平成２７年度環境保全功労者等受賞者一覧
（表彰式

平成２７年６月１０日（水）／

○環境保全功労者表彰

１２件（８名、４団体）

氏名（又は団体名）
青木

康展

あおき

やすのぶ

国立研究開発法人国立環境研究所
加藤

抱一

かとう

ほういち

功績概要
化学物質の健康影響の専門家として、中央環境審議会等にお
ける化学物質の評価手法の確立、化学物質のリスク評価及び
審査の推進等に貢献した。

フェロー

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。

元公害補償不服審査会 委員
佐々木
ささき

洋平

大日本猟友会会長として全国の鳥獣保護・管理に貢献し、そ
の幅広い知見を生かし中環審臨時委員として鳥獣法の運営や
改正に寄与。

ようへい

一般社団法人大日本猟友会 会長
柴田

康行

しばた

やすゆき

国立研究開発法人国立環境研究所

髙木

勲寛

たかぎ

くにひろ

環境中の化学物質、特に残留性有機汚染物質（POPs）の専門
家として、中央環境審議会化学物質評価専門委員会の専門委
員や化学物質環境実態調査に係る各種委員を務めるととも
に、ストックホルム条約（POPs条約）における有効性評価委
員としてアジア地域の報告書をまとめるなど、化学物質行政
の推進に貢献した。

フェロー

イタイイタイ病対策協議会 会長
一般財団法人神通川流域カドミウム被害団体連絡
協議会 代表理事
田中貴金属工業株式会社
田苗 明

特定非営利活動法人
とくていひえいりかつどうほうじん

理事長

佐々木

環境カウンセラー全国連合会
かんきょうかうんせらーぜんこくれんごうかい

進市

南開工業株式会社
なんかいこうぎょうかぶしきかいしゃ

代表取締役会長
村 仁
新田

裕史

にった

ひろし

中村 勉 代表取締役社長

国立研究開発法人国立環境研究所
町田

和子

まちだ

かずこ

元公害補償不服審査会 委員

富山県神通川流域で発生したイタイイタイ病につき、原因企
業との全面解決合意の実現や、富山県イタイイタイ病資料館
の設立・運営に貢献した。

有害廃液の無害化や貴金属回収技術による廃液の大幅削減を
行うなど環境対策に取り組むとともに、早くから貴金属に係
る技術を活かし燃料電池用触媒の開発を進め、燃料電池の普
及に貢献した。

たなかききんぞくこうぎょうかぶしきかいしゃ

代表取締役社長

式場：グランドアーク半蔵門）

フェロー

中

環境カウンセラーの連合組織として、全国で環境教育や環境
保全活動を推進。各主体間の連携を促進するなど大きな功績
をあげている。
再資源化事業等に取り組みながら、多年にわたり地元地域と
協調してユニークかつ地道な清掃等の様々な環境保全活動を
行い大きな功績をあげている。

環境因子と健康の関連性に関する疫学研究の専門家として、
化学物質曝露が子どもの健康に与える影響及び大気汚染物質
が人の健康に及ぼす影響に関する疫学調査の実施、PM2.5（微
小粒子状物質）に係る環境基準の設定等に貢献した。
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。

三橋
みつはし

規宏
ただひろ

学校法人千葉学園千葉商科大学 名誉教授
もやい音楽祭実行委員会

環境省中央環境審議会の委員及び臨時委員や独立行政法人評
価委員会の臨時委員を歴任し、法律の制定に尽力されるな
ど、多年にわたり環境行政の推進に貢献した。

水俣病被害者等がその苦難の長い歴史を生きてきた証として
思いを詩に託し、次世代へのメッセ－ジとして音楽によって
語り継いでいく機会として、平成１９年度より水俣市がもや
もやい音楽祭実行委員会委員長 萩嶺 淨円
水俣市振興公社・水俣市社会福祉協議会・芦北町 い音楽祭実行委員会を設置し、「もやい音楽祭」を実施して
社会福祉協議会・津奈木町社会福祉協議会 他18 いる。本音楽祭は、福祉分野の住民活動への参画を拡げ地域
福祉の発展に貢献した。
団体

もやいおんがくさいじっこういいんかい

平成２７年度環境保全功労者等受賞者一覧
（表彰式

平成２７年６月１０日（水）／

○地域環境保全功労者表彰
県 別
青森県

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
常盤子ども会育成連絡協議会
ときわこどもかいいくせいれんらくきょうぎかい

式場：グランドアーク半蔵門）

６１件（２５名、３６団体）
功績概要
３１年間継続して廃品回収事業を行っており、ごみの
減量化・資源化及び子供達の環境学習活動へ貢献して
いる。

会長 葛西 金美
役員21名、構成員数413名
青森県

弘前市立新和小学校

特別活動後援会

ひろさきしりつにいなしょうがっこう

とくべつかつどうこうえんかい

資源回収について、学校関係者以外の町会の協力も得
ており、児童、父母、町会住民が一体となってごみの
減量化及び資源化に協力してきたものである。

会長 奈良 隆博
ＰＴＡ会員59名、学校職員13名
岩手県

琴畑

ハルエ

ことはた

秋田県

平成8年から19年間継続し琴畑湿原の巡回を定期的に行
い、稀少な動植物の生息状況の把握に努めるなど同地
域の自然環境の保全に貢献している。

はるえ

井上

正鉄

いのうえ

平成４年７月から約１５年間にわたり、秋田県の自然
環境保全審議会及び環境審議会委員を、平成１２年１
１月からは、環境影響評価審査会委員を務め、植物に
関する専門的知識を生かして審議会等の運営に尽力
し、秋田県の環境保全行政の推進に多大なる貢献をし
た。
「葉山中学区グリーンカーテン化計画」など、地域・
小学校・教育行政が連携し子どもたちの環境保全に対
する意識を育んでいる。

