
○環境保全功労者表彰 　7件（7名）
氏名（又は団体名） 功績概要

鈴木　規之

すずき　のりゆき

国立研究開発法人国立環境研究所　企画部　フェロー

佐 　浩

さわき　ひろし

公害健康被害補償不服審査会 専門委員

佐々木 隆一郎

ささき　りゅういちろう

公害健康被害補償不服審査会 専門委員

酒井　文和

さかい　ふみかず

石綿健康被害判定小委員会　専門委員

畠山　雅行

はたけやま　まさゆき

石綿健康被害判定小委員会　専門委員

矢原 徹一

やはら てつかず

一般社団法人九州オープンユニバーシティ　理事

万福 裕造

まんぷく ゆうぞう

福島県での原発事故後の環境再生事業に関し、国や県、市町村、住民など
の幅広いステークホルダーとの主要な調整役等を担い、事業の実現・円滑
な実施に大きく貢献した。

3

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者が行う審査請求
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。

7

植物の生態及び保全生態学について深い見識を持ち、絶滅危惧種をはじめ
とした野生生物の保全に大きく貢献する活動を行っている。

環境中の有害化学物質の挙動の解明・予測手法及び曝露評価の学術研究に
おいて功績を挙げることにより、リスク評価等の環境行政の推進に貢献し
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者が行う審査請求
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。

石綿関連疾患の放射線医として、個々の認定申請者の医学的判定や審査困
難症例の判定のための意見を述べるなど、平成18年の石綿健康被害救済制
度開始時より石綿健康被害救済制度の運営に尽力するとともに、石綿ばく
露者の健康管理に係る試行調査事業、石綿読影の精度確保等調査事業等に
携わるなど、環境行政の推進に多大なる貢献を果たした。

石綿関連疾患の放射線医として、個々の認定申請者の医学的判定や審査困
難症例の判定のための意見を述べるなど、平成18年の石綿健康被害救済制
度開始時より石綿健康被害救済制度の運営に尽力するとともに、本制度に
係る医療従事者育成事業等に携わるなど、環境行政の推進に多大なる貢献
を果たした。

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構　上級研究員
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54件（22名、32団体）
県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要

青森県 久保田　勝二
くぼた　かつじ

青森県 上原　稔

岩手県 加藤　直子
かとう　なおこ

秋田県 佐藤　英明
さとう　ひであき

高等専修学校秋田クラーク高等学院　講師

秋田県 秋田県立秋田北鷹高等学校　緑地環境科　森林環境コース

山形県 元泉地域農地・水・環境保全組織運営委員会

山形県 株式会社トーホー
かぶしきがいしゃとーほー

茨城県 吉武　和治郎
よしたけ　わじろう

茨城県 特定非営利活動法人エコ・グリーンいばらき
とくていひえいりかつどうほうじんえこ・ぐりーんいばらき

栃木県 加藤　高伸
かとう　たかのぶ

栃木県 田村　和洋
たむら　かずひろ

有限会社田村金物商店　代表取締役

栃木県 藤島　拓
ふじしま　たく

株式会社日本環境整備　代表取締役社長

群馬県 高崎市立塚沢小学校
たかさきしりつつかさわしょうがっこう

かまいし環境ネットワーク代表　釜石市地球温暖化対策
地域協議会代表

あきたけんりつあきたほくようこうとうがっこう　りょ
くちかんきょうか　しんりんかんきょうこーす

もといずみちいきのうち・みず・かんきょうほぜんそし
きうんえいいいんかい

茨城生物の会監事、かさま環境を考える会会長、茨城県
環境アドバイザー

学校とＰＴＡと地域が協力し、ペットボトルキャップの回
収活動や節電・節水啓発活動など、積極的に環境教育を実
践している。

今後の地域を担う次世代の子どもたちを対象とした、町唯
一の「在来めだか」を活かした環境教育と環境保全の取組
みを推進している。

7

自社ブランドのLEDランプやクラウドシステムによる電力監
視や空調設備・照明設備等の自動制御により効率化を図る
エネルギーマネジメントシステムの企画・開発等を行い、
各種省エネ機器の販売・施工を通じて、多くの企業の省エ
ネルギー化を推進し、脱炭素社会の構築に貢献している。

