
　　　　　　　　地域環境美化功績者功績内容等

県　別 氏名・年齢・住所・職業　　　　　　　　　　　　　　　　　活　　動　　内　　容 功　　　　　　　　　　　　績
北海道 豊富自然の会 設　　立 昭和58年4月13日 　昭和５８年から、子供たちとともに続けられてきた活動は

（とよとみしぜんのかい） 活　　動 緑化、清掃 地域の緑化及び環境美化を進めるとともに、環境保全思想・
従事年数　　　２０年 環境美化思想の普及に貢献している。

天塩郡豊富町西１条５ 年間活動日 随時
代表者　　村元正己 活動範囲 町内
構成員　　６１名
　　　　　　　(会員３2名　生徒２９名)

北海道 稚内市立稚内西小中学校 設　　立 明治33年11月1日 　昭和４８年以来、毎年、地元にある海水浴場において、
(わっかないしりつわっかないにししょうちゅうがっこう） 活　　動 清掃、美化啓発 オープン前に地元町内会、老人クラブ等とともに、活動の

従事年数　　　３０年 中心となってボランティアの清掃活動を続け、公共的に
稚内市豊浜ルエベンルモ 年間活動日 ７月中旬 利用する海水浴場の環境美化に貢献している。
代表者　　校長　岡田京二 活動範囲 海水浴場 　また、近年はこの活動に賛同する団体が増え、地域環境
構成員　　４５名 美化活動の普及啓発にも貢献している。
　　　　　　(児童生徒３２名　教員１３名)

青森県 百石町立甲洋小学校　 設　　立 昭和40年4月1日 　平成２年から、身近な地域の自然環境を守ろうと二川目
（ももいしちょうりつこうようしょうがっこう） 活　　動 浄化、清掃、美化啓発 地区の海岸のゴミ拾い・ゴミの分別を実践し、町民の模範

従事年数　　　１３年 となっている。また、砂浜清掃活動を通じて、地域の自然
上北郡百石町一川目4-6-10 年間活動日 随時 保護・環境美化意識の普及啓発に貢献している。
代表者　　校長　小向周一 活動範囲 二川目海岸
構成員　　２３５名
　　　　　　　(児童２１９名　職員１６名)

宮城県 工藤　發朗 活　　動 清掃、美化啓発 　地域内の河川、公園、道路などの清掃をはじめ、多くの
（くどうはつろう） 従事年数　　　46年 地域環境衛生活動に取り組み、地域住民の自然保護、環
８３歳 年間活動日 随時 境美化意識の普及啓発に尽力した。
登米郡東和町米川字町下54-1 活動範囲 町内
米川五日町衛生協力会会長



秋田県 佐藤　信吉 活　　動 緑化、清掃、美化啓発 　昭和５６年から長年「比内町美しい郷土づくり運動の会」
（さとうしんきち） 従事年数　　　22年 会長として清掃・緑化等の実践活動と環境保全への意識
７５歳 年間活動日 随時 の啓蒙を行うなど、比内町及び大館北秋地域の環境美化・
北秋田郡比内町大葛字森越54-1 活動範囲 比内町及び大館北秋地域 生活環境改善に尽力した。
比内町美しい郷土づくり
　　　　　　　　　　　　運動の会会長

山形県 高橋　誠一 活　　動 清掃、美化啓発 　栗駒国定公園の登山道の維持管理を行うとともに、清掃
（たかはしせいいち） 従事年数　　　25年 活動を行い、公園内の清潔の保持に尽力している。
６２歳 年間活動日 随時 　また、登山客に対して、ゴミの持ち帰りの指導や、利用の
新庄市萩野29 活動範囲 栗駒国定公園内 マナーについての普及啓発に努め、地域環境の美化に貢献
山形県自然公園管理員 している。

