平成29年度環境保全功労者等受賞者一覧
（表彰式

平成29年６月14日（水）／

○環境保全功労者表彰
本省
環境保健部

氏名（又は団体名）
小山 次朗
こやま じろう

清水 夏繪
しみず なつえ
公害健康被害補償不服審査会専門委員

環境保健部

柳 憲一郎
やなぎ けんいちろう
公害健康被害補償不服審査会専門委員

総合環境
政策局

阿部
あべ

治
おさむ

株式会社フルタイムシステム
かぶしきかいしゃふるたいむしすてむ
代表取締役

／

原

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
服がある方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。

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
服がある方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。
長年にわたり環境教育/ESDの普及啓発活動に取組み、特に日
中韓環境教育協力、国連ESDの10年、国内外の学会の運営・
ネットワークの構築などを主導し、日本の環境教育の国際化
に尽力した。

立教大学社会学部教授
地球環境局

５件（４名、１団体）
生態毒性に精通した環境保健分野の専門家として、中央環境
審議会等へ参画するとともに、化学物質の生態リスク評価手
法の確立に多大な貢献を果たすなど化学物質行政の発展に顕
著な功績があった。

鹿児島大学名誉教授
環境保健部

式場：グランドアーク半蔵門）

幸一郎

業界トップを誇る全国のマンションへの宅配ボックスの整備
により、荷物の再配達を減らし、運搬時のＣＯ２の削減等を
通じて地球温暖化の防止に顕著な功績が認められた。

平成29年度環境保全功労者等受賞者一覧
（表彰式

平成29年６月14日（水）／

○地域環境保全功労者表彰
県
北海道

青森県

別

式場：グランドアーク半蔵門）

５７件（２４名、３３団体）

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
日本リサイクルネットワーク・えべつ
にほんりさいくるねっとわーく・えべつ

功績概要
「買い物ゲーム」授業など多彩な活動を通じ、ごみの減量
や３Ｒ推進の分野でめざましい貢献があった。また、江別
市廃棄物減量等推進審議会の委員として市廃棄物行政推進
への貢献が大きい。

藤田 均
ふじた ひとし

自然環境分野における専門的知見から、これまで県の環境
審議会や環境影響評価審査会の会長を務めるなど、多年に
わたり本県の環境行政の推進に貢献した。

青森大学名誉教授
青森県

溝江 康徳
みぞえ やすのり

県の地球温暖化防止活動推進員や環境教育専門員を務め、
地域において積極的に環境教育を推進するなど、多年にわ
たり環境保全に関する普及啓発に尽力した。

岩手県

弓手川結いネットワーク
ゆみてがわゆいねっとわーく

千厩川を活動の場として、河川清掃に積極的に取り組んで
いるほか、水生生物調査や他団体と協力したサケの稚魚放
流、源流域への植樹等幅広く活動しており、地域の環境保
全意識の醸成に大きく貢献している。

岩手県

葛西 四朗
かさい しろう

地域の子どもに対し水生生物調査の指導を行い環境教育に
積極的に取り組むとともに、遠野市の環境審議会会長、公
共工事希少野生動植物保護検討委員を務めるなど地域の環
境保全に貢献している。

秋田県

おとも自然の会
おともしぜんのかい

多年にわたり、ガンカモ類の重要な渡りの中継地である小
友沼（能代市）への渡来数調査や、渡り鳥の観察会等を実
施し、野生鳥類の保全に貢献している。

秋田県

桃崎 富雄
ももさき とみお

多年にわたり、環境保全活動の担い手となる環境団体の育
成に携わり各種環境団体の代表等を歴任したほか、海外で
も指導を行うなど、自然保護や環境保全の普及啓発及び実
践活動の促進に大きく貢献した。

秋田市環境活動推進協議会会長、自然観察指導員
山形県

一般社団法人 日本自動車販売協会連合会山形県支部
いっぱんしゃだんほうじん にほんじどうしゃはんばい
きょうかいれんごうかいやまがたけんしぶ

全国に先駆けて環境マイスター認定制度を導入し、自動車
から排出されるＣＯ２削減に向け、エコカーやエコドライ
ブの普及啓発活動を実施している。

茨城県

かさま環境を考える会
かさまかんきょうをかんがえるかい

市民参加の自然観察会や、環境保全に取り組む施設の視察
研修などを実施するほか、特定外来生物の分布状況の確認
や、抜き取り作業に取り組み，地域の環境保全に大いに貢
献している。

