
平成 30年度環境保全功労者等環境大臣表彰の 

受賞者を決定しました！ 

～表彰式は６月 13 日（水）に開催します～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日時   平成30年６月13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） 

 

３ 環境大臣賞受賞者               134件（53名、81団体） 

（別紙のとおり） 

 

  内訳 

  ・「環境保全功労者表彰」            11件（11名） 

（環境保全の推進のため、多年にわたり、顕著な功績のあった者・団体） 

・「地域環境保全功労者表彰」          63件（26名、37団体） 

      （地域環境保全の推進のため、多年にわたり、顕著な功績のあった者・団体） 

・「地域環境美化功績者表彰」          60件（16名、44団体） 

     （地域環境の美化のため、多年にわたり、顕著な功績のあった者・団体） 

 

４ 表彰式の取材について 

表彰式は報道機関に公開で行います。取材希望の方は、6 月 12 日（火）17:00

までに、下記申込先まで電子メール又は FAX（様式自由）にてお申し込みくださ

い。 

【申込先】環境省大臣官房総務課庶務係 

（電子メール：kanbo-somu@env.go.jp  ＦＡＸ：03-3509-6485） 

環境省では、毎年６月の環境月間にあわせて、環境保全、地域環

境保全及び地域環境美化に関して、顕著な功績があった者（または

団体）に対し、その功績をたたえるため、毎年度、環境大臣による

表彰を行っています。 

今年度は、53名、81 団体の受賞者を決定しました。 

mailto:kanbo-somu@env.go.jp


（申込内容：会社名、氏名、連絡先、テレビカメラの有無） 

※ 当日入場される際は、自社の腕章を着用し、本人確認のできるものを持

参のうえ、必ず受付をしてください。会場内では、担当者の指示に従って

ください。 

 

５ 参考 

 

（環境保全功労者等表彰制度設立の経緯） 

・昭和47年６月、ストックホルムにおいて国連人間環境会議が開催され、我が国の

提唱により国連で６月５日を「世界環境デー」と設定。 

 

・昭和48年度から６月５日を初日とする１週間を「環境週間」とし、平成３年度か

らは従来の週間の幅を拡大して、６月の１か月間を「環境月間」として  全国

的な普及啓発活動を展開。 

 

・昭和51年度に「環境週間」行事の一環として、「環境保全功労者表彰」の制度を

創設（環境庁局部長推薦）。 

 

・昭和54年度に「地域環境美化功績者表彰」（都道府県知事、政令指定都市市長推

薦）を、昭和56年度に「地域環境保全功労者表彰」（都道府県知事、政令指定都

市市長推薦）を創設。 

 
 

平成 30年６月５日（火） 
環境省大臣官房総務課  

代表番号  03-3581-3351 

直通番号  03-5521-8210 

課長   白石 隆夫（内線 6130） 

課長補佐 志村 博之 (内線 6163)     

担当   宍戸   公（内線 6170）       
 



（表彰式　平成30年６月13日（水）／　式場：グランドアーク半蔵門）

　11件（11名）
本省 氏名（又は団体名） 功績概要

環境保健部 中野　武
なかの　たけし

大阪大学環境安全研究管理センター招へい教授

環境保健部 門上　希和夫
かどかみ　きわお

環境保健部 劔持　堅志
けんもつ　かたし

岡山理科大学非常勤講師

環境保健部 宮本　顯二
みやもと　けんじ

石綿健康被害判定小委員会専門委員

環境保健部 由佐　俊和
ゆさ　としかず

石綿健康被害判定小委員会専門委員

水・大気環境局 磯辺　篤彦
いそべ　あつひこ

水・大気環境局 古米　弘明
ふるまい　ひろあき

東京大学大学院工学系研究科教授

水・大気環境局 上路　雅子
うえじ　まさこ

一般社団法人日本植物防疫協会理事長

水・大気環境局 福島　武彦
ふくしま　たけひこ

茨城県霞ヶ浦環境科学センター長

水・大気環境局 片谷　教孝
かたたに　のりたか

桜美林大学リベラルアーツ学群教授

水・大気環境局 髙村　ゆかり
地球環境局 たかむら　ゆかり

公立大学法人北九州市立大学環境技術研究所特命教
授・名誉教授

6

中央環境審議会委員、名古屋大学大学院環境学研究科
教授

○環境保全功労者表彰

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
ご尽力いただいており、また環境省石綿関連疾患に係る医学
的所見の解析調査業務にも参画いただくなど多大なる貢献を
されてきた。

ＰＣＢに代表される残留性有機汚染物質に関する分析技術や
汚染実態に係る研究業績に加え、化学物質環境実態調査等へ
の多年の尽力を通し、環境保健行政の発展に大きく貢献し
た。

環境中の微量化学物質分析及びその網羅的分析法の研究で顕
著な業績を挙げた他、環境省実施の日韓共同研究や化学物質
環境実態調査に尽力し環境保健行政の推進・国際連携に貢献
した。

環境中の化学物質の汚染実態の把握に必要な分析法を多数開
発したほか、化学物質環境実態調査の実施・結果の全体取り
まとめを多年に渡って担い環境保健行政の発展に大きく貢献
した。