福島県 吉田　勇二 活　　動 清掃 　約２７年にわたり、個人で駅前広場、バスターミナル、駐
（よしだゆうじ） 従事年数　　　27年 輪場、周辺道路等の公共空間の清掃活動を毎朝休むこと
８４歳 年間活動日 毎朝 なく実施している。また、地区老人会の会長として、老人会
いわき市泉町1-1-10 活動範囲 駅前広場、周辺道路等 としても清掃活動を実施しており、地域の環境美化に積極

的に取り組んでいる。

福島県 只見ボランティアしゃくなげ会 設　　立 昭和51年10月1日 　昭和51年の設立以来26年間、毎年降雪までの期間月１
（ただみぼらんてぃあしゃくなげかい） 活　　動 緑化、清掃 回JR只見駅の清掃奉仕活動や花壇の造成、花の植栽、

従事年数　　　26年 手入れといった美化活動に尽力した。JR只見駅は今年度
南会津郡只見町大字只見宮前 年間活動日 月1回 全国花いっぱいコンクール福島県審査の結果、優良賞を
　　　　1390（只見地区センター内） 活動範囲 JR只見駅周辺 受賞した。
代表者　　目黒タマキ
構成員　　２０名

茨城県 大洋村女性連絡協議会 設　　立 昭和57年5月1日 　活動スローガンに「地球を守る環境保全対策の推進｣な
（たいようむらじょせいれんらくきょうぎかい） 活　　動 清掃、美化啓発 どを掲げ多年にわたり空き缶回収・ごみ拾い等による村内

従事年数　　　21年 環境美化や、石けん・堆肥づくりによる環境保全意識の高
鹿島郡大洋村大字汲上2601 年間活動日 随時 揚、普及啓発に取り組んでいる。
　　　　　　　大洋村立中央公民館 活動範囲 村内
代表者　　本澤ハツヱ
構成員　　２２０名



栃木県 矢場川に清流を取り戻す会 設　　立 平成4年1月15日 　生活排水や工場排水、ごみの投棄等による汚染で魚が
（やばがわにせいりゅうをとりもどすかい） 活　　動 浄化 棲めなくなった矢場川の清掃活動に取り組み、たくさんの

従事年数　　　11年 魚が泳ぐ川に回復させた。また、地域の美化活動は、地域
足利市羽刈町650 年間活動日 随時 住民の責任と考え、実践活動を通して、地域の自然保護、
代表者　　新藤義二 活動範囲 矢場川周辺 環境美化意識の普及啓発に尽力した。
構成員　　1団体　1,300名

群馬県 草津町立草津中学校 設　　立 昭和22年4月29日 　昭和56年以来、自然保護の精神を育てることを目的に、
（くさつちょうりつくさつちゅうがっこう） 活　　動 コマクサの植栽と保護活動 上信越高原国立公園の本白根山にコマクサの苗と種子を

従事年数　　　22年 2万本、10万粒を植えてきた。併せて花の時期には保護
吾妻郡草津町大字草津464-27 年間活動日 随時 パトロールや保護看板を設置するなど地道な活動の結果、
代表者　　校長　宮崎権一 活動範囲 上信越高原国立公園 絶滅しかけたコマクサの群落がほぼ復元されるなど、環境
構成員　　7学級　１９４名 美化活動と自然保護活動に大きく貢献した。

千葉県 髙野　利夫 活　　動 浄化、美化啓発 　地元自治体で組織する新川汚染防止対策協議会の水質
（たかのとしお） 従事年数　　　29年 モニターとして２９年間の長きにわたり、新川の水質状態や
７７歳 年間活動日 随時 生育する魚等の観察及び浮遊ごみの除去を行うとともに、
旭市井戸野1323 活動範囲 新川周辺 不法投棄者の監視指導を日課とし、河川の浄化活動及び