9

水戸市内の荒廃した里山の整備に取り組み、児童や市民に
里山の大切さを感じられる機会を提供している。また、講
演会や野鳥観察会を継続的に実施し、環境保全思想の普及
啓発に貢献している。

茨城生物の会発足時から長期間事務局長を務め、自然観察
会や中高生研究発表会の企画運営を行い、また、茨城県環
境アドバイザー等として講演も実施しており、環境学習の
推進に貢献している。

県廃棄物不法投棄監視員として、長きにわたり不法投棄事
案の早期解決等に寄与するなど、地域の環境保全活動の推
進に大きく貢献している。

○地域環境保全功労者表彰
県地球温暖化防止活動推進員として、小学校や各種イベン
トで環境出前講座の講師を務めるなど、地域の環境保全活
動の推進に大きく貢献している。

身近な自然をフィールドとした環境学習や地域における地
球温暖化防止対策活動を通じ、自然との共生を重点とした
自然保護思想・知識の普及、地球温暖化防止の推進に貢献
している。

整備を希望する個人所有の森林に対して、生徒がボラン
ティアで、保育作業全般を行い、間伐木を木質バイオマス
や木材加工品として活用し環境保全に貢献した。

特定非営利活動法人青森県環境パートナーシップセン
ター　副代表理事

栃木県における工場・事業場の環境保全に関する知識・技
術の向上に取り組むほか、地域の環境保全振興に尽力して
いる。

長年にわたり一般廃棄物収集運搬委託業に従事し、資源物
のリサイクルを通じて持続可能な社会を目指した取り組み
を続けている。

後進の指導育成に努めるとともに、浄化槽の信頼性を高め
るため、低迷していた法定検査の受検率向上の推進に携
わった。
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13

理科教員、県教育委員会環境教育担当指導主事及び環境教
育に関わるNGO代表として、環境教育の実践、地球温暖化防
止活動の普及啓発を行った。

うえはら　みのる

株式会社クボタ　宇都宮工場　生産技術課　環境チーム
長
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県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
群馬県 館林ムジナモを守る会

たてばやしむじなもをまもるかい

埼玉県 彩の国環境大学修了生の会

千葉県 桑波田　和子
くわはた　かずこ

千葉県 内山　明治
うちやま　あきはる

千葉県地球温暖化防止活動推進員

神奈川県 湘南・省エネネットワーキング
しょうなん・しょうえねねっとわーきんぐ

神奈川県 学校法人平岡学園 平岡幼稚園

新潟県 特定非営利活動法人　木と遊ぶ研究所

新潟県 NPO法人　かみえちご山里ファン倶楽部

富山県 一般社団法人　黒部川扇状地研究所

山梨県 山梨県立上野原高等学校
やまなしけんりつうえのはらこうとうがっこう

山梨県 北杜市立明野中学校
ほくとしりつあけのちゅうがっこう

長野県 永明寺山ふれあいの森を創る会
えいめいじやまふれあいのもりをつくるかい

愛知県 成瀬　一郎
なるせ　いちろう

さいのくにかんきょうだいがくしゅうりょうせいのかい

東海国立大学機構 名古屋大学 未来材料・システム研究
所 所長・教授

平成21年に園地にビオトープを造成し、地域の生物多様性
の保全と、それを基盤とした教育活動を多年にわたって実
施している。

地域への感謝の意を込めてJR上野原駅及び学校周辺通学路
の清掃活動を継続した。また、学校設定科目の「環境総合
科学」の授業を通して生徒の環境保全意識を涵養し続けて
いる。

24

気象観測委員会の活動を通じて、環境保全、地域の自然資
源の有効利用の大切さを学ぶとともに、地域の自然環境の
維持・保存に誇りと愛着を育む活動を長年にわたり実践し
ている。