石綿関連疾患の呼吸機能担当医として石綿健康被害救済制度
の運営にご尽力いただいており、また環境省石綿関連疾患に
係る医学的所見の解析調査業務にも参画いただくなど多大な
る貢献をされてきた。

マイクロプラスチックを含む海洋ごみ研究の専門家として、
数値シミュレーションによる実験や実海域での観測等の研究
活動を通じて、日本及び世界の海洋マイクロプラスチックの
分布や輸送過程の解明等に貢献するとともに、行政施策及び
国際連携の推進に貢献した。

水環境保全の専門家として、中央環境審議会等へ参画し、底
層溶存酸素量の環境基準の設定等で水環境行政の発展に多大
な貢献を果たした他、日本水環境学会の会長として研究の推
進にも顕著な功績があった。

平成30年度環境保全功労者等受賞者一覧
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九州大学応用力学研究所大気海洋環境研究センター 教
授
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湖沼水質分野の専門家として中央環境審議会等へ参画すると
ともに、湖沼における汚濁メカニズムの解明や水質保全対策
手法の確立に多大な貢献を果たすなど、水環境行政の推進に
顕著な功績があった。

環境リスク評価、大気科学等の分野において造詣が深く、こ
れまで臭気判定士試験の試験委員や中央環境審議会大気・騒
音振動部会の臨時委員など、多年にわたり環境行政の推進に
貢献した。

中央環境審議会の委員として、国内の水銀大気排出対策など
「水俣条約」をうけた国内水銀対策の取りまとめや気候変動
対策の推進に尽力するなど、環境行政の推進に貢献した。

中央環境審議会臨時委員（土壌農薬部会、農薬小委員会、環
境保健部会、PRTR対象物質等専門委員会）を10年、農薬登録
保留基準設定に係る水産検討会及び非食検討会の委員を設立
当初から10年以上務められるなど、長年にわたり環境行政の
推進に多大な貢献をいただいた。
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63件（26名、37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 酪農学園大学農食環境学群環境共生学類
環境GIS研究室

青森県 福士　憲一
ふくし　けんいち

八戸工業大学副学長

青森県 特定非営利活動法人グリーンエネルギー青森

岩手県 臼澤　良一
うすざわ　りょういち

岩手県 一戸南小学校　御所野愛護少年団

山形県 認定ＮＰＯ法人ＩＶＹ
にんていえぬぴーおーほうじんあいびー

山形県 中村湿原を守る会
なかむらしつげんをまもるかい

福島県 会津生物同好会
あいづせいぶつどうこうかい

福島県 鏡石環境を考える会
かがみいしかんきょうをかんがえるかい

茨城県 木村　義明
きむら　よしあき

茨城生物の会副会長

茨城県 水戸市立新荘小学校
みとしりつしんそうしょうがっこう

栃木県 山口　文伸
やまぐち　ふみのぶ

株式会社近代環境整備社 専務取締役

会津地域を中心に植物の観察、調査を実施するとともにそ
れらの資料を基に多くの図書を発刊している。刊行物を会
津若松市の教育委員会や小中高校に寄贈したり、植物観察
会や野草展を開催するなど地域の環境保全活動に貢献して
いる。

ごみ減量化とリサイクルなど、住みよい環境づくりのた
め、主に町内各所における環境美化活動や不法投棄監視活
動等のボランティア活動を実施しており、地域の環境保全
活動に貢献している。

市民出資による風力発電所の建設をはじめ、地球温暖化対
策に関する市民講座を多数実施するなど、多年にわたり省
エネ・自然エネルギーの普及啓発に尽力した。

環境行政に長年従事するとともに、小学生への環境学習な
ど普及啓発活動等に尽力した。また、東日本大震災後に出
現したミズアオイの保全活動を通して環境保全意識の醸成
に努めた。

永年にわたり、世界遺産登録を目指している御所野遺跡
（御所野縄文公園）の愛護活動を通して、環境や歴史的財
産を守るための活動を行った。

小学生を対象に、自然体験活動等を通して環境問題への関
心を高める機会を提供するとともに、環境教育の指導者を
養成し、環境保全意識の普及啓発に寄与している。

グリーンカーテンづくりにより，温暖化対策に取り組むほ
か，家庭の廃油を回収・リサイクルし，地域の環境保全活
動の普及啓発に，長年にわたり大きく貢献している

　
平成30年度環境保全功労者等受賞者一覧

（表彰式　平成30年６月13日（水）／　式場：グランドアーク半蔵門）

○地域環境保全功労者表彰
小学校向け出前授業 「巨大空中写真に見る江別の環境」な
どの永年の活動を通じ市民の環境への気づきを促進、一人
ひとりが自らの考えに基づき環境保全活動を推進するコ
ミュニティの醸成に貢献した。

