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富士山
（山梨）

団体
公益財団法人　富士山をきれ
いにする会

こうえきざいだんほうじん
ふじさんをきれいにするかい

理事長　野口　英一 美化清掃 富士山山体
富士山及び周辺環境美化のため啓発活動、
くずかごの設置、美化活動などを実施。

昭和37年設立 山梨県甲府市

富士山
（山梨）

団体 公益財団法人　堀内浩庵会
こうえきざいだんほうじん
ほりうちこうあんかい

理事長　堀内　光一郎 自然保護 山中湖周辺

山中湖周辺などで毎年「愛鳥のつどい」を
開催し、地元の小学生とともに巣箱掛けや
野鳥が好む実がなる樹木を植える活動を続
け環境教育活動を実践。

昭和36年設立 富士吉田市

富士山
（山梨）

団体
特定非営利活動法人　富士山
クラブ

とくていひえいりかつどうほ
うじん　ふじさんくらぶ

理事長　奥島　孝康 美化清掃 富士山地域全域
富士山の清掃活動に携わり、富士山周辺の
美化に寄与している。

平成10年設立 富士河口湖町

富士山
（山梨）

団体
特定非営利法人　富士山自然
学校

とくていひえいりほうじん
ふじさんしぜんがっこう

理事長　阿部　素直
自然保護
調査研究

富士山山体
富士山周辺の自然の保護保全・調査・観
察・ガイドの養成等を実施。

平成17年設立 山中湖村

富士山
（山梨）

団体 七合目救助の会 ななごうめきゅうじょのかい 代表　天野　喜良 遭難救助 富士山山体 救護者の搬出等を実施。 確認中 富士吉田市

富士山
（山梨）

団体 八合目救助の会 はちごうめきゅうじょのかい 代表　山本　都重 遭難救助 富士山山体 救護者の搬出等を実施。 確認中 富士吉田市

富士山
（山梨）

団体 富士山吉田口旅館組合
ふじさんよしだぐちりょかん
くみあい

組合長　堀内　康司
利用環境向上

救助活動
富士山吉田口登山道

富士山の救助活動に貢献するともに、環境
配慮型トイレの整備等により、利用環境向
上に貢献。

確認中 富士吉田市

富士山
（山梨）

団体 富士吉田市案内人組合
ふじよしだしあんないにんく
みあい

組合長　望月　三郎
利用者指導
美化清掃

富士山山体
富士山における登山ガイドを実施し、登山
者に対し安全登山の指導と啓発を行うとと
もに、環境保全パトロールを実施

確認中 富士吉田市

富士山
（山梨）

団体 御坂山岳会 みさかさんがくかい 会長　舟久保　元孝 遭難救助 富士山地域全域 遭難者の捜索・救助を実施 確認中 富士吉田市

富士山
（山梨）

団体 山梨県立峡南高等学校
やまなしけんりつ きょうな
んこうとうがっこう

校長　向山　豊隆 美化清掃 本栖湖
長年にわたり本栖湖畔の清掃活動を行って
いる。

活動年数34年 身延町

富士山
（山梨）

個人 赤池　宏文 あかいけ　ひろふみ 自然公園指導員 利用者指導 本栖湖
本栖湖に訪れる観光客等に対するマナーに
ついて指導を実施。

活動年数25年 身延町

富士山
（山梨）

個人 荒牧　重雄 あらまき　しげお
山梨県富士山科学研究所 名
誉顧問

調査研究 富士山山体
富士山の火山活動の研究や、富士山の保全
と利活用のあり方の検討に携わる。

確認中 東京都練馬区

富士山
（山梨）

個人 富塚　晴夫 とみづか　はるお 山中湖写真ギャラリー 情報発信 富士山山体
富士山の写真を中心に、国内外での写真展
やポスターへの写真掲載を通じ、富士山の
美しさを発信。