25

永明寺山において、里山整備活動や植物保全活動に取り組
むとともに、地元小・中学校への環境学習支援を行うな
ど、環境保全活動に貢献している。

21

上越市の西部中山間地域で、山里の自然、景観、文化、地
域産業を「守る・深める・創造する」ことを理念とし、多
面的な地域づくり活動に取り組む。

22

水環境に関する研究発表会や体験会を通じて、地域住民や
子ども達への環境教育、環境保全活動の普及啓発に尽力し
ている。

とくていひえいりかつどうほうじん　きとあそぶけん
きゅうじょ

えぬぴーおーほうじん　かみえちごやまざとふぁんくら
ぶ

いっぱんしゃだんほうじん　くろべがわせんじょうちけ
んきゅうじょ

18

SDGsの考え方に基づき、持続可能な環境共生社会をめざし
て、普及啓発活動などにより社会の複合的な課題を解決す
る為に取り組んでいる。

特定非営利活動法人環境パートナーシップちば代表理事

15

20

会員及び森林保全と環境保護を願う市民に対して、ボラン
ティア活動、森林に関する調査・研究・啓蒙活動等を行
い、森林及び環境保全に寄与した。

平成11年に印旛沼の水質浄化活動を始めて以来、広域的に
谷津・里山や自然環境の保全のため活動を行い、長年にわ
たり千葉県の環境・自然保護行政に大きく貢献した。

２０年以上に亘り県内全域、県民対象に４課題(地球温暖
化、化学物質、生活資源循環、自然環境教育)に取り組み、
県や自治体と連携して、公開講座や講師派遣、イベント開
催、環境啓蒙冊子作成・配布、児童対象の環境教育アシス
タントなどを実施している。

平成13年に千葉県環境学習アドバイザーに就任以来、地域
に根差した環境学習や地球温暖化防止活動を行い、長年に
わたり千葉県の環境行政に多大な貢献をしている。

愛知県環境影響評価審査会や愛知県廃棄物処理施設審査会
議の委員を務め、廃棄物の専門家として愛知県の環境行政
の推進に貢献した。

希少種ムジナモの飼育や市民への配布会を通して、環境保
全活動に取り組み、地域に貢献している。

16

17

23

14

19

26

がっこうほうじんひらおかがくえん　ひらおかようちえ
ん
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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 川部　勤

かわべ　つとむ

三重県 鈴鹿・亀山地域親水団体連携体

滋賀県 村田　弘司
むらた　ひろし

株式会社日吉　代表取締役社長

京都府 精華町生ごみ減量・堆肥化推進協議会

京都府 保津町自治会
ほづちょうじちかい

大阪府 宇田　吉明
うだ　よしあき

大阪府 ニューメディカ・テック株式会社
にゅーめでぃか・てっくかぶしきがいしゃ

兵庫県 熊谷　哲
くまがい　てつ

ＮＰ０法人はりま里山研究所理事長

奈良県 特定非営利活動法人　宙塾
とくていひえいりかつどうほうじん　おおぞらじゅく

奈良県 サークルおてんとさん
さーくるおてんとさん

和歌山県 橋本市立　あやの台小学校
はしもとしりつ　あやのだいしょうがっこう

島根県 特定非営利活動法人 緑と水の連絡会議

岡山県 北房ホタル保存会
ほくぼうほたるほぞんかい

広島県 中川　明雄
なかがわ　あきお

東海国立大学機構名古屋大学大学院医学系研究科教授

40

長年にわたり業界団体の役員として行政と連携して廃棄物
の適正処理や不法投棄の防止等に尽力。平成30年豪雨災害
では被災市町の支援体制づくりを主導した。

39

50年の長きにわたり、ホタルの保護活動を端緒として、河
川環境の美化及び自然環境保全に対する地域の意識の高揚
に貢献した。

37

当該校は、児童が自発的に清掃活動を行い、地域の美化に
貢献するとともに、児童が作ったエコ商品の販売益を環境
保全活動等に寄付する取組等を展開している。

38

多年に渡り三瓶山を中心に草原保全及びそこに生息する希
少野生動植物の保全活動を実施している。ダイコクコガネ
などの保護巡視活動等のほか、姫逃池の外来種駆除に貢献
している。