環境美化活動に尽力している。

神奈川県 上田　滋 活　　動 清掃、美化啓発 　昭和52年4月から現在に至るまで、クリーンよこすか市民
（うえだしげる） 従事年数　　　29年 の会役員として会の運営及び活動に率先して取り組んで
５５歳 年間活動日 随時 いる。
横須賀市公郷町3-60-3 活動範囲 市内、町内 　また、同会推進部副部会長として、啓発、清掃、実践活動
クリーンよこすか市民の会 において、その指導力を発揮し、地区委員会としては、地区
　　　　　　　　　　　　　　　常任幹事 住民のリーダーとして率先して活動するとともに、地区活動

の指導啓発に貢献するなど、その功績は多大である。

神奈川県 高柳　英麿 活　　動 緑化、美化啓発 　昭和４９年から鎌倉市の中心部の若宮大路に桜の植樹を
（たかやなぎひでまろ） 従事年数　　　29年 行い、以後も定期的に植樹と植栽管理を続けるとともに、植
７０歳 年間活動日 随時 栽管理に協力した市民ボランティアグループをまとめて、平
鎌倉市御成町14-14 活動範囲 市内 成元年には「かまくら緑の会」を発足させ、会の代表として
㈱カトレヤ代表取締役 市内各地で桜を中心とした植樹活動を続けながら緑の手入

れ、緑化知識の普及、啓発活動を活発に推進し、古都鎌倉
の豊かな緑を育む運動に多大な貢献をした。



新潟県 柏崎市立第三中学校 設　　立 昭和22年5月16日 　多年にわたり、十数キロに及ぶ校区内の海岸の清掃を
（かしわざきしりつだいさんちゅうがっこう） 活　　動 浄化、清掃 行い、自然保護・環境美化活動に尽力した。

従事年数　　　13年 　平成2年以来、週番委員会の生徒が付近の国道８号線
柏崎市新赤坂1-2-10 年間活動日 毎週 の地下道を毎週清掃し、地域の環境美化活動に尽力した。
代表者　　校長　小林和徳 活動範囲 校区内
構成員　　４４８名

富山県 立山町保健衛生協会新川支部 設　　立 昭和48年7月1日 　昭和48年以来、地域住民が一体となって快適で住みよい
（たてやままちほけんえいせいきょうかい 活　　動 浄化、清掃 生活環境の保全を図るため、河川、公園、道路などの公共
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にいかわしぶ） 従事年数　　　29年 施設の除草、空き缶拾い等を年間を通じて実施しており、

年間活動日 毎週 地域住民の活動として定着してきている。
中新川郡立山町若林37 活動範囲 町内 　また、犬等のフン害防止、不法投棄の禁止、ポイ捨て禁止
代表者　　廣田増雄 等の立て看板を設置するなど地域住民の環境保全意識の
構成員　　１２団体　９６２名 啓発に貢献している。

山梨県 伏見　武芳　（ふしみたけよし）　８９歳 活　　動 緑化 　山中湖村内４５ヶ所の花壇への植花や給水などのボラン
秋永　輝子（あきながてるこ）　８４歳 従事年数　　　35年 ティア活動の基礎を築き、活動の中心となって指導を行う

年間活動日 随時 とともに３０年以上に渡り、村内の国道、県道、湖畔沿の
南都留郡山中湖村平野506 活動範囲 山中湖村内 花壇の世話を続け、地域の環境美化に貢献した。
観光宿泊業

長野県 八坂村立八坂中学校生徒会 設　　立 昭和22年4月1日 　昭和５７年以来、２１年間にわたり自分達の住む村を美し
（やさかそんりつやさかちゅうがっこうせいとかい） 活　　動 清掃、美化啓発 く誇りあるものにしておきたいという思いから、生徒会（全

従事年数　　　21年 校生徒）が自発的に通学道路を主体に村内各道路のガー
北安曇郡八坂村11648 年間活動日 年3回 ドレール・カーブミラー磨き、空き缶・空きビン拾いを年３回
代表者　　勝野翔太 活動範囲 村内 行い、環境美化活動に尽力するとともに、地域住民への
構成員　　1団体　５１名 環境美化意識の普及啓発に貢献している。