県の環境審議会や環境影響評価審査会の会長を務めるな
ど、専門的知見から多年にわたり県の環境行政の推進に貢
献した。

らくのうがくえんだいがくのうしょくかんきょうがくぐ
んかんきょうきょうせいがくるいかんきょうじーあいえ
すけんきゅうしつ

いちのへみなみしょうがっこう　ごしょのあいごしょう
ねんだん

とくていひえいりかつどうほうじんぐりーんえねるぎー
あおもり

中村湿原において、希少動植物の保護活動に取り組むとと
もに、小学生や町民の観察の場として整備を行うなど、環
境保全に寄与している。

環境アドバイザー，小学校等での環境学習の講師として自
然環境保全活動の推進に大いに貢献。豊かな経験をもとに
次世代の育成に対しても尽力している。

河川環境保護指導員としての河川の美化･緑化活動や環境教
育等のほか、日光市ごみ減量化等検討委員としてごみの減
量･再資源化及び適正処理の推進に努めるなど、環境保全の
推進に尽力している。
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県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
群馬県 田中　洋助

たなか　ようすけ

群馬県 特定非営利活動法人　新田環境みらいの会

埼玉県 環境ネットワークよしかわ
かんきょうねっとわーくよしかわ

千葉県 柄澤　保彦
からさわ やすひこ

野田自然保護連合会　幹事

千葉県 豊富地区連合町会
とよとみちくれんごうちょうかい

神奈川県 金澤 義春
かなざわ よしはる

公益社団法人神奈川県猟友会　理事

神奈川県 小出川に親しむ会
こいでがわにしたしむかい

新潟県 妙高里山保全クラブ
みょうこうさとやまほぜんくらぶ

富山県 中島　晴美
なかしま　はるみ

地球温暖化防止活動推進員

富山県 高岡市立中田中学校科学部
たかおかしりつなかだちゅうがっこうかがくぶ

石川県 松下　奏
まつした　すすむ

柴山潟流域環境保全対策協議会　会長

山梨県 甲府市地球温暖化対策地域協議会

山梨県 山梨市立笛川小学校
やまなししりつてきせんしょうがっこう

長野県 今村　良子
いまむら　よしこ

環境カウンセラー

長年にわたり環境課題に取り組む中で、グリーンコン
シューマー活動、レジ袋削減などに尽力し、地域の環境保
全活動の推進及び市民の意識啓発に多大な貢献をした。

とくていひえいりかつどうほうじん　にったかんきょう
みらいのかい

多年、森林インストラクターとして活動し、森林環境教育
の普及啓発に尽力するとともに、樹木医として樹木の保護
活動にも貢献している。

太田市新田地域に多数ある湧水地周辺の自然環境保全活動
に寄与している他、小学生や地域住民への環境教育等様々
な活動に尽力している。

信濃川及び利根川水系の限られた地域にしか生息しない貴
重なトンボ等の生息環境の保全や、重要湿地に選定されて
いる「はきだし沼」の調査·観察に精力的に取組み、地域の
環境保全に貢献している。

里山の保全活動を行うとともに、地域住民等に里山への関
心を高め、誰もが参加できる場を提供することにより、環
境保全に関する普及啓発に貢献している。

（公社）神奈川県猟友会の中心人物として、狩猟者の育
成、安全な狩猟の達成、野生鳥獣の保護管理等に尽力し、
自然環境の保全に貢献している。

「小出川に親しみながら」をキーワードに、地域の個人・
家族が参加し、自然観察会や河川清掃などをはじめ多様な
活動を行っている。

巧妙化する不法投棄防止のため、地区独自の不法投棄防止
啓発パトロールマップを作成、昼夜間のパトロールや、ご
みゼロ事業の実施を通じた啓発活動を行い、地域の環境保
全に貢献している。

吉川市民の環境保全意識が向上することを目的とした啓発
活動

こうふしちきゅうおんだんかたいさくちいききょうぎか
い

平成９年から多年にわたり、児童への環境教育や川の水質
調査・保全活動などに取り組み、地域の環境保全に寄与し
ている。

昭和46年から多年にわたり、県の天然記念物の調査・保護
を通じて水質調査や水環境保全意識の普及啓発を行い、地
域の環境保全に貢献している。

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、企業、市民
団体、行政が協働することにより、地域に根ざした地球温
暖化対策を推進し、環境保全意識の向上を目指し活動を続
けている。

柴山潟流域環境保全対策協議会会長として20年にわたり、
潟の水環境改善と生物多様性の重要性を訴え、市内外への
啓発活動等に取り組んだ。

乙女高原の貴重な動植物の大切さを学ぶとともに自然保護
の大切さを学び，環境美化活動等の環境保全活動を長年に
わたり実践している。
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県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
岐阜県 田中　俊弘