33

ESD推進、エコビジネス啓蒙、次世代環境リーダー育成、
EMS啓蒙普及、地域循環共生圏の推進、社会環境連携推進な
ど普及貢献活動をしている。

せいかちょうなまごみげんりようたいひかすいしんきょ
うぎかい

特定非営利活動法人大阪環境カウンセラー協会副理事長

とくていひえいりかつどうほうじん　みどりとみずのれ
んらくかいぎ

一般社団法人広島県資源循環協会　副会長，株式会社山
陽レック　代表取締役

35

「菜の花プロジェクト」として休耕田等に菜の花畑を整備
しイベントを行うほか、小学校や幼稚園と協働し環境教育
にも取り組んでいる。

36

太陽光による市民共同発電所を設置し再生可能エネルギー
の普及に取り組むとともに、子どもたちへの環境教育等を
通じ、環境保全に貢献している。

28

構成員の世代が異なる３団体が連携し、外来魚の駆除や環
境教育などに取り組むことで、地域の環境保全と次代の人
づくりに貢献している。

愛知県公害健康被害認定審査会の委員及び会長を務め、医
学的見地から愛知県の環境行政の推進に貢献した。

長年自治体や事業者団体との協働により、市民及び事業者
の環境活動を促進する活動を推進し、環境家計簿の普及や
エコアクション21の普及に貢献した。

国の天然記念物で、国内希少野生動植物に指定され、絶滅
が危惧されるアユモドキの保全回復を目指した様々な取り
組みを行うなど環境保全に貢献した。

町環境行政との協働パートナーとして、米のとぎ汁の発酵
による河川等の水質浄化の推進及び生ごみの減量堆肥化推
進事業を行うなど環境保全に貢献した。

31

ＮＰＯ法人理事長として、兵庫県内の様々な地域で里山保
全活動や子どもの環境学習、地域交流活動に精力的に取り
組んでいる。

27

30

29

34

32

本業で環境事業を展開し、1981年に滋賀県環境保全協会設
立発起人として協会事業に参画以降、1996年より2016年ま
で理事や副会長を歴任し、本県の環境保全の取組に大きく
貢献した。

すずかかめやまちいきしんすいだんたいれんけいたい
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県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
広島県 特定非営利活動法人　ほしはら山のがっこう

徳島県 大鵬薬品工業株式会社　徳島工場

福岡県 篠原　貴美惠
しのはら　きみえ

未来の会　副代表

福岡県 那珂川市婦人会
なかがわしふじんかい

熊本県 熊本県立天草拓心高等学校科学部

大分県 永田　秀忠　（故人）
ながた　ひでただ

大分県 NPO法人おおいた生物多様性保全センター

宮崎県 特定非営利活動法人　大淀川流域ネットワーク

鹿児島県 藪　平一郎
やぶ　へいいちろう

沖縄県 宮城　邦治
みやぎ　くにはる

沖縄国際大学名誉教授

横浜市 NPO法人　海の森・山の森事務局

横浜市 横浜市立金沢小学校
よこはましりつかなざわしょうがっこう

神戸市 川井　浩史
かわい　ひろし

神戸大学内海域環境教育研究センター特命教授

矢木　格
やぎ　いたる

環境教育支援事業を行い、広報紙等を通して環境やSDGsへ
の取組、身近な環境などについて発信している。河川、海
岸、海中の清掃・ごみ調査事業も行う。

住民、団体や行政等と連携し、環境学習会等を通じて、大
淀川のみならず本県全域の河川の環境保全に尽力してい
る。

54
特定非営利活動法人静岡県環境カウンセラー協会　理事
事務局長代理

関東地方環境事務
所

一般財団法人鹿児島県環境技術協会総務部部長（企画・
普及担当）兼鹿児島県地球温暖化防止活動推進センター
長

えぬぴーおーほうじん　うみのもり　やまのもりじむ
きょく

48

52

51

43

食から環境を考えることを主軸においた活動を23年間にわ
たり実施。子どものうちから環境問題について考える機会
を提供する講師活動を続けている。

とくていひえいりかつどうほうじん　おおよどがわりゅ
ういきねっとわーく

45

熊本県で絶滅危惧種に指定されている海産巻貝「カヤノミ
カニモリ」の保全を目的に生態を研究している。地域への
啓発も行い、同種の保護や環境保全に貢献している。

くまもとけんりつあまくさたくしんこうとうがっこうか
がくぶ

46

里山の竹を活用した遊具を制作し自然体験遊びの場を提供
するなど、子どもたちと自然との触れ合いを促進し、環境
保全や普及啓発活動に尽力した。

えぬぴーおーほうじんおおいたせいぶつたようせいほぜ
んせんたー

42

地域に根ざした環境学習の取組や、清掃活動など地域に密
着した環境活動を行う等、環境保全に関する普及啓発に尽
力している。

ふるさとの自然と人の共生力・農的な暮らしの知恵を活か
し、廃校跡地を拠点として環境活動及び環境教育を提供
し、持続可能な地域社会づくり及び次世代の環境教育実践
者の育成を行っている。