長野県 八坂村公共土木施設愛護会 設　　立 昭和43年8月20日 　昭和４３年に本会を設立以来、３５年の永きにわたり毎年
（やさかむらこうきょうどぼくしせつあいごかい） 活　　動 浄化、清掃、美化啓発 ４回の愛護週間を設定し、村内全所において道路・側溝の

従事年数　　　35年 清掃及び補修、周辺の草刈り、河川の清掃、地すべり防止
北安曇郡八坂村1108-1 年間活動日 年4回 施設等の清掃を行い、更に積雪時には除雪の援助を行う
代表者　　佐藤孝 活動範囲 村内 など、環境美化活動に尽力するとともに「自らの地域は自
構成員　　1団体　３６９名 らの手で美しく」をモットーに地域住民への環境美化意識

の普及啓発に貢献している。



岐阜県 七宗町立神渕中学校生徒会 設　　立 昭和25年5月1日 　地域の清流神渕川やその支流の中や周辺の様々なごみ
（ひちそうちょうりつかぶちちゅうがっこうせいとかい） 活　　動 浄化、清掃 の回収をはじめ、公園や道路の清掃活動を行い、地域の

従事年数　　　11年 環境美化活動に尽力するとともに、地域住民の環境美化
加茂郡七宗町神渕9858 年間活動日 随時 意識の啓発にも貢献した。また、家庭・地域・学校の連携
代表者　　福井孝和（生徒会長） 活動範囲 神渕川周辺 意識を高め、郷土愛を育むとともに、木造旧校舎の清掃等
構成員　　1団体　８７名 学校環境の美化活動に尽力し、学校の伝統を築くことに

貢献した。

京都府 綾部市連合婦人会 設　　立 昭和26年3月 　多年にわたり、手作り石けんの使用や洗剤を使わない
（あやべしれんごうふじんかい） 活　　動 美化啓発 アクリルたわしの使用をはじめとする河川の水質保全活動

従事年数　　　29年 など、地域に根ざした活動を行い、地域環境美化に関する
綾部市西町1-4-1　綾部市I･Tﾋﾞﾙ内 年間活動日 随時 実践と普及活動に尽力した。
代表者　　四方みち子 活動範囲 市内
構成員　　１２団体　2,800名

大阪府 和泉を美しくする会 設　　立 昭和56年4月1日 　昭和56年以来、市全域において、公園、道路等の散乱
（いずみをうつくしくするかい） 活　　動 清掃 空き缶の回収、また、平成６年から新聞、雑誌、段ボール等

従事年数　　　22年 の集団回収を行い地域環境美化意識の普及啓発、ごみの
和泉市青葉台2-23-20 年間活動日 随時 減量化・資源化に尽力した。
代表者　　中田信雄 活動範囲 市内
構成員　　５０名

大阪府 吟友会 設　　立 平成３年 　町内の道路付帯ポケットパークの定期的な清掃及び除草
（ぎんゆうかい） 活　　動 清掃 活動を行っており、大阪府からはアドプトロードプログラム

従事年数　　　12年 の委嘱団体として認定され、大阪外環状線野田地区内ポ
泉南郡熊取町大久保中1-1-7 年間活動日 随時 ケットパークの清掃活動を行っている。
代表者　　中西冨美子 活動範囲 町内
構成員　　1団体　５名

山口県 埴生婦人会 設　　立 昭和４６年４月 埴生地区における国道２号線、山陽オートバイパス道路路線
（はぶふじんかい） 活　　動 清掃、美化啓発 の清掃を、３１年間のながきにわたり、隔月行うとともに、史跡

従事年数　　　３２年 である「和泉式部の墓」の清掃活動をも継続して実行しており、
山口県厚狭郡山陽町埴生東側525-1 年間活動日 ２ヶ月に１度 地域住民の環境美化意識の普及啓発に尽力している。
代表者　　桐原 保子 活動範囲 国道、史跡 平成６年からは、ごみの減量化とリサイクルのため、アルミ缶、
構成員　　１３０名（８支部） 古紙などの回収を行い、その結果生じた売却益を地域の社会

