平成２８年度環境保全功労者等受賞者一覧
（表彰式

平成２８年６月８日（水）／

○環境保全功労者表彰
氏名（又は団体名）
井内 康輝
いない こうき

式場：グランドアーク半蔵門）

４件（４名）
功績概要
石綿関連疾患の病理医の第一人者として石綿健康被害救済制
度の運営にご尽力頂いており、医学的事項に関する検討会委
員としても、多大なる貢献をされてきた。

NPO法人総合遠隔医療支援機構理事長、（株）病
理診断センター代表取締役社長
岸本 卓巳
きしもと たくみ

石綿関連疾患の臨床医として石綿健康被害救済制度の運営に
ご尽力頂いており、また制度の見直しや医学的判断に関する
検討会などにも参画され、多大なる貢献をされてきた。

（独）労働者健康安全機構岡山労災病院副院長

佐々木
ささき

進市
しんいち

多年、環境教育を推進。人材育成に取組み、環境ボランティ
アの底辺拡大に貢献した。また、全国で環境保全活動の活性
化に尽力している。

特定非営利活動法人環境カウンセラー全国連合会
理事長
町田 信夫
まちだ のぶお
日本大学理工学部

教授

騒音・低周波音問題について専門的知見が豊富であり、これ
まで騒音等に関する水大気局長の私的諮問検討会の座長や中
央環境審議会大気騒音部会の委員など、多年にわたり環境行
政の推進に貢献した。

平成２８年度環境保全功労者等受賞者一覧
（表彰式

平成２８年６月８日（水）／

○地域環境保全功労者表彰
県
北海道

別

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
岡崎 朱実
おかざき あけみ

式場：グランドアーク半蔵門）

５３件（１９名、３４団体）
功績概要
環境保全活動の推進のため、団体の設立やイベント開
催、講演活動、行政との協働など、多様な活動を展開し
て環境保全に尽力された。

NPO法人北海道グリーンファンド理事、えべつ地球温暖
化対策地域協議会副会長、NPO法人環境活動コンソーシ
アム「えこらぼ」代表理事 ほか
岩手県

大沢農村振興会
おおさわのうそんしんこうかい

昭和58年に地区全世帯を会員として設立されて以降、農
村景観の保全と自然環境を守る活動を積極的に行ってい
る。

岩手県

いわいずみこどもエコクラブ

20年以上の長年にわたり、地域の子どもたちが自然に親
しみながら様々な体験をする環境学習を行うことによ
り、次世代を担う若者が地域の自然環境の魅力を理解
し、ふるさとを大切にする意識を醸成することに貢献し
ている。

秋田県

鳥海山にブナを植える会
ちょうかいさんにぶなをうえるかい

平成６年から鳥海山麓のブナの森の再生を目指して、こ
れまで通算38,070本を植樹してきたほか、育林の日を設
けて、下刈りや追肥等のアフターフォローも積極的に行
い、森の再生に尽力している。

山形県

三和油脂株式会社
さんわゆしかぶしきがいしゃ

利用価値の低い米ぬかやもみ殻を原材料とし、工業用途
としてＲＢセラミックスを、食品用途として圧搾米油や
食品用米ぬかの製品開発を行い、米ぬかの有効利用を
図っている。

山形県

エスキー工機株式会社
えすきーこうきかぶしきがいしゃ

ミキサー技術を活かし、バイオテクノロジーによる食品
残物の生ごみを発酵・分解・蒸発・消滅・液状化処理す
る製品「ゴミサー」の研究開発を行い、事業者の食品生
ごみの排出抑制に貢献している。

福島県

若松ガス株式会社
わかまつがすかぶしきがいしゃ

社員自らオフィス内の節電やごみの分別等に取り組
み、地域の美化活動や環境教育活動にも尽力するなど、
様々な分野において、組織全体で環境保全活動に取組ん
でいる。

茨城県

宮田 國敬
みやた くによし

教員採用されて以来，野鳥保護，環境を守る活動などに
取り組む。教員を退職し，「こどもエコクラブ 八溝自
然たんけんたい」を設立しクリーン作戦等の活動を行っ
ている。

