
（別紙）

　　　　　　　平成１７年度環境保全功労者等一覧

環境保全功労者表彰　　　２０件（１６名、４団体）

 あさおか　みえ

浅岡　美恵（57歳） 気候ネットワーク代表

いしがき　　たけお

石垣　武夫（61歳） 松下技術情報サービス（株）　調査役

いわさき　　よしはる

岩崎　好陽（60歳） 前東京都環境科学研究所参事研究員

　　　　　　　　　　　　じっこういいんかい

ウェステック実行委員会

 おじま　　としお

尾島　俊雄(67歳） 早稲田大学建築学科教授

 こざわ　　きみこ

小澤　紀美子（62歳） 国立大学法人東京学芸大学教育学部教授

 こたに　　ひろや

小谷　博哉（66歳） 財団法人国際湖沼環境委員会専務理事

こばやし　えつお

小林 悦夫(63歳） （財）ひょうご環境創造協会副理事長兼専務理事

 ざいだんほうじんひのじどうしゃ

財団法人日野自動車グリーンファンド

ちきゅうかんきょう　まも　　まんがか　　　　かい

地球環境を守る漫画家の会

 ながさわ　としひこ

長澤　俊彦(73歳） 杏林大学学長

 なりさだ　こうへい

成定　康平（75歳） 前中京大学文学部教授

にっぽう　　　　　　　かぶしきかいしゃ

日報イベント株式会社

はらだ　なおひこ

原田　尚彦(70歳） 国立大学法人東京大学名誉教授

 ふじわら　ともあき

藤原　知明（５７歳） 株式会社　山陽新聞社論説委員主幹

 まがら　　やすもと

眞柄　泰基(64歳）  国立大学法人北海道大学創成科学研究機構特任教授

（表彰式　６月６日（月）／　式場：パレスホテル）



 むらすぎ　さちこ

村杉　幸子(70歳） （財）日本自然保護協会理事

  もりた　　　まさとし

森田　昌敏(60歳） 前独立行政法人国立環境研究所　統括研究官

 やなせ　　たくこ

梁瀬　度子(70歳） 武庫川女子大学生活環境学部教授

わたなべ　まさたか

渡辺　正孝（60歳） 慶応義塾大学政策・メディア研究科教授



地域環境保全功労者表彰　　５３件（２５名、２８団体）

 かなざわ　みつえ

青森県 金澤　美津江（88歳）

みやさわおきなじゅく

山形県 宮沢翁塾

 すかがわ        せいりゅう と     もど      しみん     かい

福島県 須賀川に清流を取り戻す市民の会

 たぶち　　としお

茨城県 田渕　俊雄（70歳） 茨城県環境審議会副会長

 くりやま　 みつお

栃木県 栗山　光央（72歳） 国立大学法人宇都宮大学名誉教授

 かない　  けんいちろう

群馬県 金井　賢一郎（74歳）

 いけだ　  あきお

群馬県 池田  昭男（68歳） 群馬県公害審査会会長

　　　　　　　　　　　　　　かぶしきかいしゃ

群馬県 カースチール株式会社

 きりゅう　　せいりゅう　しんりん　まも　　かい

群馬県 桐生の清流と森林を守る会

 おおもり　つとむ

埼玉県 大森　孟（70歳） 森林インストラクター

 まつざわ　ひろみ

埼玉県 松澤　博三（62歳） 社団法人埼玉県産業廃棄物協会　会長

  きたもとし　　　　　　げんりょうとうすいしんしみんかいぎ

埼玉県 北本市ごみ減量等推進市民会議

 くまがや　  かんきょう　かんが　　れんらくきょうぎかい

埼玉県 熊谷の環境を考える連絡協議会

 しきしかんきょうきょういくすいしんいん　　 つど

埼玉県 志木市環境教育推進員の集い

 かれきまた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい

新潟県 枯木又エコ・ミュージアムの会

 はせがわ　   きよし

富山県 長谷川　淳（64歳） 国立大学法人富山大学工学部教授
富山県環境審議会大気騒音振動専門部会長

おおぐし　りょういち

石川県 大串　龍一（75歳） 国立大学法人金沢大学名誉教授

 ふじよしだし　　　　　　　　　　　　ちょうないかい

山梨県 富士吉田市オフィス町内会



しゃだんほうじん　 ながのけんじどうしゃてんきょうかい

長野県 社団法人　長野県自動車店協会

 かがのめいすいほぞんかい

岐阜県 加賀野名水保存会

 かつまた　まさと

静岡県 勝亦　正人（67歳） 富士市議会議員
富士市環境審議会副会長

 のざき　   ゆうこ

愛知県 野崎　悠子（71歳） 愛知県立芸術大学名誉教授

はらいがわかんきょうびかすいしんきょうぎかい

三重県 祓川環境美化推進協議会

おおえちょうしょうこうかいじょせいぶ

