
県　別 氏名・年齢・住所・職業 功　　　　　　　　　　　　績

北海道 北海道豊富高等学校 対象活動
（ほっかいどうとよとみこうとうがっこう）

従事年数 ２３年間
年間活動日 ７日

校長　対馬　敏幸 活動範囲

北海道 御成健寿会 対象活動 公園、道路等の清掃活動
（おなりけんじゅかい） 従事年数 １５年

年間活動日 ３０日
会長　下条　司 活動範囲

北海道 社会福祉法人　古平福祉会 対象活動
（しゃかいふくしほうじん　ふるびらふくしかい）

従事年数 ２４年
理事長　木村輔宏 年間活動日 ５日間

活動範囲

地域環境美化功績者功績内容等

活　　動　　内　　容

国立公園内道路及び海岸線の清掃
活動

北海道豊富町稚咲内地区の利尻礼
文サロベツ国立公園内道路及び海
岸線

古平町内｛町営墓地（浜町地
区）、海水浴場（歌棄地区）、浜
町地区、西部地区、れい明の里地
区｝

海岸等の浄化活動、公園、道路等
の清掃活動

北海道蘭越町（御成、初田及び共
栄地区）

　当校は、２０年以上にわたり公共施設等の清掃活動を続けて
おり、なかでも利尻礼文サロベツ国立公園内道路及び海岸線一
帯の環境美化に努めている。
　当該区域は、特に融雪後に空き缶等の散乱が多く、この清掃
活動により国立公園内の美観の維持に貢献している。
　また、この取組は、地元民間企業の協力を得ており、地域に
おける環境美化意識の普及にも多大な貢献をしている。
○平成４年　道路愛護事業優良団体支庁長表彰
○平成６年　みどりの環境づくり実践功労表彰（知事表彰）

　当会は、明るい地域を創るため「声かけ運動」や「あいさつ
運動」を行い地域奉仕活動を通じてお互いに仲良く健康で生き
がいのある毎日を送ることを目的として、平成２年４月に設立
された地域の６５歳以上の高齢者によって構成される団体であ
る。設立当初から「空き缶・ごみ拾いの日」を定め、以来１５
年間、地域内道路周辺の清掃活動や、地域の小学校（蘭越町立
御成小学校）の児童らと合同で空き缶拾い等に取り組んでき
た。また、ごみの減量化と資源の有効利用を図ることを目的と
し、会員がごみの分別運動を率先して行い、ごみステーション
の管理に努め、地域住民の環境美化意識の向上に大きく貢献し
ている。
○平成１５年　環境保全活動功労者表彰（知事感謝状）

　当法人は、昭和５６年に知的障害者更生施設「共働の家」を
開設したが、施設開設当初は地域の知的障害者に対する理解度
がさほど高くなかったことから、地域の中で社会参加がスムー
ズに行われることを目的とし、入所者及び施設職員と家族が共
同して地域の奉仕活動に積極的に参加してきた。とりわけ、町
営墓地の清掃や町内歌棄海水浴場の清掃については施設開所以
来これまで継続して行ってきており、行政及び地域の住民から
感謝されている。また、当法人は、当該施設以外にも、昭和６
３年から平成１１年にかけて古平町内に知的障害者の通勤寮や
授産施設、グループホームなどを順次開設し、これらの施設の
入所者についても町内清掃や資源回収などの奉仕活動を積極的
に行い、また、他のボランティア団体主催の清掃活動にも参加
するなど、環境美化活動に法人をあげて取り組んでいる。
○平成１０年　環境保全活動功労者表彰（知事感謝状）
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県　別 氏名・年齢・住所・職業 功　　　　　　　　　　　　績活　　動　　内　　容

北海道 対象活動

従事年数 １７年
年間活動日 ８０日程度

理事長　秋元　寿 活動範囲

青森県 松森  政次郎 対象活動 清掃活動による地域環境美化
（まつもりまさじろう） 従事年数 ２１年

年間活動日 ３０日
退職船員親睦団体うみねこ会　顧問 活動範囲 八戸港（館鼻漁港付近）

後志利別川流域（今金町、北檜山
町、瀬棚町）

特定非営利活動法人　後志利別川清流
保護の会
（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のかい）

植樹等の緑化運動、河川等の浄化
活動、緑化、浄化、清掃その他の
美化思想の普及啓発活動

　昭和５８年１月１０日、㈱福島漁業第３１惣宝丸の甲板長と
して乗船していたが、退職船員親睦団体うみねこ会の環境保全
活動に共鳴して入会。
　以後、同社を退職するまでは、休暇を利用して、当会の環境
美化活動に自主的に参加。
　また、現役を退職後は、4月中旬から11月まで1週間に一度の
割合で清掃活動を行っており、高齢にも係わらず入会から今日
まで２０年余りにわたり１回も休むこと無く精力的に活動を続
けている。
　平成３年４月１日より当会の理事兼事務局次長。平成１１年
４月１日からは、副会長兼理事に就き、平成１６年４月１日よ
り顧問となった現在も、会員相互の親睦を図る一方で、当会で
実施している環境事業の重要性を会員に周知するなど、その活
躍は会員の模範となっている。
○平成１４年　生活改善事業者表彰者（知事表彰）

　昭和６３年に清流日本一となった後志利別川の清らかな流れ
を守ろうと、同年に当法人の前身である「後志利別川清流保護
の会」を設立し、以来、清流の保護と河川環境の保全に向けた
取組を継続している。１０名ほどの仲間から始まった活動であ
るが、平成１４年の特定非営利活動法人化を経て現在は１１９
名の会員を数え、毎年実施している河川清掃には今金町を中心
とした会員以外にもボランティアの参加が見られるほか、こう
した活動と相まって河川敷地において空き缶等の散乱がなくな
るなど、地域の河川環境保護への理解や活動の促進、及び環境
愛護精神の普及啓発に大きく寄与している。「植樹による森の
効果が出るのは百年後だが、毎年の地道な活動が大切であ
る。」といった意識のもと、将来を担う子どもたちの川に対す
る意識を高める狙いから、水生生物調査や魚釣り、カヌー下り
等の体験事業を企画・実践するなど、将来を見据えた実効性の
ある活動を継続している。
○平成１０年　環境保全活動功労者表彰（知事感謝状）
○平成１２年　北海道開発局治水功労者賞受賞
○平成１３年　今金町善行賞受賞
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県　別 氏名・年齢・住所・職業 功　　　　　　　　　　　　績活　　動　　内　　容

岩手県 須崎川清流化対策推進協議会 対象活動

従事年数 １２年（平成５年～）
年間活動日 １２日以上

会長　新沼　満雄 活動範囲 須崎川流域

宮城県 ＮＰＯ法人　蔵王のブナと水を守る会 対象活動 植樹、植栽等の緑化活動
従事年数 １９年
年間活動日 事業計画に基づき随時
活動範囲 南蔵王一帯

代表　仲村得喜秀

（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）

（えぬぴーおーほうじん　ざおうのぶなとみずをま
もるかい　）

須崎川をきれいにするための各種
活動

　ＮＰＯ法人蔵王のブナと水を守る会は、「ブナ林の皆伐に反
対し、南蔵王一帯の森林環境を守ること」と「中腹部に荒れ地
として放置されたところを、落葉広葉樹林に復元すること」を
活動目標に掲げ、植林活動を行っている。平成２年には、国立
南蔵王青少年野営場での植林実験が許可されたことを契機に
「グリーンレンジャー」を組織し、植林活動と同時に樹種の識
別、森林の仕組み、遷移などの基礎学習をスタートした。平成
１０年末には、これを「ナショナルトラスト運動」へと発展さ
せた。また平成１１年３月には宮城県第１号のＮＰＯ法人とし
ての認証を受けた。主な活動として、「植林祭」のほか、「森
の教室」を開き、森林や植物の学習、植林実験などの実習を行
い、その成果を森林づくりに還元している。
　また、白石市や宮城県と協働した活動も行っている。