まさかね

秋田大学名誉教授
山形県

村山市立葉山中学校
むらやましりつ はやま ちゅうがっこう

校長 細谷 秀一
生徒数195名、教職員数20名、ＰＴＡ会員数173名
山形県

高木イバラトミヨ保存会

県指定天然記念物であるイバラトミヨの保護に向け、
定期的な水位測定や小中学生の夏季学習会等を行い環
境保全活動に取り組んでいる。

たかきいばらとみよほぞんかい

会長 藤澤
105名
福島県

忠一郎

会津若松市立大戸小学校
あいづわかまつしりつ

おおとしょうがっこう

３０年以上、通学路のごみ拾いや植栽を行うほか、省
エネ活動など地球にやさしい環境活動を実践し、地域
の環境保全活動に取り組んでいる。

校長 加藤 俊哉
職員数16名、児童数62名
茨城県

久保田
くぼた

雪入山友の会
茨城県

雪入山友の会の会長として、雪入山の自然調査、植
樹、雑木材の整備を行うほか、雪入山ふれあいの里公
園の定期点検、渓流の清掃、水遊びの場を設置。市の
小学校で間伐材体験授業の講師や、霞ヶ浦の浄化に熱
心に取り組んでいる。

美稲

びとう

会長

ひたちなか市立阿字ケ浦中学校

沢田湧水地の保護のため、植生調査や水生生物の調査
を実施するほか、阿字ヶ浦海岸のスカシユリ復元活動
を長年にわたり実施しており、環境保全活動に取り組
む。

ひたちなかしりつあじがうらちゅうがっこう

校長 中村 光良
生徒数69名、職員数13名
栃木県

平石
ひらいし

長年にわたり、浄化槽の普及促進及び適正管理に尽力
するなど、水環境保全や業界の発展に貢献した。

裕一
ゆういち

一般社団法人栃木県浄化槽協会

副会長

栃木県

北川

清春

きたがわ

きよはる

有限会社クリーン環境

群馬県

取締役会長

大田原市の保健委員として、平成元年４月１日から平
成１５年３月３１日までの間、廃棄物の減量や資源化
に向けた取り組みに尽力した。
また、行政区内の自治会の役員として子供育成会へ
の参加や老人会等各種団体とともに、交通事故防止や
ゴミの再資源化（新聞、雑誌、ダンボ―ル、ペットボ
トル）など活動の支援をし、減量化や資源化に尽力し
現在に至っている。
グリーンカーテンや校内の花壇づくり、学校や家庭で
出来る環境にやさしいアイデア集の校内掲示、地域清
掃活動等、幅広い環境教育を積極的に実践している。

前橋市立岩神小学校
まえばししりついわがみしょうがっこう

校長 金井 八重子
児童数366名
群馬県

伊勢崎市立赤堀東小学校
いせさきしりつあかぼりひがししょうがっこう

校長 関野 利男
児童数401名
埼玉県

青木

敏雄

あおき

としお

一般社団法人埼玉県猟友会

千葉県

理事

千葉県

壽郎

谷津田、里山、水辺の環境保全を中心に活動し、「と
きがね湖」の植物群落保護ための選別除草やビオトー
プ整備の他、近隣小学校にて環境教育支援を行い自然
環境保護に関する意識の高揚を図っている。

ときがねウォッチング
ときがねうぉっちんぐ

鈴木 淳
会員数51名
神奈川県

認定特定非営利活動法人

鎌倉広町の森市民の会

にんていとくていひえいりかつどうほうじん かまくらひろまちのもりしみんのかい

理事長
867名
神奈川県

黒川

永年に亘り不法投棄による粗大ゴミが散乱する地域の
森を自治会など地域の様々な主体と連携しながら、清
掃や植栽など保全活動を行うとともに、市民が参加で
きるイベントを開催している。

鴨居原市民の森愛護会

新潟県

阿部

昭雄

田貝集落協定

ホタルが生息する環境保全を目的に設立され、低農薬
栽培、除草剤不使用での周辺環境整備の励行、ホタル
観察会等を集落をあげて行っている。

たがいしゅうらくきょうてい

倉嶋
60名
新潟県

静雄

立桜又自然愛好会
たてさくらまた

山田
44名
富山県

永年に亘り鎌倉広町緑地の保全と維持、管理、利用を
行うため、森の手入れや水田、畑地の開墾と耕作、野
鳥や水生生物の調査などを行っている。

弘

かもいはらしみんのもりあいごかい

代表者
101名

長年にわたり埼玉県猟友会幹部として、「安全で、事
故を起こさない狩猟（有害鳥獣捕獲を含む。）」を達
成するため、各種の安全狩猟を目的とした事業（射撃
大会及び猟犬大会等）の企画・実施を指揮し、成果を
上げた。
九十九里浜の優れた自然環境と貴重な動植物類の生息
場所を保全・保護するために、海岸清掃や海岸砂丘の
車両乗入れ規制の啓発活動等に積極的に取り組み、地
域の環境保全に多大な貢献をしている。

九十九里浜の自然を守る会
くじゅうくりはまのしぜんをまもるかい

会長 三
会員数54名

学校敷地内に樹木環境、草地環境、水辺環境を備えた
ビオトープ（３０ｍ四方）を設置し、外部講師である
ビオトープ管理士の指導の下、児童が中心となって環
境整備を行うなど、児童の自然保護に対する意識の向
上や環境意識の高揚を図っている。