茨城県

こどもエコクラブ
こどもえこくらぶ

栃木県

松本 茂
まつもと

しげる

有限会社

北那須通商

八溝自然たんけんたい
やみぞしぜんたんけんたい

代表取締役

本クラブの活動が地域住民の環境保全意識の啓発になっ
ており，その活動が地域全体の自然環境保全に大いに貢
献している。

大田原市の一般廃棄物収集運搬委託業者として、ゴミの
減量化、資源化に尽力するとともに、地域で環境保全会
を設立し、不法投棄ゴミの回収や水路の清掃活動などに
積極的に取り組んでいる。

群馬県

元総社エコクラブ「わんぱく探検隊」
もとそうじゃえこくらぶ 「わんぱくたんけんたい」

群馬県

特定非営利活動法人 ぐんま緑のインタープリター協会 講演会、自然観察会の開催や、自治体からフォレスト
とくていひえいりかつどうほうじん ぐんまみどりのい リースクールの講師等の受託し、森林環境教育に尽力す
るとともに、企業等から森を借り受け、森林整備も行う
んたーぷりたーきょうかい
等地域社会に貢献している。

埼玉県

田島 隆
たじま たかし
一般社団法人埼玉県猟友会副会長、加須猟友会会長

小学生を中心に水生生物調査やエコ農園での有機野菜作
り等、様々な自然体験活動を通した環境教育を行い、地
域への波及効果も大きい。

長年にわたり、埼玉県猟友会副会長及び加須猟友会会
長として、狩猟及び有害鳥獣の捕獲などを通じた生態系
の維持、農林業被害の防止など環境保全に取り組んでき
た。また、狩猟者の育成や狩猟の安全講習を通じて将来
の狩猟の担い手育成や事故を起こさない狩猟の推進に猟
友会を挙げて取り組んでいる。

千葉県

環境パートナーシップちば
かんきょうぱーとなーしっぷちば

設立当初から環境啓発イベントへ積極的に参画し、市
民・企業・行政等との良好なパートナーシップにより、
地域の環境保全に多大な貢献をしている。

千葉県

佐倉里山クラブ
さくらさとやまくらぶ

佐倉里山クラブの行っている、人と自然の関係性の回
復、里山の自然環境の復元と生態系の保全活動は、県内
でも他に類を見ない取組である。

神奈川県

平瀬川流域まちづくり協議会
ひらせがわりゅういきまちづくりきょうぎかい

川を活かしたまちづくりをテーマに、植樹や川の清掃、
流域活動の体験学習を実施するなど、平瀬川流域の環境
保全活動を行っている。

神奈川県

特定非営利活動法人 かわさき自然調査団
とくていひえいりかつどうほうじん かわさきしぜん
ちょうさだん

川崎市域の自然環境に関する継続的な調査研究を推進す
るとともに、社会教育普及活動や自然環境に係る普及啓
発など、自然環境保全を行っている。

新潟県

株式会社新潟テレビ２１
かぶしきがいしゃにいがたてれび２１

｢Ｔｅａｍ ＥＣＯ～自然派宣言～」として、海岸清掃や
里山整備、自然体験などを実施し、情報発信することで
環境保全に関する普及啓発に貢献している。

富山県

山本 賢治
やまもと けんじ

平成15年に富山県公害審査会委員に就任し、平成27年
からは富山県公害審査会会長として、会の運営に尽力し
ている。

弁護士
富山県

石倉町延命地蔵尊奉賛会
いしくらまちえんめいじぞうそんほうさんかい

昭和30年から地蔵尊付近の水汲み場の清掃活動を毎日実
施している。「とやまの名水」選定を機に、地域住民へ
の名水の解説等により保全意識を高揚し、水環境保全活
動の推進に大きく貢献している。

山梨県

甲府市立国母小学校
こうふしりつこくぼしょうがっこう

牛乳パック等のリサイクル活動を通した環境教育を長年
継続して行っていると同時に，荒川河川敷清掃を地域一
体で行っており，環境美化に努めている。

静岡県

関 政雄
せき まさお

社団法人富士環境保全協会（現在は一般社団法人）の専
務理事として運営に携わり、富士地域の水質、大気、産
業廃棄物の改善を図る事業を推進した。

元・社団法人富士環境保全協会

専務理事

愛知県

廣畠 康裕
ひろばた やすひろ
国立大学法人
独立行政法人
特任教授

豊橋技術科学大学 名誉教授
大学評価・学位授与機構 研究開発部

平成15年11月から平成24年10月までの9年間にわたり愛
知県公害審査会委員を、平成17年4月から平成27年3月ま
での10年間にわたり愛知県環境影響評価審査会委員を務
め、愛知県の環境保全行政の推進に貢献した。

