
【団体】１者 
所在地 団体名 功績の概要

藤沢市
株式会社荏原製作所
藤沢事業所

事業所全体の取組「323サークル活動」として、環境負荷低減
や環境の保全に寄与する作業工程の見直しや代替物質の使用等
を、積極的に取り入れている。
これにより、消火ポンプモータ部の赤色塗装を廃止し、消火ポ
ンプ１台あたり約48％の塗料削減による揮発性有機化合物
（VOC）削減や、半導体製造装置の開発施設において超純水の
再利用により上水使用量の50％相当を削減し、大気・水環境の
保全に寄与した。
また、施設・設備の新設・改修・撤去・メンテナンス、既設設
備の運用変更における法令順守や公害の発生を防止するため、
社内の専門家で編成するチームが、工事等の計画を環境・安
全・危険物の面から審査し、必要な変更・見直しを指示する
「施設・工事に係る環境審査システム」を構築・運用してい
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

伊勢原市 荒井 千秋

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、鳥獣保護管理員として伊勢原市内にお
ける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。
巡回における狩猟者、登山者への丁寧な案内・指
導のほか野生鳥獣生息調査等熱心に活動し鳥獣保
護管理員の模範となっている。

〇

川崎市 伊熊 智子

看護師の知識を生かし長年にわたりボランティア
として自然環境保全センターが保護した野生動物
の飼養管理補助に従事し、多くの野生動物の治
療・自然への復帰に貢献した。
また長年の経験を活かし多くのボランティアの指
導・助言を行うほか「夏休みこども体験教室（野
生を学ぶ）」等、野生動物救護活動に係る普及啓
発に取組み野生鳥獣救護ボランティアの模範と
なっている。

〇

平塚市 猪俣 紀良

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、鳥獣保護管理員として平塚市西部、高
麗山地域における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。
巡回における狩猟者、ハイカーへの丁寧な案内・
指導のほか野生鳥獣生息調査等熱心に活動し鳥獣
保護管理員の模範となっている。

〇

相模原市 北島 守次

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、鳥獣保護管理員として相模原市内にお
ける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。
活動にあたり県や相模原市からの協力要請に積極
的に参加し、巡回において気づいた点等県・市・
他の鳥獣保護管理員に情報提供し、鳥獣保護管理
員の模範となっている。

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】４名



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

横須賀市 阿部　博之

横須賀市衣笠地区での清掃や、ポイ捨て防止の
呼びかけを続けるほか、事前準備から注力した
「平作川クリーン大作戦」では、900名超の参加者
を得て２トン以上のごみを回収した。
また、冬場を除き、衣笠山ハイキングコースの清掃
も継続している。

〇 〇

川崎市 石渡　孝明

大師駅前（川崎市川崎区）で日々の清掃のほか、
花いっぱい活動の一環として寄せ植え教室を開
催し、幅広い世代に美化活動のきっかけを作って
いる。
また、多摩川や市内全域の統一美化活動を地域
に呼びかけ、参加のなかった地域からの参加も得
られている。

○ ○

横須賀市 泉谷　翔

横須賀市内の各種行事開催に合わせ、海洋少
年団とともにビーチクリーン等を行うほか、
ボランティアグループに参加した海岸清掃も
行う。
また、携わった清掃活動を自身のSNSで情報発
信し、活動参加者のコミュニティを形成す
る。

〇 〇

相模原市 井上　好子

公園や神社周辺（相模原市南区大野台地内）等
で空き缶、吸い殻等のごみ拾いを続けるほか、大
野台中央公園において、毎月先頭に立って清掃
活動を行う。

〇

川崎市 川喜田　良行

町内や公園等（川崎市幸区小倉地域）の清掃を
続けるとともに、ごみ集積所のルールづくりや当番
制導入に尽力し、自らも率先して分別指導に立
つ。
また、多摩川や市内全域の統一美化活動にも積
極的に参加する。

○ ○

横浜市 河原　三治

領家中学校周辺（横浜市泉区）の清掃を続けてい
る。
また、区役所や資源循環局と協働して、ごみ分別
の早朝啓発、ごみ焼却場等の施設見学会を開催
するほか、生ごみを土と混ぜ微生物により分解さ
せる「土壌混合法」の講師を務める。

○ ○

川崎市 窪田　典子

新作第３公園（川崎市高津区新作地内）を中心と
した清掃、地元老人会と協力した花の植え替え等
を行い、自治会内ではごみの分別や排出日の順
守を熱心に指導する。
また、多摩川や市内全域の統一美化活動に参画
し、地域に呼びかけ、参加者が増加している。

○ ○ ○

　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】１４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