立、桜又地区の住民が中心となり、レク都市公園の花
壇の整備や植樹、公園に隣接する里山の遊歩道整備
等、環境保全活動に尽力している。

しぜんあいこうかい

武吉

原

稔

はら

みのる

富山国際大学子ども育成学部

教授

平成11年から多年にわたり、富山県環境審議会委員等
の要職にあって大気環境保全の推進に努めるととも
に、地球温暖化対策の推進等にも尽力するなど、地域
の環境保全に寄与している。

富山県

石川県

結城

茂博

ゆうき

しげひろ

平成９年から多年にわたり、「とやまの名水」にも選
定された「箱根の清水」の清掃を行うとともに、「黒
部名水会」の会員として、黒部の名水を積極的に紹介
するなど、地域の環境保全に寄与している。

石川県新生活運動協議会
いしかわけんしんせいかつうんどうきょうぎかい

県の環境保全施策に積極的に協力するなど、地球温暖
化防止に向け、地域における省資源、省エネルギー運
動に積極的に取り組んでいる。

会長 谷本 正憲
役員数11名、構成員数 約420名
山梨県

南アルプス市立

豊小学校

みなみあるぷすしりつ

ゆたかしょうがっこう

校長 渡辺 寿子
教職員26名、児童271名
山梨県

富士河口湖町立河口小学校
ふじかわぐちこちょうりつかわぐちしょうがっこう

南アルプス市立豊小学校では、児童会が中心となり、3
年生以上の各学年で収集する物を分担し、継続的にリ
サイクル活動とゴミの減量化に取り組み、資源の有効
活用について考えている。
富士河口湖町立河口小学校は、平成11年から「リサイ
クル活動」を継続して実施し、リサイクル活動が生活
の中に溶け込んでいる。

校長 武藤 郁夫
教職員数13名、児童生徒数122名
長野県

沖野

外輝夫

おきの

ときお

長野県環境審議会専門委員として、諏訪湖の浄化を推
進するための計画の策定に関わるなど、多年にわたり
地域の環境行政の推進に貢献している。

国立大学法人信州大学
静岡県

松林

名誉教授

隆一

まつばやし

りゅういち

松林工業薬品株式会社
愛知県

小野
おの

代表取締役

徹郎

愛知県

三品

善昭

みしな

よしあき

大同大学
滋賀県

平成12年11月から平成21年10月までの9年間にわたり愛
知県公害審査会委員を、平成16年8月から平成26年10月
までの通算10年間にわたり愛知県環境審議会専門委員
を務め、愛知県の環境保全行政の推進に貢献した。

てつろう

名古屋工業大学 名誉教授
椙山女学園大学生活科学部

教授
平成10年6月から平成26年9月までの16年間にわたり愛
知県廃棄物処理施設審査会議構成員を、平成22年11月
から平成26年10月までの4年間にわたり愛知県環境審議
会委員を務め、愛知県の環境保全行政の推進に貢献し
た。

名誉教授

甲賀市立油日小学校

油日小学校は、県のエコ・スクール活動に取り組んで
15年。児童のアイディアを基に家庭・地域・企業が連
携した環境学習を展開しており、地域ぐるみの環境保
全行動に繋げている。

こうかしりつあぶらひしょうがっこう

校長 加茂 礼二
全校児童189名
京都府

特定非営利活動法人

静岡県環境保全協会の役員として、昭和６３年から平
成２６年までの多年に渡り、また、平成１１年からは
会長として、会員企業及び地域住民への環境保全の普
及啓発に努めた。

間伐材研究所

とくていひえいりかつどうほうじん

かんばつざいけんきゅうじょ

森林整備活動、間伐材による製品開発と有効活用、住
民への環境保全啓発活動など、多年にわたり独創的な
実践活動を展開し、環境保全に貢献。

代表理事 幹田 秀和
代表理事1名、副代表理事2名、監事1名、会員数80名
兵庫県

加古川の里山・ギフチョウ・ネット
かこがわのさとやま・ぎふちょう・ねっと

ギフチョウやその食草のヒメカンアオイなどが生息・
生育する里山の保全活動を行い、観察会等を通じて自
然環境保全に係る啓発活動を行っている。

代表 竹内 隆
代表1名、顧問2名、会計1名、会員25名
兵庫県

山田の里グリーンクラブ
やまだのさとぐりーんくらぶ

会長 西本 紘二
会員数約40名
（会長1名、会計1名、幹事1名、運営委員5名）

設立後10年を経過した現在も、地域の環境保全と景観
維持に努め、生徒・児童の森林体験学習を通じた緑化
思想の普及にも貢献している。

奈良県

地球の宝を守り隊

環境意識向上のための講座の開催、小学校での環境教
室の実施、農業体験などを行い、地域の環境保全に貢
献している。

ちきゅうのたからをまもりたい

代表者
13名
奈良県

仲尾

京子

リサイクルクラブ天理

環境教育やごみ減量化への活動など、地域社会との繋
がりを基に活動を実施しており、地域の環境保全活動
に多大な貢献をしている。

りさいくるくらぶてんり

島根県

代表
12名

津田

坂本

精志

さかもと

八重子

せいし

公益財団法人ホシザキグリーン財団
岡山県

山陽女子中学校・高等学校

理事長

地歴部

さんようじょしちゅうがっこうこうとうがっこうちれきぶ

教諭
23名
岡山県

地歴部顧問

河邉

誠一郎

かわべ

せいいちろう

井上

かんきょう会議
かんきょうかいぎ

海底ごみ問題の解決に向け、海底ごみの回収活動、発
生抑制の啓発活動、海底ごみ問題の可視化に取り組
み、海底ごみの減少と海底ごみ問題の認知度の向上に
大きく貢献した。

