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平成２６年度環境保全功労者等の表彰について

１ 概 要

環境省が、環境保全、地域環境保全及び地域環境美化に関し特に顕著な功績のあった

者（団体を含む。）として、環境保全功労者、地域環境保全功労者及び地域環境美化功績

者を決定し、今年度、石川県からは地域環境保全功労者１団体が表彰されることとなっ

た。

環境大臣表彰受賞者 １２８件（５２名、７６団体） （別添のとおり）

石川県からの被表彰者は次のとおりである。

部 門：地域環境保全功労者

団 体 名：環境カウンセラーズ石川

功績概要：別紙のとおり

２ 表彰式

表彰式は下記のとおり執り行われる。

（１） 日 時 平成２６年６月１１日（水） １０：３０～１２：３０

（２） 場 所 グランドアーク半蔵門

（東京都千代田区隼町１－１）

※ 環境保全功労者等表彰については、環境省からも６月３日（火）に資料提供が行わ

れる。



平成２６年度環境保全功労者等被表彰者功績概要 

 

団体名 

環境カウンセラーズ石川（かんきょうかうんせらーずいしかわ） 

功績概要 

 

◆功労活動の社会への波及効果 

 

本団体は、平成１６年７月に設立され、環境省環境カウンセラー登録者を会員と 

して、環境カウンセラーの相互連携、資質の向上を図るとともに、市民、ＮＰＯ、   

事業者及び自治体等に対して、環境保全活動に関する助言、支援・協働事業を行う     

ことを通じて、持続可能な社会及び自然と人が共生する社会の実現を目指すことを 

目的に活動している。 

 

「いしかわ事業者版環境ＩＳＯ」においては、本団体の協力のもと、事業者が作成 

する環境行動計画書の審査業務を担当しており、平成２６年３月末現在で６９２件 

の登録がなされているほか、「うちエコ診断」においても本団体の環境カウンセラー 

登録者が、各家庭の電気料等を診断し、省エネ・省資源対策を提案することで家庭 

の省エネ・省資源に対する意識の向上に寄与した。 

 

さらに、公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議の事業である環境 

フェアへの出展や、環境マネジメントシステム普及啓発のためのいしかわ事業者版 

環境ＩＳＯ審査人セミナーの開催など環境保全活動に協力・支援をしている。 

 

◆活動実績及び今後の計画など 

 

 ・いしかわ事業者版環境ＩＳＯのアドバイス 

 ・うちエコ診断の実施 

  ・環境フェアへの出展 

 

 

 



平成２６年度
　

・環境保全功労者
・地域環境保全功労者
・地域環境美化功績者

　
　

功績内容等



○環境保全功労者表彰 　６件（５名、１団体）
氏名（又は団体名） 功績概要

小池　勲夫
こいけ　いさお

　

鷲田　伸明
わしだ　のぶあき

　

三浦　溥太郎
みうら　ひろたろう

　
横須賀市立うわまち病院副病院長
（横須賀市教育委員会委員）

白石　寛明
しらいし　ひろあき

　
(独)国立環境研究所
　環境リスク研究センター　フェロー

柴崎　敏昭
しば ざさき　としあき

　

コイト運輸株式会社
こいとうんゆかぶしきかいしゃ

代表取締役社長　佐野　伊三夫

国立大学法人東京大学名誉教授

　環境研究が公害問題から地球環境問題へ移行する転換期に
日本の環境研究の形成、実施体制の統括に半世紀に渡り尽力
し、多大な貢献をした。

（表彰式　平成２６年６月１１日（水）／　式場：グランドアーク半蔵門）

平成２６年度環境保全功労者等受賞者一覧

　化学物質の環境リスクの専門家として、中央環境審議会等
における化学物質や農薬の審査・リスクの評価及び手法の確
立、分析法の開発、内分泌かく乱作用に係る対策の検討など
環境行政の推進に貢献した。

　コイト運輸株式会社（静岡県静岡市）は、車両の軽量化な
どの改善のほか、全従業員による燃費記録表の作成など様々
なエコドライブ活動に積極的に取り組み、顕著な業績を挙げ
ている。