確認中 山中湖村

富士山
（山梨）

個人 中川　雄三 なかがわ　ゆうぞう 自然公園指導員
自然保護
調査研究

富士山地域全域
長年に渡り野生動物の調査を行うととも
に、自然保護に関する普及啓発活動を行っ
ている。

確認中 富士吉田市

富士山
（山梨）

個人 羽田　健志 はだ　たけし 自然公園指導員 自然保護 山中湖周辺
長年にわたりアツモリソウの保護及び野生
鳥獣対策に携わる。

活動年数14年 山中湖村

富士山
（山梨）

個人 半場　良一 はんば　りょういち 自然公園指導員 自然保護 山中湖周辺
長年にわたりアツモリソウの保護及び国立
公園に係るルール等啓発活動等に携わる。

活動年数18年 山中湖村

富士山
（山梨）

個人 三浦　洋恵 みうら　ひろえ 自然公園指導員
利用者指導
美化清掃

富士山山体
長年にわたり富士山の清掃活動を行うとと
もに、自然公園指導員として公園利用者の
指導等を行っている。

確認中 富士河口湖町

富士山
（山梨）

個人 山本　清龍 やまもと　きよたつ 岩手大学准教授 調査研究 富士山山体 富士山の利用に関する調査に長年携わる。 確認中 岩手県盛岡市

富士山
（山梨）

個人 渡辺　浩司 わたなべ　こうじ 自然公園指導員 美化清掃 本栖湖
本栖湖周辺の清掃活動及び本栖湖の静寂な
環境に寄与。

活動年数9年 富士河口湖町

富士山
（山梨）

個人 渡辺　辰也 わたなべ　たつや 自然公園指導員
自然保護

利用者指導
富士山地域全域

長年にわたり自然公園指導員として公園利
用者の指導等を行っている。

確認中 鳴沢村

富士山
（山梨）

個人 渡辺　長敬 わたなべ　のぶよし 自然公園指導員
自然保護

利用者指導
富士山地域全域

長年にわたり自然公園指導員として公園利
用者の指導等を行っている。

確認中 鳴沢村

富士山
（山梨）

個人 渡邊　通人 わたなべ　みちひと
特定非営利活動法人　富士山
自然保護センター　自然共生
研究室長

調査研究
自然保護

富士山山体
富士山周辺の絶滅危惧昆虫の調査・研究活
動に携わるとともに、自然公園指導員とし
て、富士山周辺の動植物の保護に携わる。

活動年数40年 鳴沢村
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富士山
（静岡）

団体 富士山須走口山内組合
ふじさんすばしりぐちさんな
いくみあい

会長　菅沼　茂明
利用環境向上

救助活動
富士山須走口登山道

富士山の救助活動に貢献するともに、環境
配慮型トイレの整備等により、利用環境向
上に貢献。

昭和53年設立 小山町

富士山
（静岡）

団体 猪之頭区 いのかしらく 区長　植松　政臣
美化清掃

利用環境向上
小田貫湿原（富士宮

市）
小田貫湿原の清掃や木道等の施設の管理を
継続的に実施。

確認中 富士宮市

富士山
（静岡）

団体 小山秀峰山岳会
おやましゅうほうさんがくか
い

会長　榑林　一美
利用者指導
救助活動

富士山山体 富士山のパトロールや救助活動を実施。 昭和33年設立 小山町

富士山
（静岡）

団体 御殿場口山内組合
ごてんばぐちさんないくみあ
い

組合長　福島　邦彦
利用環境向上

救助活動
富士山御殿場口登山

道

富士山の救助活動に貢献するともに、環境
配慮型トイレの整備等により、利用環境向
上に貢献。

確認中 御殿場市

富士山
（静岡）

団体 御殿場山岳会 ごてんばさんがくかい 会長　堀内　修
利用者指導
救助活動

富士山御殿場口登山
道

富士山において、定期的なパトロール、啓
発活動を実施し、事故防止に努めるととも