愛知県

河瀬 宏司
かわせ ひろし

平成9年から平成26年３月末まで、17年間にわたり魚類
の専門家として愛知県環境審議会専門調査員を務め、愛
知県の自然環境保全行政の推進に貢献した。

京都府

京都府立 北稜高等学校
きょうとふりつ ほくりょうこうとうがっこう

水質･大気調査、省エネ活動の推進、生ゴミを堆肥化した
土･雨水利用で栽培した花の寄贈など、総合的な環境保全
活動を多年にわたり展開。

兵庫県

西川 義𠀋
にしかわ よしたけ

安全狩猟の実践、狩猟後継者の確保に取り組むととも
に、県政の重要課題であるシカの捕獲目標達成のため有
害鳥獣捕獲に尽力するなど、野生鳥獣行政推進に貢献し
ている。

一般社団法人兵庫県猟友会

会長

兵庫県

櫻守の会
さくらもりのかい

奈良県

環境問題や環境保全活動に関心を持つ個人や団体、自治
ＮＰＯ法人 環境市民ネットワーク天理
えぬぴーおーほうじん かんきょうしみんねっとわーく 体と広くネットワークを構築し、協働して環境保全に対
する啓発活動及び実践活動を進めている。
てんり

奈良県

奈良友の会
ならとものかい

県内の各地域で講習会や料理教室を開催し、生活を見直
すことによるＣＯ２排出量の削減や省エネルギーの対策
に取り組んでいる。

和歌山県

橋本市立 紀見小学校
はしもとしりつきみしょうがっこう

本校は、長年にわたり環境教育に取り組み、その取組は
児童の活動のみならず、ＰＴＡ・地域と一体となった活
動となっている。

鳥取県

盛田 榮一
もりた えいいち

多年にわたり県の環境保全施策に協力しており、環境行
政の推進に貢献した。近年では、レジ袋有料化を事業者
に粘り強く働きかけ、その実現に尽力するなど、地域の
環境保全の推進、定着に寄与した。

株式会社モリックスジャパン

17年の長きにわたり、地域の里山保全活動に尽力してい
る。また、児童生徒の環境学習に協力するなど緑化思想
の普及にも貢献している。

島根県

中島 勇夫
なかしま いさお

代表取締役会長

松江市生活環境保全推進員として10年以上にわたり、環
境保全活動、市民啓発を率先して実践し市民への環境意
識向上に貢献した。

松江市生活環境保全推進員代表
岡山県

赤木 義正
あかき
よしまさ

美咲町環境衛生協議会委員及び不法投棄監視員を長年務
め、町民への不法投棄防止及び野外焼却禁止の啓発活動
を行うなど、町の環境保全行政に大きく貢献している。

美咲町環境衛生協議会委員
広島県

中川 平介
なかがわ へいすけ

平成11年6月12日から5期にわたり，広島県環境影響評価
技術審査会委員に委嘱され，会長を務め，環境影響評価
に関する技術的審査を行ってきた。

山口県

多年にわたり県環境審議会会長等、環境行政に関する要
職を務めるとともに、セミナー開催等により地域の環境
保全の推進に貢献している。

浮田 正夫
うきた まさお
山口大学名誉教授

山口県

萩市立むつみ中学校
はぎしりつむつみちゅうがっこう

地域住民と連携した学校林の保全活動（草刈、間伐等）
や地域清掃、花壇整備など、地域の自然と人材を生かし
た環境教育の取組により、地域の環境保全に貢献してい
る。

徳島県

特定非営利活動法人 里山の風景をつくる会
とくていひえいりかつどうほうじん さとやまのふうけ
いをつくるかい

吉野川流域の自然環境を守るため，源流域の木材を活用
した家・家具づくりや里地里山の生きもの観察等を行
い，森を守り美しい里山の風景をつくる活動に取り組ん
でいる。