茨城県

北條 勝彦
ほうじょう

県の環境アドバイザーとして環境学習会の講師を長年にわ
たり務めるほか，エコアクション21の審査人として事業者
の環境保全活動に対し指導や助言を行うなど環境保全に大
きく貢献している。

NPO法人
栃木県

かつひこ

茨城県環境カウンセラー協会

清水 克員
しみず よしかず
栃木清掃サービス株式会社

群馬県

名誉会員

橋田 浩一
はしだ ひろかず

行政家庭ごみ収集運搬委託業者として、地域の公衆衛生の
保護及び促進、資源の有効利用推進の社会的要請にこた
え、資源リサイクル活動の推進等に尽力した。
代表取締役社長
多年、森林環境教育の講師として活動し、環境森林教育の
普及啓発に尽力するとともに、森林整備を行うなど森林保
全活動にも貢献している。

県
群馬県

別

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
前橋市立若宮小学校
まえばししりつわかみやしょうがっこう

功績概要
全校生徒による牛乳パックのリサイクル活動、節電、節
水、自然体験活動、地域清掃等、幅広い環境教育を積極的
に実践している。

千葉県

河南環境美化の会
かなんかんきょうびかのかい

国分川の多自然護岸化や地域の環境学習活動を活発に行
い、地域の環境保全に多大な貢献をしている。

神奈川県

特定非営利活動法人 神奈川県環境学習リーダー会
とくていひえいりかつどうほうじん
かながわけんかんきょうがくしゅうりーだーかい

地域における環境学習のリーダーとしての自覚を持って、
子ども達へ環境問題をわかりやすく伝えるなど、活発な活
動を行っている。

神奈川県

杉山 勉
すぎやま

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、
ボランティアネットワークの代表として自然環境保全に大
きく貢献した。

つとむ

新潟県

佐渡市立行谷小学校
さどしりつぎょうやしょうがっこう

「人とトキの共生」をテーマに、トキ集会やトキ解説員、
水辺の生き物調べなど様々な活動に長年にわたり取り組ん
でいる。

富山県

くろべ水の少年団
くろべみずのしょうねんだん

平成４年の設立から多年にわたり、児童への環境教育や海
岸等の清掃活動などに取り組み、地域の水環境保全に大き
く貢献している。

富山県

広瀬 慎一
ひろせ しんいち

平成18年から多年にわたり、富山県環境審議会委員等の要
職にあって土壌汚染対策の推進に尽力するなど、地域の環
境保全に寄与している。

元富山県立大学短期大学部長
山梨県

笛吹市立 御坂東小学校
ふえふきしりつ
みさかひがし しょうがっこう

金川の水生生物・魚・水質・周辺の状態を調査・研究した
後，ゴミ問題・下水道の学習に発展させた環境学習を実施
するとともに，環境美化活動の推進に全校で取り組んでい
る。

山梨県

山梨県立日川高等学校
やまなしけんりつ ひかわこうとうがっこう

日川高等学校周辺地域における水道水源水質および重川等
の硝酸性窒素濃度から見た河川環境の長期調査に取り組ん
でいる。

長野県

稲邊 謙次郎
いなべ けんじろう

主に伊那市内の桜の保護・育成に努めるとともに、個人と
しても上伊那郡内の桜の保護団体の指導育成に当った。現
在も森林・里山の保全活動を継続中。

NPO法人
静岡県

伊那谷森と人を結ぶ協議会

中山 芳明
なかやま よしあき

昭和60年に自然保護を目的とした市民団体「富士自然観察
の会」を設立し、自然観察会などを通して環境保全意識の
普及・啓発に努めてきた。

富士自然観察の会
愛知県

理事長

名誉会長

田中 剛
たなか つよし

愛知県環境審議会委員及び専門委員を歴任し、地球科学の
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。

