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北海道 花のある共睦まちづくり景観協議会

北海道 士別市自治会連合会
しべつしじちかいれんごうかい

秋田県 尾去沢 里山自然の会
おさりざわ さとやましぜんのかい

山形県 羽黒の森を守る会
はぐろのもりをまもるかい

福島県 大橋　功
おおはし　いさお

福島県 郡山市立桃見台小学校

茨城県 笠間市岩間環境美化推進協議会

茨城県 神田池を保全する会
じんでんいけをほぜんするかい

栃木県 青木　茂
あおき　しげる

有限会社アオキ　代表取締役

群馬県 館林草花クラブ
たてばやしくさばなくらぶ

群馬県 藤岡市立美九里東小学校

　
平成30年度環境保全功労者等受賞者一覧

（表彰式　平成30年６月13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

本協議会は、平成９年の発足以来、町内会の主要道路植
栽・管理を通して、地域の環境美化に積極的に取り組み、
豊かな地域づくりに貢献されています。

昭和62年から30年間、環境美化と犯罪の抑止を目的に、各
自治会をとおし花苗を全市に植える活動を続けている。

はなのあるきょうぼくまちづくりけいかんきょ
うぎかい

鉱山跡地周辺の緑少ない地に、地域と連携して桜やあじさ
い等を植樹・植栽し、里山の自然や花を育み親しもうと地
域の緑化に貢献してきた。

羽黒の森において、地元団体等と連携した植栽活動を行う
とともに、樹木の管理、散策路の整備に取り組み、地域の
自然環境や歴史を学ぶ機会を提供している。

環境美化パトロール員として、地域の環境美化のため指導
を行うとともに、美・図館周辺をきれいにし隊の代表とし
て先頭に立ち、清掃・美化活動を行っている。

校地内外の植栽等を行うとともに、平成26年度から校区内
の道路や公園、保育所、中学・高校、校区外の震災仮設住
宅等へ植栽したプランターを寄贈し交流を行う等環境美化
に取り組んでいる。

昭和57年に発足し、市内清掃（クリーン作戦）、不法投棄
の見回りや、環境先進企業等への視察研修等を実施し、環
境美化活動に取り組んでいる。

長年にわたり下野市の一般廃棄物収集運搬委託業に従事し
地域の廃棄物行政に積極的に協力、環境美化活動の推進等
を行ってきた。

学校周辺河川でのゴミ拾いや水質調査活動等を通じて、河
川の美化・浄化活動に取り組んでいる。

長年にわたり、花いっぱい運動を推進することにより、地
域の環境美化活動や環境美化意識啓発に貢献している。

こおりやましりつももみだいしょうがっこう

かさましいわまかんきょうびかすいしんきょう
ぎかい

森合欅台町内会長 、美・図館周辺をきれいに
し隊　代表

神田池の水質の管理や周辺の整備等，池の環境保全活動を
継続して実施している。同会の活動により「日本のため池
百選」に選定され，地域の環境美化の普及啓発に大きく貢
献している。

ふじおかしりつみくりひがししょうがっこう
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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 もりんど