　本協議会では、設立以来、流域7地域の住民が一体となって毎
月第1日曜日に須崎川の定期清掃を継続して実施するなど、河川
の環境美化に努めている。
　生活排水対策としては、毎年、流域全世帯に水切り網袋を配
布し、台所から排出される調理くず等の流出防止を実践してい
る。
　また、清流化に向けた意識啓発を図るため、水質浄化に関す
る学習会・講演会の開催、流域全世帯への会報の配布（年2回発
行）等も積極的に実施している。
　さらに、流域の小学生による水生生物調査や一般住民による
須崎川及び須崎川へ流入する下水路でのパックテスト簡易水質
調査等を実施し、水質の実態把握に努めている。
　これらの活動の成果により、須崎川の清流化が図られ、平成
15年度にはBOD75％値が上流で0.97mg/l、下流で1.88mg/lと、協
議会設立当時と比較すると大幅に改善されている。
　その他、様々な問題解決のため、毎年、県及び市に対する要
望活動も実施している。
　当協議会の実践活動は、各方面に大きな影響を与えており、
公共下水道や河川の整備促進、他団体の活動助長等に結びつい
ている。
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県　別 氏名・年齢・住所・職業 功　　　　　　　　　　　　績活　　動　　内　　容

秋田県 五十嵐　昭三 対象活動 公園、道路等の清掃活動
（いがらし　しょうぞう） 従事年数 ２５年

年間活動日 ほぼ毎日
自営業 活動範囲 自宅から１時間半程度の範囲

秋田県 小倉川を五城目で一番きれいにする会 対象活動 河川の清掃活動
従事年数 ６年
年間活動日

代表　　佐藤　幸作 活動範囲 小倉川周辺２㎞ほどの間

山形県 後藤　信博 対象活動
（ごとう　のぶひろ）

自営業、山形県自然公園管理員
従事年数 １５年
年間活動日 年間１００日以上
活動範囲 蔵王国定公園　山寺地区

福島県 対象活動

従事年数 ２０年
年間活動日 ２３日
活動範囲

会長　橋本　博夫

逢瀬川沿線連絡協議会
（逢瀬川を愛する会）
(おうせがわえんせんれんらくきょうぎかい
おうせがわをあいするかい)

一級河川逢瀬川（左岸）　約１，
７００ｍ

（おぐらがわをごじょうめでいちばんきれいにする
かい）

河川の美化活動及び美化思想の普
及啓発活動、植裁の緑化運動

　蔵王国定公園の管理員として登山道の維持管理を長年にわた
り行うとともに、清掃活動も積極的に行い、公園内の景観の維
持・向上に尽力をしてきた。
　また、年間数多く訪れる登山客に対して、ごみ持ち帰りの指
導や、公園利用のマナーについての普及啓発に努め、地域環境
の美化に多大なる貢献をしている。

山形県自然公園管理員として、蔵
王国定公園（山寺地区）の緑化、
清掃、浄化活動や美化思想の普及
啓発

　衣料品店を営むかたわら、村総合中心地内等にポイ捨てされ
たごみの回収を昭和５５年から毎朝５時頃から１時間半程度
行っている。永年にわたり、清潔な街づくりに貢献していて、
他の模範となっている。また、平成６年に大潟村から環境監視
員として委嘱され、不法投棄廃棄物の回収及び防止指導等に尽
力している。
○平成２年大潟村長表彰
○平成３年秋田県旧秋田保健所長表彰
○平成１５年環境大賞（秋田県知事賞）受賞
○平成１６年村創立４０周年福祉保健功労者表彰

河川環境が著しく悪化した、逢瀬川を自主的に潤いと美しさに
満ちた地域のシンボルとしての水辺空間を創出することを目的
として設立され、定期的な河川清掃及び堤防除草、さらに河川
敷に季節の花を植栽するなど河川美化に尽力している。また、
自主的に不法投棄の監視等を行うなど熱心に活動している。

平成１３年　７月　　優良河川愛護団体受賞　福島県知事表彰
平成１４年　６月　　水環境保全功労者に対する「環境省環境
管理局水環境部長賞」
平成１５年　６月　　“うつくしま、ふくしま。”　環境顕彰
受賞

　平成１１年から年に数回、小倉川周辺のごみ収集活動を行っ
ている。その他、小倉川の下流地点に手製の竹で組んだ「や
な」を設置して、ごみが下流に流れないようにしている。
　また、会の活動を収録したビデオを１０本作成し、地区の公
民会へ配布して、川にごみを捨てないよう啓発活動も行ってい
る。
　活動を始めたころと比べて現在は、集まるごみの量も減って
きており、小倉川は６月中旬になると、たくさんのゲンジボタ
ルが飛び交う川となっている。
○平成１６年　環境大賞（秋田県知事賞）受賞

４月中旬、８月中旬、１０月下旬
の年３回。そのほか状況により随
時清掃活動を実施。
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県　別 氏名・年齢・住所・職業 功　　　　　　　　　　　　績活　　動　　内　　容

茨城県 大久保　次夫 対象活動 環境美化活動（花いっぱい運動）
（おおくぼ　つぎお） 従事年数 ２０年

年間活動日 ２０日
活動範囲 旧緒川村、旧御前山村、旧美和村

群馬県 高崎市立城山小学校 対象活動
（　たかさきしりつしろやましょうがっこう　）

従事年数 ６年
校長　稲垣　隆一 年間活動日

活動範囲

２ヶ月に一回で５～６回を予定し
ている
高崎市立城山小学校内　城山町内
地区

　旧緒川村の花いっぱい運動の指導者として、「種まきから移
植の仕方」の講習を、村内各地域・職場の代表に指導する傍
ら、ボランティアで各地域・職場を巡回し、花の育成状況に応
じた指導助言を行ってきた。また、芽が出ないところには、自
ら育てた苗を配布し、村が花でいっぱいになるように尽力し
た。
　その結果、花いっぱい運動では、毎年優秀な成績を収めるよ
うになり、年間を通じて、花いっぱいの村として認められるよ
うになり、住民にも環境美化の認識と高揚が図られた。
　なお、旧緒川村のみならず、旧御前山村の花壇への草花の植
え付け指導、旧美和村の婦人に、草花・鉢植え指導を行うな
ど、広域にわたり環境美化に努めてきた。
○平成１４年　茨城県環境保全功労者表彰

　「笑顔が咲いている城山は　緑がいっぱい　優しさいっぱ
い」という子ども達の標語にもあるように自然と一体となり、
自然を愛する活動を行っている。
　隣接する金井沢の水質検査とそこに生息する生き物調査から
地域の環境の変化を調査し、現在ホタルの飛ぶ環境つくりに務
めている。また、ヤゴをプールから救出し、教室で飼育をし、
トンボを飛び立たせる活動も継続している。野鳥の観察も学校
や地域の自然に親しみながら継続している。
　更に、平成１３年度には省エネモデル校として指定を受け、
エコナビを利用してエネルギーの節約に心がけ、その成果は学
校ではもちろんであるが、家庭でも生かされている。
　また、福祉教育協力校としても活動し、市内の福祉施設との
交流連携により古紙や段ボール、ペットボトル等のリサイクル
活動を実施。更に雨水を利用したビオト－プを作り生き物の住
む学校作り、街作りに着手している。
○平成１５年度　群馬県環境賞受賞

城山小の中の自然と緑に囲まれた
地域の自然環境
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県　別 氏名・年齢・住所・職業 功　　　　　　　　　　　　績活　　動　　内　　容

群馬県 対象活動

従事年数 ８年
年間活動日

代表者　教諭　田村　みほろ
活動範囲 藤岡市内

千葉県 渡辺　浩 対象活動 環境美化、自然保護
（わたなべ　　ひろし） 従事年数 １８年間

年間活動日 ８０日
活動範囲 鴨川市内

千葉県 ガールスカウト千葉県第５５団 対象活動 環境美化・清掃
（がーるすかうとちばけんだい５５だん） 従事年数

団長　　兼坂　キヨ  
年間活動日 ３０日
活動範囲 市内全域

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

２６年間
（環境保全活動：昭和５３年７月
から）

　ＪＲ市川駅前において、長年花壇に花を植栽し、その管理等
を行うなどの環境美化活動を積極的に推進している。
　また、いちかわこども環境クラブとして環境学習の取組も
行っており、さらには、６月の空き缶等クリーン作戦へ参加す
るなど、こうした活動は、こどもたちへの影響はもちろんのこ
と地域住民への意識向上にもつながり、地域の環境保全活動に
貢献している。
○昭和６０年　地域環境保全功労者知事感謝状