徳島県

特定非営利活動法人カイフネイチャーネットワーク
とくていひえいりかつどうほうじんかいふねいちゃー
ねっとわーく

千年サンゴを中心とした地域の豊かな自然環境保全に尽
力するとともに，それを生かした環境学習，地域振興
等，地域資源を活かした多種多様な活動に取り組んでい
る。

福岡県

青谷 宗俊
あおたに むねとし

自治会長や衛生組合連合会の会長、エコショップ推進委
員などを歴任され、リサイクルの推進や生活環境の保全
などで大きな貢献をされています。

福津市エコショップ推進委員
福岡県

資源ごみ回収(月1回）、河川清掃(月1回）、花いっぱい
運動（苗植え込み年2回、水遣り適宜）の長年の実施

本町区
ほんまちく

特定非営利活動法人

虹の松原の再生・保全のため、アダプト（里親）制度を
導入し、ボランティアによる松葉かき、除草、ゴミ拾い
からつかんきょう 等の再生・保全活動を積極的に普及・推進する存在とし
て大きく貢献している。

唐津環境防災推進機構KANNE

佐賀県
とくていひえいりかつどうほうじん
ぼうさいすいしんきこうかんね

熊本県

かねくら株式会社
かねくらかぶしきがいしゃ

熊本県

循環型・環境保全型である有機農業の研究・普及を目的
特定非営利活動法人 熊本県有機農業研究会
とくていひえいりかつどうほうじん くまもとけんゆう に活動を展開している。リユース食器の導入等による環
境負荷を低減したイベントを開催し、広く啓発を進めて
きのうぎょうけんきゅうかい
いる。

大分県

甲斐
かい

廣見
ひろみ

農家

大分県

アサギマダラを守る会
あさぎまだらをまもるかい

環境保全型農業の普及のため、産地ツアーや講演活動等
の産地・消費者の交流を進め、契約農家への種採り・土
づくり等の支援・普及を行っている。また、セミナーや
講演活動、BDF原料回収等の幅広い環境保全活動を展開し
ている。

43年間にわたり自然公園指導員として登山道の整備や
利用上のマナー啓発など、自然保護や環境保全に尽力。
また、「NPO法人久住高原みちくさ案内人倶楽部」の設立
時からのメンバーとして、久住高原の自然景観の維持や
利用を促進するとともに、グリーンツーリズムの農作業
体験等を通しても自然保護への理解を深める活動を行っ
ている。
アサギマダラの休息地保全のため活動を開始。アサギマ
ダラが好む稀少植物の保護保全、食草の生息地の手入
れ、周辺道路の草刈りや清掃など、環境保全活動を実施
している。また、小学生を対象とした環境教育活動のほ
か、観察目的の観光客を対象とした環境保全活動の普及
啓発も行っている。

宮崎県

関 順子
せき じゅんこ
延岡住みよい町づくり推進協議会

宮崎県

丑山自然観察会
うしやま しぜん

副会長

かんさつかい

昭和50年より環境保全活動に取り組みはじめ、身近にあ
る捨てる物を使った小物づくりや温暖化防止に関する講
演等を生涯学習教室や幼稚園等で実施し、環境保全を広
く啓発している。
宮崎市生目の丑山池周辺の動植物の調査を兼ねた観察を
毎月続けてきた。参加者に対し動植物に関する知識の普
及と保護啓発を行うとともに調査結果を報告書にまとめ
ている。

沖縄県

ＯＭＲＣ こどもエコクラブ
おーえむあーるしー こどもえこくらぶ

山や海での自然観察等を通して、人と環境の関わりにつ
いて理解を深め、地域の環境保全活動の環を広げること
に大きく貢献している。

横浜市

慶應義塾大学・日吉丸の会
けいおうぎじゅくだいがく

慶應義塾大学日吉キャンパス内で、雑木林再生や湧水を
利用した水辺の再生、ビオトープの設置・管理、生物多
様性保全等に長年尽力している。

横浜市

ひよしまるのかい

「学生ができる身近な環境活動を考え、行動する」を理
横浜市立大学環境ボランティアStepUp↑
よこはましりつだいがくかんきょうぼらんてぃあすてっ 念に、学内でのごみ分別指導や地域と連携したビーチク
リーン等環境意識の啓発を行っている。
ぷあっぷ

