
 

 

平成 30 年度神奈川県環境保全功労者、自然保護功労
者、美化運動推進功労者及び環境整備功労者表彰の受
賞者を決定! 

県では、公害防止に関する普及啓発活動や環境保全活動等を促進するため、「神奈川県環境保

全功労者」を、また、自然保護の推進やその意識の高揚に資するため、「神奈川県自然保護功労

者」を、地域における美化活動、廃棄物の適正な処理や循環型社会の形成を促進するため、「神

奈川県美化運動推進功労者」及び「神奈川県環境整備功労者」を表彰しています。本年度は、

受賞者を別添資料のとおり決定し、表彰式を行いますのでお知らせします。 

１ 表彰の内容 

（１） 環境保全（大気・水・土壌関係）功労者（平成 21 年度から実施） 
多年にわたり公害防止に関する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  
（２） 自然保護功労者（昭和 54 年度から実施） 

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、すぐれた功績をあげたもの 

（３） 美化運動推進功労者（昭和 38 年度から実施） 
公園、道路等の清掃活動や花いっぱい活動等を多年にわたり継続して実施したもの 

（４） 環境整備功労者（昭和 54 年度から実施） 
ア 廃棄物の処理、清掃、その他環境の整備に努めたもの     
イ 循環型社会形成の推進に努めたもの 

 

 

２ 表彰件数 

（１） 環境保全功労者     ２件（団体２者） 
（２） 自然保護功労者     ３件（個人３名） 
（３） 美化運動推進功労者  25 件（個人 12 名、団体 13 者） 
（４） 環境整備功労者      39 件（個人 39 名） 
 
 



 

 

３ 表彰式 

（１） 日時 平成 30 年 11 月 16 日（金曜日）午後１時 30 分から午後３時 00 分まで 
（２） 場所 県庁本庁舎３階 大会議場 （横浜市中区日本大通１） 
（３） 表彰者 神奈川県知事 黒岩祐治 （授与者 副知事 浅羽義里） 
（４） 取材を希望される方は、直接、会場にお越しいただき、受付にてお申し出ください。 

 

問合せ先  

（環境保全功労者表彰について）                 

神奈川県環境農政局環境部大気水質課   

課長 加藤     電話 045-210-4120            

調整グループ 室岡 電話 045-210-4107    

 

（自然保護功労者表彰について）                 

神奈川県環境農政局緑政部自然環境保全課   

課長 山田     電話 045-210-4301            

調整グループ 髙橋 電話 045-210-4306 

 

（美化運動推進功労者及び環境整備功労者表彰について） 

神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課 

課長 長谷川    電話 045-210-4170 

調整グループ 本越 電話 045-210-4147 

 



受賞者名簿

１　神奈川県環境保全（大気・水・土壌関係）功労者表彰

　　多年、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

【団体の部】　

団　体　名 所在地 功　績　の　概　要

三菱ケミカルハイテクニカ株式会社
小田原テクノセンター

小田原市

○有害物質等の削減、廃棄物の減量化及び再資源化、
省エネの取組など環境負荷低減を推進しているほか、
排出ガスや排出水の各規制項目を遵守するために施設
運転に自主管理基準を設けるなど、環境保全に積極的
に取り組んでいる。
○酒匂川水系保全協議会、地元自治会が行う酒匂川河
川敷一斉清掃活動に毎年参加し、工場周辺のクリーン
アップ運動を毎月実施しており、今後も積極的な取組が
期待できる。

アズビル株式会社
藤沢テクノセンター

藤沢市

○都市ガス式コジェネレーションシステムの導入等の環
境負荷低減を目的とした取組をはじめ、より厳しい排水
の自主基準を策定するなど、環境保全に積極的に取り
組んでいる。
○環境教育として、全社的に役割や各部門に適した教
育プログラムを整備して社内研修に力を入れるなど、環
境保全の普及啓発への積極的な取組が今後も期待で
きる。

資料



２　神奈川県自然保護功労者表彰　

【個人】

みどり
自然
公園

野生
鳥獣

自然
保護

横浜市 原　克彦

神奈川県自然公園指導員として丹沢地域にて活動し、
登山者の安全に寄与するとともに、避難小屋や登山小
屋の清掃を行うなど、自然環境の保全に貢献した。

○

横須賀市 野村　洋孖

神奈川県鳥獣保護管理員として横須賀市西部にて活
動し、鳥獣保護区の管理、狩猟に関する指導及び取
締り等を行い、鳥獣保護及び狩猟の適正な実施等に
貢献した。

○

海老名市 坂本　堅五

神奈川県自然観察指導員として活動し、自然観察会
や研修会の講師を務め、広く県民に対し自然保護に関
する普及啓発を行うなどして、自然環境の保全に貢献
した。

○

　　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、すぐれた功績をあげたもの

住所 氏　名 功績の概要

功労区分



３　神奈川県美化運動推進功労者表彰　

　公園、道路等の清掃活動や花いっぱい活動等を多年にわたり継続して実施したもの

【個人】

広報
指導
啓発

清掃
活動

花
いっ
ぱい
活動

その
他

横浜市 曽谷　伸枝

長年にわたり、地域の清掃活動を行い、地域の美化推
進に多大な功績を挙げている。自主的な清掃活動に
努めたことが影響し、自治会における定期的な清掃活
動の実施の定着につながるなど、地域住民の美化意
識の定着に大きく貢献している。