名古屋大学名誉教授
愛知県

吉久 光一
よしひさ こういち

愛知県環境審議会、愛知県公害審査会及び愛知県環境影響
評価審査会の各委員を歴任し、騒音制御学の専門家として
愛知県の環境行政の推進に貢献した。

名城大学学長
三重県

三重大学環境ＩＳＯ学生委員会
みえだいがく かんきょう あい
いいいんかい

えす

おー

がくせ

キャンパス内のごみ減量化活動や緑化活動、学生が使用し
た家電製品・自転車等の3R活動に取組み、学外には海岸清
掃や小学校への環境学習を実施

県
滋賀県

別

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
ＮＰＯ法人 家棟川流域観光船
やなむねがわりゅういきかんこうせん

功績概要
河川清掃活動、水環境保全意識醸成を目的としたエコ遊覧
の運航、生態回廊再生を目的とした生態調査、ビワマスを
戻す取組等を実施し、河川環境保全に貢献した。

京都府

クリーンかめおか推進会議
くりーんかめおかすいしんかいぎ

ごみ減量のための調査、研究、実践活動のほか、特に普及
啓発に力を入れ、多年にわたり３Ｒ推進のための幅広い活
動を展開

兵庫県

林田にタガメの里をつくる会
はやしだにたがめのさとをつくるかい

タガメが持続的に繁殖できる水田生態系の保全活動を行
い、環境学習や調査研究を通じて自然環境保全に係る啓発
活動を行っている。

兵庫県

神付・産土の森の会
かんづけ・うぶすなのもりのかい

多年にわたり、地域の里山保全活動に尽力している。ま
た、企業の森活動の支援を行ったり、児童生徒の環境学習
に協力するなど、緑化思想の普及にも貢献している。

奈良県

広陵町商工会
こうりょうちょうしょうこうかい

靴下製造過程で発生するリング状縫製屑（靴下ハギレ）を
手芸指編材料として再利用することにより、３Rの推進に貢
献。

奈良県

特定非営利活動法人 奈良ストップ温暖化の会（NASO)
とくていひえいりかつどうほうじん
ならすとっぷおんだんかのかい（なそ）

2001年の立ち上げ以来、CO2排出削減のため、出前講座・イ
ベント等の普及啓発により、県民等の実践活動を誘発・促
進するとともに、県・市町村と連携・協働した活動を実施
している。

鳥取県

岩田 弘
いわた

50年以上の多年にわたり、海岸周辺生物の潜水調査や清掃
活動を行い地元漁協や自治会、県や町へ提言を行うほか、
地域の保育園児、小中学校への環境学習にも寄与してい
る。

ひろし

島根県

特定非営利活動法人アンダンテ２１
とくていひえいりかつどうほうじんあんだんて２１

多年、高津川を中心とした環境保全活動に取り組んでお
り、水環境の保全、生物の調査・保全、環境学習や自然体
験活動等の普及啓発、河川のゴミ拾い等美化活動に尽力し
ている。

岡山県

片山 晶子
かたやま あきこ

岡山県消費生活問題研究協議会の矢掛町における中心的な
指導者として、矢掛町の地域環境保全、環境問題の解決に
尽力しています。

岡山県消費生活問題研究協議会矢掛支部長
広島県

サポート・トレッキング・グループ

平成１３年から，中国自然歩道の灰ヶ峰登山路などの整備
を行い，森林の保全を行っている。多くの主体と良好な環
境パートナーシップを構築しながら，継続して活動してい
る。

広島県

脇山 功
わきやま

昭和62年から変わりゆく瀬戸内海を，独自の撮影技術を生
かした写真で発信し環境保全の普及啓発を図るとともに，
ＮＰＯ法人を設立し海ごみ清掃等実践的な活動にも取り組
んでいる。

いさお

有限会社ウイット代表取締役
特定非営利活動法人自然環境ネットワークSAREN理事長
山口県

吉冨 崇子
よしとみ たかこ

リサイクルを中心とした環境保全活動の実践・普及啓発に
取組み、山口県の循環型社会の構築及び地球温暖化防止の
推進に貢献

山口県地域消費者団体連絡協議会会長
山口県

川尻 時江
かわじり ときえ

ごみの分別から地球温暖化防止まで、公民館や小学校での
出前講座、草の根運動等を通して、地域住民や自治体への
環境保全実践活動の普及啓発に寄与。

山口県環境アドバイザー
徳島県

東海運株式会社
あずまかいうんかぶしきかいしゃ

県内の内航運送・トラック業界の先陣をきってグリーン経
営認証やISO14001の認証を取得するなど，10年以上にわた
り継続的な活動を行い，同業他社への模範的役割を果たし
ている。