たなか　としひろ

岐阜薬科大学名誉教授

愛知県 岡村　穣
おかむら　ゆたか

名古屋市立大学名誉教授

愛知県 那須　民江
なす　たみえ

中部大学特任教授

三重県 シャープ株式会社　三重工場
しゃーぷかぶしきがいしゃ　みえこうじょう

京都府 村田　敏行
むらた　としゆき

弁護士

京都府 株式会社京都銀行
かぶしきがいしゃきょうとぎんこう

大阪府 村濱　史郎
むらはま　しろう

大阪府鳥獣保護管理員

大阪府 茨木バラとカシの会
いばらきばらとかしのかい

兵庫県 吹田　修身
すいた　おさみ

一般社団法人兵庫県猟友会　会長

兵庫県

奈良県 関西電力株式会社　奈良支社

奈良県 大阪ガス株式会社　奈良事業所

和歌山県 和歌山県立田辺高等学校・中学校　生物部

和歌山県 玉川峡を守る会
たまがわきょうをまもるかい

おおさかがすかぶしきかいしゃ　ならじぎょうしょ

地域の清流玉川峡の動植物調査や保全活動に加え、子供達
の生物観察会を指導するなど、地域の生物多様性の保全と
普及啓発に貢献している。

わかやまけんりつたなべこうとうがっこう・ちゅうがっ
こうせいぶつぶ

愛知県環境審議会及び愛知県環境影響評価審査会の各委員
を歴任し、土壌学の専門家として愛知県の環境行政の推進
に貢献した。

愛知県環境審議会、愛知県公害審査会、愛知県環境影響評
価審査会及び化学物質に関する調査検討会の各委員を歴任
し、愛知県の環境行政の推進に貢献した。

工場周辺の清掃等美化活動、森林再生や生物保護等の生物
多様性保全、遊休農地の再生や不用品を有効利用した地域
支援、小・中学校への学習支援を実施。

ＣＯ２排出量ゼロの店舗づくりや、京都独自のクレジット
である「京－VER」の継続的な購入・活用、「京銀ふれあい
の森」の整備等の森林保全活動の実施などを推進

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

鳥獣による農林業被害軽減のため有害鳥獣捕獲活動に尽力
するとともに、継続的な捕獲体制づくり、安全狩猟体制の
整備に取り組むなど、野生鳥獣行政の推進に貢献してい
る。

事業所内でのエコオフィス活動に加え、小学校等での環境
学習・環境教育の実施や環境イベントへの参加、各団体と
連携した環境活動などに取り組み、県内の環境保全に貢献
している。

多年にわたり岐阜市環境審議会会長等を歴任し、岐阜市の
環境行政の推進に貢献するとともに、生物多様性保全の推
進に尽力している。

18年余の永きにわたり京都府公害審査会委員・会長を務め
られるなど、法律の専門的見地から、騒音・振動等の生活
環境の保全に貢献

茨木北部で環境保全活動を実施するほか、茨木市環境教育
ボランティアとして市と協働して環境教育の普及啓発活動
を実施している。

多年にわたり、野生傷病鳥の保護や野鳥の生息調査、違法
飼養鳥の鑑定等を通して環境行政の推進に多大な貢献を果
たした。

こみゅにてぃひばりかんきょうぶかい（きたひばりきず
きのもりきずなかい）

環境負荷を低減するオフィス活動はもとより、環境学習・
環境教育の実施や環境イベントへの参加、地域の清掃活動
などに積極的に取り組み、県内の環境保全に貢献してい
る。

かんさいでんりょくかぶしきがいしゃ　ならししゃ

多年にわたり、地域の里山保全活動に尽力している。ま
た、環境体験学習や森林体験プログラムを通じ、地域住民
への緑化思想の普及にも貢献している。

コミュニティひばり環境部会（北雲雀きずきの森きずな
会）
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県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
鳥取県 とっとり県消費者の会

とっとりけんしょうひしゃのかい

島根県 里山を育てる会
さとやまをそだてるかい

岡山県 総社市立総社北小学校6年生

広島県 三谷　哲也
みたに　てつや

一般社団法人広島県資源循環協会副会長

広島県 広島県立加計高等学校
ひろしまけんりつかけこうとうがっこう

山口県 中西　弘
なかにし　ひろし

山口県 粟野川と共に生きよう会
あわのがわとともにいきようかい

徳島県 大塚製薬株式会社徳島本部

福岡県 近藤　哲司
こんどう　てつじ

行政書士

福岡県 久留米市田主丸町婦人会
くるめしたぬしまるまちふじんかい

熊本県 一般社団法人TAO塾
いっぱんしゃだんほうじんたおじゅく

熊本県 八代野鳥愛好会
やつしろ やちょう あいこうかい

大分県 佐藤　仁藏
さとう　じんぞう

豊後自然塾　塾頭

大分県 三宅　武
みやけ　たけし

大分昆虫同好会会長

そうじゃしりつそうじゃきたしょうがっこう ６ねんせい

おおつかせいやくかぶしきかいしゃとくしまほんぶ

昭和58年から合成洗剤追放運動に取組むなど、環境問題に
かなり早くから関心を持ち、地域に根ざした活動を地道に
行っている。

山口大学名誉教授、山口市環境審議会会長、防府市環境
審議会会長

平成５年の設立以来、長年にわたり、マイバッグやふろし
きの普及、食品残さの削減など、地域や家庭のごみ減量・
リサイクルの普及啓発に尽力。

多年、田和山（松江市乃白町）の森を、自然学習の森とし
て保全し、小学校の総合学習の支援、自然観察会の開催等
の普及啓発活動に尽力している。

長年継続してヒイゴ池湿地での環境学習に取り組むととも
に，ヒイゴ池湿地の環境保全のための寄付行為を継続して
いるため。

長年の協会活動を通じて廃棄物の適正処理，地域環境の改
善に寄与するとともに，適正処理の基盤となる業界全体の
安全衛生向上に貢献している。

郷土日田の自然調査会植生担当として、日田市に古くから
原生する自然や植物生態系等の自然史の調査・研究を長年
にわたり行う。また、豊後自然塾の塾頭として、子どもた
ちが森林に親しみを持てる活動に尽力している。