講演会、自然体験活動などを通じ自然環境保全・再生
への意識啓発を推進した。また、倉敷市の生物多様性
地域戦略の策定など行政施策推進に尽力した。

倉敷市芸術科学大学

広島県

貴司

公益財団法人ホシザキグリーン財団の理事長として、
多年にわたり、野生動植物の保護繁殖や環境保全の調
査研究に努め、自然保護の普及啓発及び地域環境の保
全に寄与した。

教授
温暖化対策、環境学習講座、ゴミ減量、リサイクル活
動等、三原市環境基本計画の重点的な取組を、他団体
や市と協働して実施している。

浮城

うきしろ

代表者 栗田 伸治
49名（役員4名を含む）
広島県

堂々川ホタル同好会
どうどうがわほたるどうこうかい

国の有形文化財である砂留めをシンボルに、ホタルの
保護育成、砂留めと堂々川周辺の整備、環境学習等、
様々な活動を行っている。

会長 高橋 孝一
構成員90名（内役員10名）
山口県

吉村
よしむら

環境ボランティア団体代表として市民目線のリサイク
ル活動を進め、ごみ減量の実践活動の普及により地域
環境保全の推進に貢献。

京
みやこ

やまぐちエコ倶楽部
山口県

樋口

章子

ひぐち

あきこ

消費生活アドバイザーや環境アドバイザーとして環境
保全に関する様々な学習会・講演会の講師を務め、地
域の環境保全に貢献。

豊田くらしの会
福岡県

代表

会長
資源ごみの集団回収などを継続的に実施、また道路植
栽、サケの放流事業、ダンボールコンポストなど活動
分野を拡大して環境保全に努めている。

遠賀町婦人会
おんがちょうふじんかい

会長 古場 弘子
役員12名、構成員70名
福岡県

森田

展充

もりた

のぶみつ

１０万匹の蛍を飛ばそう運動に取り組まれ、ホタルの
成長を通して自然環境をつくり守ることの大切さを地
域住民に周知。現在では全国からの問合せに対応。

福岡県ホタルの会

熊本県

会員

株式会社 日本リモナイト
かぶしきがいしゃ

にほんりもないと

代表取締役 栗谷
役員5名、監査1名

利夫

平成１３年度に硫化水素吸着剤の再生システムを確
立。平成１４年度から使用済み脱硫剤の再生処理を開
始し、複数自治体での実績を積み重ねている。

熊本県

一般財団法人 化学及血清療法研究所
いっぱんざいだんほうじん

かがくおよびけっせいりょうほうけんきゅうしょ

理事長 宮本 誠二
役員10名、構成員1865名
大分県

大分県生活学校運動推進協議会
おおいたけんせいかつがっこううんどうすいしんきょうぎかい

山都町国有林に約19、000本を植樹し、さらに水田から
）
転用されている畑に農業用水を湛水し、生産活動で使
用する地下水量（約50万トン）以上の水を地下に還元
している。

長年にわたり、消費者問題や地域課題解決に取り組む
中で、リサイクル活動、レジ袋削減運動などに尽力
し、地域の環境保全活動の推進に貢献している。

会長 小野 ひさえ
役員8名、構成団体22校、構成員約1,000名
大分県

糸永
いとなが

のりこ

宇佐市環境審議会
宮崎県

成迫
なるさこ

長年、廃油石けん作りや段ボールコンポストの普及な
ど環境に関する指導や啓発活動を行うほか、宇佐市環
境審議会委員として地域の環境保全活動に尽力してい
る。

則子
委員

平五郎

絶滅危惧種等が数多く生息する家田・川坂湿原の環境
保全活動や児童・市民を対象とした講演活動、希少動
植物の調査等、多岐にわたる活動を実施。

へいごろう

宮崎県環境保全アドバイザー
宮崎県

鹿児島県

池田

たえ子

いけだ

たえこ

寳耒

俊一

ほうらい

高鍋湿原の環境保全活動に１７年間取り組み、希少な
動植物の保全に努めている。高鍋湿原ボランティアガ
イドとして高鍋湿原の普及に尽力している。

一般社団法人鹿児島県産業廃棄物協会
沖縄県

長年にわたり鹿児島県の環境行政に携わり、その推進
に精力的に励み、本県の環境保全行政の礎を築くとと
もに、近年の新たな環境問題への対応にも尽力した。

しゅんいち

専務理事

もとぶ元気村こどもエコクラブ
もとぶげんきむらこどもえこくらぶ

横浜市

代表サポーター 福島 広太郎
登録メンバー41名（幼稚園から高校生）、
サポーター数6名
横浜市立山下みどり台小学校
よこはましりつやましたみどりだいしょうがっこう

校長

横浜市

小林

広昭

新横浜町内会
しんよこはまちょうないかい

新潟市

金子 清隆
役員、構成団体数は地区内居住者、企業、市民団体
等、土地所有者等 2207
新潟気軽に省エネくらぶ
にいがたきがるにしょうえねくらぶ

代表 波多野 千代
顧問1名、会員10名
京都市

南保健協議会連合会
みなみほけんきょうぎかいれんごうかい

堺市

会長 藤岡 正男
役員6名(会長1名、副会長2名、会計1名、
会計監査2名：会計１名は副会長が兼務)
薬師寺 秀子
やくしじ ひでこ

環境カウンセラー

山や海での自然観察や海浜清掃等を通して、人と環境
の関わりについて理解を深め、地域の環境保全活動の
環を広げることに大きく貢献している。

教育課程に、自然環境など地域の環境や素材、人材を
活用した体験的な環境学習活動を位置付け、幅広い取
組を実践することにより、子どもたちは主体的に考
え、表現する力を身につけている。

