
【個人】１名 
住所 氏名 功績の概要

平塚市 齋藤　美代子

環境科学センターの環境学習リーダー養成講座を修了
後、神奈川県環境学習リーダー連絡会（現・特定非営利
活動法人神奈川県環境学習リーダー会）に加入し、環境
問題に関する講師等として公・民の枠を超えて活動して
いる。
「子どもと親の環境教室『地球っ子ひろば』」を創設
し、その代表者として平塚市を中心に子どもに対する環
境意識の啓発活動を現在も継続している。
かるたや冊子をはじめ、子どもを対象とする環境教育の
ツールを制作するなど、楽しくわかりやすい指導を行っ
ており、水環境を中心とした環境保全に係る普及啓発活
動の分野における功績は顕著である。
地域に根ざした環境保全活動に取り組みつつ、平塚市環
境審議会委員を務める等、活躍の場は広い。平成９年か
ら現在までの24年間に、環境保全に携わる様々な組織で
相談員や委員を務めている。

【団体】１者 
所在地 団体名 功績の概要

小田原市
日本インジェクタ

株式会社

1999年にISO 14001の認証を取得。環境マネジメントシ
ステム体制を組むことにより、組織的・効果的に環境保
全活動を行っている。
「小集団活動による油漏れ防止活動」や「環境負荷の少
ない製品への転換」等を積極的に行い、油脂類の使用削
減に取り組んでいる。
法律や条例よりも厳しい自己管理基準の設定や定期的な
分析調査による環境監視を行っている。
地域社会貢献活動として、平成12年から工場周辺の美化
清掃等を実施するとともに、地域での環境保全活動に積
極的に参加し地域環境づくりに貢献している。

１　神奈川県環境保全（大気・水・土壌関係）功労者表彰

　多年にわたり公害防止に関する活動、普及啓発活動等を行い、大
気・水・土壌環境の保全に顕著な功績をあげたもの

別紙



２　神奈川県自然保護功労者表彰

みど
り

自然
公園

野
生
鳥
獣

自然
保護

座間市 安藤 彰彦

鳥獣に関する知識や経験に富み、特定猟
具使用禁止区域の制札の維持管理、狩猟
に関する取締り、指導、クリハラリス等
の特定外来鳥獣の捕獲など野生鳥獣の保
護に熱心に活動した。
鳥獣保護管理員として座間市域全域を一
人で熱心に巡視し、地域住民からの野鳥
に関する相談に乗るなど、座間市域にお
ける野生鳥獣の保護に大いに貢献してい
る。

〇

清川村 小原 孝二

地元の自然環境を熟知し、鳥獣に関する
知識や経験に富み、特定猟具使用禁止区
域の制札の維持管理、狩猟に関する取締
りや指導、野生鳥獣生息調査など鳥獣保
護管理員として熱心に活動した。
県や清川村からのツキノワグマ判別等に
係る緊急業務に積極的に対応し、清川村
における野生鳥獣の保護に大いに貢献し
ている。

〇

茅ヶ崎市 鈴木 善明

地元の自然環境を熟知し、鳥獣に関する
知識や経験に富み、特定猟具使用禁止区
域の制札の維持管理、狩猟に関する取締
りや指導、野生鳥獣生息調査など鳥獣保
護管理員として熱心に活動した。
野生鳥獣の違法飼養について迅速な現地
調査の上取締まりに尽力し、茅ヶ崎市全
域における野生鳥獣の保護に大いに貢献
している。

〇

鎌倉市 八木　茂

鳥獣保護管理員と神奈川県猟友会大船支
部の支部長を兼務し、鳥獣保護及び管理
に関してもちろんのこと、鳥獣に関する
知識や経験に富み、地元の自然環境を熟
知し、鳥獣保護区等の管理、特定猟具使
用禁止区域の制札の維持管理、狩猟に関
する取締りや指導など野生鳥獣の保護に
熱心に活動した。
特に、野生鳥獣生息調査やアライグマな
どの特定外来鳥獣の駆除に尽力し、鎌倉
市を中心に野生鳥獣の保護に尽力してい
る。