永年にわたる地道な調査を行い、大分県内全域の昆虫に関
する貴重なデータ収集や分析のほか、大分県の豊かな昆虫
相の調査研究及び普及啓発に尽力してきた。

平成28年に創立30年を迎えた。八代市「市の鳥カワセミ」
や球磨川河口のEAAFP参加を請願。シギ・チドリ類やクロツ
ラヘラサギなどの野鳥と人との共生を目指し、野鳥観察
会・学習会・シンポジュウムの開催やパンフレット作成な
どを通して、市内・県内・国内、さらには韓国・台湾の
方々と啓発・交流を続けている。

平成16年度から，地域創生を図るため，地元産業を意識し
た総合的な学習を実施。特に，森林組合と連携した森林を
考える講座での間伐材利用等の取組が，高く評価されてい
る。

国の中央環境審議会瀬戸内海部会会長や山口県環境審議会
会長等、長年にわたり環境行政に関する要職を務めるとと
もに、水質改善にかかる学術研究へ従事し、環境保全の推
進に貢献している。

地元自治会、地元の小学校、大学等と連携して粟野川流
域・周辺の清掃活動や倒木の撤去、植樹及び竹炭等による
河川水質浄化等の環境保全活動を実施しており、その功績
は顕著である。

事業者等が学校の環境学習活動を支援する「環境首都あど
ぷと・エコスクール」に参画し，水質調査の指導など，環
境学習をサポートしている。

平成14年から11年、平成29年度「飯塚市の環境政策」及び
平成19年から６年、平成26年から３年「福岡県の環境政
策」の推進に寄与した。

環境に配慮したエコクッキング教室や、東洋医学の
伝統に基づき日本の伝統食をベースにした健康教室
の開催を長年にわたって行ってきた。
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県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
宮崎県 村田　壽

むらた　ひさし

宮崎大学名誉教授

宮崎県 和石地区田園の景観を守る会
よれしちくでんえんのけいかんをまもるかい

鹿児島県 大西　正巳
おおにし　まさみ

横浜市 フェリス女学院大学　エコキャンパス研究会

横浜市

大阪市 槇村　久子
まきむら　ひさこ

関西大学社会安全学部客員教授

神戸市 増田　啓子
ますだ　けいこ

龍谷大学名誉教授

神戸市 玉一アクアリウム
たまいちあくありうむ

関東 辻川　毅
地方環境事務所 つじかわ　たけし

ふぇりすじょがくいんだいがく　えこきゃんぱすけん
きゅうかい

特定非営利活動法人 茅ヶ崎公園自然生態園管理運営委員
会
とくていひえいりかつどうほうじん　ちがさきこうえん
しぜんせいたいえんかんりうんえいいいんかい

特定非営利活動法人　環境カウンセラー千葉県協議会理
事

平成７年宮崎県環境審議会委員に就任、同審議会会長、県
環境影響評価専門委員会委員等を歴任し、本県環境行政の
推進に多大な貢献をしてきた。

オキナグサやゴマシオホシクサなどの希少野生生物が自生
する美しい里山を守り、育み、次世代に引き継ぐための活
動を行っている。

長年にわたり鹿児島県の環境行政に携わり，その推進に精
力的に励むとともに，近年の新たな環境問題への対応にも
尽力した。

学内での環境活動にとどまらず、地域と連携したイベント
への参加、企業と連携したメニュー開発など、様々な活動
に取り組んでいる。

四季を通じて明石川水系において水生生物調査を行い、オ
オクチバス等の外来種を選択的に駆除し、生態系保全に取
り組むほか、絶滅危惧種タコノアシの保護等、自然環境保
全に貢献している。

白井市環境審議会会長として環境保全施策の推進に寄与し
たのを始め、多年にわたり千葉県内全域で普及啓発活動に
従事した。

茅ケ崎公園の自然環境の保全・再生のための維持管理を行
いながら、自然観察会など様々な活動を通し、自然に親し
み、学べる場を地域に提供している。

大阪市環境審議会委員を務め、長年にわたり重要課題に関
する審議に尽力し、大阪市の環境行政の推進に大きく貢献
した。

神戸市環境保全審議会委員を務め、神戸市の環境行政に長
年かつ多岐にわたって有益かつ先見的な助言を頂いてい
る。
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60件（16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 花のある共睦まちづくり景観協議会