横須賀市 越川　昌光

繁華街の夜間パトロールに合わせてごみを回収
し、ドブ板通り（横須賀市本町地内）店舗前への灰
皿設置によりポイ捨てを防止し、変遷著しい飲食
店へごみ出しルールを地道に説明する。
また、ロータリークラブやボーイスカウト等と連携
し、海岸清掃も行う。

〇 〇

横須賀市 中島　昭二

横須賀市浦賀地区において、年間を通じて清掃
活動やポイ捨て防止の呼びかけを継続できるよ
う、地区内の町内会・自治会等の協力体制を整え
た。
また、近隣の病院や小学校とも連携して、様々な
立場の方が参加する美化活動を展開している。

〇 〇

川崎市 中山　羊子

公園や街路（川崎市宮前区犬蔵地内）の清掃、多
摩川や市内全域の統一美化活動に積極的に参
加する。
また、宮前区民祭では、地域で多くの花が植えら
れるよう、育てやすい花苗を選定するなど、「花
いっぱい活動」の実効性をあげている。

○ ○

川崎市 西山　晃

川崎駅西口付近の温泉通り（川崎市幸区）の歩道
清掃とともに、車道に張り出した街路樹の枝切りも
行う。
また、多摩川や市内全域の統一美化活動にも積
極的に参画し、地域へも呼びかけ、幅広い世代か
らの参加を得られている。

〇

川崎市 村上　つた枝

地元（川崎市麻生区片平）のスポーツ健康ロード
沿いの清掃を続けるほか、片平川地域連携花壇
の手入れにおいては、町内会、地元高校、老人ク
ラブと協力し、多世代からの参加を得ている。

○ ○

横浜市 山田　恵子

きれいな町・四ッ谷（横浜市泉区）を目指した「ク
リーン四ッ谷」を立ち上げ、町内全域の清掃、放置
自転車や不法投棄物のパトロールを行う。
また、地元小学校と協力した美化啓発ポスターの
作成・点検、四ッ谷湧水付近の除草管理等も行
う。

○ ○ ○

相模原市 萬矢　裕俊

人通りも少なく、歩行者や車の通行に影響を及ぼ
さない早朝を中心に、相武台下駅周辺やスポーツ
広場（相模原市南区新戸地内）、相模川河川敷等
において、粗大ごみからポイ捨てごみまで、様々
な清掃活動を続けている。

〇



広報
指導
啓発

清掃

花
いっ
ぱい
活動

その
他

横浜市 磯子区３Ｒ応援隊

ごみの分別や減量化を市民目線でわか
りやすく、楽しく理解してもらう啓発
資料の作成、保育園・小学校での環境
教育、各種イベントでの啓発活動を行
い、ごみの少ないきれいな街に寄与す
る。

〇

川崎市 王禅寺福寿会

長年にわたり、老人会奉仕活動の一環
として、地域住民にも積極的に呼びか
け、町内（川崎市麻生区王禅寺東５丁
目地内）の道路、バス停、チビッ子広
場等の清掃を週１回、神社周辺を年２
回実施している。

〇

川崎市 大西学園高等学校

ごみ問題に向き合うことで公共マナー
やモラルを学習する授業「総合的な探
究の時間」の一環として、学校（川崎
市中原区小杉町）周辺、武蔵小杉駅
前、多摩川河川敷等で定期的な清掃活
動を行っている。

○

横浜市 四季美台楽生会

長年にわたり、老人会奉仕活動の一環
として、四季美台公園（横浜市旭区四
季美台地内）の毎月清掃と花壇の手入
れ、神社周辺の清掃を年２回実施して
いる。

○ ○

横浜市 湘南桂台自治会

長年にたり、町内（横浜市栄区桂台地
内）の一斉清掃を自治会全員参加によ
り年３回、域内８か所の公園の清掃を
分担により年３回、子供会や地元中学
校とも連携して実施している。

○

横浜市 しらとり台自治会

長年にわたり、地域（横浜市青葉区し
らとり台地内）の一斉清掃、域内の恩
田川河川敷の花壇管理を、それぞれ年
２回行う。
また、ごみの不法投棄や放置自転車等
のパトロールを毎月、ごみの分別指導
は随時実施している。

○ ○ ○ ○

横浜市 新桜ケ丘自治会

長年にわたり、今井の丘公園（横浜市
保土ケ谷区新桜ケ丘1丁目地内）の毎月
清掃、町内道路の一斉清掃とごみの捨
て方の啓発は年２回実施している。

○ ○

相模原市 寸沢嵐自治会
長年にわたり、地域（相模原市緑区寸
沢嵐地内）の道路、バス停、集会所周
辺の清掃活動を続けている。

○

綾瀬市
特定非営利活動法人
ふるさと環境市民

目久尻川中野橋付近（綾瀬市吉岡地
内）でごみの不法投棄パトロールを年
９回行うほか、地域の住民や企業にも
参加を呼び掛け、河川敷の清掃や花の
植栽を年２回実施し、海洋プラスチッ
クごみの減量に寄与する。