腎臓内科学の専門家として、環境省が実施するカドミウム汚
染による健康影響に関する各種調査研究の実施やその結果の
とりまとめに尽力し、環境行政の推進に貢献した。

　石綿関連疾患に関して豊富な臨床経験を有する専門家とし
て、石綿健康被害救済制度の創設や運営において中心的な役
割を果たし、環境行政の推進に貢献した。

　環境省独立行政法人評価委員会の臨時委員、委員を歴任
し、また、同委員会国立環境研究所部会の部会長の重責を担
うなど、多年にわたり環境行政の推進に貢献した。

一般社団法人国際環境研究協会
プログラムディレクター ／ 研究主監

慶應義塾大学薬学部客員教授
東京慈恵会医科大学
　非常勤講師



　５７件（２６名、３１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 中居　雅博
なかい　まさひろ

　
中居食品容器株式会社　代表取締役
　

青森県 岩木小学校父母と教師の会
いわきしょうがっこうふぼときょうしのかい

会長　三上　裕史
会員332名、教職員40名

青森県 特定非営利活動法人つがる夢庭志仙会
とくていひえいりかつどうほうじんつがるゆめにわしせんかい

理事長　荒谷　政志
理事長、理事、監事、事務局及び一般会員（３６０名）

岩手県 村上　實
むらかみ　みのる

宮城県 鈴木　文夫
すずき　ふみお

エスケー空調株式会社 　代表取締役

山形県 株式会社ＪＶＣケンウッド山形
かぶしきかいしゃじぇ－ぶいしーけんうっどやまがた

取締役社長　齋藤　靖夫
社員数　133名

山形県 株式会社山本製作所
かぶしきかいしゃやまもとせいさくしょ

代表取締役　山本　丈実
社員数　286名

山形県 日東ベスト株式会社
にっとうべすとかぶしきかいしゃ

代表取締役社長　大沼 一彦
社員数　974名

福島県 清流くるみ会
せいりゅうくるみかい

上山口町会青年会　役員２名、構成員３３名　　

合計３５名

福島県 郡山市立湖南小学校
こおりやましりつこなんしょうがっこう

　
児童数130人、職員数17人（内訳：県職員14人＋市職員3人）

茨城県 池田　昇
いけだ　のぼる

守谷市適応指導教室指導員（嘱託職員）

茨城県 鈴木　かつ
すずき　かつ

平成２６年度環境保全功労者等受賞者一覧
（表彰式　平成２６年６月１１日（水）／　式場：グランドアーク半蔵門）

　環境について学習・体験できるリサイクル資料館のほか、
エコ神社や環境対応型屋台村など、先駆的かつ独創的な取組
により、環境保全に関する普及啓発活動に取り組んでいる。

　資源回収について、学校関係者以外の町会の協力も得てお
り、児童、父母、町会住民が一体となってごみの減量化及び
資源化に協力してきたものであり、地域の環境保全活動に貢
献している。

　地域住民と連携し、水路改修、駅舎の改築及び河川の環境
保全活動を行うなど、地域の環境改善や環境保全に多大な貢
献をしている。

　積極的なフロン排出抑制の「普及啓発活動」と「フロン回
収促進システム」の確立で、冷媒用フロンに係る地球環境保
全に貢献した。

　廃棄されていたラ・フランス剪定枝に含まれる成分の化粧
品への活用を産学官で連携して研究、事業化に取り組み、資
源の循環システムを構築した功績は大きいものがある。

　

　木質ペレットストーブや発泡スチロール減容再生機など環
境関連製品の開発、販売、その製造過程での環境負荷の低減
に取り組んでおり、地域における環境保全に貢献している。

平成２年以来20年以上にわたり、荒川高原自然環境保全地域の
パトロールを行い、保全状況の把握や利用者への指導を通じ、同
地域の自然環境の保全に貢献している。

　環境負荷低減を追求したものづくりと地域企業と連携した
省エネ活動の推進、海岸漂着物クリーンアップに積極的に取
り組み、地域の環境保全に貢献した。

　胡桃川を「いろいろな生き物が生息する豊かな川・地域の
憩いの川」に蘇らせるための活動を、子どもから高齢者まで
幅広い世代の協力のもと行ってきた功績は大きいものがあ
る。

　毎年、猪苗代湖等の水質調査を継続して実施し、水質悪化
の原因等を研究・発表するなど、地域環境の保全に貢献して
いる。

　地域婦人会を結成し，恋瀬川や山王川の水質浄化を図るた
め，食用廃油の回収，その廃油を利用した石鹸づくり等を実
施するほか，小学生を対象とした自然観察会を開催するな
ど、地域の環境保全に貢献している。

　里山の保全に取り組むとともに，自宅隣地に建設した資料
館で，野鳥等の生息状況を展示するなど，環境保全普及啓発
活動，環境教育活動を実施。

○地域環境保全功労者表彰



茨城県 七郷里山会
ななごうさとやまかい

会長　髙橋　武男，会計　倉持　次夫，
構成員　17名（平成26年3月末）

栃木県 川名　一郎
かわな　いちろう

　
エコライフネットワーク「とちぎ」副代表

栃木県 齊藤　悦雄
さいとう　えつお

　
有限会社　那須クリーン　代表取締役

群馬県 天神池探検隊
てんじんいけたんけんたい

会長　宮田　昇一
会員数　１５名

群馬県 南橘の自然観察と環境を守る会
なんきつのしぜんかんさつとかんきょうをまもるかい

代表　片山　満秋
会員数　約30名

群馬県 なんきつ子どもエコクラブ
なんきつこどもえこくらぶ

秋山　未希（南橘公民館講座担当）
会員数　約15名（毎年新規募集）

千葉県 江戸川を守る会　松戸支部
えどがわをまもるかい　まつどしぶ

支部長　中臺　弘志
企業及び市民合わせて73名

千葉県 甚兵衛の森を守る会
じんべえのもりをまもるかい

会長　谷　照雄
役員15名、会員約600名

千葉県 加藤　賢三
かとう　けんぞう

　

神奈川県 横須賀「水と環境」研究会
よこすか　みずとかんきょう　けんきゅうかい　

代表　　髙橋　弘二

役員８名、構成員（正会員２１名、会報会員３０名）

神奈川県 大和市自然観察センター・しらかしのいえボランティア協議会

やまとししぜんかんさつせんたー・しらかしのいえぼらんてぃあきょうぎかい

会長　大浜　あきら

120人

神奈川県 三　翠　会
さんすいかい

代表　鈴木　國臣
15人

　地元那須塩原市廃棄物減量等推進審議会委員として平成17
年1月1日から平成25年3月31日までの間、廃棄物の減量等ご
み発生抑制の３R（リデﾕース、リﾕース、リサイクル）推進
に尽力した。
また、那須塩原市環境連絡委員として市の環境基本計画に基
づく各施策の取組を推進するとともに市が策定したごみ減量
施策としての「行政区内の子供会、老人会等各種団体」が取
り組んでいる活動支援として平成14年4月から再資源化事業
を実施している。

　地域において、赤城白川の水生生物調査や清掃活動、菜の
花プロジェクトへの参加など、各種体験活動を通して、子ど
もたちの環境教育を推進している。

　地域の自然観察会、川の清掃活動や学習会等の環境保全活
動を実践している。また、活動を通して地域住民に環境意識
啓発を行っている。

　茅ヶ崎市内の川や水田に残る自然環境を守るため、米作り
を中心に、水生生物等の調査や魚道等の改善を進め、様々な
生物が生息できる水田作りをおこなうなど、地域の環境保全
に貢献している。