北海道 士別市自治会連合会
しべつしじちかいれんごうかい

秋田県 尾去沢 里山自然の会
おさりざわ さとやましぜんのかい

山形県 羽黒の森を守る会
はぐろのもりをまもるかい

福島県 大橋　功
おおはし　いさお

福島県 郡山市立桃見台小学校

茨城県 笠間市岩間環境美化推進協議会

茨城県 神田池を保全する会
じんでんいけをほぜんするかい

栃木県 青木　茂
あおき　しげる

有限会社アオキ　代表取締役

群馬県 館林草花クラブ
たてばやしくさばなくらぶ

群馬県 藤岡市立美九里東小学校

　
平成30年度環境保全功労者等受賞者一覧

（表彰式　平成30年６月13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

本協議会は、平成９年の発足以来、町内会の主要道路植
栽・管理を通して、地域の環境美化に積極的に取り組み、
豊かな地域づくりに貢献されています。

昭和62年から30年間、環境美化と犯罪の抑止を目的に、各
自治会をとおし花苗を全市に植える活動を続けている。

はなのあるきょうぼくまちづくりけいかんきょ
うぎかい

鉱山跡地周辺の緑少ない地に、地域と連携して桜やあじさ
い等を植樹・植栽し、里山の自然や花を育み親しもうと地
域の緑化に貢献してきた。

羽黒の森において、地元団体等と連携した植栽活動を行う
とともに、樹木の管理、散策路の整備に取り組み、地域の
自然環境や歴史を学ぶ機会を提供している。

環境美化パトロール員として、地域の環境美化のため指導
を行うとともに、美・図館周辺をきれいにし隊の代表とし
て先頭に立ち、清掃・美化活動を行っている。

校地内外の植栽等を行うとともに、平成26年度から校区内
の道路や公園、保育所、中学・高校、校区外の震災仮設住
宅等へ植栽したプランターを寄贈し交流を行う等環境美化
に取り組んでいる。

昭和57年に発足し、市内清掃（クリーン作戦）、不法投棄
の見回りや、環境先進企業等への視察研修等を実施し、環
境美化活動に取り組んでいる。

長年にわたり下野市の一般廃棄物収集運搬委託業に従事し
地域の廃棄物行政に積極的に協力、環境美化活動の推進等
を行ってきた。

学校周辺河川でのゴミ拾いや水質調査活動等を通じて、河
川の美化・浄化活動に取り組んでいる。

長年にわたり、花いっぱい運動を推進することにより、地
域の環境美化活動や環境美化意識啓発に貢献している。

こおりやましりつももみだいしょうがっこう

かさましいわまかんきょうびかすいしんきょう
ぎかい

森合欅台町内会長 、美・図館周辺をきれいに
し隊　代表

神田池の水質の管理や周辺の整備等，池の環境保全活動を
継続して実施している。同会の活動により「日本のため池
百選」に選定され，地域の環境美化の普及啓発に大きく貢
献している。

ふじおかしりつみくりひがししょうがっこう
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県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
埼玉県 もりんど

埼玉県 三郷の川をきれいにする会
みさとのかわをきれいにするかい

千葉県 流山市倫理法人会
ながれやましりんりほうじんかい

千葉県 柏井きらくファーム 柏井きらく会

神奈川県 渡辺　重雄
わたなべ　しげお

遠藤あじさいの会　会長

神奈川県 和留沢自治会
わるさわじちかい

新潟県 新潟トヨペット株式会社
にいがたとよぺっとかぶしきかいしゃ

富山県 大町地区環境保健衛生協議会

富山県 高岡市立西条小学校ＰＴＡ

山梨県 櫻林　稔
さくらばやし　みのる

山梨県 富士吉田市立吉田中学校
ふじよしだしりつよしだちゅうがっこう

長野県 鎖川をきれいにする会
くさりがわをきれいにするかい

静岡県 焼津市花の会
やいづしはなのかい

市内河川の清掃を行うとともに、講習会や環境イベントな
ど、市主催のイベントに協力し、市の環境保全の啓発に尽
力している。

市内主要駅周辺の定期的な清掃活動の実施や、市主催の清
掃活動への意欲的な参加は、地域環境美化への貢献と、市
民の環境美化意識の高揚に寄与している。

除草や生垣の刈り込み、季節の花の植栽や手入れなどを行
い、農園周辺の清掃及び環境美化に取り組み、地域に残さ
れた緑ある美しい景観づくりにも貢献している。

小出川の河川浄化・不法投棄防止のために、あじさいの植
栽を行い、遠藤あじさいの会の会長として、美化運動活動
を推進している。

23年間にわたり、道路清掃や公園の整備など、少ない世帯
数ながら住民が団結して、環境美化意識を高く持ち、美化
活動に励み、快適な生活環境を維持している。

長年、県内各地の公園や公共施設などに花木の苗を植樹
し、地域住民の憩いの場を提供するとともに、店舗周辺の
清掃活動により地域に根ざした貢献活動をしている。

昭和60年から多年にわたり、地域の河川や海岸などの清掃
活動を実施しており、地域の環境美化に大きく貢献してい
る。

昭和59年から多年にわたり、地域の歩道や学校周辺の清掃
活動を実施しており、地域の環境美化に大きく貢献してい
る。

多年にわたり、流川河川敷の清掃作業に積極的に取り組ん
でいるほか、花の植栽等、地域美化活動及び意識の醸成に
大きく貢献している。

町内河川の水質調査や、子供たち対象の環境学習などの啓
発活動を実施し、都幾川周辺の住民の河川浄化意識や流域
の水辺環境の向上に貢献してきた。

かしわいきらくふぁーむ かしわいきらくかい

おおまちちくかんきょうほけんえいせいきょう
ぎかい

たかおかしりつさいじょうしょうがっこうぴー
てぃーえー

富士山登山や学区内でのゴミ拾い活動などの環境美化活動
を長年努めるとともに，リサイクルの取組も行っている。

花いっぱい運動を行政等と協力し合い地道に継続してい
る。また、会員の知識と技術の向上を常に図っており緑化
推進活動の模範となるものである。

鎖川をきれいにする会は、昭和49年8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。
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県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
静岡県 菊川市花の会