藤岡市内の保育園・幼稚園
藤岡市子どもフェスティバル
県環境フェスティバル

　長年にわたり自然保護指導員として常に自然公園の保護や利
用状況を把握し、自然環境の保全に深い理解と熱意をもって巡
視活動を行っている。また、小・中・高校の児童・生徒を対象
に、年間行事として実施されている海岸清掃等のボランティア
活動を通じ、子どものころからの自然保護の大切さを啓発・普
及することに取り組んでいる。
　さらには、観光スポットや海岸の駐車スペース周辺の空き缶
や空きビン等ゴミなどの後始末及び地域の環境花壇の整備な
ど、地域の環境保全活動や住環境美化の活動にも積極的に取り
組んでおり、その功績は顕著である。
○平成６年度　地域環境保全功労者知事感謝状

校内活動日（週３日）　郊外活動
日（１ヶ月１～２回）

　平成１１～１２年度　キッズエコプロジェクト部発足・地域
の幼稚園・保育園を訪問し、ゴミの分別を中心に環境学習を続
け、現在も継続している。第１回～２回環境プログラム実践
（市内）
　平成１３年度　県学校農業クラブ連盟発表大・日本学校農業
クラブ連盟各種・発表関東大会・県産業教育フェア研究・発表
参加・ＪＡ青年大会発表・西毛地区進路指導部会発表・県家庭
クラブ発表・藤岡市主催ボランティア講座発表・市民立ＮＰＯ
主催ボランテア講座発表・第３回環境プログラム実践
　平成１４年度　藤岡地区子どもフェスティバル発表・環境ク
リーンウォークラリー・藤岡ボランティアセンターＷＩＴＨイ
ベント参加展示
　生涯学習ボランティア集会活動発表・ポカポカマーケット参
加発表・第４回環境プログラム実践
　平成１５年度　ヤリタナゴ観察会・藤岡地区子どもフェス
ティバル発表・藤岡市絶滅危惧植物保護活動・ＮＨＫ首都圏
ネットワークで保護活動が放送・第５回環境プログラム実践・
県環境フェスティバル発表
　平成１６年度　県農業クラブ連盟発表・西毛地区進路指導部
発表・県環境フェスィテバル発表・藤岡地区子どもフェスティ
バル発表・第６回環境プログラム実践
○平成１４年度　群馬県環境賞　受賞

地域環境美化　6



県　別 氏名・年齢・住所・職業 功　　　　　　　　　　　　績活　　動　　内　　容

千葉県 明治川をきれいにしましょう会 対象活動 環境美化
（めいじがわをきれいにしましょうかい） 従事年数 ２４年間

年間活動日 ２５日
会長　　高橋　昭 活動範囲 新川・明治川流域

神奈川県 福本　としみ 対象活動 美化活動
（ふくもと　としみ） 従事年数 １８年間

年間活動日 通年
クリーンよこすか市民の会　常任幹事 活動範囲 横須賀市内全域（特に横須賀市大

楠地区）

・地区での活動
　クリーンよこすか委員として大楠地区市民の会で、長年清掃
活動を行っており、地区会長に就任（昭和６１年４月～）後
も、自ら実践活動を行うとともに地区住民のリーダーとしてポ
イ捨て防止キャンペーン、一斉清掃等々の地区活動において地
区住民を指揮、指導している。
・推進部会での活動
　市内全域（２２地区）及び、関係団体から選出される推進部
会委員（実践活動部隊）として、昭和５５年から活動してい
る。同部会長に就任後も（平成４年４月～）４８名の部会員の
リーダーとして、啓発・清掃等の実践活動に尽力されている。
推進部会活動は、ポイ捨てごみ散乱状況調査、ポイ捨て防止街
頭キャンペーン、屋外広告の日キャンペーン、イベント時の清
掃ボランティア活動等の実践活動が年間約３０回、早朝や夜の
活動もあり、ハードではあるが、自ら積極的に活動している姿
は頭が下がる思いである。
・市民の会全体の活動
　総会である市民のつどい・中央会議では準備段階から当日の
進行まで、会の会議では企画から参加している。
地区活動、推進部会活動、市民の会活動、各々の指揮官として
長年尽力され、その功績は偉大である。人望は非常に厚く、ク
リーンよこすか市民の会では無くてはならない人である。
○平成６年　神奈川県環境美化運動推進功労者表彰

　新川の支流である明治川流域において、随時、不法投棄され
たゴミの撤去作業を実施し、夏期及び冬期には地域住民に呼び
かけ、一斉草刈り作業を実施するなど、河川の汚濁防止等に取
り組み、このような実践的な活動を通じ、環境の美化・保全に
対する意識や奉仕の精神、勤労に対する意識を高めている。
　また、市で計画するゴミゼロ運動や新川流域清掃にも積極的
に参加するなど､地域の環境美化に貢献している。
○昭和６２年　地域環境保全功労者知事感謝状
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県　別 氏名・年齢・住所・職業 功　　　　　　　　　　　　績活　　動　　内　　容

新潟県 柏崎市立第一中学校 対象活動 地域清掃、緑化
（かしわざきしりつだいいちちゅうがっこう） 従事年数 １４年

年間活動日 １０日間
校長　後藤典任 活動範囲 地元商店街、海岸

富山県 新湊市立新湊西部中学校生徒会 対象活動

従事年数 １９年
年間活動日 4月、7月、11月及び毎月15日

代表者　生徒会長　関澤 洋一朗 活動範囲 校区内

（しんみなとしりつせいぶちゅうがっこうせいとか
い）

公園、道路等の清掃活動及び清掃
美化思想の普及啓発活動

・七夕ボランティアとして、庄川河川敷周辺の流木やプラス
チック容器などのごみの収集を行い、ごみ収集後は、みんなの
川を大切にすることを呼びかけた生徒会役員手作りの看板を掲
げるなど、きれいな庄川河川敷にすることを誓い合う活動を実
施している。
・一人ひとりがボランティア活動を選択し、より意欲的に参加
しようという取組みである「Fallボランティア活動」の一環と
して、校区内にある駅、公衆トイレ、公園の清掃活動を実施
し、公共施設の清掃を通じて、公共物を大切にし、住みよい町
づくりを目指す精神を養っている。
・毎月、生徒会執行部の呼びかけで、通学路のごみや空き缶な
どを分別収集しながら登校する「My　Wayボランティア活動」を
実施し、環境美化意識の向上に努めている。
・創校記念日である4月22日には、学校の誕生日を祝い、学校を
大切にする気持ちを養う目的で校舎内外の環境美化活動を実施
しており、普段の清掃では行き届かない箇所の清掃や除草･側溝
の泥あげなど、校舎敷地内及び周辺の環境美化に貢献してい
る。
○平成１３年　環境部門功労者知事表彰受賞

①エンマ市は，約200年前から続いている柏崎市の伝統行事であ
る。３日間の開催期間中，多数の露店が並び，二十数万人の
人々で賑わう。そうした中で排出されるゴミの量は２トント
ラック６台分にもなり，市役所職員だけの回収は大変であっ
た。そこで当校生徒会では，「尽くそう地域へ，高めよう奉仕
の心」をスローガンとして，エンマ市期間中の清掃活動を企画
した（エンマ市清掃）。活動範囲は露店周辺の沿道で，活動時
間は早朝の５時～６時とした。後に１～３学年が１日ごとに分
担して３日間の実施となり、保護者にも協力を呼びかけ，多数
の参加者を得ることができた。１日の回収したゴミの量が５ト
ンにもなることがあり，清掃の成果が充分に上がった。平成12
年の清掃時は，10回目を記念して柏崎市長が共に清掃活動をし
た。このようにエンマ市清掃は，当校の恒例行事となってお
り，地域から評価されている取組である。
②　昭和６２年度から平成１４年度まで、海開きに合わせて海
岸清掃を実施した。また、毎年８月に廃品回収を行い、不定期
で学校周辺のごみ拾いを行っている。
③　平成１６年度に校区にある公園の植樹を行った。平成１６
年度からは、学校でプランターに花を育てて地元の商店街や福
祉施設に配布する取組を実施している。
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県　別 氏名・年齢・住所・職業 功　　　　　　　　　　　　績活　　動　　内　　容