企業やＮＰＯ、大学生などとも連携し活動を拡げなが
ら、清掃・花植え・自然観察会・養蜂など、多岐に渡
る地域の環境行動のきっかけ作りに長年尽力した。

平成14年、新潟で活動する「省エネルギー普及指導
員」らで設立。暮らしのなかに、気軽に省エネルギー
活動が広がることを目標に、各種講座を展開していま
す。
地元団体による花植え実演などの「花植え式」を実施
した後、花の苗を植えたプランターボックスを地域の
小学校や、集会所等に設置し、地域で大切に育ててい
る。また、花植え式において地域住民に花の苗を配布
している。
縫製業歴の経験を活かして発案した廃傘でのエコバッ
グづくりの講座等を通じて、市民への普及啓発活動を
行っています。

関東環境事 特定非営利活動法人 エコネットにいがた
とくていひえいりかつどうほうじん えこねっと にいがた
務所
理事長 本間 久文
役員12名、構成員：個人会員39名、企業会員4社
団体会員1団体
関東環境事 榎本 建七
えのもと けんしち
務所

資源回収、グリーンカーテンの設置促進等について、
学校関係者以外とも協力を得ており、地域環境保全に
貢献している。

環境カウンセラーとして、地域の小学校と連携し、地
域の自然を体験して得られる感動を環境保全を行う原
動力とするための環境教育を実践している。

環境カウンセラー、埼玉県環境教育アシスタント
九州環境事 高野 茂樹
たかの しげき
務所
日本野鳥の会熊本県支部長、八代野鳥愛好会長
九州環境事 服部 卓朗
はっとり たくろう
務所
NPO法人ふくおか湿地保全研究会

理事長

地元市民への愛鳥思想の普及啓発、モニタリング1000
調査への参加協力、クロツラヘラサギネットワーク会
長としての活動等、希少鳥類等の環境保護思想の普及
啓発に尽力。
「ふくおか湿地保全研究会」を設立し、多々良川河口
鳥獣保護区を拠点に長年に亘り、生息状況調査や保全
活動等を行っており、福岡県博多湾の環境保全、環境
再生、野生生物保護に尽力。

平成２７年度環境保全功労者等受賞者一覧
（表彰式

平成２７年６月１０日（水）／

○地域環境美化功績者表彰
県 別
北海道

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
深川市環境衛生協会
ふかがわしかんきょうえいせいきょうかい

宮城県

会長 大友 保雄
各町内会から推薦を受けた環境衛生協会委員137名
(うち役員22名)により運営
特定非営利活動法人 いきいき亘理
とくていひえいりかつどうほうじん

秋田県

理事長 小松原 壽一
理事5名、社員（正会員）25名
賛助会員 13名 賛助企業 3社
門脇 忠治
かどわき

ちゅうじ

湯沢市環境衛生組織連合会
山形県

いきいきわたり

会長

東根市立高崎小学校
ひがしねしりつたかさきしょうがっこう

式場：グランドアーク半蔵門）

５９件（１８名、４１団体）
功績概要
昭和40年からこれまで自主・自発的な取組を続け深川
市全体の公衆衛生や環境美化向上に大きく寄与。ま
た、深川市における環境施策が円滑に推進されるよう
協調した取組を展開しており、その実績から役員は深
川市環境審議会の委員に就任するなど深川市の環境分
野の中核を担っている。
平成16年より、亘理町の「思いやりの心で育てる花と
緑のまちづくり事業」との協働によって、国道６号線
ならびに宮城県県道沿線の緑地帯に花壇を造成し植花
活動を展開するとともに、周辺の清掃による環境美化
活動を行なっている。
１７年間にわたって鉦打沢川・中井沢川の清掃活動
や、歩道等の清掃活動を行い地域の環境美化に努めて
いる。
また、公園の花壇に花を植え管理維持することで「明
るく住みよい街づくり」を目指し励んでいる。
学校近くの里山一帯を学び場にしようと、地域と連携
した催しや公園、散策道整備活動等に児童が主体的に
取り組んでいる。

校長 小野寺 輝彦
児童数63名、教職員数14名
山形県

大山公園再生協議会
おおやまこうえんさいせいきょうぎかい

会長
64名
福島県

橋本

正輝
40年以上の長きにわたり、松川運動公園、清水学習セ
ンター敷地内やその周辺の草刈り・除草等を行い、地
域環境の美化に貢献している。

松川を愛する会
まつかわをあいするかい

代表 冨田 徳治
代表1名、構成員5名
福島県

田部
たべ

茨城県

茨城県

合計6名
１７年にわたり、自宅裏手の土手地（約2、000㎡）の
草刈りや花の植栽、外来種の除去など、良好な環境の
保全に努めており、地域住民の模範となっている。

佐
たすく

柿本
かきもと

大谷小学校区通学路の清掃活動を、毎日行っている。
清掃活動は主に子どもたちの下校時間等に合わせて
行っており、子どもたちの見守りにも貢献。
子どもたちの環境美化思想の普及啓発の一翼を担う。

シズ子
しずこ

国際ソロプチミスト
こくさいそろぷちみすと

水戸

みと

会長 皆川 睦子
会長1名、副会長1名、会員22名
埼玉県

荒廃していた大山公園を、地域住民の手でかつての景
観を取り戻すべく、雑木の伐採や桜などの手入れ、植
栽等の活動を行っている。

荒川夢クラブ
あらかわゆめくらぶ

会長 石本 誠
会員数 約30名

設立以来、婦人の地位向上・青少年の健全育成及び国
際親善等の活動を行っているが、社会福祉活動の一環
として公園の美化運動にも積極的に支援しており、長
年、偕楽園・千波公園への樹木やベンチの寄贈を行っ
ている。
長年にわたり、地域を流れる荒川、堅川等で環境学習
を展開し、子どもから大人まで、それぞれに応じた
「学ぶ機会」や「水辺に親しむ機会」を提供し、地域
の水環境の保全に貢献している。