埼玉県 三郷の川をきれいにする会
みさとのかわをきれいにするかい

千葉県 流山市倫理法人会
ながれやましりんりほうじんかい

千葉県 柏井きらくファーム 柏井きらく会

神奈川県 渡辺　重雄
わたなべ　しげお

遠藤あじさいの会　会長

神奈川県 和留沢自治会
わるさわじちかい

新潟県 新潟トヨペット株式会社
にいがたとよぺっとかぶしきかいしゃ

富山県 大町地区環境保健衛生協議会

富山県 高岡市立西条小学校ＰＴＡ

山梨県 櫻林　稔
さくらばやし　みのる

山梨県 富士吉田市立吉田中学校
ふじよしだしりつよしだちゅうがっこう

長野県 鎖川をきれいにする会
くさりがわをきれいにするかい

静岡県 焼津市花の会
やいづしはなのかい

市内河川の清掃を行うとともに、講習会や環境イベントな
ど、市主催のイベントに協力し、市の環境保全の啓発に尽
力している。

市内主要駅周辺の定期的な清掃活動の実施や、市主催の清
掃活動への意欲的な参加は、地域環境美化への貢献と、市
民の環境美化意識の高揚に寄与している。

除草や生垣の刈り込み、季節の花の植栽や手入れなどを行
い、農園周辺の清掃及び環境美化に取り組み、地域に残さ
れた緑ある美しい景観づくりにも貢献している。

小出川の河川浄化・不法投棄防止のために、あじさいの植
栽を行い、遠藤あじさいの会の会長として、美化運動活動
を推進している。

23年間にわたり、道路清掃や公園の整備など、少ない世帯
数ながら住民が団結して、環境美化意識を高く持ち、美化
活動に励み、快適な生活環境を維持している。

長年、県内各地の公園や公共施設などに花木の苗を植樹
し、地域住民の憩いの場を提供するとともに、店舗周辺の
清掃活動により地域に根ざした貢献活動をしている。

昭和60年から多年にわたり、地域の河川や海岸などの清掃
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。

昭和59年から多年にわたり、地域の歩道や学校周辺の清掃
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。

多年にわたり、流川河川敷の清掃作業に積極的に取り組ん
でいるほか、花の植栽等、地域美化活動及び意識の醸成に
大きく貢献している。

町内河川の水質調査や、子供たち対象の環境学習などの啓
発活動を実施し、都幾川周辺の住民の河川浄化意識や流域
の水辺環境の向上に貢献してきた。

かしわいきらくふぁーむ かしわいきらくかい

おおまちちくかんきょうほけんえいせいきょう
ぎかい

たかおかしりつさいじょうしょうがっこうぴー
てぃーえー

富士山登山や学区内でのゴミ拾い活動などの環境美化活動
を長年努めるとともに，リサイクルの取組も行っている。

花いっぱい運動を行政等と協力し合い地道に継続してい
る。また、会員の知識と技術の向上を常に図っており緑化
推進活動の模範となるものである。

鎖川をきれいにする会は、昭和49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。
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県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
静岡県 菊川市花の会

きくがわしはなのかい

愛知県 延藤　良春
えんどう　よしはる

愛知県 若杉　稔
わかすぎ　みのる

京都府 森本村づくり委員会
もりもとむらづくりいいんかい

大阪府 皆川　靖美
みながわ　はるみ

泉大津市衛生委員会副委員長

大阪府

奈良県 舟戸二丁目クリーン会
ふなとにちょうめくりーんかい

奈良県 友遊クラブ・みその
ゆうゆうくらぶ　みその

岡山県

広島県 槇本　聰
まきもと　さとし

山口県 上本　隆
うえもと　たかし

山口県 マロニエの森の会
まろにえのもりのかい

徳島県 徳島県立池田高等学校三好校

寝屋川再生ワークショップ・ねや川水辺クラブ

ねやがわさいせいわーくしょっぷ・ねやがわみ
ずべくらぶ

美化活動を通して綺麗な寄島園地を啓発し、寄島園地の広
く有意義な活用を推進することを目的に発足。毎月１回、
寄島園地と三郎海岸の清掃活動を行っている。

寄島園地清掃ボランティアみつやまクリーンク
ラブ
よりしまえんちせいそうぼらんてぃあくりーん
くらぶ

花の会専用のビニールハウスにて種から苗を育て、公共花
壇への植栽だけでなく、市民への無償配布を実施し、市民
からも称賛されている。

平成16年度から長きにわたり、地域環境保全委員等として
地域の環境保全活動・啓発・調査など、地域の環境美化に
多大な貢献をした。

長きにわたり地域環境保全委員として、地域の環境保全に
寄与されると共に、鳥類の研究・保護に関して長く活動す
るなど、多大な貢献をした。

上・中・下流域がいっしょになった広域的な河川の清掃活
動（竹野川クリーン大作戦）の取組や、堤防内の植栽・管
理、地域の小学校における環境学習への多面的な協力な
ど、多年にわたり環境美化及び環境啓発に尽力