きくがわしはなのかい

愛知県 延藤　良春
えんどう　よしはる

愛知県 若杉　稔
わかすぎ　みのる

京都府 森本村づくり委員会
もりもとむらづくりいいんかい

大阪府 皆川　靖美
みながわ　はるみ

泉大津市衛生委員会副委員長

大阪府

奈良県 舟戸二丁目クリーン会
ふなとにちょうめくりーんかい

奈良県 友遊クラブ・みその
ゆうゆうくらぶ　みその

岡山県

広島県 槇本　聰
まきもと　さとし

山口県 上本　隆
うえもと　たかし

山口県 マロニエの森の会
まろにえのもりのかい

徳島県 徳島県立池田高等学校三好校

寝屋川再生ワークショップ・ねや川水辺クラブ

ねやがわさいせいわーくしょっぷ・ねやがわみ
ずべくらぶ

美化活動を通して綺麗な寄島園地を啓発し、寄島園地の広
く有意義な活用を推進することを目的に発足。毎月１回、
寄島園地と三郎海岸の清掃活動を行っている。

寄島園地清掃ボランティアみつやまクリーンク
ラブ
よりしまえんちせいそうぼらんてぃあくりーん
くらぶ

花の会専用のビニールハウスにて種から苗を育て、公共花
壇への植栽だけでなく、市民への無償配布を実施し、市民
からも称賛されている。

平成16年度から長きにわたり、地域環境保全委員等として
地域の環境保全活動・啓発・調査など、地域の環境美化に
多大な貢献をした。

長きにわたり地域環境保全委員として、地域の環境保全に
寄与されると共に、鳥類の研究・保護に関して長く活動す
るなど、多大な貢献をした。

上・中・下流域がいっしょになった広域的な河川の清掃活
動（竹野川クリーン大作戦）の取組や、堤防内の植栽・管
理、地域の小学校における環境学習への多面的な協力な
ど、多年にわたり環境美化及び環境啓発に尽力

昭和58年に泉大津市衛生委員に参画いただき、現在副委員
長と婦人部長を兼任しながら、本市の環境衛生・保健衛生
活動に取り組まれています。

寝屋川再生ワークショップ（寝屋川市の組織）とともに寝
屋川・淀川流域の環境美化を図る取組みを、市民・行政が
一体となって協働で進めてきた。

自治会内の道路、公園や公共施設などでの清掃活動及び花
いっぱい運動を継続的に実施し、地域の環境美化に大きく
貢献している。

自治会内での公園、公共施設などでの清掃活動や花いっぱ
い運動を長年に渡って取り組み、地域の環境美化に大きく
貢献している。

22年に渡り，公衆衛生推進委員として，美化活動，不法投
棄防止活動，学習会等を率先して実施したほか，課題や対
策を整理して実践するなど，地域の公衆衛生の発展に大き
く貢献した。

平成３年４月１日から現在に至るまで、自治会長、自治会
内の環境衛生部長や、真締川・塩田川をきれいにする協議
会及び新川コミュニティーの事務局長として、自治会内及
びその周辺の地域をこまめに巡回して、住民の意見を聞
き、融和と調整を図って、生活環境事業の改善を指導し、
明るい地域社会の構築に寄与している。

平成8年からの長年にわたり、落葉広葉樹を植栽する緑化
活動を継続するとともに、地域に根ざした活動の中で、環
境美化思想の普及啓発に貢献している。

希少野生植物・サギソウを培養し，地元の保存会と連携し
て植生回復に努めているほか，地域の清掃美化活動に定期
的に取り組んでいる。

新川校区コミュニティー推進協議会及び自治会
連合会事務局長

とくしまけんりついけだこうとうがっこうみよ
しこう
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県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
香川県 宇多津町立宇多津中学校

うたづちょうりつうたづちゅうがっこう

愛媛県 田の上自治会
たのうえじちかい

福岡県 田中　明夫
たなか　あきお

筑後市環境衛生協議会 久富東支部支部長

長崎県 松原グラウンドゴルフ愛好会
まつばらぐらうんどごるふあいこうかい

熊本県 熊本市立河内中学校
くまもとしりつかわちちゅうがっこう

熊本県 富士フイルム九州株式会社

大分県 藤原　義令
ふじわら　よしのり

大分県 春木川を守る会
はるきがわをまもるかい

宮崎県 宮崎富士通コンポーネント株式会社

沖縄県 安謝川をきれいにする住民の会
あじゃがわをきれいにするじゅうみんのかい

札幌市 札幌弱電設備業協同組合

仙台市 仙台市河川愛護会
せんだいしかせんあいごかい

川崎市 河原町３号館老人クラブ相生会

ごみ分別の徹底・啓発とごみステーションや自治会館、水
路、神社・広場の清掃等を実施。地域環境美化に取り組ん
でいる。

当組合は、昭和57年以来36年間、毎年創成川の清掃を行
い、ごみのポイ捨て防止や環境保全意識向上の啓発活動を
行っている。

本校は香川県土木部が実施している香川さわやかロード事
業の認定を平成14年７月29日に受け、16年目になります。
私たちは、様々な活動に取り組んでおり、中でも夏休みに
実施している「夏ボランティア」では、全校生徒が自主的
に活動を選び取り組んでいます。