　七郷地区の里山を拠点に，清掃や植林など里山保全活動に
尽力。茨城県自然博物館と連携して菅生沼や飯沼川の自然保
護活動等を実施。

　平成15年10月から、地域住民に対し、環境学習の講座をは
じめとした普及啓発活動に取り組むとともに、人材の育成や
自治体の環境施策に貢献している。

　地域の池や川などの水質観測及び外来魚駆除等の環境保全
や生態系保全活動に取り組んでおり、活動を通して住民が地
域や環境、生態系について考える機会も提供するなど、地域
の環境保全に貢献している。

　千葉県立印旛手賀沼自然公園の一部である「甚兵衛公園」
内の松の保護・維持管理や印旛沼周辺の美化活動等を実施
し、地域の環境保全に多大な貢献をしている。

　国、地元漁業組合などと協力し、江戸川の良好な環境整備
に貢献している。結成より一貫した環境保全への貢献は多大
である。

　長年にわたり地域の水環境の保全に努めている。調査活動
にとどまらず、行政、他団体と協働、連携して活発な環境保
全活動を行っており、また子どもたちの環境教育・体験学習
活動に尽力している。

　大和市の泉の森及びふれあいの森をフィールドに、市・財
団・市民団体と連携し、自然とのふれあい活動を実践し、自
然を守り育てる人材の育成を行っている。

　八千代市ほたるの里づくりなど多くの市民活動に関わり、
地域の自然環境保全活動を実践している。また、市の環境行
政に積極的に取り組み、大きく貢献している。



富山県 谷口　喜博
たにぐち　よしひろ

自営業

石川県 環境カウンセラーズ石川
かんきょうかうんせらーずいしかわ

　
会長　安田　吉輝
役員７名（会員３０名）

山梨県 勝俣　源一
かつまた　げんいち

　
　
織物業

山梨県 韮崎市立韮崎北東小学校
にらさきしりつにらさきほくとうしょうがっこう

　
韮崎市立韮崎北東小学校　校長　藤森治彦
教職員組織34名　　児童431名

山梨県 公益財団法人オイスカ山梨県支部
こうえきざいだんほうじんおいすかやまなしけんしぶ

会長　井上 雅雄　ほか18名　構成員120名

愛知県 大江　文雄
おおえ ふみお

　
　

愛知県 辻　喜礦
つじ　よしひろ

　
公益社団法人日本技術士会中部本部　前本部長

愛知県 四俵　正俊
しだわら　まさとし

　
　
愛知工業大学名誉教授

京都府 乙訓の自然を守る会
おとくにのしぜんをまもるかい

　
代表　宮崎　俊一

兵庫県 日下部　昌男
くさかべ　まさお

　
豊岡市環境衛生推進協議会会長

兵庫県 篠山市サギソウ保存会
ささやましさぎそうほぞんかい

　
会長　谷口　次男
会長１名、副会長２名、会計１名、会計監査２名、
理事３名　会員数５４名

島根県 淀江　賢一郎
よどえ　けんいちろう

　

　昭和63年から多年にわたり、「鴨川にもサケを呼ぶ会」の
初代会長（現相談役）として、会員とともに鴨川の清掃を行
うとともに、流域の小学校にサケの卵を配布し、稚魚を放流
することで、心豊かな子どもたちの育成、環境教育に寄与し
ている。

　環境カウンセラーとして、専門的知識・スキルを生かし、
市民、ＮＰＯ、事業者及び自治体等に対して、環境保全活動
に関する助言、支援・協働事業を実施し、地域の環境保全活
動の推進に貢献した。

　昭和49年7月から平成24年3月までの37年9ヶ月間にわた
り、愛知県自然環境保全審議会専門委員、愛知県環境審議会
専門調査員を務め、愛知県の環境保全行政の推進に貢献し
た。

　平成13年1月から平成25年1月までの12年１ヶ月間にわた
り、愛知県ＰＣＢ廃棄物処理施設環境モニタリング調査結果
等検討会議委員を務め、また、平成16年7月から平成24年9月
までの通算8年にわたり、愛知県廃棄物処理施設審査会議専
門委員を務め、愛知県の環境保全行政の推進に貢献した。

　同団体は、平成5年にオイスカ山梨県世話人会として発足
以来、県内において森林の育成保全活動及び青少年の自然環
境保護に対する活動を行い、環境緑化の推進に貢献してい
る。

　同氏は、明見湖から姿を消したメダカを復活させようと、
平成4年に「めだかの学校」を設立し保護活動を行うと共
に、環境教育を行っている。

　同小学校は、学校全体としての環境教育に取り組み、児童
一人一人が省エネや省資源について考えながら様々な環境活
動を続けている。

　四季ごとの自然観察会の開催、里山保全活動、府レッド
データブックの絶滅寸前種であるオグラコウホネの保全活動
などを実施し、環境保全活動を積極的に行っている。

　環境衛生団体の会長として、環境美化の向上、環境衛生組
織の育成に努め、環境の保全と快適で住みよいまちづくりに
尽力している。

　希少植物であるサギソウの自生地保護・移植を行い、地域
の自然環境保全に貢献すると共に、観察会等の開催を通じて
自然の大切さを伝える啓発活動にも尽力している。

　平成14年８月から平成24年10月までの通算10年間にわたり
愛知県環境審議会専門委員を務め、専門の土木工学の知識を
活かし、数々の答申の取りまとめに尽力し、愛知県の環境保
全行政の推進に貢献した。

代表世話人：１名、運営委員：５名、会計：１名、会計
監査：１名、世話人：48人　　　約４００名

　長年にわたり、山陰むしの会や日本鱗翅学会、日本蝶類学
会等の役員を歴任し、島根県における鱗翅類研究のリーダー
的存在として調査研究を行い、多くの論文、著作を発表する
など、学術研究活動に尽力した。