山梨県 社団法人山梨県トラック協会女性部会 対象活動

代表者　部会長　砂田　京子

従事年数

年間活動日

活動範囲 山梨県全域

長野県 宮原　尚友 対象活動 公園、道路の清掃活動
（みやばら　ひさとも） 従事年数 １７年

年間活動日 毎日
活動範囲 長野県千曲市上山田地域

（しゃだんほうじんやまなしけんとらっくきょうか
いじょせいぶかい）

「地域清掃活動」は平成８年より
９年間。「環境美化啓発活動（花
の種等の配付）」は平成８年より
９年間。「チャリティーバザー」
は平成９年より８年間。「公共施
設等へのフラワーポットの設置」
は平成１６年より１年間。

女性部会の活動として、山梨県全
域に渡る各支部（県内に７つの支
部）の「地域清掃活動」「公共施
設等へのフラワーポットの設置」
「環境美化啓発活動」及び、環境
保全団体への寄付を目的とする
「チャリティバザー」の実施。

　昭和６３年より現在まで、脳性小児マヒによる体幹機能障害
（身障手帳１種２級）があるにもかかわらず、暑い日も寒い日
も毎日、車イスにナイロン袋を入れ、千曲市上山田地域の公
園、道路等において、ゴミ、空き缶を拾い 続け、地域内の環境
美化に尽力した。
　率先して環境美化活動を行うことにより、環境美化に関する
住民への啓発を実践しており、地域全体の環境美化運動に貢献
している。
○平成１４年　環境保全功労者長野県知事表彰

（１６年度実績）「地域清掃活
動」は、各支部合計１３６日（ト
ラックの日等の各種イベントにお
ける地域清掃活動：２１日、各支
部の地域清掃活動：１９日、やま
なしクリーンキャンペーン参加：
４２日、各女性部会の事業所の地
域清掃活動：５４日）、「環境美
化啓発活動（花の種等の配付）」
は、女性部会として１回、「公共
施設へのフラワーポットの設置」
は、各支部合計１０箇所、「チャ
リティバザー」は、女性部会とし
て１回。

　平成８年１月２２日に「山梨県トラック協会」の婦人部会として
発足とともに、環境保全対策事業への積極的な取り組みとして「地
域清掃活動」を開始した。この活動は、山梨県内の全域で行われる
広域的な活動であり、女性部の各支部（県内に７つの支部）が各地
域の駅前や県道、河川敷等を清掃するものであり、継続的に実施さ
れている。
　また、この「地域清掃活動」は、県の進める「やまなしクリーン
キャンペーン」への参加や地域の公民館、公園、駐在所、各事業所
の近隣清掃等のより地域に根ざした場所の清掃活動にも拡大されて
おり、各地域の環境美化に貢献するものである。
　さらに各支部においては、貴重な富士山の環境を守る目的で実施
される、「富士山クリーン作戦」へ参加するなど、幅広い清掃美化
活動を行っている。
　次に、「環境美化啓発活動」として、平成８年度より「花の種等
の配付」を実施、平成１６年度より「公共施設等へのフラワーポッ
トの設置」を実施するなど、環境保全の啓発活動にも積極的に取り
組んでいる。
　この他にも、女性部会として、平成９年度より「チャリティーバ
ザー」を実施し、その売上金全額と女性部会の会費の一部を、県内
の民間団体の自発的な環境保全活動を支援する（財）やまなし環境
財団等に寄付を行い、環境保全事業の推進に貢献している。
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県　別 氏名・年齢・住所・職業 功　　　　　　　　　　　　績活　　動　　内　　容

岐阜県 誠心会 対象活動 地域環境美化ボランティア
（せいしんかい）　　　　　　　　　　　　　　　　従事年数 ４７年

年間活動日
代表者　会長　永江　和昇

活動範囲

愛知県 八田川沿連合会 対象活動
（はったがわぞいれんごうかい）

従事年数 ２３年
代表者　稲垣鉱治 年間活動日 １５日程度

活動範囲

京都府 大宮町消費生活グループ 対象活動
（おおみやちょうしょうひせいかつグループ）

会長　堀　厚子
従事年数 １０年２ヶ月
年間活動日 年６回以上
活動範囲 京丹後市

（１）生ゴミの堆肥化及び普及啓
発
（２）使用済食用油からの石けん
づくり

一級河川八田川の東名阪自動車道
との交差地点から稲口橋までの間

原則として月１回以上実施している「河川パトロール」では、
pH（水素イオン濃度）、COD（化学的酸素消費量）及び透視度を
測定することによる水質異常の監視や不法投棄の監視を行うと
ともに、空き缶等のゴミの回収や河岸の様子の調査を行った。
また、各町内会の集会等においては、活動状況の報告を通じて
生活排水対策の啓発を行った。さらに、年2回開催される「ク
リーン作戦」には、百人以上が参加してゴミの回収を行った。
以上のように、環境保全活動の推進に多大な貢献をされた。
○平成４年　愛知県知事表彰（環境保全関係功労者表彰・環境
保全活動功労）

総会年１回、定例会毎月１回、ボ
ランティア活動（年間約８回）

安八町地内を流れる中須川沿い
（約５Ｋｍ）

多年にわたる次のボランティア活動を通じて、地域の環境保全
及び地域振興に貢献された功績は誠に顕著なものがある。町内
関係者のみならず、他市町村からも高い評価を得ている。
（ボランティア活動）
①中須川河畔の１０００本桜並木の消毒及び剪定など樹木の手
入れ並びにカーブミラーの調整と清掃
②中須川河畔の除草、空き缶拾いなど清掃活動
③犀川騒動記念碑周辺の清掃活動
④氷取桜祭り及び氷取サマーフェスティバルの共催と終了後の
清掃活動
○平成１４年　岐阜県知事感謝状（環境美化功労者表彰）

　当団体は、賢い消費者を育てるとともに、身近な環境問題に
関心を持ち、環境保全型ライフスタイルの定着を目的に活動し
ている。
　特に、家庭から大量に出る生ゴミの堆肥化に取り組むととも
に、広く町内の主婦等に講習会を開くなど、活動を拡大してお
り、その普及啓発に大いに貢献している。
　また、使用済食用油から石けんを作るなど、ゴミ減量・再資
源化に積極的に取り組んでおり、石けんを通じて循環型のライ
フスタイルを考えるきっかけとしての地域活動としても定着し
つつある。
○平成１５年　京都府環境保全功労者表彰

河川の浄化活動及び清掃活動並び
に美化思想の普及啓発活動
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県　別 氏名・年齢・住所・職業 功　　　　　　　　　　　　績活　　動　　内　　容

京都府 社団法人薪甘南備山保存会 対象活動

会長理事　喜多英男 従事年数 ２１年
年間活動日 月２回以上
活動範囲 京田辺市

京都府 疏水・白川を美しくする会 対象活動 河川の美化清掃活動
（そすい・しらかわをうつくしくするかい） 従事年数 ３９年

年間活動日 週１回
会長　堀尾 貞太郎 活動範囲 京都市左京区

（しゃだんほうじん　たきぎかんなびやまほぞんか
い）

市のシンボルである甘南備山（か
んなびやま）の美化清掃活動及び
保全パトロール

　長年にわたり河川美化運動の普及拡大に尽力するとともに、
河川における幅広い環境保全活動に率先して取り組むなど、環
境先進地をめざす府民意識の高揚に寄与した。
　昭和49年から開始した清掃活動「哲学の道散策の集い」によ
り河川を含む地域の環境が向上し、哲学の道が第１回日本の道
百選に選出されるなど全国的にも周知されることとなり、地域
の観光効果にも貢献した。
活動内容
１．京都の観光スポットのひとつ「哲学の道」周辺の清掃活動
週１回
２．「哲学の道散策のつどい」の開催　週１回
３．「さくら祭り」の開催　年１回
４．ホタルの保護
○昭和５６年　京都府環境保全功労者表彰