千葉県

千葉県

神奈川県

秋葉

明

あきば

あきら

梶

一夫

かじ

かずお

平成10年から活動を開始し、ほぼ毎日白子町海浜地域
への不法投棄の監視や、海岸清掃等の活動を行ってお
り、地域の環境美化に長年にわたり尽力している。

平成10年から活動を開始し、ほぼ毎日白子町海浜地域
への不法投棄の監視や、海岸清掃等の活動を行ってお
り、地域の環境美化に長年にわたり尽力している。

西佐野天寿会
にしさの てんじゅかい

神奈川県

関 吉廣
96名(西佐野第一天寿会 54名 西佐野第二天寿会 42
名 により構成)
石橋福寿会
いしばしふくじゅかい

会長 中島 敏夫
構成員数83名（男女比
新潟県

長年にわたり、毎年春の雪解け後と、秋期に幅広い世
代の住民が協力して区内全域での美化運動を行い、地
域の環境美化の推進に貢献している。

青島区
区長 桜井
378世帯

眞一

高岡市立国吉中学校生徒会
たかおかしりつくによしちゅうがっこうせいとかい

校長 白江 日呂雄
会長1名、構成員数105名
富山県

南栗山町内会
みなみくりやまちょうないかい

山梨県

会長 村上 幸夫
会長1名、副会長2名、会計1名、監事2名、
会員数293名
身延町立下部小学校
みのぶちょうりつしもべしょうがっこう

校長 木内 雄二
教職員組織18名、生徒37名
山梨県

身延町立下部中学校
みのぶちょうりつしもべちゅうがっこう

校長 朝夷 孝一郎
教職員組織18名、生徒28名
長野県

30年間継続的に地域内遊園地及び周辺道路、海岸の清
掃活動を行っている姿勢が、地域住民の美化意識向上
につながっている。

4：6）

あおしまく

富山県

半世紀以上に亘り継続されてきた清掃活動は、住民の
（地元愛）を育み、美化意識の向上やコミュニケー
ションの拡大、安心して暮らせる町づくりに大きく貢
献している。

横田溝渠をきれいにする会
よこたこうきょをきれいにするかい

平成２年から多年にわたり、環境教育の一環として、
学校周辺や校下内の公園、道路等の清掃美化活動に取
り組んでいる。その積極的な活動は、目にする地域住
民の環境美化意識の高揚にも寄与している。

昭和60年から多年にわたり、町内を通る国道や河川、
公園等の清掃美化活動に取り組むとともに、児童会や
老人会と連携して、バス停等における花壇・プラン
ターの整備を実施するなど、地域の環境美化に寄与し
ている。
身延町立下部小学校の児童は、様々な環境保全活動を
続けることにより、自然環境への興味・関心を持つよ
うになった。また、自分の住む地域の自然を愛し、郷
土を愛する気持ちが育っている。

身延町立下部中学校の生徒は、リサイクル活動や清掃
活動により、自分たちの住む郷土に誇りをもち、この
地域の環境美化に対する興味関心や環境保全に対する
意識が高くなっている。

横田溝渠をきれいにする会は、昭和42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。

会長 麻田 晃
役員6名、構成14町会 1,940世帯
静岡県

大石
おおいし

ちづこ

沼津市花の会
愛知県

長年にわたり、沼津市内の緑化活動の中心的役割を担
い、地域花壇の手入れや花と緑の普及啓発活動に貢献
している。

千鶴子

深津

和良

ふかつ

かずよし

会長

愛知県地域環境保全委員

長年、地域環境保全委員や「NPO法人エコネットあん
じょう」の河川部会会員、部会長として、河川等の清
掃活動などを行い、地域の環境美化に多大な貢献をし
た。

愛知県

鈴木

智江

すずき

ちえ

長年、地域環境保全委員として、地域の巡視や、リサ
イクル推進活動、自然環境調査などを実施され、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
京都府

玉川護岸及び流水部における美化清掃活動・植樹活
動、周辺地域の自然･歴史･文化を通じた環境保全･美化
の啓発事業を多年にわたり展開。

井堤保勝会
いでほしょうかい

大阪府

会長 仁木 鉄茨
会長1名、副会長2名、事務局1名、会計1名、
庶務2名、幹事2名 会員数313名
檜垣 勝美
ひがき

かつよし

環境ボランティア

兵庫県

鶉野中町花家族の会
うずらのなかちょうはなかぞくのかい

代表
33名
兵庫県

尾花

高見

正雄

たかみ

まさお

幸雄
永年にわたり地域組織の要職を務めると共に、自ら美
化団体を率い、献身的な活動で地域環境の改善・維持
に大きな成果を上げている。

瀬戸川を美しくする会
奈良県

会長
異年齢間における美化活動は、地域のつながりを深
め、地域の安全・安心なまちづくりに大きく貢献して
いる。

竹内子供会育成会
たけのうちこどもかいいくせいかい

会長 松村
109名
奈良県

岡本
おかもと

尚美
毎朝早朝より、20年余りにわたり自発的に大仏公園と
その周辺を清掃してきたことは、地域の環境美化に大
きく貢献している。

閑子
しずこ

裏千家奈良支部
和歌山県

参与
秋の遠足で世界遺産熊野古道を歩き、全校生徒でどん
ぐりの実を拾い、３年かけて苗木に育てたものを、Ｊ
Ａ紀南と共同で伐採跡地等に植樹している。また、季
節の花を種から育て、町民の方々や町内の各事業所に
配っている。

