 大任町立大任中学校
おおとうちょうりつ　おおとうちゅうがっこう

長崎県 長崎グリーンヘルパーの会
ながさきぐりーんへるぱーのかい

熊本県 熊本県立南稜高等学校
くまもとけんりつなんりょうこうとうがっこう

熊本県 尚絅中学・高等学校
しょうけいちゅうがくこうとうがっこう

大分県 宗　義彦
そう　よしひこ

大分県 染矢　敏巳
そめや　としみ

宮崎県 日之影町立八戸小学校
ひのかげちょうりつやとしょうがっこう

宮崎県 株式会社ホンダロック
かぶしきがいしゃほんだろっく

鹿児島県 桜島どんぐりころころ植樹祭実行委員会
さくらじまどんぐりころころしょくじゅさい
じっこういいんかい

仙台市 仙台花と緑の会
せんだい　はなとみどりのかい

おおむたしかみうちこうくかみさかいこうみん
かん

43

45

46

47

48

49

44

37

38

39

40

41

42

平成元年より約30年間、学校を挙げて花や緑の植栽活動を
行い、学校や町全体の環境美化の推進及び啓発に努めてい
る。美化活動を通じて、子どもたちに郷土を愛する心が育
まれると同時に、この活動の輪は町全体に広がっている。
また、被災地の支援活動にも熱心であり、育てた花苗を配
布しながらの募金活動等が被災地復興の一助となってい
る。
放置林・竹林の間伐や除伐、整備などを行い、自然保護に
取り組んでいる。また、椿やツツジ、アジサイなどの植栽
や植林も実施している。

「ボランティア」「学校版ＩＳＯ取得」「歩こう球磨を潤
す農業遺産」「水の国高校生フォーラム」「あさぎり町美
化パートナープログラム」など各種活動を実施。

総合学習の時間を活用して体験型の環境教育を実践してい
る。8年目となる阿蘇における植林活動は熊本の豊かな地下
水や生物多様性の維持と防災に貢献している。

長年にわたり、桜島どんぐりころころ植樹祭を開催し、
小・中学生の「豊かな心の育成」や「生物多様性保全」へ
の関心・意欲の高揚に努めている。

花を種から育て、公園や地下鉄駅前広場の花壇の季節毎の
植替えや水やり、花柄摘み等の管理をとおして、緑化運動
を行っている。

当会は、平成８年２月より活動を始め、現在会員数７０名
で組織され、父母ヶ浜（海岸）の清掃及び子供達との自然
観察会を行っている。

学校設立以来、環境美化活動に力を入れており、地域との
連携による清掃活動や地域環境に関する美化思想の普及啓
発に取り組んでいる。

年に２回、会社周辺道路や隣接河川堤防、および近隣の従
業員用駐車スペースとその周辺の清掃活動を継続実施

毎日、国東海岸の清掃を行うとともに、アカウミガメの産
卵地の看視に取り組み、地域の環境美化、海岸環境の保全
に貢献している。

設立当初から長年に亘り、毎年２回河川清掃を行うととも
に、水生生物の調査を行うなど昔の清流を取り戻す運動を
行っている。

永きにわたり、通学路にもなっている佐伯市総合運動公園
へ至る道路沿いのごみ拾いや法面の草刈りなどの清掃活動
を実施し、環境美化に貢献している。

「八戸小みどりの少年団」を中心とした森林保全活動
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県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
川崎市 松野　順一

まつの　じゅんいち

川崎市 大橋　新太郎
おおはし　しんたろう

川崎市美化運動実施川崎支部田島地区会計監査

横浜市 北原　勉
きたはら　つとむ

泉区環境事業推進委員連絡協議会会長

横浜市 岩嶋 伸幸
いわしま  のぶゆき

相模原市 井上　盛利
いのうえ　もりとし

相模原市 大野北ニュー相模厚友会
おおのきたにゅーさがみこうゆうかい

名古屋市 植田川クリーンサークル
うえだがわくりーんさーくる

大阪市 三谷　益清
みたに　よしきよ

大阪市 上大和川自治会
かみやまとがわじちかい

広島市 山上　幹雄
やまがみ　みきお

広島市 株式会社データホライゾン
かぶしきがいしゃでーたほらいぞん

都筑区連合町内会自治会副会長、佐江戸加賀原
地区連合自治会長、横浜市環境事業推進委員

56

57

58

59

60

50

51

52

53

54

55

平成１０年５月頃から毎朝約１時間、自宅近くの公園の清
掃を行っている。また、３か月に１回程度、太田川放水路
河川敷のごみ拾いをしている。

永年にわたり地域の清掃・美化活動に積極的にとり組ん
だ。また、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川崎支部田島地区の会計監査などの役
職に就き、地域の美化運動の実践と企画にかかわる指導に
積極的に携わっている。

平成１３年４月頃から、休日を除く毎朝、朝礼後に自社周
辺や、近隣の道路のごみ拾いや掃き掃除、除草などの清掃
活動を行っている。

多年にわたり地域の美化活動のリーダーとして泉区、さら
には市全域の「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」の普及啓発を強力
に推進している。

３０年以上の長きにわたり、嶽之内公園やニュー相模自治
会館、その他周辺道路の清掃・除草を継続して実施してお
り、その活動を通して会員の親睦が深まるとともに、美化
意識の向上に大きく寄与している。

植田川の清掃活動を１１月の第１土曜日に実施し、水辺環
境の美化・保全活動を通じて、地域住民のコミュニティの
絆を高めるとともに、「安心・安全で快適なまちづくり」
の推進に大きく寄与している

60年の長きにわたり、月２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。

15年の長きにわたり、毎日朝と夕の２回、町会内及び周辺
道路の清掃を行っておられ、環境美化の維持・向上に努め
られています。

平成29年、環境省のプラスチック一括回収実証事業のモデ
ル実施地区に横浜市内で唯一指定され、地域住民をまとめ
て実施に協力して、プラスチック一括回収に向けた課題把
握に大いに貢献した。10年以上に渡り、子供達に地域環境
美化・ごみ分別を啓発する寸劇等を実施している。

30年以上の長きにわたり、阿津川河川敷の除草・清掃を年2
回企画し実施するほか、自治会の美化委員長として、清掃
に率先して参加し、地域の方々の良き模範となっている。
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