　当保存会は、市のシンボルである甘南備山の自然環境を保全
し、水源のかん養と愛林思想の高揚を図ることを主目的に設立
され、巡回パトロールなど、同地域の環境美化に積極的に取り
組んでいる。
　活動は会員の総意で実施され、会員一人ひとりが積極的に参
加しており、地域住民の模範となっている。
　主な事業（平成１６年度）
  ・森林保護や愛林思想啓発活動に関する巡視活動
     森林保全のための巡回　年１回
     山林パトロール　月２回
     清掃パトロール（協力団体）　各々月１回以上
     林道整備（年１回会員による出務）
     生活環境保全林施設の維持管理（車道、歩道、
　　 広場草刈り）
  ・地域住民の諸活動に対する援助
     区青年部、女性部、消防団の甘南備山美化活動へ
     の援助
○平成８年度　京都府環境保全功労者表彰
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県　別 氏名・年齢・住所・職業 功　　　　　　　　　　　　績活　　動　　内　　容

大阪府 一歩会 対象活動 公園、道路等の清掃活動
（いっぽかい） 従事年数 ９年

年間活動日
代表者　有薗　一征（ありぞの　かずゆき）

活動範囲

大阪府 吹田西ロータリークラブ 対象活動 環境美化（クリーンディの活動）
（すいたにしろーたりーくらぶ） 従事年数

会長　小林　哲（こばやし　さとし） 年間活動日

活動範囲 江坂駅周辺地区

１３年５ヶ月（クリーンディ継続
年数）

（道路・公園清掃）月１日、年間
１２回程度
（清掃登山）週１日、年間４８回
程度
（道路・公園清掃）所在する地域
の道路や公園等の公共場所
（清掃登山）和泉葛城山における
登山コース（４コース）

毎月１回（毎月１日をグリーン
ディとしている）

 一歩会は、登山やハイキングを楽しむ会として活動している団
体であり、毎週土曜日の和泉葛城山での登山が恒例となる中
で、ただ登山を楽しむだけでなく、４パターンの登山コース
で、ごみを回収する活動を行っている。また、一歩会では、会
員の有志が集まり、町内においての美化活動として、平成８年
度から毎月１度、自由が丘地区の道路や、自由が丘二号公園な
どの公共場所に散乱する空き缶・空き瓶や犬の糞などの一般ご
みの回収も行っており、地域の美化活動に貢献している。
○平成１３年１１月　町制施行５０周年善行者表彰受賞
○平成１６年　６月　おおさか環境賞奨励賞受賞（知事表彰）
○平成１６年１２月　環境美化実践優良市民団体表彰受賞

吹田西ロータリークラブは昭和５５年に創設、昭和５７年には
地元江坂駅周辺の環境美化活動として「タバコのポイ捨てやめ
ましょう」運動を開始。平成３年には毎月１日をクリーンデイ
として清掃活動を開始、この活動の輪は広がり、現在は年６回
は企業・自治会との合同の活動になり、残りの年６回はクラブ
員だけで活動を行っている。また、平成６年にはクリーンアン
ドリサイクル運動として「缶つぶし機」を５０の子供会に寄贈
するとともに、その子供たちに環境を題材とした紙芝居を行う
活動を広げ、現在小学校や子供会の自立した運動になっている
など、同クラブで始めた運動が地域に根付き地域の環境美化に
貢献している。
○昭和６２年に、緑化推進事業に対して吹田市長から感謝状を
贈呈
○平成１４年に、青少年問題に取り組み、薬物乱用防止運動に
対して大阪府知事から感謝状
○平成１５年に、中学生を会員の会社で職場体験をする取り組
みに対してガバナー表彰
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県　別 氏名・年齢・住所・職業 功　　　　　　　　　　　　績活　　動　　内　　容

奈良県 南　ヤスノ 対象活動 ③公園、道路等の清掃活動
（みなみ　やすの） 従事年数 ３８年（昭和４２年～）

年間活動日 毎日
活動範囲 高見登山口バス停付近

奈良県 瀬ノ上自治会 対象活動 ③公園、道路等の清掃活動
（せのうえじちかい） 従事年数 ３１年（昭和４９年～）

年間活動日
会長　中久保　勝

活動範囲 吉野川遊泳場（500㎡）一帯

鳥取県 宇田川を美しくする会 対象活動 地域美化・緑化
（　うだがわをうつくしくするかい　） 従事年数 １９年

年間活動日

活動範囲 米子市淀江町宇田川地区

代表者　宇田川地区連合会長
（平成１７年：寺嶋正視）

7/20～8月下旬（夏休み期間中）
ほぼ毎日

不定期（年間を通して清掃活動・
植物育成、季節毎にイベント関係
の活動及び一斉清掃等）

　宇田川のある淀江町は平成１７年３月３１日に米子市と合併
し人口１５万となったが、合併前は人口約９０００人の小さな
町だった。美しく住みよいコミュニティづくりとめざし、住民
自らが楽しく取り組んでいるのがこの会の特徴。都市に吸収さ
れるかたちとなった現在でも、地域のカラーをうまく残してい
る。そのような地域を重んじる場所で、この会は公民館活動を
中心に地域での清掃活動・緑化活動等を行い、地域のカラーづ
くりにも一役かっている。
○平成６年　西伯郡社会教育協議会より表彰
○平成１０年　第22回全国育樹祭において、緑化活動の推進に
寄与した功績により県知事表彰

　日本三百名山に数えられる高見山は、霧氷で名高く四季を通
し登山客が絶えることのない人気の山である。国道１６６号線
沿いにある登山口一帯は、ドライバーや登山客によるゴミが景
観を損ねている。
　氏は、昭和４２年より「掃除することは誰でもすることです
し、きれいにしておけば汚す人も少なくなると思って。」と毎
日一人で登山口一帯を清掃している。
　また、平成７年度より登山口付近に建設された公衆トイレも
毎日清掃している。氏の献身的な姿を見て、石けんやトイレッ
トペーパーを寄付する人や感謝の声をかける人は多い。そのよ
うなあたたかい声を励みに毎日黙々と続けている。
　長年にわたる取り組みは、そこを訪れる者にあたたかい雰囲
気を与え、マナーの気持ちを意識づけるとともに、地域の環境
美化に大きく貢献している。
○平成７年　クリーン・グリーン実践者表彰受賞（知事表彰）

　当地区は、奈良県南部に流れる清流吉野川沿いに位置し、県
立吉野川津風呂自然公園内にある。毎年、県内外からバーベ
キューや遊泳、釣り等で多くの人が訪れるが、その後ゴミ等が
散乱し美しい景観が損なわれていた。
　そこで、昭和４９年ごろから瀬ノ上自治会が自主的に遊泳場
一帯の清掃活動を開始した。夏休み期間中ほぼ毎日、全戸が当
番制で４名ずつ遊泳場一帯のゴミ拾い、草刈り、備え付けトイ
レの清掃をしている。現在では、その活動は慣例し住民に浸透
している。
　長年にわたる取り組みは、地区に定着し、住民の美化意識を
高めると共に、吉野川の美しい景観を守り、来訪者を気持ちよ
く迎えている。その功績は多大であり、地域の環境美化とマ
ナーの向上に大きく貢献している。
○平成元年　クリーン・グリーン実践者表彰受賞（知事表彰）
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県　別 氏名・年齢・住所・職業 功　　　　　　　　　　　　績活　　動　　内　　容