岡山県 公益社団法人岡山東法人会青年部会
こうえきしゃだんほうじんおかやまひがしほうじんかいせいねんぶかい

　
部会長　赤木　宏聡　　（法人会　会長　岡﨑　彬）
役員２８名 （法人会役員44名）
　法人会構成会員2,430社　青年部会員数62名（平成25
年度末現在）

岡山県 岡山県立勝間田高等学校
おかやまけんりつかつまだこうとうがっこう

　
校長　金平　邦男
職員８６名　生徒４２１名

広島県 末国　隆也
すえくに　たかなり

　
尾道市水辺教室指導員

広島県 長瀬　充良
ながせ　　みつよし

　
（一社） 広島県資源循環協会　副会長，広島支部長

山口県 杉村　傳
すぎむら　つたえ
　

山陽小野田市地球温暖化対策地域協議会会長

山口県 山本　郁枝
やまもと　いくえ

　
柳井・大島地域環境パートナーシップ会議会長

山口県 曾我　邦雄
そが　くにお

　
こどもエコクラブ応援団　等

徳島県 特定非営利活動法人徳島県森の案内人ネットワーク
とくていひえいりかつどうほうじんとくしまけんもりのあんないにんねっとわーく

会長　久米　久夫
会長　１名　副会長　２名　理事　１０名　監事　２名
会員数　４８名

福岡県 吉永　清美
よしなが　きよみ

福岡産業開発株式会社　代表取締役社長

福岡県 桂川町婦人会
けいせんまちふじんかい

　
会長　安河内　浩子
役員７人　　構成員１００人

熊本県 熊本県立八代農業高等学校泉分校
くまもとけんりつやつしろのうぎょうこうとうがっこういずみぶんこう

　
校長　福嶋　茂
職員15名、生徒70名

大分県 大分県植物研究会
おおいたけんしょくぶつけんきゅうかい

　
会長　真柴　茂彦
役員21名、会員数82名
　

宮崎県 株式会社宮崎放送
かぶしきがいしゃみやざきほうそう

　
代表取締役　春山　豪志
約１２０人

　地道に植物に関する調査・研究活動に取組み、野生植物の
保護や植物相の保全に尽力するとともに、県の自然環境行政
の推進に多大な貢献をしている。

　町内幹線道路で、地元高校生との共同により花苗植栽や清
掃活動を実施。また、廃品回収や生ごみの肥料化等による環
境啓発活動を実施。

　森林資源の有効活用と森林の健全化をテーマとして、巻き
枯らし間伐や木質燃料の活用、里山保全活動などについて研
究をしている。

　平成14年に(社)福岡県産業廃棄物協会福岡県支部の理事に
就任以来、不法投棄撲滅等に取り組み、地域の生活環境保全
及び公衆衛生の向上に尽力した。

　地元に密着した放送局として、平成３年から主にラジオを
中心に県内の環境保全活動を紹介する「キープみやざき
ビューティフル」や森づくり「ミーモの森」の取組を続けて
きた。

　環境学習の一環として、小学校との森林学習や地域の環境
保全・整備・美化に継続的に取り組み、地域の環境の保全と
意識の高揚に貢献している。

　こどもエコクラブ事業に賛同し、平成8年以降、16回にわ
たり子どもたちの活動成果の発表の場として「こどもエコク
ラブ活動発表会」を開催するなど、地域のエコ活動の活性化
に貢献している。

　廃油石けんづくりの推進により、河川浄化の意識高揚を図
り、地球温暖化防止活動推進員として、多年環境保全に関す
る普及啓発活動を実施している。

　地域森林環境の保全に携わるとともに，一般県民に対し森
林環境教育を自主的に多数開催するなど，県民の森林環境に
関する意識の高揚を図っている。特に次世代を担う子供達の
森林環境教育に力を注いでいる。

　実験を交えた講演やごみの減量に関するワークショップな
ど、あらゆる世代を対象としたユニークな環境教育を多年実
施している。

　里山保全，水質浄化，地域美化，資源リサイクル，環境教
育等の多方面にわたる長年の活動により，地域の環境保全意
識の高揚に貢献している。

　平成３年広島県資源循環協会理事に就任以来，企業の環境意
識の向上，不法投棄廃棄物撤去，環境美化，啓発等を先頭に
立って推進してきた。

　ホタルの飼育などを通じた環境学習に尽力し、地球温暖化
防止活動推進員として、多年環境保全に関する普及啓発活動
を実施している。



宮崎県 環境ボランティアグループ　環の会
かんきょうぼらんてぃあぐるーぷ　かんのかい

　
代表　河野　幸子

11名

沖縄県 吉永　安俊
よしなが　あんしゅん

　
琉球大学名誉教授

千葉市 榛澤　芳雄
はんざわ　よしお

　
日本大学名誉教授

新潟市 株式会社アルビレックス新潟
かぶしきがいしゃあるびれっくすにいがた

　
代表取締役社長　田村　貢
取締役10名、監査役3名、従業員26名

新潟市 及川　紀久雄
おいかわ　きくお

　
新潟薬科大学名誉教授

岡本　欣也
おかもと きんや

　
水生生物研究家

神戸市 平野町明石川愛護協議会
ひらのちょうあかしがわあいごきょうぎかい

　
会長　飯田　健次郎
役員28名、構成員約1,000名

深谷　慶仁
ふかや　よしひと

　
ＮＰＯ法人環境カウンセラー全国連合会常務理事

　同協議会は，地域の世代間のふれあいと周辺地域住民との
交流を通じて水辺に親しみ、明石川への愛着と地域の絆が強
まっていくことをめざして、清掃活動やイベント等を行い、
地域の環境保全に貢献している。