県
福岡県

福岡県

別

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
特定非営利活動法人ふくおか環境カウンセラー協会
とくていひえいりかつどうほうじんふくおかかんきょう
かうんせらーきょうかい

功績概要
県民や子どもに対する環境教育・学習に関わる事業を積極
的に展開し、環境保全意識の向上に寄与するとともに、環
境問題や環境保全等の環境行政への協力と提言を行ってい
る。

大津 実
おおつ みのる

平成１４年３月より、筑後地域で開催される環境フェア等
に積極的に取り組み、３Ｒの重要性及び環境保全について
広く啓発・周知を行った功績は顕著である。

株式会社 紙資源
公益社団法人

長崎県

専務取締役

福岡県産業廃棄物協会

理事及び中間処理リサイクル部会 部会長

中島 憲一郎
なかしま けんいちろう

平成8年に長崎県環境審議会委員に就任、県環境影響評価審
査会会長、県環境審議会会長を歴任し、長崎県の環境行政
の推進に大きく貢献した。

長崎国際大学学長
熊本県

一般社団法人 熊本県産業資源循環協会
いっぱんしゃだんほうじん くまもとけんさんぎょう
しげんじゅんかんきょうかい

多年にわたり、地下水や河川の汚染の原因となる不法投棄
廃棄物の撤去等を行うとともに「次世代を担う子ども達」
への環境教育の実施、県下全市町村と結んだ協定に基づき
熊本地震等災害で発生した廃棄物の処理を積極的に行うな
どにより地域環境の保全を推進している。

熊本県

グリーン（ゴーヤー）カーテン菊陽
ぐりーん（ごーやー）かーてんきくよう

ゴーヤーカーテンで涼を得て、電力消費を減らし、CO2排出
量の削減に取り組んでいる。また、ゴーヤーの実を活用
し、町内のコミュニケーションを図っている。

大分県

めだかの学校
めだかのがっこう

平成８年から廃油を回収した石けんを作り配布や販売を
行っている。他にアロマキャンドルや古着のマイバック等
を作成し、小学校・中学校等で作り方を指導している。

宮崎県

特定非営利活動法人ひむかおひさまネットワーク
とくてい ひえいり
かつどうほうじん

当団体は、太陽光発電等自然エネルギーの活用を行う県民
に対し、非営利的立場で情報提供、相談対応等を行い、地
域に貢献してきました。

沖縄県

髙平 兼司
たかひら かねし

自然環境保全のため、団体設立、ネットワーク形成、環境
教育等、多様な活動を展開しているほか、県内自治体の各
種審議会委員を歴任し、地域の環境保全に大いに貢献して
いる。

一般財団法人

沖縄県公衆衛生協会

事務局長

千葉市

ＮＰＯ法人
都川の環境を考える会
みやこがわのかんきょうをかんがえるかい

長年に渡り、河川の水質調査や河川清掃、桜の植樹や草花
の植栽などを行うなど、河川環境の向上に貢献するととも
に、子ども向けイベントを通じ、命の大切さの啓発活動を
行っている。

川崎市

公益社団法人川崎市幼稚園協会
こうえきしゃだんほうじんかわさきしよちえんきょうか
い

幼児環境教育プログラム「つながりたのしむあそび集」を
作成し、川崎市内の幼稚園・認定こども園において、人と
自然とのつながりなどの遊びを通じた環境教育を実践して
いる

横浜市

新治市民の森愛護会
にいはるしみんのもりあいごかい

市民の森の生物多様性に配慮した保全管理及び、子どもた
ちが自然に親しみ、大切さを理解するための様々な体験活
動に長年尽力している。

横浜市

横浜市立舞岡中学校科学部
よこはましりつまいおかちゅうがっこうかがくぶ

ハグロトンボの調査、報告を継続して行っている。近年は
小学校、高校等と連携し、調査活動を通した環境保全に関
する普及啓発に貢献している。

大阪市

小原 純子
おはら じゅんこ

なにわエコ会議副会長、NPO法人大阪府民環境会議理事長等
を歴任し、市民、NGO/NPO、行政等と一体となって温暖化防
止をはじめ様々な環境保全・環境創造活動に取り組む。