関東地方環境事 二瓶 久雄
務所
にへい ひさお

初期の環境カウンセラーを取得し、長らく地元市や関係
区、大学生等に対し、環境保全に関する普及啓発活動及
び環境保全行政の推進に努めたこと。

ＮＰＯ法人東京城北環境カウンセラー協議会事務局長
関東地方環境事 株式会社岩井化成
務所
かぶしきがいしゃ

いわいかせい

近畿地方環境事 高井 茂
務所長
たかい しげる
特定非営利活動法人大阪環境カウンセラー協会 理事
長、エコアクション21地域事務局大阪 事務局長

廃プラスチックの有価買取制度と高度なリサイクル技術
を両立させ、排出者、利用者を結ぶ資源の国内循環シス
テムを確立した。

大阪環境カウンセラー協会を創設し、理事長として、自
治体や他団体との協働により環境保全活動等を推進した
ほか、一般企業や市民への普及啓発などを指導し、大阪
地域の環境保全活動等の推進に寄与した。

平成２８年度環境保全功労者等受賞者一覧
（表彰式

平成２８年６月８日（水）／

○地域環境美化功績者表彰
県 別
北海道

氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等
田村 公男
たむら きみお
名寄市環境衛生推進員協議会

会長

式場：グランドアーク半蔵門）

５９件（１８名、４１団体）
功績概要
多年にわたり名寄市環境衛生推進員協議会の会長を務
め、清掃週間等の実施など環境美化運動を実践し、３Ｒ運
動では廃食用油・古着等のリサイクルに取り組むなど、ご
み分別・環境美化の推進に貢献した。

北海道

浜辺と海をきれいにする会
はまべとうみをきれいにするかい

ゴミ拾いという実践活動を通じて、地球環境保全という理
念を育みつつ社会環境整備と社会福祉増進に大きく貢献し
ている。
札幌市内では類まれな活動継続性及び活動規模であり、今
後の活動の継続性も見込まれるものである。

青森県

新城川をきれいにする会
しんじょうがわをきれいにするかい

地域住民、小・中・高の学校及び各企業等に呼びかけ、年
２回春と秋に大清掃活動を展開している。１７年間継続し
て、新城川流域のごみ拾い、草刈りや枝払いを行ってき
た。

岩手県

平成6年の設立後、住民、事業所関係者等が参加する大規
豊沢川活性化・清流化事業推進協議会
とよさわがわかっせいか・せいりゅうかじぎょ 模な清掃活動「豊沢川クリーン作戦」を毎年実施してい
る。また、他の団体が実施する環境保全活動に対して積極
うすいしんきょうぎかい
的に協力している。

宮城県

太田 達男
おおた たつお

「石巻市環境保全リーダーの会」初代会長として会を牽引
し、様々な環境保全活動及び美化活動に尽力した。

宮城県

化女沼２０００本桜の会
けじょぬまにせんぼんさくらのかい

化女沼湖畔において，桜の木の植樹や清掃美化活動を主催
し，多くのボランティア団体と協働で，地域の環境保全・
愛護啓発・向上に尽力。

山形県

山形県立北村山高等学校
「地域社会への貢献」を教育の柱とし、生徒、教職員、保
やまがたけんりつきたむらやまこうとうがっこ 護者、地域住民の協働により、全校的な環境美化・保全・
地域貢献活動に取り組んでいる。
う

福島県

ネーブルシティかしま
ねーぶるしてぃかしま

福島県

店舗周辺及び店舗に隣接する市道の清掃活動を27年間継続
福島トヨタ自動車株式会社 福島店
ふくしまとよたかぶしきがいしゃ ふくしまて して実施している。これらの活動は、地域環境の美化に多
大な貢献をし、他の模範となるものである。
ん

茨城県

偕楽園散遊会
かいらくえんさんゆうかい

会員が一体となり、県道小名浜～平線（鹿島街道）を中心
に美化活動を行うほか、1000本桜の植林に参加するなど、
積極的に地域環境の改善に取り組んでいる。

平成17年に「茨城県公園サポーター」として茨城県から認
定を受け，偕楽園拡張部（周辺の駐車場，梅林，芝生広場
等）の清掃活動や巡視作業を行っている。

茨城県

大子町立南中学校
だいごちょうりつみなみちゅうがっこう

開校以来，男体山清掃登山を実施し環境美化に努める。山
火事による樹木喪失を回復するため，植樹を実施する。平
成27年度は，生徒会主催の通学路のゴミ拾いを月１回実施
している。