福祉協議会や特別養護老人ホームなどへ寄付することにより、
地域住民の省資源・省ｴﾈﾙｷﾞｰ意識の普及啓発に貢献している。



香川県 財田町 森自治会 設　　立 平成2年4月1日 財田川の河川敷において、平成２年から清掃作業を行い始めた。
（さいたちょう もりじちかい） 活　　動 緑化、浄化、清掃 平成３年からは、本自治会婦人部を中心に河川敷で花壇を設置

従事年数　　　１３年 することとあわせて、花づくり講習会を積極的に開催するなど地域
三豊郡財田町財田上２１０３ 年間活動日 随時 の緑化運動に貢献した。
代表者　　大林 邦守 活動範囲 財田川河川敷
構成員　　１５名

愛媛県 宇都宮　傳 活　　動 清掃、美化、緑化 地域内の公共施設や県道・町道の空き缶、ごみ屑拾いを
（うつのみや　つたえ） 従事年数　　　２６年 はじめ、ＪＲ下宇和駅ホームの花壇に植栽している約6000
８６歳 年間活動日 １月７回×１２月　年８４回 本の菖蒲の維持管理や駅前広場の清掃活動を行い、地域
愛媛県東宇和郡宇和町大字皆田1842 活動範囲 下宇和駅ホーム・駅周辺、 環境美化活動の中心的指導者として環境美化活動に尽力
農業 県道・町道沿線等 した。

高知県 北川　勝一 活　　動 清掃、美化、緑化 仁淀川河川敷に位置する宮ノ前公園の花畑（コスモス）
（きたがわ　しょういち） 従事年数　　　１５年 づくり、清掃活動により公園の環境美化及び商店街の
７４歳 年間活動日 随時 花街道づくりや清掃活動など美化活動に尽力。
高知県高岡郡越知町越知甲２５０５ 活動範囲 宮ノ前公園、商店街
コスモスのまちづくり推進会会長

長崎県 小佐古老人クラブ天寿会 設　　立 昭和４０年３月 昭和４０年３月の設立以来、老人会活動の一環として
（こさころうじんくらぶてんじゅかい） 活　　動 清掃 町内からＪＲ大村駅に通じる歩道トンネル内の清掃、

従事年数　　　３８年 空き缶等のポイ捨てゴミの回収作業、町内の小佐古
長崎県大村市武部町７４１－１１ 年間活動日 月２回 公園の清掃を月２回行い、町内の環境美化活動に尽
代表者　　大窪　月義 活動範囲 町内トンネル、小佐古公園 力した。
構成員　　５６名

長崎県 石橋　辰雄 活　　動 清掃 町内を流れる雨水側溝の泥さらい、ポイ捨てゴミの回収
（いしばし　たつお） 従事年数　　　１３年 作業を毎月１回程度１３年余にわたり行い、町内住民の
６７歳 年間活動日 月１回 環境美化意識の普及、啓発に尽力した。
長崎県大村市古町２－１８１０ 活動範囲 古町内



熊本県 熊本市立東野中学校 設　　立 昭和37年4月1日 生徒指導上困難な時期が続いた学校を、緑化・美化活動
（くまもとしりつひがしのちゅうがっこう） 活　　動 清掃、美化、緑化 を通して再建する取り組みである。生徒と教師が一体となり、

従事年数　　　７年 全校をあげて、学校内外の清掃や緑化活動に励み、学校を
熊本県熊本市東野３－６－５０ 年間活動日 随時 含めた地域が生き生きと蘇った。保護者や地域の支援も得
代表者　　前川　隆道 活動範囲 学校周辺、校区の道路、 られ、生徒の心は豊かさを取り戻した。学校や地域が緑と花
構成員　　生徒６２７名　職員３６名 公民館 で彩られる環境美化活動が、生徒の心の教育につながった