NPO法人大阪府民環境会議
神戸市

理事長

兵庫・水辺ネットワーク
ひょうご・みずべねっとわーく

ほか
長年にわたり、神戸市内の小学生や市民を対象とした水
辺・里山の観察会等を実施し、自然環境保護に大きく貢献
している。

県
神戸市

別

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
中野 加都子
なかの かづこ

功績概要
神戸市環境保全審議会委員を務め、神戸市の環境行政に多
岐にわたって助言を頂いている。環境保全の普及啓発にも
熱心に取り組まれている。

甲南女子大学人間科学部生活環境学科 教授
関東
我田 美福
地方環境事務所 わがた みよし

東京城北環境カウンセラー協議会、副理事長として環境保
全の普及啓発、特に、環境教育に尽力し都及び区の施策推
進に協力した。

ＮＰＯ法人東京城北環境カウンセラー協議会副理事長
環境カウンセラー全国連合会監事
中国四国
特定非営利活動法人 岡山環境カウンセラー協会
地方環境事務所 とくていひえいりかつどうほうじん おかやまかんきょ
うかうんせらーきょうかい

環境ＮＰＯ代表等で組織された特性を生かし、市民、事業
者、行政の協働を促進し地域で環境保全の取組みに成果を
あげている。

平成29年度環境保全功労者等受賞者一覧
（表彰式

平成29年６月14日（水）／

○地域環境美化功績者表彰

式場：グランドアーク半蔵門）

５４件（１４名、４０団体）

県 別
北海道

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
標茶町花いっぱいコスモス推進会議
しべちゃちょうはないっぱいこすもす
すいしんかいぎ

北海道

留萌市フラワーマスター連絡協議会
平成１２年の発足以来、公共施設・道路での緑化活動や研
るもいしふらわーますたーれんらくきょうぎか 修事業活動を継続して実施しており、景観の向上と環境美
化に対する市民意識の啓蒙に寄与している。
い

青森県

十和田湖里山づくりの会
とわだこさとやまづくりのかい

十和田湖周辺における植生復元活動や清掃・草刈りの実
施、ヒメボタルの観察会の開催など、地域の環境美化に大
きく寄与している。

青森県

青森県港湾空港建設協会 青森支部
あおもりけんこうわんくうこうけんせつ
きょうかい あおもりしぶ

長年にわたり、毎年夏の観光シーズンに合わせて、関係機
関等が協力し、青森クリーン隊と称して、青森港周辺を広
範囲にわたる清掃活動を継続している。

岩手県

大野の自然を守る会
おおののしぜんをまもるかい

長年にわたり河川の清掃活動を継続して実施している。そ
の他、源流探訪会や稚魚放流などを通じ、地域の環境美化
意識の向上に貢献している。

岩手県

山岸緑の子ども会
やまぎしみどりのこどもかい

全校児童による学校周辺の清掃活動をはじめ、中津川の水
生生物調査、学校林の維持管理等を行う等、地域の環境美
化の意識の向上に貢献している。

秋田県

秋田県立ゆり支援学校
あきたけんりつゆりしえんがっこう

地域の国道や河川公園への植栽、近隣海水浴場のクリーン
アップを毎年実施しているほか、生徒が育てた花苗を河川
緑化推進団体へ寄贈するなど、地域の環境美化に貢献して
いる。

秋田県

近江 湖静
おうみ こせい

多年にわたり、複数の環境団体の代表として、公園のク
リーンアップ、環境月間に合わせた市民総参加による一斉
清掃等を推進し、地域の環境美化に貢献している。

横手市横手地域環境美化推進員連絡協議会

功績概要
町民の花に対する意識高揚・普及啓発・指導活動、地域内
連携のきっかけの場づくり、町民や町を訪れる人への潤い
や安らぎの提供に貢献している。

会長

山形県

不伐の森に親しむ会
ふばつのもりにしたしむかい

「不伐の森」の間伐、植樹などの森林整備活動や、季節に
応じた自然や文化とのふれあい活動など、市民参加型によ
る取組みを行っている。

福島県

遊水会
ゆうすいかい

自らが住む地域の環境悪化を懸念し、子ども達が遊べる川
づくりを目指している。特に、日本大学工学部との河川水
質調査も実施し、毎年度高精度の報告書を作成しており、
出前講座において自然環境の変化を広く啓発している。