昭和58年に泉大津市衛生委員に参画いただき、現在副委員
長と婦人部長を兼任しながら、本市の環境衛生・保健衛生
活動に取り組まれています。

寝屋川再生ワークショップ（寝屋川市の組織）とともに寝
屋川・淀川流域の環境美化を図る取組みを、市民・行政が
一体となって協働で進めてきた。

自治会内の道路、公園や公共施設などでの清掃活動及び花
いっぱい運動を継続的に実施し、地域の環境美化に大きく
貢献している。

自治会内での公園、公共施設などでの清掃活動や花いっぱ
い運動を長年に渡って取り組み、地域の環境美化に大きく
貢献している。

22年に渡り，公衆衛生推進委員として，美化活動，不法投
棄防止活動，学習会等を率先して実施したほか，課題や対
策を整理して実践するなど，地域の公衆衛生の発展に大き
く貢献した。

平成３年４月１日から現在に至るまで、自治会長、自治会
内の環境衛生部長や、真締川・塩田川をきれいにする協議
会及び新川コミュニティーの事務局長として、自治会内及
びその周辺の地域をこまめに巡回して、住民の意見を聞
き、融和と調整を図って、生活環境事業の改善を指導し、
明るい地域社会の構築に寄与している。

平成8年からの長年にわたり、落葉広葉樹を植栽する緑化
活動を継続するとともに、地域に根ざした活動の中で、環
境美化思想の普及啓発に貢献している。

希少野生植物・サギソウを培養し，地元の保存会と連携し
て植生回復に努めているほか，地域の清掃美化活動に定期
的に取り組んでいる。

新川校区コミュニティー推進協議会及び自治会
連合会事務局長

とくしまけんりついけだこうとうがっこうみよ
しこう
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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 宇多津町立宇多津中学校

うたづちょうりつうたづちゅうがっこう

愛媛県 田の上自治会
たのうえじちかい

福岡県 田中　明夫
たなか　あきお

筑後市環境衛生協議会 久富東支部支部長

長崎県 松原グラウンドゴルフ愛好会
まつばらぐらうんどごるふあいこうかい

熊本県 熊本市立河内中学校
くまもとしりつかわちちゅうがっこう

熊本県 富士フイルム九州株式会社

大分県 藤原　義令
ふじわら　よしのり

大分県 春木川を守る会
はるきがわをまもるかい

宮崎県 宮崎富士通コンポーネント株式会社

沖縄県 安謝川をきれいにする住民の会
あじゃがわをきれいにするじゅうみんのかい

札幌市 札幌弱電設備業協同組合

仙台市 仙台市河川愛護会
せんだいしかせんあいごかい

川崎市 河原町３号館老人クラブ相生会

ごみ分別の徹底・啓発とごみステーションや自治会館、水
路、神社・広場の清掃等を実施。地域環境美化に取り組ん
でいる。

当組合は、昭和57年以来36年間、毎年創成川の清掃を行
い、ごみのポイ捨て防止や環境保全意識向上の啓発活動を
行っている。

本校は香川県土木部が実施している香川さわやかロード事
業の認定を平成14年７月29日に受け、16年目になります。
私たちは、様々な活動に取り組んでおり、中でも夏休みに
実施している「夏ボランティア」では、全校生徒が自主的
に活動を選び取り組んでいます。

一年を通して従業員が工場周辺の清掃活動を行っている。
また、従業員家族も楽しみながらゴミ拾いに参加できる
ウォークラリーを開催している。

平成22年度から地域の活動とともに環境保全と緑化を中心
とした環境教育に取り組んでいる。生徒会整美委員会を中
心に、全校生徒・職員が、保護者・地域の方々と共に、活
動している。