長年にわたり環境保全行政に精力的に取り組み、本県の環
境保全行政の推進に大きく貢献するとともに、近年の新た
な環境問題への対応に尽力した。

生物多様性の視点で久住高原などの自然環境のモニタリン
グ調査や啓発を行い、自然環境の保全や普及啓発活動に尽
力してきた。

多年にわたり、神戸市環境保全審議会委員及び神戸市環境
影響評価審査会委員として、水環境・海洋生態学に係る分
野を中心に、厳正な調査・審議に尽力された。

沖縄県の環境影響評価制度の創設時から沖縄県環境影響評
価専門委員、沖縄県環境影響評価審査会の副会長、会長を
歴任し、専門の動物生態学に限らず、様々な観点から環境
影響評価制度の推進に大きく貢献している。

地域企業の公害防止対策、環境経営を促進するとともに、
静岡県環境カウンセラー協会設立、ＥＡ２１の普及、環境
教育等に尽力し、地域の環境保全に貢献した。

５月に全校で海をテーマにした体験活動（海の公園の清掃
活動など）を実施。４年生や委員会活動等でアマモの種か
ら苗を育て、海へ戻す活動を継続的に行う。

環境問題に対して、長期にわたって積極的に取り組んでい
る。特に廃油石鹸づくり等を通した市民への意識啓発活動
に努めており、地域の環境の浄化・保全に多大な貢献をし
ている。

53

47

49

41

44

50

とくていひえいりかつどうほうじん　ほしはらやまの
がっこう

たいほうやくひんこうぎょうかぶしきがいしゃ　とくし
まこうじょう
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50件（10名、40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 らぶちゃん街道安全運転を願う会

岩手県 株式会社ジャパンセミコンダクター　岩手事業所

岩手県 吸川をきれいにする会

秋田県 マイ・フラワーロード推進会
まい・ふらわーろーどすいしんかい

福島県 株式会社　須南電設
かぶしきがいしゃ　すなんでんせつ

福島県 株式会社　南進測量
かぶしきがいしゃ　なんしんそくりょう

茨城県 菅野　勝史
かんの　かつし

茨城県 東の辻二部町内会
とうのつじにぶちょうないかい

群馬県 桂萱地区地域づくり推進協議会

群馬県 倉渕ほたるの会
くらぶちほたるのかい

千葉県 柏５３０の会
かしわごみぜろのかい

千葉県 松戸市地区環境美化組織連合会
まつどしちくかんきょうびかそしきれんごうかい

○地域環境美化功績者表彰

地域の主要道路等の清掃、花植え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や親睦に寄与している。

社員、およびその家族に加えて、構内に駐在の会社従業員が
参加して1993年から毎年、市街地の道路や公園の清掃ボラン
ティアを実施し、地域の環境美化に貢献している。

らぶちゃんかいどうあんぜんうんてんをねがうかい

かぶしきがいしゃ　じゃぱんせみこんだくたー　いわてじ
ぎょうしょ

吸川に美しい自然と楽しい水辺を作ることを目的に、水生生
物の観察や河川清掃など、河川環境保全と美化意識高揚に貢
献している。

建設業者合同で会を組織し、国道13号の緑地帯への花の植
栽、その後の灌水除草を通じて、国道沿線地域の環境美化、
地域活性化に寄与している。

会社周辺の道路のごみ拾い、地下歩道の清掃・修繕、河川の
清掃・除草作業など地域の環境美化活動を積極的に行ってお
り、平成30年度に“うつくしま、ふくしま。”環境顕彰（福
島県表彰）を受賞している。

