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北海道 堀田　政治 留萌市環境衛生推進協議会 千葉県 豊嶋　徹
千葉県松戸健康福祉センター（松戸
保健所）

青森県 安田　徳彦 青森県中南地域県民局環境管理部 東京都 刀根　隆 目黒区保健所生活衛生課

秋田県 児玉　仁
秋田県秋田地域振興局福祉環境部
環境指導課

東京都 島田　知子
東京都健康安全研究センター広域
監視部建築物監視指導課

福島県 金澤　順子
福島県県南保健福祉事務所生活衛
生部

東京都 河野　文
東京都福祉保健局健康安全部環境
保健衛生課

福島県 阿部　喜充
福島県県中保健福祉事務所衛生推
進課

東京都 青木　正光 東京都板橋区保健所生活衛生課

福島県 岩﨑　美津江 福島県会津保健福祉事務所 東京都 古賀　才理
東京都多摩府中保健所生活環境安
全課

福島県 佐々木　一男 福島県環境創造センター研究部 東京都 榎本　陽子
東京都福祉保健局健康安全部環境
保健衛生課

福島県 鈴木　仁 福島県生活環境部水・大気環境課 東京都 利光　ゆかり 東京都板橋区保健所生活衛生課

茨城県 飯田　明広 茨城県動物指導センター 神奈川県 小沢　由美 神奈川県厚木保健福祉事務所

茨城県 平栁　典亮
茨城県県民生活環境部廃棄物対策
課

神奈川県 田中　晃
神奈川県環境農政局環境部資源循
環推進課

栃木県 福田　亮人 今市健康福祉センター 神奈川県 矢板　千英子
神奈川県県央地域県政総合セン
ター環境部

群馬県 松井　利光
群馬県利根沼田保健福祉事務所保
健課

新潟県 佐藤　崇
新潟県南魚沼地域振興局健康福祉
環境部

埼玉県 渡辺　洋一
埼玉県環境科学国際センター
研究推進室

富山県 又江 尚夫 富山地区広域圏衛生センター

埼玉県 鈴木　雅之
埼玉県下水道管理課　課付
(埼玉県下水道公社 荒川左岸北部
支所水質調査センター)

福井県 小木 圭子
福井県嶺南振興局二州健康福祉セ
ンター 衛生検査課

埼玉県 井上　英之 埼玉県消費生活支援センター 長野県 花岡　勝彦
岡谷市衛生自治会連合会・東堀区衛
生委員会

埼玉県 武田　泰幸 川越市保健所　食品・環境衛生課 岐阜県 野原　嘉朗 岐阜市健康部衛生試験所

埼玉県 近　真理奈 埼玉県衛生研究所 愛知県 小島　美千代 愛知県衣浦東部保健所試験検査課

埼玉県 尾関　由姫恵 埼玉県衛生研究所 愛知県 鈴木　薫子 愛知県豊川保健所試験検査課

第６2回 生活と環境全国大会長感謝状

－平成３０年度 生活環境改善功労者－
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愛知県 新井　忠弘 愛知県環境部 高知県 三谷　恵代 三谷美化産業株式会社

愛知県 戸澤　範行 愛知県環境調査センター 福岡県 吉田　誠司 有限会社共栄資源管理センター

滋賀県 石黒　淳次 高島市斎場 佐賀県 穴井　功一 佐賀県環境センター

京都府 小瀬　三郎 長岡京市廃棄物減量等推進員会議 長崎県 山口　正広 長崎県環境部

大阪府 藤森　照子 忠岡町エイフボランタリーネットワーク 大分県 山﨑　信之 大分県衛生環境研究センター

大阪府 坂本　一夫 高槻市産業環境部清掃業務課 宮崎県 黒木　俊幸 宮崎県日南保健所衛生環境課

大阪府 松野　泰明
守口市環境部クリーンセンター業務
課

沖縄県 大浜　浩志 沖縄県環境部

大阪府 土井　英正 泉佐野市生活産業部環境衛生課 札幌市 酒向　真一
札幌市環境局環境事業部処理場管
理事務所

大阪府 北野　達雄 豊中市環境部家庭ごみ事業課 仙台市 東海　香 仙台市環境局環境部環境対策課

兵庫県 松本　徳夫 北播磨清掃事務組合業務課 千葉市 田中　加代子 千葉市保健所環境衛生課

兵庫県 德岡　一幸 北播磨清掃事務組合業務課 横浜市 関川 朋樹 横浜市環境創造局環境保全部

兵庫県 高田　耕作 北播磨清掃事務組合業務課 横浜市 乗松 佳子
横浜市港南福祉保健センター生活
衛生課

兵庫県 森下　正啓
伊丹市市民自治部環境政策室環境
クリーンセンター

川崎市 森脇　直子
川崎市宮前区役所保健福祉セン
ター衛生課

島根県 古藤　覚 株式会社　まつえ環境の森 相模原市 松岡　夏洋
相模原市健康福祉局保健所
生活衛生課

岡山県 大江　宏 倉敷市環境リサイクル局リサイクル推
進部

名古屋市 鈴木　恭子
名古屋市保健所
中保健センター環境薬務室

広島県 梅村　幸平 広島県環境県民局環境部 名古屋市 大橋　正明 名古屋市生活衛生センター

山口県 久野　朗
山口県環境保健センター環境科学
部

大阪市 植原　一嘉
大阪市健康局大阪市保健所環境衛
生監視課

愛媛県 二宮　公男 宇和島地区広域事務組合 大阪市 本岡　伸介
大阪市健康局大阪市保健所環境衛
生監視課
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堺市 中村　光幸 堺市生活衛生センター 中央推薦 横山　登
有限会社志田遠田浄化槽管理セン
ター

神戸市 中村　淑樹
神戸市環境局環境保全部自然環境
共生課

中央推薦 大友　輝彦 一般財団法人宮城県公衆衛生協会

広島市 小原　裕之
広島市環境局業務部安佐南環境事
業所

中央推薦 古澤　眞澄
元 一般財団法人日本環境衛生セン
ター

福岡市 永井　久子
福岡市城南区保健福祉センター
衛生課

中央推薦 荻原　正樹 ふじみ衛生組合

北九州市 豊後　眞弘 北九州市環境局 中央推薦 林　正敏 三次市水道局下水道課

中央推薦 吾妻　学
一般社団法人福島県ぺストコントロー
ル協会キョウワプロテック株式会社

中央推薦 木村　秀嘉
東京都福祉保健局健康安全部環境
保健衛生課

中央推薦 菅野　安市 株式会社協和エムザー 中央推薦 髙村　昌利 愛知県津島保健所環境･食品安全課

他1名