福島県

特定非営利活動法人

土湯温泉観光まちづくり協議会 地域の町内会や小学校等と交流を図りながら、清掃や植栽

を通して環境美化に努めるとともに、ごみの分別回収や遊
つちゆおんせんかんこうまちづくりきょうぎかい 休農地での菜の花栽培等の環境保全活動も行っている。
とくていひえいりかつどうほうじん

県 別
茨城県

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
ごみを考える会
ごみをかんがえるかい

功績概要
フリーマーケット，こどものエコ教室，廃食油からの石け
ん作り，企業と共同で行う市内清掃などの環境美化活動，
市民を対象とした環境先進企業などへの視察研修や出前講
座の開催に取り組み，地域の環境美化に大いに貢献してい
る。

茨城県

大子町立袋田小学校
だいごちょうりつふくろだしょうがっこう

生徒が播種,仮植等苗作りから手がけた草花のプランターを
町と地域の団体と連携し，学校周辺の郵便局や袋田の滝，
袋田の駅に飾ることで，地域の環境美化に大いに貢献して
いる。

群馬県

金山を美しくする会
かなやまをうつくしくするかい

地元太田市の「金山」において、市民・学校・事業所等が
参加する清掃活動「金山清掃市民運動」を実施し、地域の
環境美化に貢献している。

群馬県

広瀬川河畔緑の少年団
ひろせがわかはんみどりのしょうねんだん

広瀬川河畔の除草・清掃活動を行い、広瀬川周辺の環境美
化や自然環境保全活動に尽力している。

埼玉県

不老川流域川づくり市民の会
不老川の清掃活動や緑地の保全管理を行うとともに、周辺
ふろうがわりゅういきかわづくりしみんのかい 住民に対する河川浄化意識を向上させるための普及啓発活
動を行うなど、不老川の浄化と流域の水辺環境の向上に貢
献してきた。

千葉県

高野 とみ
たかの とみ

地域の清掃活動を行うとともに、「江戸川を守る会市川支
部」において、様々な啓発事業等を行い、地域の環境美化
に多大な貢献をしている。

千葉県

鈴木 博
すずき ひろし

海浜地域の美化作業及び自然環境保全活動を長年にわたり
実施し、地域の環境美化委に多大な貢献をしている。

神奈川県

久里浜台 寿会
くりはまだい ことぶきかい

地域の主要道路や公共の場の清掃美化・緑化活動等によ
り、地域住民へ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。

神奈川県

小八幡西部・東部老人会
こやわたせいぶ・とうぶろうじんかい

多年にわたり、神社や、児童の通学路の清掃活動を行って
いる。その活動は地域住民の美化意識の向上にも大きく貢
献しており、他地域の模範的活動である。

新潟県

よしやぶ川夢プラン推進委員会
よしやぶがわゆめぷらんすいしんいいんかい

「よしやぶ川」の再生のため、植樹・植栽による川岸整備
や川底清掃を行い、地域住民に身近な自然とのふれあいの
場を提供している。

富山県

明るい社会づくり高岡市民会議
昭和46年から多年にわたり、市内の駅周辺や河川敷などの
あかるいしゃかいづくりたかおかしみんかいぎ 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。

富山県

松岡 算
まつおか

かぞる

平成10年から多年にわたり、地域の清掃、不法投棄パト
ロール等を実施しており、地域の環境美化に大きく貢献し
ている。

県 別
長野県

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
奈良井川をきれいにする会
ならいがわをきれいにするかい

功績概要
奈良井川をきれいにする会は、昭和49年9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。

静岡県

島田市花の会
しまだしはなのかい

長年、市内各所の花壇の植栽、管理を行い、潤いと安らぎ
を提供している。また、小学校新入生への花苗の配布な
ど、緑化活動を推進している。

静岡県

藤枝市花の会
ふじえだしはなのかい

長年にわたり、市内の公園、公共施設、沿道沿いといった
地域花壇の維持管理を行い、訪れる人々に癒しと安らぎを
与えている。

愛知県

浅野 敦子
あさの あつこ

長年、地域環境保全委員として地域の巡視、菜の花を通じ
た環境教育、地下道の清掃活動を行うなど地域の環境美化
に多大な貢献をした。

愛知県地域環境保全委員
愛知県

都築 文明
つづき
ふみあき

平成１３年４月から、地域の環境美化活動グループ「ボラ
ンティア２３」で代表を務め、国道２３号線の側道等の美
化活動を毎月実施している。

愛知県地域環境保全委員
京都府

京都府立綾部高等学校東分校
由良川周辺の清掃活動、水質調査やゴミ調査、環境出前授
きょうとふりつあやべこうとうがっこうひがし 業を実施するなど、多年にわたり環境美化及び環境啓発・
研究に尽力
ぶんこう