群馬県

太田地球環境を守る会
おおたちきゅうかんきょうをまもるかい

地元太田市の「金山」において、松の幼木育成やナラ・ク
ヌギ等の植林活動を行い、金山の森林保全に尽力してい
る。

埼玉県

和光自然環境を守る会
わこうしぜんかんきょうをまもるかい

和光市を流れる越戸川において清掃活動や環境学習等の多
様な活動を展開し、幅広い世代に水辺に親しむ機会を提供
することで環境保全意識の向上に貢献している。

千葉県

メイク松戸ビューティフル
めいくまつどびゅーてぃふる

JR松戸駅周辺の早朝清掃していた市民有志により結成さ
れ、ポイ捨て防止キャンペーンや環境学習会、講演会、ポ
イ捨てごみの調査活動等美しいまちづくりに貢献してい
る。

千葉県

大堀川の水辺をきれいにする会
おおほりがわのみずべをきれいにするかい

大堀川及びその周辺の清掃活動や花壇の維持管理、川の生
き物調査等を通して水質改善の啓発活動に取り組み、地域
の環境美化に多大な貢献をしている。

神奈川県

津久井浜団地 明寿会
つくいはまだんち みょうじゅかい

環境美化に関する実践、啓発、意識向上に寄与し、地域住
民のコミュニケーションの拡充を促し、安心して暮らせる
地域づくりに大きく貢献している。

神奈川県

中河原自治会
なかがわらじちかい

多年にわたり地域内全体の生活道路・河川・遊園地等の清
掃をほぼ全ての自治会員が行うことは、環境美化に対する
意識も高く、奉仕活動の功績は大である。

新潟県

トビシマカンゾウ等を増殖させ、地域と連携して植栽活動
新潟県立佐渡総合高等学校
にいがたけんりつさどそうごうこうとうがっこ に取り組むほか、生き物を育む農法等の調査研究、成果の
発信による啓発活動に尽力している。
う

富山県

尾山 清
おやま きよし

富山県

昭和52年の活動開始以来、多年にわたり、地元の海岸や
富山県立滑川高等学校海洋科海洋クラブ
とやまけんりつなめりかわこうとうがっこうか 河川の清掃活動を実施するとともに、近年では海底清掃活
動も実施するなど、幅広く環境美化に貢献している。
いようかかいようくらぶ

石川県

千田 潔
せんだ きよし

平成３年の活動開始以来、多年にわたり、海岸及び周辺
環境の清掃、不法投棄パトロール等を実施しており、地域
の環境美化に大きく貢献している。

40年の長きにわたり、毎日、羽咋市中央公園とその周辺の
清掃奉仕活動を行い、地域の環境美化に多大な貢献をして
いる。

理容業
長野県

長沢川をきれいにする会
ながさわがわをきれいにするかい

長沢川をきれいにする会は、昭和47年12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。

静岡県

掛川花の会
かけがわはなのかい

長年にわたり、地域花壇の整備等緑化活動を継続的に行
い、地域の環境美化に多大な貢献をしている。

静岡県

焼津市大井川花の会
やいづしおおいがわはなのかい

長年にわたり、地域花壇の整備を継続的に実施し、地域と
の交流や緑化思想の普及に努め、焼津市の緑化活動の模範
となっている。

愛知県

丸井 みさ
まるい みさ

長年、地域環境保全委員として地域の巡視、菜の花を通じ
た環境教育、道路の清掃活動を行うなど地域の環境美化に
多大な貢献をした。

愛知県地域環境保全委員

愛知県地域環境保全委員

長年、環境保全活動に積極的に取り組んでいただいてお
り、また、地域環境保全委員としては、地域の巡視や、清
掃活動を通じ、地域の住環境の向上と環境美化に多大な貢
献をした。

滋賀県

草津ほほえみの会
くさつほほえみのかい

平成４年から現在まで、継続して市道草津駅下笠線を中心
とした清掃活動や街路樹への植栽を行っている。

京都府

多年にわたり、浄化槽によるし尿・雑排水の適正処理の推
一般社団法人 京都府浄化槽協会
いっぱんしゃだんほうじん きょうとふじょう 進に資するため、技術向上・知識の普及・製造・工事及び
維持管理の適正化に尽力。
かそうきょうかい

