
 

 

 

令和２年５月 27 日 

環境局環境政策課 

 市 政 記 者 各 位  

 
～６月は「環境月間」 未来へつなぐ スマートな活動にありがとう～ 

第 10 回 福岡市環境行動賞受賞者の決定について 

 
   本市における環境の保全・創造に高い水準で貢献し，顕著な功労・功績のあった個人・

団体・学校・事業者を表彰する「福岡市環境行動賞」の第10回受賞者が，下記のとおり

決定しました。 

記 

１ 受賞者 ( 81 件 ) 
※ 各受賞者の活動内容については別紙参照（各部門 50 音順） 

大賞 

（１件） 

株式会社ＪＲ博多シティ（博多区） 

 

                

最優秀賞 

（４件） 

個人部門 
団体部門 
学校部門 
 
事業者部門 

・花田 正善 さん (東区) 
・油山自然観察の森 森を育てる会 (南区) 
・中村学園三陽中学校・ 

中村学園三陽高等学校 (西区) 
・イオン九州株式会社 (博多区) 

優秀賞 

（６件） 

個人部門 

 

団体部門 

 

学校部門 

 

事業者部門 

・加留部 政義 さん (城南区) 

・川畑 征輝 さん (南区) 

・環境たくみの会 (西区) 

・ハカタ・リバイバル・プラン (博多区) 

・福岡市立 福浜小学校 (中央区) 

・福岡市立 宮竹中学校 (南区) 

・該当なし 

特別賞 

(１件) 

 
・一般社団法人 まほろば自然学校（中央区） 

奨励賞            69 件 

 
２ 表彰式 

今回受賞者の表彰式については，新型コロナウイルス感染拡大防止のため，  

中止いたします。 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

環境局環境政策課 尾上・藤村 

ＴＥＬ 733-5381（内線 2319） 

ＦＡＸ 733-5592 

１日約 15 万人が訪れる大型施

設として、テナントへの徹底した

指導や 19 種類ものごみ分別、生

ごみを 100％飼料化・再生利用す

るなど、本市のごみ減量・リサイ

クルに大きく貢献されています。 

大賞受賞者は 

６年ぶり！！ 

生ごみ処理機 

株式会社ＪＲ博多シティのごみ減量・リサイクルの取組み（動画） 
https://jigyogomi-recycle.city.fukuoka.lg.jp/introduce_movies/detail/25 

 



【参考】  

(１)福岡市環境行動賞の目的及び経緯 
 福岡市における環境保全・創造に顕著な貢献のあった市民や団体等を表彰し，市民 

の関心を高めるとともに，環境保全活動を全市に広げることを目的として，平成 19 

年度から，それまで行っていた「環境保全功労者表彰」「環境美化・リサイクル推進 

功労者表彰」「ごみ減量・再資源化優良事業者等表彰」を統合して創設されました。 

表彰式については，平成 27 年度から隔年開催としています。 

 

(２)賞の種類 

表彰部門

個人，団体，学校，事業者

分野

①地球温暖化対策
②ごみ減量・リサイクル
③自然環境保護
④環境美化
⑤環境教育・学習

 
 

 

 
 

 (３)過去の受賞者の声 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４)過去の大賞受賞者 
 

受賞回数 受賞者名 主な取組内容 

第２回 学校法人  
ふたば幼稚園 

体験型保育を通し，地域でのごみ拾いから給食の調理くず

でのたい肥づくり，環境をテーマにした学習会を実施 

第３回 特定非営利活動法人 
NPO クリーンふくおかの会 

地域・企業・行政を巻き込んだ同時一斉清掃「ラブアース・ 

クリーンアップ」を開催 

第５回 福岡市立特別支援学校 
「博多高等学園」 

職業教育で学んだ知識・技能等を生かし，地域の清掃活動

を実施 

第７回 玄界校区自治協議会 
環境美化 

昭和３０年以来，地域に根付いた島内の定期的な清掃活動

を実施 

    