田辺市立中辺路中学校
たなべしりつなかへちちゅうがっこう

校長 桂 俊哉
教職員10名、生徒47名
岡山県

青佐鼻海岸周辺の定期的な清掃のほか、海水浴シーズ
ン前には、大規模な清掃活動を地域ぐるみで実施する
など、多年にわたり環境美化に貢献している。

青佐地区理事会
おおさちくりじかい

理事長 大島 俊甫
理事長1名、副理事長2名、理事23名
広島県

栢村
かやむら

山口県

により構成
長年にわたり野生の福寿草を献身的に保護・育成し、
案内板や遊歩道を整備して自然とふれあう機会を提供
する活動を行っている。

隆志
たかし

地域の歴史遺産の環境保全啓発活動や周辺の環境整備
作業を多年にわたり実施し、地域の景観形成及び環境
美化に貢献。

大井ふる里愛好会
おおいふるさとあいこうかい

会長 藤田
会員46名
山口県

氏は平成４年４月から、地域の民生委員に就任し地域
の子ども達と年３回の町内清掃及び美化活動を現在も
中心となり実施し、平成18年度発足の寝屋川市の「美
しいまちづくり推進員」に委嘱され、啓発等の活動を
熱心にしている。
ボランティア活動においては河川や水路の清掃活動等
にも積極的に参加している。
鶉野中町内の道路沿いの花壇管理や地下防空壕とその
近隣の草刈りや清掃等により、地域の美化活動に大き
く貢献している。

克弘

田布施町麻里府地域ふるさと運動海岸清掃実行委員会
たぶせちょうまりふちいきふるさとうんどうかいがんせいそうじっこういいんかい

会長 谷村 賢二
麻里府地域連合自治会（366世帯

801名）

地域の優れた海岸景観と自然環境の保全を図るため、
麻里府海岸一帯の海岸清掃を多年にわたり実施し、地
域の環境美化に貢献。

徳島県

地域の清掃や河川の水質浄化活動、小学校での環境学
習の講師を長年継続して実施するなど、環境美化活動
や環境学習の推進に貢献している。

徳島市八万婦人会
とくしましはちまんふじんかい

徳島県

会長 藤田 恒子
会長1名、副会長（会計・書記を含む）若干名、
監査2名 会員数約950名
特定非営利活動法人江川エコフレンド
とくていひえいりかつどうほうじんえがわえこふれんど

愛媛県

理事長 岡田 年弘
理事長1名、副理事長2名、理事5名、監事2名、
個人会員40名(地元中学生355名)、法人会員11
渓筋地区環境グループ みずすまし
たにすじちくかんきょうぐるーぷ

みずすまし

代表 別宮 五鈴
代表1名、相談役2名、会員9名、準会員1名
福岡県

徳島県天然記念物指定江川湧水源の環境保全や江川の
清流を取り戻すため、毎月の清掃活動、小中学校での
環境教育、住民への啓発活動など河川環境の美化や環
境学習の推進に尽力している。

地元河川での水生生物調査を通じた美化思想の普及啓
発や愛リバー・サポーター活動（河川清掃）への参加
や国道の清掃を通じて環境美化に大きく貢献した。

計13名
陣屋川の清掃を継続的に行い、河川が浄化された。ま
た、地元小学生と錦鯉の放流等を通じて、環境教育や
地域の絆づくりに寄与している。

陣屋川を守る会
じんやがわをまもるかい

森田 勝典
役員9名、構成員(河川清掃時活動130名参加)
福岡県

三浦

德

みうら

めぐみ

筑後市環境衛生協議会熊野支部長として活動を開始さ
れ、永年にわたり環境衛生事業を推進、分別収集指導
など、地域の模範となって活動。

筑後市環境衛生協議会 会長
長崎県

１１年９か月に亘り、さつき台周回道路の清掃、公
園・南部運動場、堤防周辺の木々の剪定、芝生広場の
草刈を年４回実施している。
また、町内の合同清掃日にも積極的に協力するな
ど、地域の環境美化に貢献している。

三浦五月会
みうらさつきかい

会長
50名
長崎県

熊本県

石嶋

強

老人クラブ

協和会

ろうじんくらぶ

きょうわかい

会長
60名

鷹士

山口

ＮＰＯ法人

４３年２か月に亘り、大村浄水管理センター周回道路
のごみ拾い、落ち葉を回収され、脇道(赤道）の草刈等
を年４回実施している。
また、週３回のグランドゴルフ終了後、周回道路の
ごみ拾いを実施し、地域の環境美化に貢献している。

しらさぎ

えぬぴーおーほうじん

しらさぎ

理事長 沼田 百合子
理事3名、監事1名、会員12名
熊本県

水俣市立水俣第一小学校
みなまたしりつみなまただいいちしょうがっこう

校長 福島 恵次
児童数520名、職員49名
大分県

会長 岩本 清人
会長1名、副会長2名、事務局長1名、会計1名、
理事若干名、会員238名
田中 義則
たなか

札幌市

よしのり

特定非営利活動法人

森林遊びサポートセンター

とくていひえいりかつどうほうじん

理事長 小林 文男
70名（うち役員15名）

水俣市と同じごみ収集を校内で再現。週２回始業前に
ごみ拾いを呼び掛ける「カンキョーズ」を実施。市内
中学校２校が開催する環境ISO委員会交流会にも参加し
ている。