〇

　みどりの保全と創造、自然公園の保全、野生鳥獣の保護など良好な
環境の確保あるいはその思想の普及啓発に努め、優れた功績をあげた
もの

功績区分

功績の概要氏名住所

【個人】６名



みど
り

自然
公園

野
生
鳥
獣

自然
保護

功績区分

功績の概要氏名住所

大磯町 山田 泰二

地元の自然環境を熟知し、鳥獣に関する
知識や経験に富み、特定猟具使用禁止区
域の制札の維持管理、狩猟に関する取締
りや指導、野生鳥獣生息調査など鳥獣保
護管理員として熱心に活動した。
イノシシ出没に係る緊急業務に積極的に
対応し、人的被害の未然防止や大磯町、
二宮町全域における野生鳥獣の保護に大
いに貢献している。

〇

小田原市 山本 誠一

地元の自然環境を熟知し、鳥獣に関する
知識や経験に富み、特定猟具使用禁止区
域の制札の維持管理、狩猟に関する取締
りや指導、野生鳥獣生息調査など鳥獣保
護管理員として熱心に活動した。
管理区域内の巡回活動を積極的に行い、
地元住民や県内外からの観光客等への助
言・指導に尽力し、鳥獣保護思想の普及
や小田原市域における野生鳥獣の保護に
大いに貢献している。

〇



３　神奈川県美化運動推進功労者表彰

広報
指導
啓発

清掃

花
いっ
ぱい
活動

その
他

横浜市 安藤　善孝

環境事業推進委員として、収集事務所
と連携して、ごみ集積所の分別パネル
をわかりやすく工夫する等、ごみの減
量化・資源化を啓発している。
また、地域のごみ集積所を日々清掃す
るとともに、集積所に関する苦情対応
も行っている。

○ ○

藤沢市 井上　賢誠

六会地区生活環境協議会役員や郷土づ
くり推進会議委員の活動を通じて、最
寄り駅ロータリーに花壇を設置し、ボ
ランティア団体活動として植栽活動を
行っている。
また、引地川・一色川さわやかクラブ
を設立し、川沿いの清掃や花の植栽等
の活動を継続し、地域住民に美化意識
を定着させている。

〇 〇

川崎市 浦野　一吉

町内会長と美化運動実施役員として、
大師地区の美化運動を実践するととも
に、地域住民へ美化の精神を広く啓発
している。
また、多摩川美化活動・市内統一美化
活動等の実践や企画・指導に積極的に
携わっている。

○

川崎市 大山　敏郎

町内会役員として、地域の美化活動に
積極的に参加している。
現在は感染症対策の観点から活動に制
約がでているものの、町内のごみ置き
場の点検・指導を率先垂範して行う
等、住民の美化意識を向上させてい
る。

○

横浜市 岡　義子

自宅近くの片曽ふれあい公園は、平成
15年の改装工事をきっかけに町内会の
清掃が途絶えていたところ、その後18
年間ほぼ毎日清掃活動を続け、周辺住
民の清掃活動への関心を高めている。

○

　多年にわたり美化運動の指導啓発や広報活動、清掃活動、花いっぱい
活動等を行い、その業績又は功労が顕著で他の模範になるもの

功績区分

住所 氏　名 功績の概要

【個人】16名



広報
指導
啓発

清掃

花
いっ
ぱい
活動

その
他

功績区分

住所 氏　名 功績の概要

川崎市 加賀　康晴

自治会での定期清掃、ごみ散乱防止パ
トロール、ごみ集積所周辺の花苗植付
けなどを行っている。
また、美化推進委員として多摩川美化
活動、花いっぱい運動、市内統一美化
活動等の実践及び啓発活動を積極的に
推進し、広く区民の美化意識の高揚に
貢献している。

○ ○

横浜市 唐澤　波江

連合地区環境事業推進委員として、横
浜中華街の清掃や環境維持パトロール
を行うほか、資源循環局中事務所と連
携して、ごみ集積所の適正配置に協力
している。
また、流暢な中国語を活用し、外国人
経営者などにごみ分別等の啓発を継続
的に行っている。

○ ○

川崎市 川邊　清三

町内会長と美化推進委員を兼任し、町
内会や地域の美化活動の中心的な役割
として、住民へ清掃活動への参加を促
している。
また、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企画・運
営に積極的に関わり、市民の美化意識
の向上や、地域の美化活動の活性化に
貢献している。