○ 〇 〇

所在地 団体名 功績の概要

功績区分
【団体】１５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

相模原市
長竹自治会環境美化
部

長年にわたり、県道に面した隠し沢公
園（相模原市緑区長竹地内）、国道に
面した自治会館の花壇の植栽活動を続
け、ごみのポイ捨てを防止している。

〇

横浜市 中原グリーンクラブ

長年にわたり、瀬谷駅北口公園及び周
辺歩道（横浜市瀬谷区中央地内）の月
２回清掃を行う。
また、休眠地の花壇整備と手入れを行
い、ごみの不法投棄を防止している。

〇 〇

横浜市 中山自治会

長年にわたり、町内（横浜市緑区中
山）全域の定期清掃、地元小・中学生
と連携して中山駅北口沿道に花の植栽
を行う。
また、ごみの分別指導、住民・賃貸大
家・不動産業者等との話し合い等によ
り、ごみ集積所の美化に注力してい
る。

〇 ○ ○

川崎市 登戸南町会

長年にわたり、町内（川崎市多摩区登
戸地内）の神社周辺の毎月清掃のほ
か、市内全域の統一美化活動にも町内
会から多数参加する。
また、集積所の清掃とごみ箱の修繕等
により、ごみ集積所の美化に注力して
いる。

○

川崎市 松本ふたば会

長年にわたり、町内（川崎市多摩区升
形３丁目地内）の道路の除草や清掃を
続けている。
また、当番制による集積所の毎日清
掃、ごみ出しマナーの徹底、ごみ箱の
修繕等により、ごみ集積所の美化に注
力している。

○

横浜市 若草台自治会

長年にわたり、若草台第一公園、第二
公園（横浜市青葉区若草台地内）の毎
月清掃、同公園の花壇整備と自治会全
域の一斉清掃を年２回実施している。

○ ○



４　神奈川県環境整備功労者表彰

【産業廃棄物の部】４名

【一般廃棄物の部】２８名
所属 氏名 区分 所属 氏名 区分

鎌倉市 岩撫　裕雄 市町村職員 鎌倉市 鈴木　勝雄 市町村職員

鎌倉市 岩本　武久 市町村職員 伊勢原市 髙橋　進 市町村職員

逗子市 加藤　秀明 市町村職員 横浜市 千葉　勉 市町村職員

川崎市 河邊　藤郎 市町村職員 横浜市 鶴見　比呂人 市町村職員

横須賀市 川村　洋 市町村職員 川崎市 永井　達也 市町村職員

小田原市 北村　昌己 市町村職員 藤沢市 長田　剛 市町村職員

相模原市 橘田　睦 市町村職員 秦野市 長沼　康之 市町村職員

相模原市 木村　文夫 市町村職員 藤沢市 中原　正幸 市町村職員

川崎市 小杉田　正法 市町村職員 座間市 日原　孝 市町村職員

川崎市 斎藤　孝之 市町村職員 川崎市 松下　浩喜 市町村職員

相模原市 齋藤　豊 市町村職員 横須賀市 宮坂　彰 市町村職員

海老名市 坂本　尊彦 市町村職員 横浜市 物江　順 市町村職員

川崎市 佐藤　英治 市町村職員 藤沢市 米山　渉 市町村職員

横須賀市 島村　和夫 市町村職員 川崎市 渡邉　康一 市町村職員

【個人】２名
所属 氏　名

株式会社ス
タービルド

柏木　祐一

神奈川県資源
回収商業協同
組合

佐藤　秀夫

株式会社シンシア 髙林　武慈

　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

平成元年に理事就任以来30年以上、平成28年から令和4年までは
代表理事として協同組合の活動に尽力する。
日本再生資源事業協同組合連合会に加盟し、リサイクル化証明
書により処理過程を明確にする仕組みを導入する。
また、官公需適格組合としての組織体制を作り、業界の経済的
地位とともに、会員の技術向上を図り、リサイクル社会構築に
貢献する。

功績の概要
平成７年に入社後、廃水処理装置等の環境装置設計、維持管理
業務に従事し、フィルタープレス式脱水機等による汚泥廃棄物
の大幅削減や、ろ過処理による処理水再利用を達成するなど、
循環型社会づくりに尽力している。
また、厚木地区廃棄物対策協議会の活動では、地区内事業所の
環境活動や３Ｒ活動を広報誌で紹介するなど、循環型社会の普
及啓発に寄与している。

民間企業従事者

　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　

株式会社三凌商事

小澤商事株式会社

有限会社美好興業

氏名

飯塚　俊光

小澤　一晃

鈴木　康道

区分

民間企業従事者

民間企業従事者

民間企業従事者