　平成１７年より、地域でこどもたちを巻き込んだ植樹や自
然体験活動の他、廃油キャンドル作り、残材を使ったリサイ
クル工作、菜の花の循環利用等に取り組む。

　都市工学の専門家として、千葉市環境審議会副会長を始
め、同審議会の専門委員会などの委員長として、市の地球温
暖化対策実行計画や再生可能エネルギー等導入計画の策定に
貢献された。

　多年にわたり環境カウンセラーとして学校等における実験
等を通じた環境教育の推進に努めるとともに、ＮＰＯ法人環
境カウンセラー全国連合会理事として、地域の環境保全活動
の推進に尽力している。

堺市 　生き物や自然の大切さを次世代に伝えるために、ホタルや
トンボの飼育研究やこれらを活用した環境保全・啓発活動を
行っている。

　デポジット制のリユースカップを導入し、約97％の高い回
収率を継続。これまでに約130万杯の利用により、紙ごみと
CO2の削減に貢献している。

　赤土等流出防止に関する研究・開発や、国や県が実施する
各種調査事業等への専門委員としての協力等を通じ、赤土等
流出防止対策の進展に貢献した。

関東地方環境
事務所

　平成６年から２０年の長きにわたり新潟市環境審議会委員
として，また平成１６年からは同審議会会長として，新潟市
の環境保全に貢献した。



　６５件（２１名、４４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 クリーン熊石運動推進委員会
くりーんくまいしうんどうすいしんいいんかい

　

会　長　　藤谷　清紀

会長１名、副会長２名、理事５名、監事２名

構成：町内会２０団体、学校職域等１７団体

宮城県 遠藤　護
えんどう まもる

　

大崎市公衆衛生組合連合会会長

秋田県 横手川紫陽花回廊運動株主会
よこてがわあじさいかいろううんどうかぶぬしかい

　

運営委員長　阿部　脩二
役員数２０名

株主数５７７名（Ｈ２４．１２．２０現在）

山形県 手ノ子地区協議会里づくり推進委員会雁沢部会
てのこちくきょうぎかいさとづくりすいしんいいんかいがんざわぶかい

部会長　尾形　松弘
部会員　8名

山形県 笹川土地改良区
ささがわとちかいりょうく

　
理事長　村上　誠
組合員数　684名

福島県 野中　正
のなか　ただし

　

福島県 いわき市建設業平地区親和会
いわきしけんせつぎょうたいらちくしんわかい

　

長谷川　浩一
13（社）名

茨城県 加倉井　清
かくらい　きよし

茨城県 株木建設株式会社　茨城本店
かぶきけんせつかぶしきがいしゃ　いばらきほんてん

　
代表取締役社長　株木　雅浩
１５７名

茨城県 ハーブフローの会
はーぶふろーのかい

　
会長　結城　直子

約７０人

栃木県 宇都宮市明保地区明るいまちづくり協議会
うつのみやしめいほちくあかるいまちづくりきょうぎかい

会長　島田　弘二
役員　会長以下１０名　　　構成員　およそ１６００世
帯、２１団体・機関・商工業会

　20年以上にわたり、別川緑道や町内の花壇整備等を積極的
に行い、地域の若者にも環境活動の指導を行っており、地域
住民の模範となっている。

　多年にわたり，地域の清掃活動を実施。地域の住民や他団
体の環境美化思想の普及啓発の一翼を担う。

　10年にわたって横手川の両岸に紫陽花を植栽し、維持管理
を実施している。
　あじさい株券を発行する等の取り組みで、地域との交流の
輪を拡大している。

　多年にわたり、国道沿いや海岸線、住居周辺のごみ拾いな
どを行う「クリーンアップ作戦」を地域ぐるみで展開してい
るほか、「ゴミのポイ捨てゼロ」の啓発にも熱心に取り組
み、地域の環境美化とその意識の向上に大きく貢献してい
る。

　平成元年に馬寄衛生組合副部長，平成２３年に衛生組合長
兼行政区長となり，花いっぱい運動，防疫消毒等の活動を続
けることにより，地域の環境美化に貢献している。

　小貝川河川敷を会場に「ハーブフローのつどい」を定期的
に実施。ハーブを育成するほか，自然観察会や清掃活動等多
様な催しを実施。

　平成１６年の設立以来、地域の幅広い世代が協力し、清掃
やフラワーロードの整備など、まちの環境美化向上に尽力。

　「環境美化（落書きゼロ）作戦運動」として，落書き浄化
のボランティア活動を実施。

　

　雁沢川周辺の清掃、草刈りのほか、ホタルの幼虫を飼育
し、子どもを対象とした生態学習会・放流会、ホタルの鑑賞
者のためのガイドを行うなど、地域の環境美化に尽力。

　幼児から小学６年生まで植樹活動、河川清掃、水質調査な
ど「笹川」をテーマにした様々な体験学習の支援に地域と一
体となって取り組んでいる。

平成２６年度環境保全功労者等受賞者一覧
（表彰式　平成２６年６月１１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

　団体が設立された昭和57年より、社会奉仕活動の一環とし
て、主要幹線道路等の清掃活動を積極的に行い、環境美化に
貢献している。



群馬県 前橋市立桃木小学校
まえばししりつもものきしょうがっこう

校長　岡野　健
児童数　374名

群馬県 沼田土建株式会社
ぬまたどけんかぶしきがいしゃ

　

取締役社長　青柳　剛

社員数　88名

群馬県 甘楽町山の会
かんらまちやまのかい

　

中野　綾一
会員数　31名

埼玉県 大曽根の湿地　ビオトープを守る会
おおそねのしっち　びおとーぷをまもるかい

　