京都府 大江町商工会女性部

 とくていひえいりかつどうほうじん　    かんきょうきょうせいとしすいしんきょうかい

京都府 特定非営利活動法人　環境共生都市推進協会

 とくていひえいりかつどうほうじん　　

京都府 特定非営利活動法人　きょうとグリーンファンド

 とくていひえいりかつどうほうじん　     こざい                  かい

京都府 特定非営利活動法人　古材バンクの会

　　　　　　　　　さとそうぞうきょうかい

兵庫県 ホタルの里創造協会

　　　　　　　　さとやまほぜん

和歌山県 はしもと里山保全アクションチーム

はやし　けんじろう

島根県 林　謙治郎（62歳） 自然公園指導員

 すなみ　　しげお

岡山県 角南　重夫（63歳） 川崎医科大学教授

しりつえいしんがくえんちゅうがっこうかんきょうけんきゅうぶ・こうとうがっこうかがくけんきゅうぶ

広島県 私立盈進学園中学校環境研究部・高等学校科学研究部

みやじますいぞくかん　きょういく

広島県 宮島水族館　教育ボランティア
　
 つづき   ひろし

山口県 都築　啓（67歳） 阿東町環境衛生連合会会長

 とくていひえいりかつどうほうじん　　　たいよう　みどり　かい

徳島県 特定非営利活動法人　太陽と緑の会

　　　　　　　　　　　　さと　くめいけ

香川県 「アサザ」の里・久米池

 おおしま　ふみお

福岡県 大嶋　文男（72歳） 国立大学法人福岡教育大学名誉教授



 まえだ　　しゅうぞう

熊本県 前田　秀造（64歳） 宇城自然観察会会長

 ましば　　しげひこ

大分県 真柴　茂彦（69歳） 国土交通省番匠川河川オブザーバー
国土交通省・佐伯土木事務所番匠川水系流域委員

やまさき  りきこ

宮崎県 山崎 力子（87歳） 延岡市ボランティア協議会顧問
延岡市社会福祉協議会評議員

 なかの　　としろう

宮崎県 中野　俊朗（81歳） (社)宮崎県産業廃棄物協会理事

 さいしょ　　としお

鹿児島県 税所　俊郎（74歳） 鹿児島県環境審議会会長
国立大学法人鹿児島大学名誉教授

 またの　　すえはる

鹿児島県 又野　末春（82歳） 前鹿児島県ツル保護会ツル保護監視員

 とくていひえいりかつどうほうじん　　　おきなわ　うみ　なぎさ　ほぜんかい

沖縄県 特定非営利活動法人　沖縄　海と渚　保全会

 さくらがおか・もり　　なかま

横浜市 桜ヶ丘・森の仲間たち

 う めだがわみずべ　　　がっこうきょうぎかい

横浜市 梅田川水辺の楽校協議会

 のじましぜんかんさつたんけんたい

横浜市 野島自然観察探見隊

 かみの　  けんじ

名古屋市 紙野　健二（53歳） 国立大学法人名古屋大学大学院教授

みずたに　のぶよし

名古屋市 水谷　宣美（64歳） 水谷医院　院長

 こもり　    せいじ

神戸市 小森  星児（69歳） 神戸山手大学教授

 いかわ     あい       かい

神戸市 伊川を愛する会

                      けんきゅうかい

広島市 エコロジー研究会ひろしま

 つち　りゅういち

静岡市 土　隆一（76歳） 国立大学法人静岡大学名誉教授



地域環境美化功績者表彰　 ５５件（１７名、３８団体）

 ほっかいどうとよとみこうとうがっこう

北海道 北海道豊富高等学校

 おなりけんじゅかい

北海道 御成健寿会

 しゃかいふくしほうじん　  ふるびらふくしかい

北海道 社会福祉法人　古平福祉会

 とくていひえいりかつどうほうじん　    しりべしとしべつがわせいりゅうほご     かい

北海道 特定非営利活動法人　後志利別川清流保護の会

 まつもり   まさじろう

青森県 松森  政次郎（83歳） 退職船員親睦団体うみねこ会　顧問

 すざきがわせいりゅうかたいさくすいしんきょうぎかい

岩手県 須崎川清流化対策推進協議会

 とくていひえいりかつどうほうじん　 　　ざおう                  みず    まも    かい

宮城県 特定非営利活動法人　蔵王のブナと水を守る会

 いがらし　     しょうぞう

秋田県 五十嵐　昭三（76歳） 自営業

 おぐらがわ     ごじょうめ      いちばん                         かい

秋田県 小倉川を五城目で一番きれいにする会

 ごとう　    のぶひろ

山形県 後藤　信博（49歳） 自営業
山形県自然公園管理員