〇 〇

相模原市 佐伯　栄子

子どもや高齢者等が利用する相南ふれ
あい広場で、早朝からごみ拾い等の清
掃を実施するとともに、ごみ集積場所
の整理整頓を行っている。
ごみ拾いの活動により地域の環境美化
意識は向上し、散乱ごみは減少してい
る。

〇

横浜市 佐藤　忠榮

上飯田団地連合自治会の緑化指導委員
会会長を務め、一斉芝刈りや樹木剪定
を行い、地域美化と街並みの景観を向
上させている。
また、地域住民が参加する焼却工場等
施設見学会を企画し、地域全体の美化
意識を向上させている。

○ ○

横浜市 残間　二郎

自宅周辺を中心に清掃活動を続けてい
る。
また、戸塚区環境事業推進委員の踊場
地区会長として、新規住宅地のごみ集
積所の選定、ごみの分別やリサイクル
の指導、カラス対策網の補修など、地
域住民のごみ分別意識を向上させてい
る。

○ ○ ○



広報
指導
啓発

清掃

花
いっ
ぱい
活動

その
他

功績区分

住所 氏　名 功績の概要

川崎市 髙野　詔次

町内会長と美化運動実施役員就任を
きっかけに、地域の定期清掃のほか、
桜川公園や周辺道路等の除草や清掃を
積極的に実施している。
また、市内における統一美化活動等の
運営に携わり、住民の美化意識の向上
と美化活動の推進に貢献している。

○

川崎市 髙橋　捷夫

町内会役員への就任をきっかけに、毎
日ごみ集積所の美化や籠の整理整頓を
行うとともに、集積所以外でもごみ、
たばこ等の掃除を行っている。
また、高校野球部から譲り受けた使用
済ネットを再利用し、ごみ集積所用の
カーテン式カラス除けを製作するな
ど、利用者の使いやすさを向上させて
いる。

○

横須賀市 藤島　紀雄

湘南鷹取２丁目自治会長やクリーンよ
こすか市民の会役員の活動を通じて、
毎月の一斉清掃や花壇整備のほか、効
果的な場所へのクリーンポスターの掲
示やポイ捨て防止横断幕の掲出等を
行っている。
さらに、各種イベント開催に合わせ
て、まちの美化を啓発するなど、住民
に美化意識を定着させている。

〇 〇 〇

相模原市 堀部　弘志

子どもや高齢者等が利用する相南ふれ
あい広場で、早朝から清掃を実施して
いる。
また、広場内トイレのガラス破損、防
災倉庫の落書き、放置自転車の発見等
をいち早く市へ報告するとともに必要
な対策を行っている。

〇

横浜市 柳田　富志男

自治会役員及び横浜市環境事業推進委
員として、ごみ集積所の環境改善や、
地域住民、商店街、企業にも働きか
け、町内での定期清掃活動、不法投棄
等防止のパトロール、花壇整備及び花
植えを行っている。

○ ○ ○



広報
指導
啓発

清掃

花
いっ
ぱい
活動

その
他

相模原市
青野原環境美化

委員会

自治会や学校と連携し、青野原地
区の不法投棄物の回収、小中学生
が作成した不法投棄防止啓発ネッ
トの設置や点検、監視カメラ付近
の除草、夜間パトロールを実施し
ている。
また、青野原地区内の自治会と連
携し、花の植栽も行っている。

○ ○ ○ ○

横浜市 美しが丘東自冶会

美しが丘第五公園と周辺道路の定
期清掃や不法投棄パトロールを継
続するとともに、年２回の花植え
により、町に美観と潤いを与えて
いる。
さらに、他の自治会、商店街、企
業とも協力しあい、きれいな街並
みの保全に努めている。

○ ○ ○

横浜市 株式会社カナケン
毎週、社員が、会社近隣及び公園
のトイレ清掃を継続的に行い、ま
ちの美化に貢献している。

○

川崎市
上丸子八幡町

町内会

町内の定期清掃を月１回、ごみ収
集後の集積所清掃を毎日行うほ
か、多摩川河川敷の美化活動や市
内統一美化活動にも積極的に参加
している。
また、町内会独自でごみの分別表
をより分かりやすく作成するな
ど、広報活動にも積極的に取り組
んでいる。