  (５)今回の応募件数 
90 件(個人 18 件，団体 52 件，学校９件，事業者 11 件) 

・受賞が毎日の活動のモチベーションになり， 

継続するきっかけとなっています！ 

・受賞したことで，地域の方々に自分の活動を知ってもらえて， 

交流が広がりました！ 

・受賞をきっかけに，社員一人一人の省エネ意識が更に高まりました！ 

・受賞後は新しいメンバーも増え，活動範囲が広がりました！ 

 

多くの方が活動を 

継続されたり，新たな取組み

を実施されています！ 

福岡市の環境シンボルキャラクター 

    「エコッパ」 

賞の種類 基準 副賞

大賞(※)
最優秀賞の中から特に著しい功

績をあげたもの
10万円

最優秀賞 各部門ごとに１件ずつ ５万円

優秀賞 10件程度 ３万円

特別賞
特定の分野で特に著しい功績を

あげたもの
３万円

奨
励
賞

表彰状
活動年数が８年以上で

過去に感謝状を授与されたもの
3,000円相当

感謝状 活動年数が３年以上 1,000円相当



第１０回
株式会社ＪＲ博多シティ

〇表彰状
個人：３団体：９

〇感謝状
個人：10 団体：47

奨励賞

国内外からの旅行者も含め，１日に15万人もの多
くの方が訪れる大型施設として，入れ替わりが激し
いテナントへのごみの排出指導や，排出時の計量，
独自の19種類ものごみ分別を実施し，効果的なご
み減量・リサイクルに取り組まれています。
また，食品リサイクルの取組みとして，地下に大型
生ごみ処理機を導入し，100％飼料化を達成。
他にも，屋上緑化や環境学習など，活動も総合的
で，チャレンジングな取組みを実施されています。

中村学園三陽中学校・
中村学園三陽高等学校

大 賞

最優秀賞
個 人

最優秀賞
団 体

最優秀賞
学 校

最優秀賞
事業者

優秀賞
個 人

優秀賞
学 校

環境に関する授業を生徒自
らが考案し，小学校や公民館で
開催。他にも，学校全体で行う
資源回収など，環境活動が学
校の文化として定着しています。

イオン九州
株式会社

「イオンチアーズクラブ」での
環境学習のほかに，天候や気温
等を反映する独自の発注システ
ムを活用し，惣菜の食品ロスの
大幅削減を実現されています。

加留部 政義 さん

環境活動連絡会議会長と
して，リサイクルステー
ションの管理や校区清掃を
率先して実施されています。

川畑 征輝 さん

緑のカーテン，ホタルの
保全活動，町内の清掃など，
多岐にわたり活動されてい
ます。

油山自然観察の森
森を育てる会

行政等と連携し，油山の保全
計画を独自に作成。その計画に
基づいた森林の管理や植物等
の調査，勉強会を実施するなど，
森の保全活動を行われています。

環境たくみの会

講座の実施による人材育
成や西区環境フェスタへの
出展・運営のサポートなど，
幅広く活動されています。

福岡市立
福浜小学校

海岸での清掃活動や漁船
での博多湾観察など，地域
の特性を生かした環境教育
を実施されています。

福岡市立
宮竹中学校

一般の生徒で「孫の手ボ
ランティア隊」を組織し，校区
内の清掃や高齢者宅の不燃
物回収を行われています。

ハカタ・
リバイバル・プラン

地域の住民や留学生，事
業者と連携し，大博通りの
歴史モニュメント及び周辺
の清掃を実施されています。

花田 正善 さん

地元の商工会や企業，小学
校へ自ら呼びかけ，連携しなが
ら継続的に歩道の清掃や花壇
を整備するなど，多岐にわたり
活動されています。

一般社団法人
まほろば自然学校

植物園で自然観察講座を
実施し，子どもたちが植物
や昆虫について学ぶ機会を
提供されています。

特別賞
団 体

優秀賞
個 人

優秀賞
団 体

優秀賞
学 校

19種類のごみ分別

生ごみ処理機

優秀賞
団 体
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