会長　小林　平
会長、副会長、会計、幹事、監査　（構成員４５人）

千葉県
社会福祉法人　いちょうの里　障害者支援施設
みずほ学園

しゃかいふくしほうじんいちょうのさと
しょうがいしゃしえんしせつみずほがくえん
　

理事長　早瀬　榮
知的障害者更生施設（入所者57名、通所者17名、
職員67名）

千葉県 本大久保三丁目町会
もとおおくぼさんちょうめちょうかい

　
会長　古達　精一
町会加入世帯数　270世帯

千葉県 富士見長寿会
ふじみちょうじゅかい

　

会長　　中尾　修

会員数　55名

神奈川県 大窪６１区長寿会
おおくぼろくじゅういっくちょうじゅかい

　
会長　川野　隆仁（かわの　たかひと）

構成員数　１０５名　（男女比　４：６）

神奈川県 城山むつみ会
しろやまむつみかい

　

会長　大森　一学（おおもり　いちがく）
構成員数　４３名（男女比　４：６）

神奈川県 三浦海岸ハイツグリーンクラブ
みうらかいがんはいつぐりーんくらぶ

　
代表世話人　藤岡　二千六

41名

富山県 射水市作道校下自治連合会
いみずしつくりみちこうかじちれんごうかい

　
会長　四柳　和男

役　員：会長１名、副会長２名、監事２名
構成員：13名

　園生が毎週２回、３箇所において、道路などに散乱する空
き缶等を収集し、リサイクルに回すなど、地域の環境美化に
貢献している。

　学校近くの桃ノ木川において、花壇の花植えや除草作業、
ごみ拾い等のクリーン作戦を実施し、地域の環境美化等に取
り組んでいる。

　50年という長きにわたり、地域神社の清掃や植栽を実施
し、地域住民の環境美化意識の高揚にもつながる活動を行っ
ている。

　定期的な清掃活動をはじめ、植栽や安全パトロールなど地
域に根差した活動を４４年にわたり実施し、地域の環境美化
に貢献している。

　昭和54年から30年以上に渡り、毎月2回の継続的な地域清
掃活動を実施しており、その活動は地域住民の模範として、
地域の環境美化の推進に貢献している。

　長年にわたり、大曽根ビオトープの清掃活動や水質調査な
どの環境保全活動に取り組むとともに、環境学習をとおして
子供たちの環境保全意識の醸成にも貢献している。

　地元甘楽の主峰「稲含山」山域を中心とした森林ボラン
ティア活動の実施及び一般県民の自然参画や自然保護啓発活
動の実践に取り組んでいる。

　町会をあげて、清掃・資源保護・緑化に係る啓発、実践活
動をきめ細かく積極的に行っており、その活動状況が顕著で
ある。

　社員による週２回の会社近隣の歩道及び公園の駐車場等の
清掃活動を、１０年にわたり実施し、地域の環境美化に貢献
している。

　昭和60年から多年にわたり、空き缶等のごみ拾いを実施す
るとともに、不法投棄防止のためのパトロールやごみのポイ
捨て防止を呼びかける看板の設置など、地域環境美化の推進
に多大な貢献をしている。

　長年にわたり、団地内の緑地と隣接する２つの公園で植樹
や植栽管理等の緑化活動を推進。
ゴミ削減のため、枝木をシュレッドし堆肥として再利用。



山梨県 山梨市立加納岩小学校
やまなししりつかのいわしょうがっこう

　
校長　原　喜雄

職員29名　生徒371名

山梨県 甲斐市立竜王中学校
かいしりつりゅうおうちゅうがっこう

　

校長　　　上笹　純夫

生徒数　426名（14学級　特支学級2を含む）
教職員数　34名

山梨県 山梨県立北杜高等学校
やまなしけんりつほくとこうとうがっこう

　
校長　堀川　喜美雄
職員  97名    生徒 733名

長野県 田川水系をきれいにする会
たがわすいけいをきれいにするかい

　
会長　　　撫養謙一（むや　けんいち）

役員　１０名　構成　５３町会　16,200世帯　

岐阜県 佐見の道と川を守る会
さみのみちとかわをまもるかい

　
会長　安江幸雄
１７３名

静岡県 静岡花の会
しずおかはなのかい

　

会長　杉本幸子
会長1名、副会長3名、会計1名、庶務1名、理事若干名、
監査2名

静岡県 清水花の会
しみずはなのかい

　
会長　田所眞佐子
顧問1名、会長1名、副会長兼会計1名、理事6名、
監事2名

愛知県 河原　敏巳
かわはら　としみ

　
上高湿地を守る会　会員

愛知県 百合草　信夫
ゆりくさ　のぶお

　
地域環境保全委員

愛知県 手嶋　德治
てしま　とくじ

　
地域環境保全委員

滋賀県 長住建設株式会社
ながじゅうけんせつかぶしきがいしゃ

　
代表取締役　松居慶浩（まつい　よしひろ）
20人

滋賀県 扶桑工業株式会社
ふそうこうぎょうかぶしきがいしゃ

　
代表取締役社長　吉本　直行（よしもと　なおゆき）
324人

　平成１５年から毎年、町内の国道と河川周辺の草刈り、清
掃、もみじ等苗植栽活動を年３回実施している。景観整備等
に貢献されている。

　平成10年から15年以上にわたり、 地域の散乱ごみの収集
や除草作業など、美化推進活動に積極的に取り組み、地域の
環境美化に貢献している。

　地元町会で構成する同会は、昭和48年から田川及びその支
流河川を活動範囲とし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ている。