一年を通して従業員が工場周辺の清掃活動を行っている。
また、従業員家族も楽しみながらゴミ拾いに参加できる
ウォークラリーを開催している。

平成22年度から地域の活動とともに環境保全と緑化を中心
とした環境教育に取り組んでいる。生徒会整美委員会を中
心に、全校生徒・職員が、保護者・地域の方々と共に、活
動している。

雨水再利用や蒸気ドレイン水リサイクル等による節水を推
進。省資源化に努めている。また、配管類の地上化やタン
ク周辺の防液提設置などにより地下水汚染のリスク対策も
行っている。南阿蘇村では、水田涵養や水源涵養林事業な
ど年間を通して地下水保全活動を展開している。

平成７年から多年にわたり、安謝川での清掃活動を地域住
民とともに実施しており、安謝川の水質浄化等に大きく貢
献している。

今年度で設立50周年を迎え、長きにわたり河川の清掃や不
法投棄の防止等、河川の環境美化に積極的に取り組んでき
た功績がある。

みやざきふじつうこんぽーねんとかぶしきがい
しゃ

平成12年より、筑後市環境衛生協議会久富東支部長として
活動を始められ、永年にわたり環境衛生事業を積極的に推
進し、分別回収指導、ごみ減量化推進など、地域の模範と
なって活動されています。

推薦団体は平成７年１２月の設立以来、北部運動広場の除
草清掃やトイレ掃除等を実施している。また、近年は野岳
湖公園や駅周辺にも清掃活動範囲を広げ、環境美化の啓発
に努めている。

さっぽろじゃくでんせつびぎょうきょうどうく
みあい

長きにわたり河原町団地３号館周辺や府中街道の清掃活
動、街路樹の剪定に取り組み、河原町団地３号館周辺の美
化活動を通して地域の環境美化に大きく貢献している。

かわらまちさんごうかんろうじんくらぶあいお
いかい

ふじふいるむきゅうしゅうかぶしきかいしゃ

春木川校区６町合同で組織し、県や市と連携し、地域住
民、中学生及び小学生とともに春木川の清掃活動を実施し
ている。

昭和36年頃から雨の日以外毎日、朝夕の2回、地元の神
社・寺院の参道や手水舎、トイレなどの清掃を実施
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県　別 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
川崎市 虹ヶ丘おやじの会

にじがおかおやじのかい

横浜市 塚　一男
つか　かずお

横浜市 山下町町内会
やましたちょうちょうないかい

相模原市 堤　正企
つつみ　まさき

相模原市 飯原　雪男
いいはら　ゆきお

名古屋市 香流川を守る会
かなれがわをまもるかい

大阪市 傍島　隆雄
そばじま　たかお

大阪市 苅田２丁目振興町会
かりたにちょうめしんこうちょうかい

広島市 住江　政人
すみえ　まさと

広島市 正守産業株式会社
まさもりさんぎょうかぶしきがいしゃ

昭和62年3月頃から、自宅から五日市南中学校周辺及び塩
屋神社周辺の清掃活動を31年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9年4月頃から、会社周辺の道路の清掃を21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。

設立以来、長年にわたり虹ケ丘地区の公園と周辺街路樹の
緑化・整備を行っており、地域の環境美化の推進に積極的
に貢献をしており、その功績は極めて多大である。

長年、地域清掃やごみ集積場所の環境向上に取り組み、地
域のリーダーとして積極的に啓発活動を行う等、美化推進
に多大な功績をあげている。

観光地である横浜中華街を含む町内会区域にて、清掃活動
やごみ集積場所での啓発活動等を長年にわたり実施し、ま
ちの美化の推進に貢献している。

長年にわたり、毎日、広場及びその周辺の清掃活動を実施
し、地域の美化活動に多大な貢献をしている。

長年にわたり、公園の清掃活動や花壇の管理を行い、地域
の美化活動に多大な貢献をしている。

12年の長きにわたり、毎週４回、町会内及び周辺道路の清
掃を行っておられ、環境美化の維持・向上に努められてい
ます。

31年の長きにわたり、毎週１～２回、地域の道路の清掃等
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。

横浜市青葉区環境事業推進委員連絡協議会　会
長

香流川の清掃活動を春と秋の年二回実施し、水辺環境の美
化・保全活動を通じて、地域住民のコミュニティの絆を高
めるとともに、「安心・安全で快適なまちづくり」の推進
に多大な貢献を寄与するもの。
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