実践である。

大分県 メルヘンしゃぼん工房 設　　立 平成３年８月 平成３年度以来、「子どもたちが安心して遊べる川へ」という
（めるへんしゃぼんこうぼう） 活　　動 河川浄化 思いのもと、食廃油を回収し、環境にやさしい石けん作りを

従事年数　　　１１年 毎週火曜日、３班に分かれ実施してきた。各種のイベントにも
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足 年間活動日 随時 積極的に参加し、かいわれ大根の発芽実験や、合成洗剤で
代表者　　長尾　幸之助 活動範囲 町内全域 洗った布と食廃油石けんで洗った布の水の吸収力比較実験
構成員　　１９名 等普及啓発活動を通じて地域の水環境保全に尽力した。

宮崎県 高岡町老人クラブ連合会 設　　立 昭和３９年４月 昭和５９年以来、町内の各老人クラブが町内の公園の清掃
（たいかおかちょうろうじんくらぶれんごうかい） 活　　動 清掃 活動を行うなど地域の環境美化活動に尽力した。

従事年数　　　１９年
宮崎県東諸県郡高岡町大字５－２７２ 年間活動日 ３０回
代表者　　錦田　實 活動範囲 高岡町天ｹ城公園内
構成員　　１５団体　６９９名

鹿児島県 財部町北地区公民館 設　　立 昭和２８年 「環境保全推進の町」を宣言している財部町において先駆的
（たからべちょうきたちくこうみんかん） 活　　動 清掃、美化、緑化 取組として、子どもと大人が一体となった地域ぐるみでまた町

従事年数　　　８年 が進める道の美化里親制度への積極的な参加により道路
鹿児島県曽於郡財部町下財部６６５０ 年間活動日 随時 清掃、河川清掃や花壇づくり、学校や公民館、駅、道路沿い
代表者　　富山　治雄 活動範囲 道路、河川、学校、公民館 へのプランター設置やそれらの管理等教育と環境をあわせた
　　　　　　　財部町北地区公民館館長 駅 花のまちづくりへの取組等を通して地域の環境保全、環境美
構成員　　８名 化に多大な貢献をしている。



川崎市 中島　忠三 活　　動 浄化、清掃 川崎市子ども会連盟連盟長として、また美化運動実施
（なかじま　ちゅうぞう） 従事年数　　　１８年 川崎支部の理事として、多年にわたり美化活動に尽力
７８歳 年間活動日 随時 した。特に毎年春に実施する多摩川美化活動においては、
川崎市川崎区渡田２－１３－１４ 活動範囲 多摩川、公園周辺 青少年・保護者の参加を促し、清掃活動の中心的役割を
川崎市美化運動実施川崎支部前理事 果たした。また、次世代を担う青少年に対し、清掃活動を

通して河川愛護意識の高揚・啓発に努めるなど、川崎区を
代表する美化活動のリーダーとして、その功績は誠に
顕著なものがある。

川崎市 齋藤　美代 活　　動 清掃、美化、緑化 大ｹ谷戸小田中町会婦人部役員に就任以来、婦人部員の
（さいとう　みよ） 従事年数　　　３６年 先頭に立ち、道路公園の清掃を毎月実施し、町内美化に
７４歳 年間活動日 月６回×１２月　　７２回 成果を上げている。また、区内婦人部連絡協議会では会長
川崎市中原区上小田中３ー１５－４３ 活動範囲 大戸地区を中心に中原区全域 を歴任し、団体として区全体の美化活動へ積極的に参加する
園芸店勤務 よう推進した。自身はまた美化支部理事として捨看板整理や

花いっぱい運動に貢献。現在も廃棄物減量指導員理事を務め、
美しく住みよいまちづくりに尽力している。

横浜市 松村株式会社　松雄会 設　　立 昭和３５年 昭和３５年以来、連帯意識が希薄になりがちな事業所地区の
（まつむらかぶしきかいしゃ　しょうゆうかい） 活　　動 清掃、美化、 中にあって、毎月１回、定期的に松村（株）松雄会が中心と