に、救助活動に貢献。

確認中 御殿場市

富士山
（静岡）

団体
特定非営利法人富士山自然の
森づくり

とくていひえいりほうじん
ふじさんしぜんのもりづくり

理事長　仁藤　浪 自然保護 富士山山体
富士山国有林内において自然林の復元に努
めている。

平成9年設立 富士宮市

富士山
（静岡）

団体
特定非営利法人　富士山ナ
ショナル・トラスト

とくていひえいりほうじん
ふじさんなしょなるとらすと

理事長　花田　文夫 自然保護
富士山御殿場口登山
道、須走口登山道

富士山５合目周辺において、自生の植物に
よる緑化活動を実施。

確認中 御殿場市

富士山
（静岡）

団体
日本の心　NHK富士山実行委
員会

にほんのこころえぬえいちけ
いふじさんじっこういいんか
い

委員長　桜井　茂樹 情報発信 富士山山体
「富士山写真コンクール」に応募された作
品等による写真展を開催することにより、
富士山の美しさについて情報発信。

確認中 静岡県静岡市

富士山
（静岡）

団体 富士山エコレンジャー連絡会
ふじさんえこれんじゃーれん
らくかい

会長　仁藤　浪
自然保護
美化清掃

富士山
富士山南麓

富士山周辺において、パトロール、利用者
指導、清掃活動等を継続的に実施。

確認中 富士宮市

富士山
（静岡）

団体 富士山表富士宮口登山組合
ふじさんおもてふじのみやぐ
ちとざんくみあい

組合長　山口　芳正
利用環境向上

救助活動
富士山富士宮口登山

道

富士山の救助活動に貢献するともに、環境
配慮型トイレの整備等により、利用環境向
上に貢献。

確認中 富士宮市

富士山
（静岡）

団体 富士山自然誌研究会
ふじさんしぜんしけんきゅう
かい

幹事長　橋本　敏憲 自然保護 富士山山体
「富士山の自然」の自然科学的調査研究を
主に、一般向けに、自然観察会や勉強会を
実施。

確認中 御殿場市

富士山
（静岡）

団体 富士山須山口登山歩道保存会
ふじさんすやまぐちとざんほ
どうほぞんかい

会長　渡辺　政幸
美化清掃

利用環境向上
富士山須山口登山道

須山浅間神社を起点に富士宮口登山道六合
までの「須山口登山歩道」を整備
・道標の設置補修や歩道の草刈清掃活動を
実施。

確認中 裾野市

富士山
（静岡）

団体
富士山頂上奥宮境内地使用者
組合

ふじさんちょうおくみやけい
だいちしようしゃくみあい

組合長　宮崎　善旦
利用環境向上

救助活動
富士山山頂周辺

富士山の救助活動に貢献するともに、環境
配慮型トイレの整備等により、利用環境向
上に貢献。

確認中 富士宮市

富士山
（静岡）

団体
富士山をいつまでも美しくす
る会

ふじさんをいつまでもうつく
しくするかい

会長　瀧口　達也 美化清掃 富士山山体
富士山の清掃活動を通じ富士山の美化に貢
献。

昭和55年設立 御殿場市

富士山
（静岡）

団体 富士自然観察の会 ふじしぜんかんさつのかい 会長　山田　髙 自然保護
富士山

富士山南麓
西臼塚・水ヶ塚・高鉢山などの表富士での
観察会や環境教育活動を継続的に実施。

活動年数約20年 富士市

富士山
（静岡）

団体 富士宮山岳会 ふじのみやさんがくかい 会長　工藤　誠志
利用者指導
救助活動

富士山山体
富士山において、定期的なパトロール、啓
発活動を実施し、事故防止に努めるととも
に、救助活動に貢献。

確認中 富士市

富士山
（静岡）

団体 富士宮自然観察の会
ふじのみやしぜんかんさつの
かい

会長　仁藤　浪
自然保護
美化清掃

朝霧高原及び田貫湖
（富士宮市）

朝霧高原や田貫湖周辺で指定植物等の保護
や美化清掃などの活動を継続して実施。