大阪府

稼木 英一
かせぎ えいいち

平成11年に泉大津市衛生委員に参画いただき、常任委員、
副委員長を経て、現在委員長に就任され、本市の環境衛生
活動を牽引されてきました。

泉大津市衛生委員会委員長
奈良県

株式会社ノブエンジニアリング
かぶしきかいしゃ のぶえんじにありんぐ

地域貢献として、社員が周辺地域（バス停周辺～会社周
辺、沿道）の清掃活動を実施している。

奈良県

奈良大学附属高等学校女子剣道部
ならだいがくふぞくこうとうがっこう
じょしけんどうぶ

毎日、学校周辺や通学路等でのごみ拾いなど、清掃活動に
取り組んでおり、地域の環境美化に貢献している。

岡山県

真加部老人クラブ真和会
まかべろうじんくらぶしんわかい

多年にわたり、河川、道路、公園等の清掃活動、植樹等の
緑化活動、美化清掃思想の普及活動等、その他地域環境美
化に関する奉仕活動に努め、その実績が顕著である。

山口県

ボランティアグループあゆみの会
ぼらんてぃあぐるーぷあゆみのかい

地域住民のボランティアグループとして発足し、その活動
の一環として菊川地区の公共施設等の清掃や植栽等の緑化
活動に取り組んできた。

山口県

長門市立日置中学校
ながとしりつへきちゅうがっこう

平成８年から長門市日置の二位ノ浜海岸での「海辺の漂着
物調査」の実施をはじめ、学校周辺の環境美化、市及び市
快適環境づくり推進協議会主催の散乱ごみ回収イベント
「クリーンウォークｉｎながと」に積極的に参加する等、
環境美化の推進に大きく貢献しており、他の模範となって
いる。

県 別
徳島県

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
株式会社松島組
かぶしきかいしゃまつしまぐみ

功績概要
15年以上にわたり，NPO法人江川エコフレンドと連携しての
河川定期清掃を実施しているほか，エコアクション21に基
づく継続的な活動を行っている。

愛媛県

俵津婦人会
たわらづふじんかい

野福峠で毎年行われるさくら祭りに併せた峠の清掃や峠の
公衆トイレ等の清掃を行うなど地域の環境美化に長年取り
組んでいる。

長崎県

佐々川再生の会
さざがわさいせいのかい

平成15年9月から佐々川の河川清掃活動を実施。また、ロー
タリークラブと連携しながら河川敷の草刈や環境講話を実
施し、環境保全に対する啓発・意識向上につとめている。

長崎県

大川田老人会
おおかわだろうじんかい

週３回の大川田公園の清掃活動のほか、樹木の消毒、草
刈、剪定等を実施している。また、小学校へ手作り雑巾を
寄贈し、環境美化の啓発に努めている。

熊本県

熊本県八代市立日奈久小学校
くまもとけん やつしろしりつ
がっこう

学校版環境ＩＳＯ活動を中心に、省資源省エネルギー活動
ひなぐしょう はもとより、ごみの減量化、３Ｒ活動を行っている。ま
た、地域の美化活動を行うとともに栽培緑化活動にも取り
組んでいる。

大分県

長洲アーバンデザイン会議
ながすあーばんでざいんかいぎ

平成１０年から毎年春と秋の２回、長洲海岸の砂浜を清掃
するビーチクリーンアップを開催し、砂浜の清掃活動と保
全に取り組んでいる。

大分県

工藤 敦子
くどう あつこ

小学校退職後の平成５年頃から、地元三佐地区の乙津川下
流で清掃活動を開始し、すばらしい環境を守りたいと美化
活動に励んでいる。
平成１６年度からは県の環境教育アドバイザーとして、年
３回程度、地元の三佐小学校の小学生を対象として乙津川
の干潟生物観察会や講義を行うなど、自然の大切さや保護
を呼びかけている。
毎月１回、従業員が工場周辺の清掃活動を行っている。ま
た、地域・環境団体の清掃活動にも積極的に参加し、地域
に貢献している。