長年にわたり、角埋山の豊かな自然環境保全のため、
登山道整備や清掃活動、環境保全意識の啓発等に取組
み、地域の環境美化に貢献している。

つのむれ会
つのむれかい

大分県

ＮＰＯの母体社員の高所作業技術を活かして、八代城
祉、熊本城の石垣除草・清掃活動を実施、その他西原
村での植林と下草刈り活動など幅広い取組を行ってい
る。

もりあそびさぽーとせんたー

長年にわたり、道路・公園等で地道な清掃活動を続け
るとともに、環境保全活動団体「子ねずみ」の代表と
して地域の環境美化に尽力している。

北海道内での植樹活動を含めた森林整備活動や、小学
校を対象とした森林環境教育等を通じて、地域の森林
づくりに貢献している。

川崎市

長年にわたり美しいまちづくりを目指し、清掃による
美化活動を実施しており、区内全域の環境美化に多大
な貢献をしている。

上丸子山王町２丁目町会
かみまるこさんのうちょうにちょうめちょうかい

会長 山川 哲生
町会加入世帯数 約450世帯
川崎市

横浜市

吉野

弘

よしの

ひろし

安井

友朗

やすい

ゆうじ

戸塚区環境事業推進委員連絡協議会

横浜市

川崎市美化推進委員として長年地域における美化啓発
活動や清掃活動を率先して実践し、美化運動の普及・
啓発に貢献した。

会長

神明自治会
しんめいじじかい

会長 菅沼 大覚
町会役員14名、班長23名、世帯数1059世帯

相模原市

荒句自治会
あらくじちかい

相模原市

会長 田中 日出男
（役員）会長、副会長、会計、書記、防災部長、体
育委員、環境委員、福祉委員 （構成員数）30名
大沼西養寿会
おおぬまにしようじゅかい

京都市

会長 野村 光平
（役員）会長、副会長、会計、事務局、
各部長、会計監査、班長 （構成員数）合計57名
小林 末次
こばやし すえつぐ

京都市

史跡

天皇の杜古墳保存会

しせき

てんのうのもりこふんほぞんかい

会長 岩本 隆昭
役員10名、構成員数19名
大阪市

株式会社瀧本金属製作所
かぶしきがいしゃたきもときんぞくせいさくしょ

戸塚区環境事業推進委員連絡協議会会長として、長
年、戸塚区の環境部門のリーダーとして活躍中であ
る。環境にやさしい区民まつりでは、リユース食器回
収率99.1％を達成した（横浜市内1位）原動力である。
毎月２回の地域清掃を行っているほか、集積場所の清
掃及び啓発活動を定期的に行うなど、横浜市の美化の
ため、積極的に活動をしている。
昭和25年の設立以降、道路などの公共の場所や集会
所、神社、ごみ集積場所等の清掃及び不法投棄の撤去
について、毎月、地域をあげて実施している。また、
自治会・区主催の「マナー違反一掃作戦」（平成19年
から実施）についても、開始当初から参加するなど、
協力している。更に、ごみの分別・リサイクルに対す
る意識も高く、資源集団回収についても、昭和45年か
ら継続して行っている。こうした活動が、神奈川区の
自治会活動の模範的な存在になっている。
「美しく住みよいまち」としていくための長年にわた
る清掃活動や不法投棄があった際の対応などは、地域
の美化推進に大きく寄与している。

長年にわたる地域の公園や生活道路の清掃、除草活動
やこもれびの森の花壇の手入れなどは地域の美化推進
に大きく寄与している。

洛西ニュータウン内の大蛇ヶ池公園での清掃活動を２
０年以上行うとともに、公園内外の安全見守り活動も
行っており、地域住民から慕われている。

20年以上の長きにわたり、史跡公園の維持管理や監視
活動に取り組むとともに、公園内の美化活動に尽力さ
れるなど、文化財を美しく守り、次世代に伝えるまち
づくりに貢献されている。
40年以上にわたり、毎営業日に会社周辺の清掃活動を
行っており、周辺地域における環境美化の維持・向上
に努めている。

代表取締役 滝本 博
代表取締役1名、取締役2名、監査役1名
神戸市

新湊川を守り育てる会
しんみなとがわをまもりそだてるかい

会長 藤野 芙美子
役員19名、会員131名
広島市

森信建設株式会社
もりのぶけんせつかぶしきがいしゃ

代表取締役 森信 秀樹
代表取締役1名、取締役5名、監査役1名、
建設部門14名、介護事業19名

多年にわたり、地域の世代間のふれあいと周辺地域住
民との交流を通じて、水辺に親しみ、新湊川への愛着
と地域の絆が深まることを目指して、清掃活動・緑化
活動・イベント等を行っている。

森信建設株式会社は、平成11年4月頃から、日曜日・祝
日を除く、会社が営業する日は毎日、会社周辺道路の
清掃を16年にわたり続けている。

広島市

宮岡
みやおか

碇神社
福岡市

宮岡氏は、平成元年4月頃から、毎日、自宅周辺の道路
等の清掃活動を26年にわたって続けている。

清
きよし

責任総代

玄界校区自治協議会環境美化女性部
げんかいこうくじちきょうぎかいかんきょうびかじょせいぶ

玄界校区自治協議会環境美化女性部部長
構成員数 115名

梅田穂積

昭和30年以来続く定期的な海岸清掃は、地域に根付い
ており、多くの島民が草取りやごみ拾いに参加し、島
内の環境美化に貢献している。

平成２７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２７年６月１０日（水）／

団体名
株式会社東芝

大分工場

かぶしきがいしゃとうしば

おおいたこうじょう

式場：グランドアーク半蔵門）

功績概要
半導体製造の過程で排出される排水は、20％を当該工場で再利用。ま
た、当該工場独自の事前評価システムでバクテリアを用いた生物処理等
をはじめとした6つの処理方法より最適な排水処理を選択し環境リスク低
減を図っている。｢取水時よりもきれいに｣を掲げ、法定の水質基準より
も厳しい自主管理値を設定し、浄化した水を排水している。
また、当該工場では近隣の小学校で環境出前授業を行うほか、ビオ
トープやホタルの保全活動を地域と共に取り組むなど、パートナーシッ
プ構築の取組（地域コミュニケーション）も行っている。