香川県 さぬき市立造田小学校 対象活動
（さぬきしりつぞうたしょうがっこう）

従事年数 １１年
代表者　校長　熊田　正美 年間活動日

活動範囲

香川県 香川県立多度津水産高等学校 対象活動 海浜美化（及び河川水質調査）
従事年数 ８年
年間活動日 ７日程度
活動範囲

校長　　篠田啓次郎

鴨部川アジサイ夢ロード（二級河
川鴨部川の広瀬橋から片山橋周
辺）

（かがわけんりつたどつすいさんこうとうがっこ
う）

「鴨部川アジサイ夢ロード」つく
り

全校活動１学期３回，２学期２
回，３学期２回，５年生の総合学
習の時間，毎月最終日曜日（アジ
サイボランティアの日）

・平成６年以前から地元住民およびＰＴＡ（児童，教職員，保
護者）がクリーン作戦を展開し，鴨部川の清掃を行ってきた。
平成６年には児童会が「アジサイの町づくり」を提案し，ＪＲ
の造田駅および各地区の集会場・各家庭に育苗したアジサイ６
００本を児童・ＰＴＡ・「ふるさと造田」の人たちと協力して
植栽した。
・平成１２年，５年生の発案である「鴨部川にアジサイロー
ド」をつくる夢の構想が自治会，婦人会，老人会，ＰＴＡ，ボ
ランティアなどの人たちの心を動かし，「鴨部川アジサイ夢
ロード造田の会」が発足した。毎年，５年生の児童が総合学習
でアジサイの挿し木，育苗を行い，それを植える棚つくりや土
の整地を老人会や企業・ＰＴＡなどが行う一方で，堆肥を提供
してくれる農家の人，灌水用の樽の提供や棚止めの杭打ちをし
てくれた地元企業の人々などその活動を支える人々の輪は広が
り，現在では川の両岸500mに約2,000株のアジサイが紫や赤の美
しい花を咲かせるほどになっている。
・地域ぐるみのこの活動は，単なる美化活動に終わらず，命を
育む「川」という自然を愛し，環境保全活動を行うなどふるさ
との創生と活性化につながっている。

多度津町沿岸（多度津港を中心と
する）

①平成９年より、生徒会活動の一環として多度津水産高校の小
型実習船を使い、土曜日を利用して、有志生徒による、多度津
港を中心とした海面浮遊ゴミを回収するボランティア活動を開
始し、現在に至っている。
②また、毎年５月には、全校生徒が海岸のゴミ回収のボラン
ティア活動を実施している。
③それと並行して、生徒会が海浜美化啓発の立て看板を作成
し、多度津町内海岸へ設置してきた。
④平成９年１０月には多度津町沖で船舶による油流出事故があ
り、本校の実習船を使い、生徒と教員が回収作業に従事した。
⑤平成１６年１０月には、台風通過後の河川から流れ出した大
量の漂着物を３年生全員と２年生１クラスの生徒が回収した。
また、丸亀港沖で海上を浮遊し定置網に被害を与える浮遊物の
回収を３隻の小型実習船上から行った。
（また、指標生物による河川の水質調査も同期間、授業で行っ
てきた。）
○平成１２年６月　環境庁水質保全局長から「水環境賞」受賞
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県　別 氏名・年齢・住所・職業 功　　　　　　　　　　　　績活　　動　　内　　容

愛媛県 神谷　英樹 対象活動 公園、道路等の清掃活動
（かみや　ひでき） 従事年数

年間活動日 週５回×５２週　計２６０回
活動範囲

愛媛県 入江　英昭 対象活動
（いりえ　ひであき）

従事年数
自　営　業

年間活動日 １月１４回×１２月　計１６８回
活動範囲

佐賀県 千々賀　老人クラブ 対象活動
（ちちか　ろうじんくらぶ）

従事年数 ３５年間
会長　岩崎　幸雄 年間活動日 年１２０日以上

活動範囲 唐津市千々賀地区全域

長崎県 清水　澄男 対象活動 清掃及びごみ分別指導等啓発活動
（しみず　すみお） 従事年数 １４年間

年間活動日 ５４回
活動範囲 長崎県大村市松原地区

長崎県 堀之内　四郎 対象活動 清掃及びごみ分別指導等啓発活動
（ほりのうち　しろう） 従事年数 １６年間

年間活動日 ２００回（雨天時を除く毎日）
活動範囲

公園、道路等の清掃活動
地域環境美化に関する活動

昭和５８年４月から現在まで２２
年２月

内子地区全域、内子児童館、小田
川下流域、論田・立川地区の一部

　平成元年により大村公園から円融寺・楠本邸（武家屋敷跡）
の周辺道路の清掃を早朝から行っている。
　また、町内のごみ収集日には、分別方法に誤りがないか、点
検及び指導を毎回欠かさずに行っているなど、地域環境美化推
進に大きく貢献している。

　内子町内でアルミ缶の回収活動を行うほか、地元の河川愛護
団体「サーティーズ」の一員としてふるさと内子町を流れる小
田川下流域でのごみの収集活動などの河川愛護活動にも尽力し
ている。また、平成元年に内子EMボカシ研究会を発足させるほ
か、内子町の生ゴミ分別収集と堆肥化事業における臭い対策と
してえひめAI－１にも着目し、環境NPOサン・ラブを設立し培養
施設を設置してその無料配布を行っている。
○平成１４年　愛媛県知事表彰（生活環境づくり功労者）（環
境美化）

平成元年～平成１７年　計１６年
間

リサイクル活動、河川等の清掃活
動

　単位自治会長あるいは資源ごみステーション管理責任者とし
て、ごみの分別指導や不法投棄の監視、また地域の道路、水路
及びごみ集積地となっている龍神社周辺の清掃等環境美化活動
に積極的に取り組み、地区住民の模範となり快適な地域づくり
に貢献している。
○平成１３年　愛媛県知事表彰（生活環境づくり功労者）（環
境美化）

・唐津市千々賀地区内の道路の空き缶、ごみ拾いを定期的に実
施
・千々賀児童遊園地、宇ノ木児童公園の除草作業、清掃活動、
遊具点検を定期的に実施
・公民館の内外の清掃活動、神社の本殿・境内の清掃活動
・ラブアースクリーンアップ活動への参加
など平成１５年度は、年間１２３日に及ぶ地域の清掃活動を行
い、地域の環境美化に貢献している。
○平成１１年　環境美化功労者表彰（唐津市）

地区周辺道路、水路、神社境内地
等

　平成３年より、ごみ・資源物の収集を率先して行い、収集の
町内責任者班長及び当番担当者の指導に力を入れるとともに、
収集日には早朝から分別点検作業を毎回欠かさずに行っている
だけでなく、収集所の確保及び設置に尽力されている。
　また、松原の名所である池の川の清掃も月１～２回程度おこ
なっており、地域の模範となっている。

大村公園～円融寺・楠本邸（武家
屋敷跡）
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県　別 氏名・年齢・住所・職業 功　　　　　　　　　　　　績活　　動　　内　　容

長崎県 乾馬場町内会 対象活動 清掃活動
（いぬいばばちょうないかい） 従事年数 ４４年間

年間活動日 １８回
会長　橋口　義行（はしぐち　よしゆき） 活動範囲 長久寺天満宮

熊本県 熊本県阿蘇郡高森町立高森東中学校 対象活動

従事年数 １１年間
代表者　校長　德渕　澄夫 年間活動日 １８０日

活動範囲

（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）

　乾馬場町氏神を祭る長久寺天満宮を昭和３５年以来、毎月１
回各班の持ち回りで、また、臨時年６回の計年１８回の清掃活
動を実施しており、町内の自主的な環境美化活動の推進にも貢
献している。

平成１３年 ３月 １日　全国小中学校環境教育努力賞受賞
平成１３年 ７月２３日　熊本県学校給食会学校賞受賞
平成１３年１１月 ２日　熊本県環境教育研究推進校研究発表会
実施
平成１４年１０月１１日　全国環境学習フェアｉｎ金沢にて発
表
平成１５年 ６月 ９日　くまもと環境賞受賞
平成１６年 １月１８日　地域に根ざした食育コンクール特別賞
受賞
平成１６年 ２月 ６日  ソニーこども科学教育プログラム努力
校受賞
平成１６年１１月１８日　全国学校体育研究優良校受賞
平成１６年１１月２６日　博報児童教育振興会博報賞教育活性
化部門受賞