大分県環境教育アドバイザー
宮崎県

住友ゴム工業株式会社 宮崎工場
すみともごむこうぎょう かぶしきがいしゃ
みやざきこうじょう

宮崎県

都農町老人クラブ連合会
つのちょうろうじんくらぶれんごうかい

都農神社清掃、老人福祉館清掃、学校主催のクリーン大作
戦に参加して地域清掃、都農町ボランティアまつり会場の
清掃を行う。

川崎市

岸 嶐
きし たかし

平成６年から現在に至るまで永年に亘って地域の清掃・美
化啓発活動を実施し町会内のみならず区内の美化意識の向
上に多大な貢献をしている。

川崎市

志田
しだ

長きに亘り、自治会や美化活動を行う団体の会長職等に携
わり、環境美化を推進し、多くの区民に美化思想の普及啓
発を行った。

弘一
ひろかず

下麻生朗生会会長・麻生区廃棄物減量指導員
連絡協議会副会長
横浜市

栗の沢西自治会
くりのさわにしじちかい

住民の美化意識が高く、長年にわたり定期的な地域清掃や
資源集団回収に地道に取り組み、保土ケ谷区の自治会活動
の模範的な存在になっている。

県 別
横浜市

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
佐藤 信男
さとう のぶお

功績概要
地域の清掃やごみ集積場所の見回りなど長年にわたり清掃
美化活動を実施し、啓発活動を積極的に推進するなど美化
推進に多大な功績をあげている。

小野町自治会会長、小野町地区自治連合会会長、

鶴見区自治連合会監事、
平成27・28年鶴見区環境事業推進委員連絡協議会会長

相模原市

グリーンハイツおもと会
ぐりーんはいつおもとかい

長年にわたり、広場及び通学路の清掃を実施しているほ
か、道路の境目の花壇へ花苗の植栽や雑草・枯葉の剪除な
どの手入れを行い、環境美化の推進に大きく貢献してい
る。

相模原市

石原 弘之
いしはら ひろゆき

長年にわたり、公園及び道路に散乱したごみの清掃活動を
積極的に行い、地域の美化活動に多大な貢献をしている。

大阪市

梅田東女性会
うめだひがしじょせいかい

42年の長きにわたり、毎月1日、地域の道路、歩道の清掃を
行っておられ、周辺地域における環境美化の維持・向上に
努められています。

大阪市

西堀 明
にしほり

32年の長きにわたり、ほぼ毎日、町会内及び周辺道路の清
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。

あきら

広島市

株式会社相生自動車
かぶしきがいしゃあいおいじどうしゃ

平成12年4月頃から、会社周辺の道路の清掃を16年間にわた
り続けており、地域の環境美化に大きく貢献している。

広島市

力石 和善
ちからいし

平成5年4月頃から、自宅付近の武田山橋から広島市立祇園
保育園までの安川緑道の清掃を、24年にわたり続けてお
り、地域の環境美化に大きく貢献している。

かずよし

平成28年度環境対策に係る模範的取組表彰受賞者一覧
（表彰式

平成29年６月14日（水）／

式場：グランドアーク半蔵門）

１件（１団体）
氏名（又は団体名）
三菱ケミカル株式会社 黒崎事業所
みつびしけみかるかぶしきがいしゃ
じむしょ

功績概要
三菱ケミカル株式会社（平成29年4月に三菱化学株式会社より
くろさき 社名変更） 黒崎事業所は、ＰＳＡ（吸着回収設備）導入や製法
転換により、ＰＲＴＲ指定物質であるＶＯＣ（揮発性有機化合
物）の排出量を90％以上（2000年:600ｔ→2010年:40ｔ）削減し
ており、これは、同時期の業界全体（日本化学工業協会会員）
の取り組み（62～64％削減）を大きく上回っていることから、
顕著な成果をあげた同社のＶＯＣ排出抑制対策が、的確かつ先
進的手法であるとして評価された。