昭和59年設立 富士宮市

富士山
（静岡）

団体 富士箱根トレイル推進協議会
ふじはこねとれいるすいしん
きょうぎかい

会長　岩田　忠次
利用環境向上

情報発信
富士山東麓

箱根から富士山麓を結ぶ歩道の整備・運
用・管理と情報発信を実施。

平成21年設立 小山町

富士山
（静岡）

個人 伊倉　秀雄 いぐら　ひでお 富士山運搬組合　組合長 救助活動
富士山御殿場口登山

道
富士山の遭難者の搬送等に協力。 確認中 御殿場市

富士山
（静岡）

個人 菅　常雄 すが　つねお 自然公園指導員 自然保護 富士山地域全域

富士箱根伊豆国立公園において定期的なパ
トロールを行うほか、市民探鳥会や自然観
察会を通じて環境保護思想の普及啓発に努
めている。

確認中 小山町
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富士山
（静岡）

個人 北條　彬雄 ほうじょう　あきお 自然公園指導員 自然保護 富士山地域全域

富士箱根伊豆国立公園において、定期的な
パトロールを行うほか、環境学習指導員と
して環境保護思想の普及啓発に努めてい
る。

確認中 御殿場市

富士山
（静岡）

個人 増澤　武弘 ますざわたけひろ 静岡大学　特任教授 調査研究 富士山山体

植物生態の専門家として、富士山の植物の
調査研究に従事。また、富士山の保全対策
について、環境省や静岡県等に助言を行う
等により貢献。

確認中 静岡県静岡市

富士山
（静岡）

個人 山田 辰美 やまだたつみ
常葉大学 社会環境学部 教
授

調査研究
富士山

富士五湖
富士五湖や富士山の自然環境及び環境問題
の研究に従事。

活動年数20年以上 富士市

富士山
（静岡）

個人 渡邉　和将 わたなべ　かずまさ
富士コンクリートサービス㈱
代表取締役

救助活動 富士山山体 富士山の遭難者の搬送等に協力。 確認中 富士宮市

箱根 団体 奥箱根観光株式会社
おくはこねかんこうかぶしき
がいしゃ

代表取締役社長　石村　隆生 利用環境向上 箱根大涌谷
大涌谷園地の「火山ガス対応マニュアル」
等の策定や避難訓練の実施などに協力する
とともに、園地の景観整備等を推進。

（大涌谷園地安全対策
協議会として）
活動年数13年

箱根町

箱根 団体
公益財団法人神奈川県公園協
会

こうえきざいだんほうじん
かながわけんこうえんきょう
かい

理事長　池守　典行 利用環境向上
箱根大涌谷

箱根地域全域

大涌谷園地の「火山ガス対応マニュアル」
等の策定や避難訓練の実施などに協力する
とともに、園地の景観整備等を主導。
また、箱根地域において、自然観察会を毎
年実施。

（大涌谷園地安全対策
協議会として）
活動年数13年

神奈川県横浜市

箱根 団体 湖尻地区施設協議会
こじりちくしせつきょうぎか
い

会長 佐藤 安男（箱根高原
ホテル　代表取締役）

美化清掃 箱根湖尻地区
湖尻集団施設地区内の清掃活動を毎月１回
実施し、ゴミの無い景観維持の活動を行っ
ている。

活動年数17年 箱根町

箱根 団体
仙石原ススキ草原山焼き実行
委員会

せんごくはらすすきそうげん
やまやきじっこういいんかい

委員長　内田　良雄 自然保護 箱根仙石原
仙石原の湿原及び草原の維持保全のための
「火入れ」を毎年１回実施している。

活動年数15年 箱根町

箱根 団体 箱根温泉供給株式会社
はこねおんせんきょうきゅう
かぶしきがいしゃ

代表取締役社長　石村　隆生 利用環境向上 箱根大涌谷
大涌谷園地の「火山ガス対応マニュアル」
等の策定や避難訓練の実施などに協力する
とともに、園地の景観整備等を主導。