日立市の赤羽緑地に自生する数株のヒガンバナを見つけ、地
道に株分けを続けた結果、「ヒガンバナの里」と呼ばれ市民
に愛される散策スポットとなるなど、地域の環境美化に貢献
している。

リサイクルやゴミの分別・減量化など環境保全に係る普及啓
発活動を行うとともに、夏の省エネ対策として、グリーン
カーテンの普及推進に取り組み、地域の環境美化に貢献して
いる。

昭和48年に設立以降、長年にわたり地域の環境に関すること
をテーマとした広報誌発行事業や、松戸市地区の清掃活動を
継続して行っており、環境美化等の啓発に大きく貢献してい
る。

平成14年に設立以降、長年にわたり継続して柏市全域を対象
に高校生や他団体との共同での美化活動を行っており、地域
環境の改善・維持に大きく寄与している。

ホタルの生息地の清掃や草刈り、植栽等の整備を行うととも
に、ホタルの餌となるカワニナの養殖に取り組み、地域の環
境美化に貢献している。

1

2

3

4

5

6

7

10

9

11

12

8

事業所独自の地域清掃や美化活動に全社員で取り組むほか、
地域で実施される清掃活動をはじめ幅広い分野で環境活動に
取り組んでいる。環境の美化のみならず、省エネなどにも取
り組み、平成28年には会津若松市が定める「あいづわかまつ
エコ事業所」の認定を受け、環境にやさしい取組の模範事業
所となっている。また市内で開催される環境に関する啓発イ
ベントへ積極的に参加・協力を行っている。

日立市公園里親団体「赤羽緑地を守る会」幹事

かいがやちくちいきづくりすいしんきょうぎかい

すいかわをきれいにするかい

石岡市内の親水公園のヘドロの回収作業や家庭への生活排水
対策の呼びかけを通じ、水質浄化に大きく貢献している。ま
た、遊歩道等の造成や植樹イベント等を実施し、環境美化思
想の普及啓発に貢献している。
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県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
神奈川県 林千松会

はやしせんまつかい

神奈川県 悠遊シニア会

ゆうゆうしにあかい

新潟県 越後三条・高城ヒメサユリ祭り実行委員会

富山県 あすなろ会
あすなろかい

富山県 僧ヶ岳保勝会
そうがだけほしょうかい

山梨県 市川三郷町立市川南中学校

山梨県 甲府市立大国小学校
こうふしりつおおくにしょうがっこう

長野県 逢初川をきれいにする会
あいそめがわをきれいにするかい

静岡県 熱海花の会
あたみはなのかい

静岡県 富士宮花の会
ふじのみやはなのかい

愛知県 琴平ふくろう谷の会
ことひらふくろうだにのかい

愛知県 森部　 豊
もりべ　ゆたか

調理師

京都府 河辺川を美しくする会
かわべがわをうつくしくするかい

逸見が丘町内の道路及びその周辺や公園、遊水池の清掃、ご
み集積所の清掃・点検・整備やパトロールを行うなど、美化
運動によく努めている。また、町内会実施の清掃活動にも、
積極的に参加している。

長年にわたりヒメサユリの保護活動として枯れ立木伐採、草
刈りなどを実施しており、来客者が安全にヒメサユリを鑑賞
できるように登山道の整備を行っている。

平成４年から多年にわたり、集落内の公園等の定期的な清掃
活動、除草に取り組んでおり、地域の環境美化に大きく貢献
している。

昭和32年から多年にわたり、登山道の整備・清掃や空き缶等
の回収、下草刈りや植樹など、地域の環境美化に大きく貢献
している。

昭和63年より学区内道路、通学路、ＪＲの駅周辺の清掃を行
う「地域クリーンアップ作戦」を通して、地域貢献や環境美
化活動を長年継続して実施している。

環境学習を長年継続的に行うとともに、児童が育てた鉢花の
老人施設への配布、通学路美化運動等、環境美化・保全に関
する様々な活動にも全校で取り組んでおり、地域の環境美化
にも貢献している。

当会は、昭和53年8月の設立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。

設立以来、市内公共花壇における四季折々の草花の植栽や市
民を対象にした花に関する講習会の開催等を通し、花のある
まちづくりに大きく貢献しており、その功績は多大である。

