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北海道 笠井　敏文 有限会社　笠井商事 東京都 小林　巧
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

北海道 関根　嘉津幸
富良野市市民生活部環境課リサイクル
センター

東京都 関　由夏 豊島区池袋保健所生活衛生課

岩手県 志田　崇 虫の相談所夢志 東京都 永野　浩二 豊島区池袋保健所生活衛生課

秋田県 藤田　賢一
秋田県由利地域振興局福祉環境部環
境指導課

東京都 朝倉　幸成 港区みなと保健所生活衛生課

福島県 吉田 克幸 福島県県北地方振興局県民環境部 東京都 前川　佳史
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

茨城県 杉山　照美 茨城県県北食肉衛生検査所 神奈川県 荒川　直美 神奈川県平塚保健福祉事務所

茨城県 仲田　弘美 茨城県企業局水質管理センター 神奈川県 大橋　美至
神奈川県健康医療局生活衛生部生
活衛生課

栃木県 荒井　久子 栃木県県北健康福祉センター 神奈川県 坂本　広美 神奈川県環境科学センター

群馬県 小野　敏夫 前橋市保健所 新潟県 浅間　康代
新潟県愛鳥センター紫雲寺さえずり
の里

埼玉県 田中　淑子 埼玉県環境部 富山県 澤潟　稔 富山地区広域圏リサイクルセンター

埼玉県 松本　ちひろ 埼玉県保健医療部生活衛生課 福井県 高原　幸代
福井県丹南健康福祉センター環境
衛生部生活衛生課

千葉県 中橋　ひろみ
千葉県安房健康福祉センター（安房保
健所）

山梨県 小林　敬憲
山梨県森林環境部中北林務環境事
務所

千葉県 髙畠　史子 船橋市保健所 岐阜県 中村 成寿 岐阜県中濃県事務所環境課

東京都 岩城　龍一
東京都環境局資源循環推進部廃棄物
埋立管理事務所（公益財団法人東京都
環境公社派遣）

静岡県 山際　勇人
沼津市生活環境部クリーンセンター
管理課清掃プラント

東京都 小倉　和雄
東京都環境局資源循環推進部廃棄物
埋立管理事務所（公益財団法人東京都
環境公社派遣）

愛知県 棚橋　高志 愛知県衛生研究所

東京都 関根　幸市
東京都環境局資源循環推進部廃棄物
埋立管理事務所（公益財団法人東京都
環境公社派遣）

愛知県 佐藤　克彦 愛知県衛生研究所

東京都 中野　ちえ 新宿区保健所衛生課 愛知県 原　浩子 愛知県環境調査センター

東京都 齋藤　健太 目黒区保健所生活衛生課 愛知県 小木曽　玄泰 愛知県西三河県民事務所

第６４回 生活と環境全国大会長感謝状

－令和２年度 生活環境改善功労者－
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大阪府 濵口　和子 忠岡町エイフボランタリーネットワーク 宮崎県 杉本　貴之 宮崎県衛生環境研究所微生物部

大阪府 上田　広志 枚方市環境部穂谷川清掃工場 沖縄県 玉城　宏幸
沖縄県子ども・生活福祉部計量検定
所

大阪府 古畑　信弥 高槻市市民生活環境部清掃業務課 札幌市 小尻　都明
札幌市環境局環境事業部白石清掃
工場

大阪府 谷口　和博 泉佐野市生活産業部環境衛生課 仙台市 加藤　博之 仙台市環境局環境部環境共生課

大阪府 中尾　伸二 豊中市環境部家庭ごみ事業課 横浜市 八鍬　浩 横浜市資源循環局適正処理計画部

兵庫県 五百住　晴彦 明石市市民生活局環境室資源循環課 横浜市 土田　知彦 横浜市環境創造局環境保全部

兵庫県 大槻　治朗
丹波市クリーンセンター生活環境部環
境課

川崎市 福田　依美子
川崎市健康福祉局保健所動物愛護
センター

兵庫県 吉田　伸矢
伊丹市市民自治部環境クリーンセン
ター

相模原市 志岐　まさ子
相模原市健康福祉局保健衛生部生
活衛生課

兵庫県 藤本　正樹 北播磨清掃事務組合業務課 名古屋市 松永　久宜
名古屋市中村区保健福祉センター
環境薬務室

岡山県 前田　賢一
倉敷市環境リサイクル局リサイクル推進
部環境政策課

名古屋市 広田　英也
名古屋市南区保健福祉センター環
境薬務室

広島県 重野　昭彦 広島県環境県民局産業廃棄物対策課 大阪市 岸田　貴士
大阪市健康局大阪市保健所南東部
生活衛生監視事務所

山口県 小田 聡克 山口県環境生活部環境政策課 堺市 濱 信行 堺市生活衛生センター

香川県 福井　浩徳 福井興業株式会社 神戸市 梶原　大伸
神戸市健康局保健所東部衛生監視
事務所

愛媛県 大野　栄司 内子町クリーンセンター 広島市 中本　清文
広島市環境局業務部佐伯環境事業
所

高知県 大杉　憲正 東洋電化工業株式会社 福岡市 臼井　暁子
福岡市西区保健福祉センター衛生
課

佐賀県 東島 誠路 佐賀県衛生薬業センター 中央推薦 川原　隆
一般社団法人シニア・環境技術支援
協会

長崎県 植野　康成 長崎県県民生活環境部地域環境課 中央推薦 池田　文明
元　日本防疫殺虫剤協会
元　生活害虫防除剤協議会

大分県 末永　宏
大分県中部保健所（兼中部保健所由布
保健部）

中央推薦 庄司　元
一般財団法人日本環境衛生セン
ター（特定非営利活動法人環境文明
２１）
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中央推薦 菊池　敬之 一般財団法人日本環境衛生センター

中央推薦 大久保　隆史
一般財団法人日本環境衛生センター
（一般社団法人シニア・環境技術支援
協会）

中央推薦 西澤　正俊
一般財団法人日本環境衛生センター
（一般社団法人シニア・環境技術支援
協会）

中央推薦 小川　忠彦 一般財団法人日本環境衛生センター

中央推薦 高橋　潤 高俊興業株式会社

中央推薦 小柳　秀樹 小柳産業株式会社

中央推薦 鈴木　哲 株式会社アール・アイ・エー

中央推薦 矢野　一成
東京都福祉保健局健康安全部環境保
健衛生課