 おうせがわえんせんれんらくきょうぎかい（おうせがわ　  あい       かい）

福島県 逢瀬川沿線連絡協議会（逢瀬川を愛する会）

 おおくぼ　    つぎお

茨城県 大久保　次夫（85歳）

 たかさきしりつしろやましょうがっこう

群馬県 高崎市立城山小学校

ぐんまけんりつふじおかきたこうとうがっこう　キッズ        エコ          プロジェクト     チーム　

群馬県 群馬県立藤岡北高等学校　Ｋｉｄｓ　Ｅｃｏ．　Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｔｅａｍ

 わたなべ ひろし

千葉県 渡辺　浩（75歳）

                             ちばけん    だい　　だん

千葉県 ガールスカウト千葉県第５５団

 めいじがわ                                       かい

千葉県 明治川をきれいにしましょう会

 ふくもと　

神奈川県 福本　としみ（67歳） クリーンよこすか市民の会　常任幹事



 かしわざきしりつだいいちちゅうがっこう

新潟県 柏崎市立第一中学校

 しんみなとしりつしんみなとせいぶちゅうがっこうせいとかい

富山県 新湊市立新湊西部中学校生徒会

 しゃだんほうじん  やまなしけん           きょうかいじょせいぶかい

山梨県 社団法人　山梨県トラック協会女性部会

 みやばら　ひさとも

長野県 宮原　尚友（７１歳）

 せいしんかい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岐阜県 誠心会

 はったがわぞいれんごうかい

愛知県 八田川沿連合会

 おおみやちょうしょうひせいかつ

京都府 大宮町消費生活グループ

 しゃだんほうじんたきぎかんなびやまほぞんかい

京都府 社団法人薪甘南備山保存会

そすい・しらかわ      うつく              かい

京都府 疏水・白川を美しくする会

 いっぽかい

大阪府 一歩会

 すいたにし

大阪府 吹田西ロータリークラブ

 みなみ

奈良県 南　ヤスノ（78歳）

 せのうえじちかい

奈良県 瀬ノ上自治会

 うだがわ        うつく             かい

鳥取県 宇田川を美しくする会

             しりつぞうたしょうがっこう

香川県 さぬき市立造田小学校

 かがわけんりつたどつすいさんこうとうがっこう

香川県 香川県立多度津水産高等学校

 かみや　 ひでき

愛媛県 神谷　英樹（82歳）

 いりえ　  ひであき

愛媛県 入江　英昭（61歳） 自営業

 ちちか　       ろうじん

佐賀県 千々賀　老人クラブ

 しみず　  すみお

長崎県 清水　澄男（79歳）



 ほりのうち　   しろう

長崎県 堀之内　四郎（72歳）

 いぬいばばちょうないかい

長崎県 乾馬場町内会

 くまもとけんあそぐんたかもりちょうりつたかもりひがしちゅうがっこう

熊本県 熊本県阿蘇郡高森町立高森東中学校

 いなばがわ    ゆた                                  かい

大分県 稲葉川を豊かできれいにする会

                          ねん    もり               かい

宮崎県 どんぐり1000年の森をつくる会

 はな   かい

札幌市 花の会

  さくらぎにちょうめだいいっくじちかい

さいたま市 桜木二丁目第一区自治会

 だいたくぼしんでんじちかい

さいたま市 太田窪新田自治会

 かわごえ　まなぶ

川崎市 川越　学（69歳） 川崎市美化運動実施高津支部理事

 くつかけ　よりやす

川崎市 沓掛 賴庸（89歳）

 とのまち　　　ちょうめちょうないかい

川崎市 殿町２・３丁目町内会

 めいとうくあんしん・あんぜん　　 かいてき　　　　　　　　　　　きょうぎかい

名古屋市 名東区安心・安全で快適なまちづくり協議会

 みなみくじちれんごうかい

京都市 南区自治連合会

 よしむら　ようじ

大阪市 吉村　羊二（78歳） 菅原連合菅南振興町会長

 こだま　　 ゆきこ

広島市 児玉　幸子（75歳）

 とばたくまちびかとこうつうあんぜんそくしんきょうぎかい

北九州市 戸畑区まち美化と交通安全促進協議会

 ごとう　　　やすお

静岡市 後藤　康雄（56歳） はごろもフーズ株式会社　代表取締役社長