設立以来、長きにわたる花と緑のまちづくり活動を通し、地
域環境美化のみならず郷土愛や次世代の地域の担い手づくり
など、市民や来訪者の意識醸成に大きく貢献しており、その
功績は多大である。

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

多年に渡り、ビオトープや里山の整備、愛知県の天然記念物
であるシデコブシの群落の保全や地域への情報発信を行うな
ど、環境保全の推進に貢献した。

河辺川周辺の一斉清掃、子ども達がホタル観賞を通じて交流
する「ホタルのタベ交歓会」の開催等により地域の環境美化
に貢献した。

昭和54年９月から現在に至るまで、林町内会ちびっ子広場
(現 林４丁目公園)と林八幡神社の清掃、林バス停付近の清
掃等を行っており長年にわたり、地域の美化活動に尽力して
いる。

24

平成19年4月から地域環境保全委員として通算14年間にわた
り、月1回以上地域の巡視を行い公害等の状況調査を行っ
た。

えちごさんじょう・たかじょうひめさゆりまつりじっこう
いいんかい

いちかわみさとちょうりついちかわみなみちゅうがっこう
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県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
京都府 特定非営利活動法人　まちづくりサポートセンター

大阪府 大阪産業大学　エコ推進プロジェクト

奈良県 新口町自治会

奈良県 泉台自治会花壇チーム
いずみだいじちかいかだんちーむ

広島県 永田川カエル俱楽部
えいだがわかえるくらぶ

広島県 三原市公衆衛生推進協議会

山口県 植木　啓史
うえき　ひろし

徳島県 小松島市衛生組合連合会
こまつしましえいせいくみあいれんごうかい

愛媛県 野村ふるさとづくりの会
のむらふるさとづくりのかい

福岡県 大牟田市天の原校区東萩尾団地公民館

長崎県 天満町大昭会
てんまんまちたいしょうかい

熊本県 緑川の清流をとりもどす流域連絡会

大分県 しみずＶＯ倶楽部
しみずぼらんてぃあくらぶ

諫早市内を流れる本明川の河川敷及び川底の清掃を実施し、
毎年、４トントラック２台程度のごみを回収している。併せ
て、思い立事業として、道路沿岸の草木伐採など、町内の環
境美化に大いに寄与する活動を繰り広げている。

平成15年８月に「永田川カエル俱楽部」を設立。活動は、地
域の森里川海の美化活動にとどまらず、森里川海の環境保
全・再生活動に積極的に取り組んでいる。

三原市主催の水辺・海辺教室を受託し、水環境とのふれあい
を通じて地域の自然や環境を考えるきっかけづくりとなる学
習活動を実施している。

資源ごみ回収活動や、組合単位での清掃活動に対する支援を
行うなど、地域に密着した活動に尽力している。

長年にわたり、野村町内において、花の苗づくりや花壇の管
理等の花いっぱい運動を実施し、地域の環境美化に努めてい
る。

永年にわたり、清水地区の道路においてゴミ拾いなどの清掃
活動を行い、地域の環境美化に貢献した。

長年に亘り、近隣河川・道路の清掃活動、キャンパスの緑化
や美化活動のほか、地域の小学生への環境教育等、地域と連
携した環境啓発活動を実施している。

緑川流域の環境保全団体の事務局を担い、各団体の連携協力
の要となるとともに、「緑川流域の環境保全と交流を考え図
る日」として「緑川の日流域一斉清掃（約2万人参加）」を
実施している。

長年にわたり、美しい地域づくりを目標に住民が協力し合
い、清掃活動やごみの減量、リサイクルの分別の徹底などを
計画的に実施し、地域内の公園等の維持管理を行っている。