　長年、東海地方固有の貴重な動植物が生息する上高湿地に
おいて、湿地植物の保全に取り組み、地域の環境美化に多大
な貢献をした。

　長年、美浜町里山保全クラブアドバイザーや地域環境保全
委員などとして、里山の整備や地域の巡回を行い、地域の環
境美化に多大な貢献をした。

　長年、地域環境保全委員や森林保全推進員として、地域の
巡回や森林保全活動などを行い、地域の環境美化に多大な貢
献をした。

　平成12年から13年以上にわたり、地域の散乱ごみの収集や
除草作業など、美化推進活動に積極的に取り組み、地域の環
境美化に貢献している。

　長年にわたり、花を通じた地域美化に努め、地域の花壇づ
くりに積極的に務め、静岡市内の緑化推進に貢献している。

　長年にわたり、公共花壇の管理や花を通じた人づくりに取
り組み、花と緑による地域の環境美化に貢献している。

　小学校は、有価物回収、ごみの減量化、地域の美化清掃、
環境教育に積極的に取り組んでおり、山梨市の環境美化に貢
献している。

　同中学校は、平成元年以来、県道沿い花壇にパンジーや松
葉ボタンを植え、一年を通じて花が溢れる学舎に取り組んで
いる。植栽範囲が広く最盛期のパンジーは、大変見応えがあ
り、地域の環境美化に貢献している。

　同高校は、環境について主体的に考えることができる生徒
の育成を目指し、地元の駅への飾花や通学路の清掃等の環境
美化活動に積極的に取り組み、大きな成果をあげている。



京都府 京都府立網野高等学校
きょうとふりつあみのこうとうがっこう

　

校長　塩見　正典

兵庫県 多田　幸七
ただ　こうひち

　
淡路市保健衛生推進協議会会長

兵庫県 相生町高年クラブ
あいおいちょうこうねんくらぶ

　
会長　奥山峯助

６３人

奈良県 一町コスモス会
かずちょうこすもすかい

　
代表　中村　良子
代表　1名　、会員数　１０名

和歌山県 玉岡　憲明
たまおか  としあき

　

新宮山彦ぐるーぷ 相談役

岡山県 野田　健一
のだ けんいち

　
NPO法人宇喜多堤見守り監視隊理事長

徳島県 特定非営利活動法人神山さくら会
とくていひえいりかつどうほうじんかみやまさくらかい

　
理事長　東　雅夫
理事長　１名　副理事長　２名　理事　１６名　監事
３名　会員数　４９名

徳島県 特定非営利活動法人ボランティア鳴門西
とくていひえいりかつどうほうじんぼらんてぃあなるとにし

　
理事長　佐野　文稔
理事長　１名　副理事長　２名　理事　１１名　監事
２名　会員数　５０名

山口県 クリーン光推進協議会
くりーんひかりすいしんきょうぎかい

　
会長　植村　芳弘
会員以下５０名

山口県 社会福祉法人博愛会　救護施設　聖和苑
しゃかいふくしほうじんはくあいかい　きゅうごしせつ　せいわえん

　
米光　正雄
施設長以下３１名　利用者７９名（H26.4.1現在）

山口県 藤本　博康
ふじもと　ひろやす

　
宇部市環境衛生連合会監事及び原支部顧問
　

　5千本以上の桜の植栽を行う等緑化活動に積極的に取り組
んでいる。植栽した場所の草刈り，清掃を行うことで，環境
美化保全にも努めている。

　花の植え込みや河川等の水質浄化活動，漂着・不法投棄ご
みの回収等を長年にわたり地域住民が主体となって取り組ん
でおり，他地域の模範となっている。

　長きにわたり、地域のリーダーとして卓越した指導力を発
揮し、淡路全島一斉清掃の推進・啓発に尽力するなど、地域
の環境美化向上に多大な貢献をしている。

　琴引浜などの学校周辺の清掃、「鳴き砂文化館」の館内説
明ボランティア、日本海沿岸「海辺の漂着物調査」などを実
施し、積極的に環境美化活動を展開している。

　クリーン光大作戦として、毎年、市内一斉の海岸や河川等
の清掃を実施しており、多年にわたり、地域における環境の
美化活動に努めている。

　観光地や公共施設の清掃、草刈り、ごみ拾いを毎年実施す
るなど、多年にわたり、地域における環境の美化活動に努め
ている。

　ホタルが住む環境づくり（河川浄化）や不法投棄等防止の
ための巡視・清掃など、多年にわたり、地域における環境の
美化活動に努めている。

　３０年の長きにわたり、定期的に地域の史跡や公園、用水
路等の清掃を実施し、美しく住みよいまちづくりに多大な貢
献をしている。

　平成元年から現在にわたり、町公民館周辺の花壇に四季
折々の花を植えたり、周辺の清掃など自発的に環境美化活動
を実施し、地域の環境美化に貢献している。

　早島町ごみ減量化推進協議会委員・不法投棄及び落書き監
視員として、長年にわたり町内の環境美化に努めるなど、そ
の功績は誠に顕著である。

　大峯奥駈道の豊かな自然環境、文化的な景観を保護・保全
し、それを後世に伝えるため、昭和５９年から３０年間、延
べ１，６００回以上に亘り、周辺の環境整備・美化活動に取
組んでいる。

校長１名、副校長２名（内１名分校）、その他常勤教職
員５３名、生徒数４５９名



愛媛県 ガールスカウト愛媛県第５団
がーるすかうとえひめけん　だいごだん

　

団委員長　河端　優子
団委員長１、書記１、会計１、監査１、運営委員３
合計２０名

福岡県 髙松　幸正
たかまつ　ゆきまさ

　

長崎県 川原　富博
かわはら　とみひろ

　
　
会社員

長崎県 岩尾　將
いわお　すすむ

　

　

　

長崎県 にこにこクリーンさざ
にこにこくりーんさざ

　
代表　西尾　弘毅
役員等：代表者のみ、役員等の設定なし。
会員：町内外の個人及び企業・団体等　約230名

大分県 尾畠　春夫
おばた　はるお

　
　