○ ○

大和市 きずなクラブ

老人クラブ活動の一環として、大
和市柳橋３丁目の「さくら公園」
と「柳橋自治会館」の清掃や除
草、花壇管理などを続け、地域住
民の環境美化意識を向上させてい
る。

○ 〇

相模原市 共和千歳会

「自分たちの住んでいる町は自分
たちで美化活動」をモットーに、
自治会区域内の公園や新田稲荷神
社の清掃、花壇の手入れを実施
し、住民の美化意識を向上させて
いる。

○ 〇

横浜市
クリーン神田橋
水辺愛護会

和泉川周辺の川辺中心の清掃活動
を毎月行うとともに、季節に応じ
て除草や落ち葉収集等を行ってい
る。
また、雑木伐採や花壇づくりを行
うことにより、花のある遊歩道を
つくり、ポイ捨てや不法投棄を防
止している。

○ ○

所在地 団体名 功績の概要

功績区分
【団体】20者



広報
指導
啓発

清掃

花
いっ
ぱい
活動

その
他

所在地 団体名 功績の概要

功績区分

横浜市
クリーン宮下新橋

水辺愛護会

和泉川周辺の川辺中心の清掃活動
を毎月行うとともに、夏期間は除
草等も行い、ポイ捨てや不法投棄
を防止している。
また、通学路周辺の清掃を行うこ
とにより、通学中の児童・生徒や
地域住民が安心して通行できてい
る。

○

藤沢市
グリーンネット

宮原

目久尻川の久保田橋から用田橋ま
での両岸や地区内の公共施設にお
いて、地区内の中学生とともに清
掃活動を行っている。
また、地区内のボランティア団体
と協力して植栽活動を行うなど、
地域の環境美化意識を向上させて
いる。

○ 〇

横浜市 幸寿会

老人クラブ活動の一環として、東
本郷１丁目、同４丁目～６丁目
（東本郷自治会エリア）の沿道や
東本郷公園の清掃活動など、地域
の美化活動に努めている。

○

藤沢市
御所見地区

生活環境協議会

日ごろから、不法投棄防止パト
ロール、清掃活動、花のプラン
ターの設置のほか、自治会と協力
して春秋２回、御所見ごみゼロ運
動を大規模に展開している。
また、住民の美化意識向上のため
の講座開講、市内全域の清掃活動
や啓発キャンペーンにも参加して
いる。

〇 ○ 〇

川崎市 下麻生朗生会

参加者が減少した自治会の清掃活
動に代り、老人会主導で公園の清
掃や草刈を毎月行っている。
また、6千平米を超える恩廻公園で
は、総勢30人以上が参加し、１日
かけてごみ袋100袋以上の除草を年
３回行っている。

○

川崎市 宿河原五丁目町会

多摩川に接する町会として、多摩
川周辺をはじめとした町会内外の
清掃活動を行っている。
また、子ども会や減量推進委員と
連携して資源の集団回収を行い、
ごみの分別・減量化についての住
民の意識を高めている。

〇 〇



広報
指導
啓発

清掃

花
いっ
ぱい
活動

その
他

所在地 団体名 功績の概要

功績区分

横浜市 竹生会

老人クラブ活動の一環として、竹
山団地内の公園・沿道等の清掃活
動を毎月行うとともに、沿道への
花植え活動を年２回行い、地域住
民に街の美化意識を定着させてい
る。

○ ○

横浜市
東京ガスエコモ

株式会社

毎朝、自社周辺を清掃し、地域の
美化と周辺住民の美化意識を向上
させている。
また、平成22年の「港南区地球温
暖化対策・ヨコハマ３Ｒ夢推進本
部」設立時から同本部委員に就任
し、区民向けイベントへのブース
出展、「エコ・クッキング教室」
開催などを行っている。

〇 ○

横浜市
西神奈川一丁目
富家町町内会

町内主要道路の清掃や緑道管理を
行っている。
また、ごみの集積場所のパトロー
ルを通じて、集積場所の適切な管
理に努め、周辺住民のごみ出しに
対する意識向上を図っている。