従事年数　　　４２年 なって、周辺事業所や地域に呼びかけ、町内会全域の美化
横浜市中区住吉町１－１３　松村ビル 年間活動日 １回×１２月　　１２回 清掃活動に尽力している。
代表者　　　松村　俊幸 活動範囲 町内
構成員　　　４６名

名古屋市 町を美しくする運動守山区推進委員会 設　　立 昭和38年2月15日 「町を美しくする日」、クリーンキャンペーンなどによる地域美化
（まちをうつくしくするうんどうもりやまくすいしんいいんかい） 活　　動 清掃、美化啓発、緑化 の啓発及び清掃活動の推進、花いっぱい運動や緑の募金

従事年数　　　４０年 運動による緑化推進の助成、その他ノーポイ運動、空地を
名古屋市守山区小幡１－３－１ 年間活動日 随時 きれいにする運動、違反広告物をなくす運動などの実施に
代表者　　委員長　舩戸　征司 活動範囲 守山区全域 尽力するとともに、区内の各種団体、行政機関等と連携して、
構成員　　　３２名 地域環境美化に貢献した。



京都市 大原観光保勝会 設　　立 昭和３０年８月 昭和３０年に、大原を訪れる観光客に快適な観光をもたらす
（おおはらかんこうほしょうかい） 活　　動 清掃、緑化 ことを目的として発足して以来、大原一円の清掃活動や桜・

従事年数　　　４７年 紅葉の植樹を積極的に行ってきた。近年、コスモス、レンゲ、
京都市左京区大原来迎院町８１－２ 年間活動日 年３回 菜の花の植え付けに取り組んでいるほか（大原を花で埋める
代表者　　　山本　英和 活動範囲 大原一円 花いっぱい運動）、蛍の育成もはじめる。さらに、この地域で
構成員　　　８０名 代表的な木造、瓦葺き、白壁づくりの民家を保存し、山里と

しての魅力ある大原を守っている。

大阪市 山村　正一 活　　動 清掃、美化、緑化 昭和５５年４月から２３年間もの永きにわたり、毎月第１
（やまむら　まさかず） 従事年数　　　２３年 日曜日には近隣の有志を誘い史跡道路およびその周辺
８２歳 年間活動日 １回×１２月　　１２回 の清掃美化に努められ、住民の美化意識向上に対する
大阪市中央区上町１－１２－２０ 活動範囲 史跡道路 功績はきわめて大きく、史跡道路愛護会の役員として

永年努められ、地域住民の感謝の声も高い。

広島市 畔　幸敏 活　　動 清掃 昭和３５年より、週１回、今日まで、ＪＲ七軒茶屋駅周辺、緑井七丁
（ぐろ　ゆきとし） 従事年数　　　４３年 目の八木用水沿いの道路、近くの権現山に至る道路を１日かけて
７６歳 年間活動日 週１回×４×１２　　年４８回 清掃している。
広島市安佐南区緑井７－１５－５－１３ 活動範囲 七軒茶屋駅周辺、

　八木用水沿道路
権現山に至る道路

北九州市 みんなで天籟寺川を美しくする会 設　　立 昭和５８年８月 多年にわたり、地域住民が協力し河川の除草及び清掃、
（みんなでてんらいじがわをうつくしくするかい） 活　　動 清掃、美化、緑化 空缶、空瓶等を拾う美化活動を行うと共に、川を通じた

従事年数　　　１９年 地域づくりも積極的に進め、子ども会に呼びかけ川まつり等
代表者　　大津留　壽賀男 年間活動日 １回×１２月　１２回　他２回 を開催し、環境美化意識の普及啓発にも努めている。
構成員　　１２９名 活動範囲 天籟寺川