宮崎県 永友 隆雄
ながとも たかお

　
ＪＲ京町温泉駅名誉駅長
京町第二高齢者クラブ書記・会計

沖縄県 恩納村ダイビング協同組合恩納村「海をきれいに」分科会
おんなそんだいびんぐきょうどうくみあいおんなそん「うみをきれいに」ぶん
かかい

　
会長　　木村　正彦

さいたま市 三貫清水の会
さんがんしみずのかい

　
会長　安藤　勝
構成員数　約100名

川崎市 髙松　昭
たかまつ　あきら

　
　
川崎市美化運動実施高津支部副支部長

川崎市 仲子　先一郎
なかこ　せんいちろう

　
美化運動実施川崎支部大師地区副地区長

川崎市 遠藤　長治
えんどう　ちょうじ

　
　

　三貫清水の会は平成19年度より、さいたま市と水辺のサ
ポート制度の協定を結び、さいたま市北区にある三貫清水緑
地において環境美化活動を実施している。

　多摩川美化活動、市内統一美化活動、ポイ捨て禁止キャン
ペーン等を積極的に推進され、美化活動に対する理解を深
め、高津区全域の美化活動の活性化のため努力されている。

　平成１１年６月に発足した清掃ボランティア団体。道路や
公園等の清掃活動を行う。長年に亘る活動は定着拡大し、町
の環境美化向上に貢献している。

　長年にわたり由布岳を中心に登山道の整備等を行う中で、
熱心に清掃活動を続けており、地域の環境美化に貢献してい
る。

　昭和６０年より、地元の京町温泉駅周辺で景観向上を目指
した植樹や清掃・美化活動等に取り組み、継続した活動が評
価され「名誉駅長」に就任した。

　恩納の海の環境を保全するため、平成17年よりビーチク
リーン活動や情報提供等を積極的に行い、環境保全行政の推
進、県民美化意識の高揚等に貢献。

　平成６年に地元区長に就任以来現在まで20年の長きにわた
り、ボランティアで道路、水路等のごみの回収作業を1日約3
時間、月平均20日実施。

　地元新居浜市のＪＲ駅周辺、福祉施設、道路・河川敷の清
掃のほか、緑の募金、花を育てる活動、アルミ缶など資源ご
みの回収等を通じて環境美化に大きく貢献した。

　美化運動実施川崎支部大師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。

　長年にわたり町会長や川崎市美化運動実施中原支部役員の
立場から、美化推進の積極的な運動を展開し、町会長退任後
も区内全域の環境美化に多大な貢献をしている。

　３０年間、週１回、周辺道路の空き缶・ペットボトル・ご
みの回収,地区公園の清掃・除草等を実施されています。
また、内田川河岸の草刈や流木の撤去も実施されるなど、町
内の環境美化に貢献されています。

　平成１１年から町内会副会長、会長を歴任され、退任後も
さつき台公園の清掃・除草・花卉の植栽、堤防の樹木下を花
壇として整備されています。
また、周回道路のごみ拾い・清掃等を１５年間実施されるな
ど、町内会員の模範として地域の環境美化に貢献されていま
す。



横浜市 荏田宿自治会
えだしゅくじちかい

　
自治会長　　青木　一泰（あおき　かずやす）
２,４００世帯

横浜市 県営花見台住宅自治会
けんえいはなみだいじゅうたくじちかい

　
山元　農夫朗
構成世帯１８０世帯

相模原市 本町寿会
ほんちょうことぶきかい

　
会長　山口　隆夫
〈役員〉会長、副会長、会計、監事、幹事
〈構成員数〉88人　（平成26年4月現在）

名古屋市 名古屋市南区　呼続花交換クラブ
なごやしみなみく　よびつぎはなこうかんくらぶ

　
クラブ長　　萩原　育男
構成員：20人

大阪市 難波　アヤメ
なんば　あやめ

　
　

広島市 坂本　豊司
さかもと　とよし

　
樋柴町内会　副会長

広島市 坂本　三枝子
さかもと　みえこ

　
　

広島市 川崎竜一税理士事務所
かわさきりゅういちぜいりしじむしょ

　
所長　川崎　竜一

所長1名、税理士1名、事務員17名

　同氏は夫婦で、昭和55年1月頃から、日曜日を除く毎朝、
道路や公園の清掃活動を34年にわたって続けており、地域の
環境美化に貢献している。

　同氏は夫婦で、昭和55年1月頃から、日曜日を除く毎朝、
道路や公園の清掃活動を34年にわたって続けており、地域の
環境美化に貢献している。

　同事務所は、昭和63年4月頃から、毎週月曜日から金曜
日、道路の清掃活動を26年にわたり続けており、地域の環境
美化に貢献している。

　長年にわたり、定期的に街の清掃活動を行ってきた結果、
多くの住民に美化意識が浸透し、きれいな街づくりが向上さ
れ、常にきれいな街並みの維持に取り組んでいる。
　また、街の清掃活動を通じて住民同士の交流が盛んにな
り、防犯活動なども行われるようになり、周辺の自治会の模
範的な存在となっている。

　県営花見台住宅自治会は住民の美化意識が高く、長年にわ
たり定期的な地域清掃を実施するとともに緑化にも積極的に
取り組んでいる。また、資源集団回収を実施し、リサイクル
活動を推進している。こうした活動が地域の交流を深め、保
土ケ谷区の自治会活動の模範的な存在になっている。

　平成14年から活動し、花苗を持ち寄り交換・配布する花交
換会やスイセン祭りを企画し球根配布するなど、花を通して
地域美化に貢献。

　長年にわたる本町東児童遊園や上溝中央公園周辺の除草、
清掃活動は、地域の美化推進に大きく貢献している。

　20年以上の長きにわたり、大国神社及び自宅周辺の清掃活
動を続け、地域の環境美化や美化意識の向上に対する功績は
極めて大きい。


	0603-1
	０６０３－２
	0603-3