京都府

竹ぼうき会
たけぼうきかい

町内の美化清掃活動（国道や生活道を中心としたゴミ拾
い、草引きなど）を長年にわたり継続して行っている。

大阪府

平田 彰宏
ひらた あきひろ

自身の勤務先周辺の清掃活動を継続し、さらに、エコリー
ダー「エコ仮面」に扮し、環境学習を実施し、子どもたち
に好評を博している。

愛知県

山口 チトセ
やまぐち ちとせ

会社経営
兵庫県

松井 勇二郎
まつい ゆうじろう

明石市保健衛生推進協議会の理事、監査、副会長、会長を
永年にわたり務め、明石市の保健衛生・環境美化の向上に
大きく貢献している。

明石市保健衛生推進協議会会長
奈良県

大石 貞義
おおいし さだよし

地域において、多年にわたり“花のある街、ゴミのない
街”をめざして、継続して環境美化活動に取り組んでい
る。

奈良県

佐保川ガーディアンズ
さほがわがーでぃあんず

佐保川及び佐保川沿いの公園の清掃と樹木の管理を定期的
に行っており、地域環境の美化に貢献している。

岡山県

下竹荘小学校児童会
しもたけのしょうしょうがっこうじどうかい

登校中の生徒によるごみ拾いなど、下竹地区の道路等の清
掃活動を継続的に実施し、地域の模範として環境美化活動
に取り組んでおり、その実績が顕著である。

広島県

大乗自然環境を守る会
おおのりしぜんかんきょうをまもるかい

設立後，１１年に渡り計１３３回の不法投棄パトロール及
び回収活動を行なっているほか，平成１９年からは休耕地
を活用した蕎麦作り活動を通して地元を大切にする機運を
高めており，地域環境美化及び啓発に貢献している。

山口県

クスの森を守る会
くすのもりをまもるかい

国指定天然記念物「川棚のクスの森」の管理及び周辺清掃
等の環境美化活動を実施し、自然保護、地域交流の発展に
貢献した

山口県

市道の里親制度登録により、長期にわたり地域の環境美化
宇部市老人クラブ連合会島いそじ会
うべしろうじんくらぶ れんごうかいしまいそ 活動に取組み、環境美化の維持と住民の美化意識向上に貢
献している。
じかい

徳島県

特定非営利活動法人 環境コミュニティみらい 漂流・漂着ごみ回収を中心とした環境美化活動を地域住民
とくていひえいりかつどうほうじん かんきょ と協働で実施するとともに，活動を通じた人のつながりの
創造・環境に関する意識啓発に貢献している。
うこみゅにてぃみらい

徳島県

消防防災活動のほか，清掃活動や環境美化活動，不法投棄
一宮・下町地区自主防災会連合会
いちのみや・しもまちちくじしゅぼうさいかい の見回り監視，県内の環境活動にも参加し，地域への環境
美化への貢献は大きい。

愛媛県

住鉄ふれあい倶楽部
すみてつふれあいくらぶ

住友鉄道跡地に整備されている自転車歩行者専用道路の残
地部分を利用して緑化・美化に努め、美化意識の普及・啓
発に努めている。

福岡県

池崎 武丸
いけざき たけまる

市道１２，５００ｍを毎週日曜日、主に徒歩によるごみ
の回収をし、約３０年間、雪か大雨が降る天候以外は継続
して行っております。

福岡県

すいせんの会
すいせんのかい

すいせんの会は東福間第５公園において、１５年の長きに
わたり、清掃や花の定植などを行い、地域環境美化に大き
く貢献しています。

長崎県

大村市連合婦人会
おおむらしれんごうふじんかい

半世紀以上にわたり、空きかん回収等の清掃・環境美化活
動に組織的に取り組まれている他、生ごみリサイクル・マ
イバッグ・廃油石鹸作りも手掛けており、多く環境施策に
対し貢献されている。

熊本県

サントリービール株式会社 九州熊本工場
さんとりーびーるかぶしきがいしゃ きゅう
しゅうくまもとこうじょう

地域景観と調和した工場緑化、水源の森林保全や周辺の美
化・清掃、河川清掃等の環境保全及び美化活動を展開し、
また、小学校等への環境教育も実施している。

大分県

祖田
そだ

平成８年から、地域に役立つことをという思いで、大分市
の池ノ平自治区内の公園などにおいて、月に２３日以上、
累計２万時間を超える清掃活動を実施している。

浩二
こうじ

特定非営利活動法人 福祉コミュニティＫＯＵ
ＺＡＫＩ
とくていひえいりかつどうほうじん ふくし
こみゅにてぃこうざき

昭和60年から、神崎地区全世帯が参加して、海岸や駅、道
路などの清掃美化活動に取り組んでいる。毎年７月に「う
み亀まつり」を主催し、市民等1,000人規模が参加してい
る。