大和川沿いの空き地（約1000㎡）を整備して造った花壇に、
季節ごとに花を植え替え、手入れしている。また、敷地内の
除草・清掃も行っている。

26

27

28

29

30

31

33

34

35

36

37

38

駅前ロータリーの花壇等への植栽や周辺の清掃、自治会班長
の自宅前でのプランター植栽を実施。町内の景観向上や美化
に貢献している。

とくていひえいりかつどうほうじん　まちづくりさぽ一と
せんた一

にのくちちょうじちかい

みはらしこうしゅうえいせいすいしんきょうぎかい

おおむたしあまのはらこうくひがしはぎおだんちこうみん
かん

宇部市環境衛生連合会 会長、宇部市環境衛生連合会新川
支部 支部長

平成19年度から、山陰海岸国立公園に含まれる京丹後市網野
町浅茂川の「嶋児神社」付近の海岸美化活動を毎月実施する
など、地域の環境美化に貢献した。

32

ボランティアで道路の美化活動を行う、市道の里親制度「美
化（ピカ）ピカロード宇部」に登録し、地区内の道路・河川
の環境美化活動を長期に渡り継続している。また、ごみの分
別や減量化の推進、生活環境の改善と健康増進等を指導し
て、明るい地域社会の構築に貢献している。

みどりかわのせいりゅうをとりもどすりゅういきれんらく
かい

おおさかさんぎょうだいがく　えこすいしんぷろじぇくと

3



県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
大分県 豊町二丁目クリーン委員

ゆたかまちにちょうめくりーんいいん

川崎市 福田　文雄
ふくだ　ふみお

川崎市 髙野　元雄
たかの　もとお

横浜市 小森谷　克巳
こもりや　かつみ

横浜市 青葉台連合自治会
あおばだいれんごうじちかい

相模原市 貝瀬　信
かいせ　まこと

相模原市 みたけ福寿会
みたけふくじゅかい

大阪市 西原　弘志

大阪市 北港運輸株式会社

堺市 米田 雅彦

広島市 橋本　文郎
はしもと　ふみお

広島市 万年青クラブ三本松会
おもとくらぶさんぼんまつかい

昭和54年から毎月､青葉台駅周辺の防犯・環境パトロールを
「青葉台環境浄化活動」として実施している。現在は､商店
会・小中学校のＰＴＡ・鉄道会社・警察・行政等と連携して
毎回100人を超える人数が参加し､この地区を清潔で安全・安
心な､さらに魅力ある街に発展していくよう取り組んでい
る。

５０年以上の長きにわたり、月２回神社及び公園の清掃を継
続して実施している。長年にわたる清掃活動は、地域住民の
模範となり、美化意識の向上に寄与している。

永年にわたり、豊町二丁目地域の道路や公園において、ゴミ
拾いなどの清掃活動や花の植栽等を行い、地域の環境美化に
貢献した。

永年にわたり地域の清掃・花植え活動に取り組んだ。多くの
地域団体に所属し、地域環境の向上に努めたほか、周囲への
美化意識向上のための普及啓発活動に取り組んだ。

長年にわたり、地域の広場及び遊歩道の清掃活動を行い、地
域住民に感謝され、近年ではその活動に地域の方も参加する
ようになり、地域の美化活動に多大な貢献をしている。

39

45

川崎市美化運動実施川崎支部中央地区副地区長

50

47

にしはら　ひろし

43

46

48

ほっこううんゆかぶしきがいしゃ

平成６年４月から、毎週１回の清掃の日を定め、公園及び道
路等の清掃活動を行っており、町内の美化意識の向上に貢献
している。

クリーン四ツ谷代表、四ツ谷水辺愛護会会長、前四ツ谷町
内会長

８０歳から９１歳という１１年の長きにわたり、月に１～２
回、地域の清掃活動を行っており、環境美化の維持・向上に
努めている。

40

世界文化遺産に認定された「百舌鳥・古市古墳群」の仁徳天
皇陵古墳周辺の清掃活動を15年以上にわたって雨天時等を除
き毎日実施し、来訪者に気持ちよく過ごしてもらっている。

よねだ　まさひこ

49

平成１１年１月頃から、毎日歩道や植え込みのごみを拾い集
める清掃活動を行っており、町内美化に貢献している。

41

美化運動実施川崎支部中央地区の副地区長などの役職に就
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。

42

地域清掃等を中心として活動する「クリーン四ツ谷」の代表
を務め、泉区全域のごみ減量化に対する意識醸成に寄与する
とともに、「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」の普及啓発を強力に推
進している。

44

３０年の長きにわたり、毎日、地域の道路の清掃活動を行っ
ており、環境美化の維持・向上に努めている。
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