○

横浜市 永山　三𠮷

長年にわたり、自治会会長として積極的な清掃活動や
啓発指導を行っており、その成果として地域住民によ
る定期的な清掃活動が定着するなど、地域住民の美
化意識の啓発に大きく貢献している。 ○

横浜市 小松　四郎

長年にわたり、自治会内の草刈りや剪定などの美化・
清掃活動に積極的に取り組んでおり、地域の美化推
進に多大な功績を挙げている。

○

横浜市 中村　秀子

長年にわたり、環境事業推進委員の地区会長として、
清掃活動やごみの分別に関する啓発を積極的に盛り
上げていくことで、きれいなまちづくりに大きく貢献して
おり、地域住民の美化意識に多大な影響を与えてい
る。

○ ○

横浜市 大竹　繁

長年にわたり、環境事業推進委員の地区会長として、
ごみ集積場所の維持管理や多くの住民が参加可能な
地区全域の清掃活動を企画するなど、地域住民の美
化意識の向上に大きく貢献している。 ○

川崎市 末吉　一夫

長年にわたり、地域の花いっぱい運動及び清掃活動
を実施し、地域の生活環境の向上に努めている。ま
た、自治会長に就任後に長沢花みずき会を立上げ、
街路樹の剪定や除草作業、公園等の清掃を継続的に
行うなど、地域の美化意識の高揚に大きく貢献してい
る。

○ ○ ○

川崎市 伊藤　義昭

地区理事として、地区をきれいな住みよいまちにする
ため、美化活動の企画や実践をするとともに地域住民
の指導に尽力し、地区全域の美化活動の推進・拡充
に努めている。 ○

川崎市 日髙　敏雄

美化推進委員として環境美化の重要性・必要性を認
識し、公園のごみ拾いをはじめ、地域での美化活動や
花いっぱい運動に積極的に取り組み、地域の美化意
識の高揚に多大な貢献をしている。 ○ ○

功績の概要

功労区分

住所 氏　名



広報
指導
啓発

清掃
活動

花
いっ
ぱい
活動

その
他

功績の概要

功労区分

住所 氏　名

川崎市 丸野　喬敬

地区理事として、地域の美化や清掃活動に熱心に取り
組むほか、町内会で植物を育てる事業で積極的に指
導に携わるなど、地域住民の美化意識の向上に尽力
し、地区全域の美化活動の推進に努めている。 ○ ○

川崎市 山内　八千代

公園の清掃活動を定期的に実施するとともに、美化推
進委員として、多摩川美化活動や花いっぱい運動など
の美化活動の実践及び啓発活動を積極的に推進し、
地域の美化推進に多大な貢献をしている。

○ ○

相模原市 及川　榮一

長年にわたり、参道の花壇の手入れに積極的に取り
組むほか、参道花の会の代表に就任し、植栽物の剪
定を行っている。また、地域住民に呼びかけ、周辺道
路の清掃や除草作業を実施するなど、地域住民の美
化意識の向上に貢献している。

○ ○

横須賀市 加藤　茂雄

長年にわたり、清掃美化活動に尽力し、現在はクリー
ンよこすか市民の会の会長として、市内全域における
環境美化活動に大いに貢献している。多くの団体歴が
あり、そこで培われた経験と人脈を生かして、全市的
な活動の指導者として、多大な影響を与えている。

〇



【団体】

広報
指導
啓発

清掃
活動

花
いっ
ぱい
活動

その
他

横浜市 元大橋町内会

長年にわたり、町内会内の公園やごみ集積場所
などの清掃活動を継続して取り組み、地域の美
化推進に多大な功績を挙げている。 ○

横浜市 新栄会

長年にわたって、地域の美化活動や清掃活動に
取り組んでいる。中でも、区域内の神社とその周
辺の空地、近隣公園内グラウンドの清掃活動を
通じて、地域住民の美化に対する意識向上に貢
献している。

○

横浜市 藤が丘公園愛護会

長年にわたり、公園内及び公園周辺の清掃活動
を実施し、きれいなまちづくりを推進している。ま
た、花壇整備や草取り、樹木の剪定等にも取り組
み、花と緑を通じた地域住民の憩いの場を提供
し、地域の美化推進に多大な功績を挙げている。