○

横浜市 法泉自治会

法泉一丁目公園と法泉二丁目公園
の清掃活動と木の剪定を毎月行う
とともに、道路清掃とポイ捨て防
止の啓発活動を年２回実施してい
る。
また、資源ごみの集団回収を10年
以上継続している。

○ ○

横浜市 松ヶ丘町内会

定期的に町内の一斉清掃を行い、
環境美化に励んでいる。
また、常日頃から各戸で自宅周辺
の道路・側溝等を清掃するととも
に、花木の植栽や手入れを行い、
美しい街づくりに取り組んでい
る。

〇 〇

川崎市 三田昭和通り町会

市内統一美化運動をはじめとした
清掃活動に、大人から子どもまで
町会一体となって積極的に従事し
ている。
また、ごみ集積所のルールの整備
や確認、落ち葉や枯れ枝の除去等
により、地域の美観を確保してい
る。

○

横浜市
横浜市立
笹下中学校

連合町内会主催の大岡川清掃活動
に、学校全体が一体となり率先し
て参加している結果、大岡川の環
境が改善されるとともに、地域住
民の環境美化に対する意識を向上
させている。

○



４　神奈川県環境整備功労者表彰

【産業廃棄物の部】5名

【一般廃棄物の部】35名
所属 氏名 区分 所属 氏名 区分

横浜市 安部　博樹 市町村職員 横須賀市 柴田　秀樹 市町村職員

横浜市 阿部　将文 市町村職員 川崎市 杉田　淳 市町村職員

川崎市 天野  隆行 市町村職員 伊勢原市 杉本　草二郎 市町村職員

相模原市 甘利　公男 市町村職員 川崎市 田上　敦 市町村職員

寒川町 市川　明 市町村職員 伊勢原市 中尾　謙介 市町村職員

秦野市 市川　貴之 市町村職員 横浜市 名取　裕起 市町村職員

相模原市 井上　渡 市町村職員
秦野市伊勢原市
環境衛生組合

成井　裕之
一部事務
組合職員

小田原市 大﨑　善正 市町村職員 座間市 萩生田　克幸 市町村職員

横浜市 太田　　茂 市町村職員 逗子市 𣘺村　冬人 市町村職員

相模原市 小野沢　章 市町村職員 藤沢市 長谷部　三男 市町村職員

横浜市 海保　哲也 市町村職員 秦野市 古谷　和之 市町村職員

小田原市 笠間　拓也 市町村職員 横須賀市 水戸田　毅 市町村職員

藤沢市 川崎　道雄 市町村職員 海老名市 安田　有知 市町村職員

横浜市 菊地　哲也 市町村職員 横浜市 山口　圭一 市町村職員

座間市 岸　賢三郎 市町村職員 横須賀市 山下　貴義 市町村職員

横浜市 木村　順 市町村職員 海老名市 吉田　克則 市町村職員

横須賀市 佐々木　邦彦 市町村職員 川崎市 渡邉　和夫 市町村職員

相模原市 佐藤　和徳 市町村職員

【個人】1名
所属 氏　名

株式会社リコー
厚木事業所

結城　とも子

功績の概要
入社時から事業所の廃棄物管理業務に従事し、平成12年にゴミ
ゼロ、リサイクル率100％、コンプライアンス順守100％を達成
し、現在も継続中である。
また、事業所の統括・環境管理推進部署の一員として、事業所
全体のリユース、リデュース、リサイクル活動を推進し、平成
９年に認証取得したISO 14001を継続している。

株式会社タケエイ

有限会社嘉山牧場

粕谷　毅

嘉山  賢

民間企業従事者

民間企業従事者

　廃棄物等の発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサ
イクル）など循環型社会形成の推進に努めたもの

　多年にわたり廃棄物の処理、清掃、その他環境の整備に努め、その業績又は
功労が顕著で他の模範になるもの

所属　

飯塚商事株式会社

株式会社昭和環衛公社

有限会社小山田商店

区分

民間企業従事者

民間企業従事者

民間企業従事者

氏名

飯塚  雅之

池澤　利男

小山田  忠弘