雨水再利用や蒸気ドレイン水リサイクル等による節水を推
進。省資源化に努めている。また、配管類の地上化やタン
ク周辺の防液提設置などにより地下水汚染のリスク対策も
行っている。南阿蘇村では、水田涵養や水源涵養林事業な
ど年間を通して地下水保全活動を展開している。

平成７年から多年にわたり、安謝川での清掃活動を地域住
民とともに実施しており、安謝川の水質浄化等に大きく貢
献している。

今年度で設立50周年を迎え、長きにわたり河川の清掃や不
法投棄の防止等、河川の環境美化に積極的に取り組んでき
た功績がある。

みやざきふじつうこんぽーねんとかぶしきがい
しゃ

平成12年より、筑後市環境衛生協議会久富東支部長として
活動を始められ、永年にわたり環境衛生事業を積極的に推
進し、分別回収指導、ごみ減量化推進など、地域の模範と
なって活動されています。

推薦団体は平成７年１２月の設立以来、北部運動広場の除
草清掃やトイレ掃除等を実施している。また、近年は野岳
湖公園や駅周辺にも清掃活動範囲を広げ、環境美化の啓発
に努めている。

さっぽろじゃくでんせつびぎょうきょうどうく
みあい

長きにわたり河原町団地３号館周辺や府中街道の清掃活
動、街路樹の剪定に取り組み、河原町団地３号館周辺の美
化活動を通して地域の環境美化に大きく貢献している。

かわらまちさんごうかんろうじんくらぶあいお
いかい

ふじふいるむきゅうしゅうかぶしきかいしゃ

春木川校区６町合同で組織し、県や市と連携し、地域住
民、中学生及び小学生とともに春木川の清掃活動を実施し
ている。

昭和36年頃から雨の日以外毎日、朝夕の2回、地元の神
社・寺院の参道や手水舎、トイレなどの清掃を実施
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県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
川崎市 虹ヶ丘おやじの会

にじがおかおやじのかい

横浜市 塚　一男
つか　かずお

横浜市 山下町町内会
やましたちょうちょうないかい

相模原市 堤　正企
つつみ　まさき

相模原市 飯原　雪男
いいはら　ゆきお

名古屋市 香流川を守る会
かなれがわをまもるかい

大阪市 傍島　隆雄
そばじま　たかお

大阪市 苅田２丁目振興町会
かりたにちょうめしんこうちょうかい

広島市 住江　政人
すみえ　まさと

広島市 正守産業株式会社
まさもりさんぎょうかぶしきがいしゃ

昭和62年3月頃から、自宅から五日市南中学校周辺及び塩
屋神社周辺の清掃活動を31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。

平成9年4月頃から、会社周辺の道路の清掃を21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。

設立以来、長年にわたり虹ケ丘地区の公園と周辺街路樹の
緑化・整備を行っており、地域の環境美化の推進に積極的
に貢献をしており、その功績は極めて多大である。

長年、地域清掃やごみ集積場所の環境向上に取り組み、地
域のリーダーとして積極的に啓発活動を行う等、美化推進
に多大な功績をあげている。

観光地である横浜中華街を含む町内会区域にて、清掃活動
やごみ集積場所での啓発活動等を長年にわたり実施し、ま
ちの美化の推進に貢献している。

長年にわたり、毎日、広場及びその周辺の清掃活動を実施
し、地域の美化活動に多大な貢献をしている。

長年にわたり、公園の清掃活動や花壇の管理を行い、地域
の美化活動に多大な貢献をしている。

12年の長きにわたり、毎週４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。

31年の長きにわたり、毎週１～２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。

横浜市青葉区環境事業推進委員連絡協議会　会
長

香流川の清掃活動を春と秋の年二回実施し、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
に多大な貢献を寄与するもの。
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