○

横浜市 ひなた山ふよう会

長年にわたり、地域の公園や道路の清掃を行う
ほか、自治会主催の清掃活動でも模範的な存在
として活動し、地域の美化推進に大きく貢献して
いる。 ○

横浜市 関ヶ谷自治会

長年にわたり、自治会内の公園及び周辺道路の
ごみや落ち葉の収集などの清掃活動を続け、地
域の環境美化の向上に大きく貢献している。 ○

川崎市 上新城町内会

長年にわたって、区域内における清掃活動と公
園の花壇整備を定期的に行うなど、地域の環境
美化の推進に貢献している。また、清掃活動等を
通じて、町内会員の地域美化に対する意識が向
上している。

○ ○

川崎市 若葉町会

長年にわたり、花の植栽育成及び草刈りやゴミ拾
いなどの清掃活動を行うなど、地域の緑化及び
環境美化に多大な貢献をしている。 ○ ○

川崎市 登戸台和町会

長年にわたり、継続的に地域の公園や道路など
の清掃活動を実施し、町ぐるみで地域の生活環
境の向上に努める中で、地域住民の環境意識の
啓発に貢献している。 ○ ○

相模原市 栄自治会

長年にわたり、区域内において花いっぱい運動
やゴミ拾い、除草作業などの清掃活動を実施して
おり、地域の美化活動において先導的な役割を
果たしている。

○ ○

住所 団体名 功績の概要

功労区分



広報
指導
啓発

清掃
活動

花
いっ
ぱい
活動

その
他

住所 団体名 功績の概要

功労区分

横須賀市
三春町６丁目シルバー

クラブときわ会

長年にわたり、歩行者通路のトンネルの清掃や
町内会と連携した清掃活動を行うなど、地域住民
の環境美化への関心に大きく貢献しており、地域
住民の模範的存在である。 ○

大和市 花みずきの会

長年にわたり、定期的に花壇整備や公園の清掃
活動を実施しており、地域住民の環境美化意識
の向上に大きく貢献している。

○ ○

小田原市 坊所自治会

長年にわたり、地域の幹線道路やウォーキング
コースを中心に清掃活動の実施を通じて、地域住
民の自然環境に対する美化意識の向上に貢献し
ている。 ○

藤沢市 江ノ島湾護美さぁくる

長年にわたり、継続的に鎌倉市及び藤沢市の海
岸の清掃活動を実施しており、相模湾の自然環
境の美化推進に多大な功績を挙げている。

○



４　神奈川県環境整備功労者表彰　

　廃棄物の処理、清掃その他環境の整備に努めたもの

【産業廃棄物の部】

所属 氏　名 区分 所属 氏　名 区分

株式会社太陽産業 辻　健美 民間企業従事者 株式会社シゲン 加藤　泰弘 民間企業従事者

公益社団法人神奈川
県産業資源循環協会

長谷川　滋 団体役員
日本フルハーフ
株式会社

福沢　猛美 民間企業従事者

株式会社メディカル
パワー

岩澤　敏治 民間企業従事者
あしがら環境保全
株式会社

菅沼　康男 民間企業従事者

【一般廃棄物の部】

所属 氏　名 区分 所属 氏　名 区分

横浜市 石川　誠 市町村職員 横須賀市 友澤　伸介 市町村職員

横浜市 飯島　正明 市町村職員 横須賀市 岡田　哲雄 市町村職員

横浜市 秦野　桂三 市町村職員 逗子市 磯口　國康 市町村職員

横浜市 森　隆史 市町村職員 三浦市 山森　秀生 市町村職員

横浜市 矢島　正国 市町村職員 三浦市 荒井　徹 市町村職員

横浜市 池田　一郎 市町村職員 海老名市 福島　隆 市町村職員

川崎市 髙橋　多加宏 市町村職員 海老名市 望月　悟史 市町村職員

川崎市 内田　健治 市町村職員 座間市 松久保　辰郎 市町村職員

川崎市 海老原　幸司 市町村職員 座間市 本多　英樹 市町村職員

川崎市 森　伸二 市町村職員 伊勢原市 廣田　光治 市町村職員

川崎市 渋谷　勝美 市町村職員 伊勢原市 越地　裕二 市町村職員

相模原市 平塚　好信 市町村職員 藤沢市 鈴木　由則 市町村職員

相模原市 若井　信次 市町村職員 藤沢市 宮本　和彦 市町村職員

相模原市 飯室　義彦 市町村職員
秦野市伊勢原市
環境衛生組合

関原　孝雄 一部事務組合職員

相模原市 伊藤　良孝 市町村職員 小田原市 湯川　篤 市町村職員

横須賀市 奥山　勝雄 市町村職員 小田原市 岸本　厚志 市町村職員

横須賀市 佐藤　成巳 市町村職員