土着有用微生物を活用した環境浄
化活動、河川の浄化、活動の地域
への啓発

高森東中学校および校区内で活動
し、広く書籍等を通じて社会啓発
を行う
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県　別 氏名・年齢・住所・職業 功　　　　　　　　　　　　績活　　動　　内　　容

大分県 稲葉川を豊かできれいにする会 対象活動
（　いなばがわをゆたかできれいにするかい　）

代表者　会長　吉弘　央
従事年数 昭和６０年から２０年
年間活動日 約２０日程度
活動範囲 稲葉川流域

　竹田市内を貫流する稲葉川は、竹田駅前を流れ、訪れる観光
客に竹田市の第一印象を強く与える河川であるが、竹田市街地
の生活排水の影響により、水質が悪化していたため、近隣の住
民等が中心となり、昭和６０年から河川の美化活動を開始し
た。現在では、大野川漁協竹田支部や竹田商工会議所等流域の
関係団体３５団体が、流域住民が一体となって河川美化活動に
取り組んでおり、その功績は高く評価できる。
・生活改善による汚さない川づくり
　家庭でできる生活排水浄化の工夫、廃油利用石けんづくり、
合併浄化槽設置の促進等により川を汚さない運動に積極的に取
り組んできた。
・河川環境の保全・美化
　河川周辺の草刈り・清掃、ホタルや魚等の水生生物の育成、
水源涵養林の育成等により、環境保全と美化に努めてきた。
・適正水量の確保
　会による市民意識調査の結果、稲葉川の水量が非常に少なく
川としての機能が減退していることを憂う市民が多いことを認
識。水量増加を行政に働きかけた結果、住民・行政・水利用者
等からなる「稲葉川河川環境協議会」が設置され、適正水量や
各分野が果たすべき役割が決定され、河川環境整備の一層の推
進が図られた。
・啓発活動
　学習会・講演会の開催、稲葉川通信発行、水質検査等による
啓発活動に努めてきた。
・行政との連携
　行政が行う水環境事業に積極的に協力。
○平成１３年　大分県環境保全功労者表彰

稲葉川の清掃・草刈り等の美化活
動及び学習会の開催、情報誌の発
行等の河川環境整備に係る普及啓
発

地域環境美化　17



県　別 氏名・年齢・住所・職業 功　　　　　　　　　　　　績活　　動　　内　　容

宮崎県 どんぐり1000年の森をつくる会 対象活動 どんぐり苗の植樹
（どんぐりせんねんのもりをつくるかい） 従事年数 ９年

年間活動日
代表者　会長　樋口　信義

活動範囲 大淀川流域１市５町の国有林

　どんぐり1000年の森をつくる会」は、身の回りから地球環境
までの様々な環境問題に対して「今日できること、私たちにで
きること、そして未来につながること」を具体的に実行しよう
と、平成８年７月の結成以来、地域の代表的な樹木である「ど
んぐり」を山に植え、森（どんぐりの森）を再生し、後世に引
き継ぐことを目標としています。活動は県や市町村の垣根を越
え、現在までに大淀川流域１市５町の国有林９カ所26.9haに
40,000本以上のどんぐりの苗を植えてきた。
　また、市民参加の仕組みとして、１株５００円の「どんぐり
株主制度」を創設し、毎年植える山ごとに株主を募っている。
このユニークな制度に通算２万人を超える株主が参加してい
る。株主は県内のみならず全国に広がっており、近年は株主
ネットワークにより、外国からの参加も増えている。
　この会の最大の特徴は、子供からお年寄りまで一般市民レベ
ルによって活動が推進され、植えた山も株主基金によって適正
に管理されるなど、行政等に頼らない住民参加型のシステムが
できあがっていることであると言える。
　このように、「多年にわたり、緑化、浄化、清掃等地域環境
の美化に努め、その実績が欲に顕著な者（実施要領３）」に該
当すると認められる。
○平成１５年　宮崎県地域環境保全功労表彰

どんぐり拾い・種まき・植樹など
の活動を年６回程度
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県　別 氏名・年齢・住所・職業 功　　　　　　　　　　　　績活　　動　　内　　容

札幌市 花の会 対象活動 植樹、植栽等の緑化運動
（はなのかい） 従事年数 ７年

年間活動日 ６０日以上
会長　深田　武男 活動範囲 札幌市北区南新川地区

さいたま市 桜木二丁目第一区自治会 対象活動
（さくらぎにちょうめだいいっくじちかい）

会長　高木　茂二

従事年数 １５年（平成２年から）
年間活動日

活動範囲 大宮駅西口

さいたま市 太田窪新田自治会 対象活動
（だいたくぼしんでんじちかい）

会長　原田　英夫 従事年数 ５年（平成１２年から）
年間活動日

活動範囲 太田窪新田自治会内

 「花の会」は、「花を友に健康と友達づくり」をテーマに、
“地域の人々の目を楽しませる事”､“高齢者福祉の推進と健康
維持”､“知り合いの少ない高齢者に花を友にした交流の場の提
供”､“空き地の利用、地域美化の促進”を目指して、自らが種
から育てた花苗をもとに南新川地区における空地での花壇づく
り、各戸での花壇づくりを行い、併せて花のあるうるおいのあ
る街づくりと、地域環境の美化に取り組んでいる団体です。
　１５年度活動概要
・ フリーマーケット６、９月２回開催
・ 会員同士の交流会、３回
・ 会報　毎月発行
・ ３月　総会
・ ４月　苗床（ビニールハウス）整備
・ ５月　ひょうたん棚製作
・ ５月、６月　花壇へ花苗植付け
・ ７月　札幌市内見学会
・ 10月　秋苗の植付け
・ 11月　花壇整理（冬囲い）
・ 11月～３月　冬期講習会開催
○平成１６年度　北のまちづくり賞　奨励賞（北海道主催・知
事表彰）

美化、カラス対策は週２回、環境
ﾊﾟﾄﾛｰﾙは年４８回

平成１２年　収集所の美化のために収集所の分散、ルールの周
知、管理の徹底を始める
平成１５年　カラス対策用の激辛ごみ袋、トラ模様ごみ袋の利
用モニターになる。モニター後も、生ごみを紙で包むなどの、
生ごみ対策を行う。テレビ等の取材を受ける。
平成１６年　環境パトロール隊を結成し、収集所のパトロール
を開始。分別の周知を図る。
○平成１６年　埼玉県住民自治組織活動功績団体表彰にて最優
秀賞受賞

平成２年より１.　ポイ捨てごみ拾い　２．駅周辺の清掃活動
３．緑化活動（花壇の整備等）　４．収集所の管理　５．ポイ
捨て等の禁止の呼びかけを始める。
○平成１６年　埼玉県住民自治組織活動功績団体表彰にて優秀
賞受賞

１.　ごみ収集所の美化、２．カ
ラス対策、３．環境パトロール活
動

１.　ポイ捨てごみ拾い　２．駅
周辺の清掃活動　３．緑化活動
（花壇の整備等）
４．収集所の管理　５．ポイ捨て
等の禁止の呼びかけ

ポイ捨てごみ拾いは毎日、夜の巡
回、清掃活動は月一回、その他は
定期的
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県　別 氏名・年齢・住所・職業 功　　　　　　　　　　　　績活　　動　　内　　容