宮崎県

石田 光
いしだ ひかる

あじさいの育苗、植栽に取り組み、およそ６ｋｍ区間
8,000本の「あじさいロード」を完成させた。地域の環境
美化や緑化の啓発に大きく貢献し、人々に美しく心安らぐ
間を提供している。

札幌市

豊かな森林を次世代に引き継げるよう、除間伐・枝打ち・
間伐ボランティア 「札幌ウッディーズ」
かんばつぼらんてぃあ 「さっぽろうっでぃー 下草刈り・植樹などの森林整備活動により、環境美化に貢
献している。
ず」

川崎市

玉利 美恵子
たまり みえこ

大分県

川崎市美化運動実施宮前支部
川崎市

川崎市美化推進委員として長年地域における美化啓発活動
や清掃活動を率先して実践し、美化運動の普及・啓発に貢
献した。
副支部長

金子 安芳
かねこ やすよし

長年にわたり町内会役員や廃棄物減量指導員の立場から、
美化運動の指導啓発・実践活動に努め、区内の環境美化に
多大な貢献をしている。

宮内自治会会長、中原区廃棄物減量指導員連絡
協議会会長、川崎市美化運動実施中原支部副支
部長
横浜市

安部
あべ

喜平
きへい

長年に亘り、都筑区環境事業推進委員連絡協議会会長を勤
め、ごみの分別や減量化、３Ｒの推進等の普及啓発に尽力
された。現在も地域において活躍中である。

都筑区美化推進員、都筑区環境事業推進委員
横浜市

大津 珠子
おおつ たまこ

磯子区環境事業推進委員として、長年に亘り活躍してお
り、集積場所の清掃及び啓発活動を定期的に行い、地域の
中でも中心的な役割を果たしている。

磯子区環境事業推進委員洋光台地区地区会長
相模原市

寿寿喜の会
すすきのかい

長年にわたる地域の公園等の清掃や花壇の整備、不法投棄
物の撤去の活動は、地域の美化意識の向上に大きく寄与し
ている。

相模原市

相模原中央福寿会
さがみはらちゅうおうふくじゅかい

長年にわたる地域内の道路の清掃や公園内の植栽及び除草
活動は、地域住民に感謝されるとともに、美化意識の向上
に大きく寄与している。

大阪市

鷺島 千鶴子
さぎしま ちずこ

27年の長きにわたり、毎月1回程度、児童公園及び周辺道
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。

大阪市

難波四丁目振興町会
なんばよんちょうめしんこうちょうかい

67年の長きにわたり、毎月2回程度、町会全域の清掃を
行っておられ、周辺地域における環境美化の維持・向上に
努められています。

神戸市

新湊川を愛する会
しんみなとがわをあいするかい

長年にわたり、新湊川沿いの清掃・植栽活動及び環境体験
学習の実施等、水辺環境保全活動に取り組んでいる。

広島市

廣瀬 政江
ひろせ まさえ

平成5年4月頃から、自宅付近の地下道、バス停、若宮神
社、及び周辺道路の清掃・除草を、23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。

広島市

彩が丘さくら会
あやがおかさくらかい

平成12年4月頃から、彩が丘中央公園及び周辺道路の清掃
を16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。

平成２７年度環境対策に係る模範的取組表彰受賞者一覧
（表彰式

平成２８年６月８日（水）／

式場：グランドアーク半蔵門）

１件（１団体）
氏名（又は団体名）
功績概要
公益社団法人日本環境技術協会では、環境大気常時監視データ
公益社団法人 日本環境技術協会
こうえきしゃだんほうじん にほんかんきょう の信頼性確保、環境大気常時監視の維持管理・精度管理・デー
タ管理業務等における技術力の向上及び技術継承を目的とした
ぎじゅつきょうかい
環境大気常時監視技術者試験制度を構築し、平成２１年度から
実施している。
当該試験制度では知識のみならず、応用力(異常時の原因究
明等)に注力した問題作成を行い、受験資格に実務経験年数を
組み込む等、実力本位の試験制度となっており、常時監視に従
事する技術者の技能向上及び技術継承を継続的に促すことの出
来る制度である