川崎市 川越　学 対象活動
（かわごえ　まなぶ）

従事年数 ２１年間
川崎市美化運動実施高津支部理事 年間活動日 ３０日

活動範囲 川崎市高津区内

川崎市 沓掛 賴庸 対象活動
（くつかけ　よりやす）

従事年数 ５５年間
年間活動日 ４８回（毎週日曜日）
活動範囲  川崎市内　主に中原区内

川崎市 殿町２・３丁目町内会 対象活動
（とのまち２・３ちょうめちょうないかい）

従事年数
代表者　会長　相澤　弘保

年間活動日

活動範囲

　氏は、多年にわたり川崎市美化運動実施高津支部の役員とし
て、多摩川美化活動、市内統一美化活動、花いっぱい講習会等
の支部事業の運営を積極的に推進している。特に、市内統一美
化活動においては、リーダー的な存在として区内全域の美化活
動の推進に貢献している。
　また、「江川の緑を考える会」の活動の中で、草花の植栽や
定期的な清掃活動「江川せせらぎ遊歩道」の整備に尽力し、以
前はドブ川であった江川の再生と潤いある水辺空間の創設に寄
与した。
　減量廃棄物指導員としては、ゴミの収集場所の設置や新たに
地域に移り住んできた人々へのゴミの出し方指導など、地域内
における調整役を果たしている。
　これらの活動を通じ、地域住民の美化意識を高め、潤いのあ
る心を高めることへの貢献はまことに多大である。
○平成１２年度　神奈川県美化運動推進功労者表彰

緑化、浄化、清掃その他の美化思
想の普及啓発活動
５４年間（昭和２５年４月から現
在まで）

清掃活動、花いっぱい活動、美化
意識の普及啓発活動

　昭和２５年４月に町内会が発足して以来、美化意識の向上の
ため、町内会を挙げて活動を行っていた。平成２年に相澤弘保
が町内会長に就任し、今まで以上に地域住民と行政との連携を
積極的に行っている。その功績から、相澤氏は、平成１２年に
は、川崎市美化運動実施川崎支部大師地区理事に就任、また、
平成１５年からは、同地区副地区長に就任するなど、地域住民
から絶大な信頼を得ている。
　さらに、毎年実施している多摩川美化運動では、町内会を挙
げて参加しており、「美しく住みよいふるさと　かわさき」を
目指し、多大な成果をあげるなど、活動にたいへん尽力してい
る。
○平成１２年度　神奈川県美化運動推進功労者表彰

１４日程度（月１回、多摩川美化
活動、市内統一美化活動等に参
加）

　氏は、昭和２５年にボーイスカウトへ入団以来、半世紀以上
にわたり青少年の健全育成に努めてきた。その活動の中でも、
清掃活動や浄化活動、緑化推進活動は大きなウエイトを占め、
活動毎に「使用させてもらった場所にはごみは一つも残しては
いけない。感謝の気持ちだけ置いてこよう。」と指導を徹底し
てきた。
　また、川崎市美化運動実施中原支部の理事を昭和５２年から
務め、多摩川美化活動や市内統一美化活動、区内美化活動等、
中心的な役割を果たし、「明るく住みよいまちづくり」に大き
く貢献してきた。
　これらの美化活動には、氏の呼びかけにより中原区のボー
イ・ガール両スカウトが毎回多数参加し、未来を担う子どもた
ちへの美化意識の高揚にも、氏の存在は大きなものになってい
る。
○平成６年度　神奈川県美化運動推進功労者表彰

 公園・道路等の清掃活動、河川
等の浄化活動、緑化推進活動、美
化思想の普及啓発活動

殿町１，２丁目の一部、殿町３丁
目全域、小島町の一部
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県　別 氏名・年齢・住所・職業 功　　　　　　　　　　　　績活　　動　　内　　容

名古屋市 対象活動

従事年数 昭和５０年から継続中
年間活動日 年間を通じて

代表者　会長　　鈴木　加代子 活動範囲 名東区全域

京都市 南区自治連合会 対象活動 南区一斉清掃の日
（みなみくじちれんごうかい） 従事年数 平成９年度より（７年６ヶ月）

年間活動日
代表者　会長　北川　龍彦

活動範囲 南区全域

大阪市 吉村　羊二 対象活動 遊歩道の清掃、樹木の管理
（よしむら　ようじ） 従事年数

菅原連合菅南振興町会長 年間活動日 ２４日（毎月２回）
活動範囲 東淡路、菅原遊歩道全域

広島市 児玉　幸子 対象活動 公園、道路等の清掃活動
（こだま ゆきこ） 従事年数 53年間

年間活動日 毎日
活動範囲 公園及びその周辺の清掃

北九州市 戸畑区まち美化と交通安全促進協議会 対象活動 まち美化
従事年数 ３４年４ヶ月
年間活動日

代表者　会長　工藤　通 活動範囲

名東区安心・安全で快適なまちづくり
協議会
（めいとうくあんしん・あんぜんでかいてきなまち
づくりきょうぎかい）

　５３年間にわたり、自宅周辺の道路、側溝及び道路向かいの
舟入第2公園内の樹木の落葉、小枝や捨てられたごみ類を拾い集
めるなど早朝から清掃を行い、公園及びその周辺の環境美化に
努めている。

１２年（平成５年４月より現在に
いたる）

菅南振興町会が毎月2回実施している東淀川区東淡路4丁目３３
番街区から菅原5丁目1番街区にかけての東淡路、菅原遊歩道の
清掃・除草等の作業を主体的に担い、街の環境保全と美化運動
に積極的に努めている。
○平成１５年９月５日　　｢平成１５年度道路・河川などにおけ
る保全、美化運動功労者｣市長表彰受賞

○『ノーポイ運動』の推進
○「クリーンキャンペーン」の実施
○『町を美しくする日』の普及推進
○『地域一斉清掃活動』の実施
○『空地をきれいにする運動』による空地の美化推進
○『花いっぱい運動』『緑の募金運動』による緑化の推進
○『違反広告物をなくす運動』による道路の美化推進
○『犬猫ふん対策啓発活動』の実施

区民の積極的な参加による、美
化・緑化・ごみ減量意識の普及啓
発活動と実践活動

１０日間（毎月第２木曜日・２月
と８月は活動休止）
北九州市戸畑区浅生地区内の公園
や道路

（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）

　当団体は、昭和４５年１１月に、地域住民が清潔で美しい町
づくりを推進するとともに、交通安全のための環境整備を図る
ことを目的に発足した。
　現在、毎月第２木曜日を定例的にまち美化の日として戸畑区
浅生地区内の美化清掃及び啓発活動を行っている。
　昨年７月２６日に活動が４００回目を向かえ、記念式典と記
念植樹を行った。
○平成１６年　交通事故をなくす福岡県県民本部長（福岡県知
事）表彰

毎年４回（６月、９月、１２月、
３月の第二日曜日）

　京都市が平成９年に制定した「京都市美化推進条例」を契機
として、他の行政区に先駆けて平成９年９月から、毎年４回の
「南区一斉清掃の日」を実施し、南区の環境美化や区民１人ひ
とりの美化意識の高揚を図ることに貢献している。また、京都
市主催の「世界の京都・まちの美化市民総行動」への参加、南
区市民ぐるみ運動主催の「環境月間美化キャンペーン・清掃活
動」に積極的に参加し、環境美化活動に尽力している。
○平成１４年　京都府環境保全功労者表
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県　別 氏名・年齢・住所・職業 功　　　　　　　　　　　　績活　　動　　内　　容

静岡市 後藤　康雄 対象活動 「小さな親切運動」静岡県本部
（ごとう　やすお） 従事年数 ８年

年間活動日 年３～４回
活動範囲 地域清掃美化活動はごろもフーズ株式会社　代表取締役

社長

　小さな親切運動(静岡県本部、平成９年２月設立）の地域清掃
美化活動への参加者の支援を行っている。
　興津川保全市民会議主催の興津川クリーン作戦への参加者の
支援を行っている。
　静岡市環境保全推進協力会（旧清水市環境保全協力会・昭和
４５年９月設立）に昭和４６年から参加し、会主催の地域清掃
奉仕活動や研修会への参加者の支援を行っている。
　なお、平成１５年、旧静岡市、旧清水市の合併に伴い、清水
市環境保全協力会の会長として、静岡市環境保全協議会と清水
市環境保全協力会の統合に努め、両会の活動を静岡市環境保全
推進協力会への継承に尽力した。
　静岡市河川環境アドプトプログラムに参加し、興津川の環境
美化活動の支援を行っている。
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