（大涌谷園地安全対策
協議会として）
活動年数13年

箱根町

箱根 団体 箱根ジオパーク推進協議会
はこねじおぱーくすいしん
きょうぎかい

会長 山口 昇士（箱根町
長）

情報発信 箱根地域全域
箱根地域の火山活動や地形地質の魅力につ
いて、多くの利用者や地域住民への普及啓
発や情報発信を実施。

平成23年設立 箱根町

箱根 団体 箱根自然環境保全活動研究会
はこねしぜんかんきょうほぜ
んかつどうけんきゅうかい

会長　辻本　明 利用環境向上 箱根地域全域
荒廃した登山道の補修やオオハンゴンソウ
駆除を実施している。

平成23年設立 小田原市

箱根 団体
箱根ボランティア解説員連絡
会

はこねぼらんてぃあかいせつ
いんれんらくかい

会長　宮崎　英男
自然保護

利用者指導
箱根地区全域

公園利用者に自然解説活動等を実施してい
る。近年は、オオハンゴンソウ駆除、シカ
の植生被害モニタリング調査などの活動も
行っている。

昭和63年設立 箱根町

箱根 団体 箱根町観光美化推進協会
はこねまちびかすいしんきょ
うかい

会長　清野　昇 美化清掃 箱根町内全域
箱根町内の主要観光地やハイキングコース
等の美化清掃の実施、及び普及啓発を行っ
ている。

昭和51年設立 箱根町

箱根 団体 箱根ロープウェイ株式会社
はこねろーぷうぇいかぶしき
がいしゃ

取締役社長　齋藤　康弘 利用環境向上 箱根大涌谷
大涌谷園地の「火山ガス対応マニュアル」
等の策定や避難訓練の実施などに協力する
とともに、園地の景観整備等を推進。

（大涌谷園地安全対策
協議会として）
活動年数13年

小田原市

箱根 団体 箱根を守る会 はこねをまもるかい 会長　川崎 英憲 自然保護 箱根地域全域
希少植物の盗掘防止活動や、自然保護に係
る行政等への助言活動を通じ、箱根地域の
自然保護に貢献。

昭和40年設立 箱根町

箱根 団体 有限会社極楽茶屋
ゆうげんがいしゃごくらく
ぢゃや

社長　鈴木　仲雄 利用環境向上 箱根大涌谷
大涌谷園地の「火山ガス対応マニュアル」
等の策定や避難訓練の実施などに協力する
とともに、園地の景観整備等を推進。

（大涌谷園地安全対策
協議会として）
活動年数13年

箱根町

箱根 個人 井上　香世子 いのうえかよこ
仙石原湿原保全モニタリング
調査ボランティア代表

調査研究
自然保護

箱根仙石原

箱根湿生花園に長く務め、退職後は、ボラ
ンティア団体のリーダーとして、仙石原湿
原の調査研究に携わるとともに、湿原の保
全について行政への助言等を行っている。

確認中 東京都北区



地域
個人・団体

の別
受賞者 よみがな

役職（個人の場合）
代表者の役職・氏名（団体の

場合）

該当推薦基準
（主要なものを
２つまで記載）

主な活動地 実績 設立年、活動年数等 住所・所在地

箱根 個人 猪原　悟 いのはらさとる 自然公園指導員 利用者指導 箱根地域全域
箱根地域の歩道管理や利用者指導に長年携
わる

活動年数16年 小田原市

箱根 個人 勝山　輝男 かつやまてるお
神奈川県立 生命の星・地球
博物館　学芸部長

調査研究 箱根地域全域
箱根地域の植物の調査研究及びその保全活
動に携わる。また、箱根地域のニホンジカ
の被害状況調査等にも貢献。

確認中 小田原市

箱根 個人 上妻　信夫 こうずまのぶお 自然公園指導員
自然保護
調査研究

箱根地域全域
自然公園指導員として長年利用者指導・解
説活動に取り組んでいる。

活動年数41年 箱根町

伊豆半島 団体 天城自然ガイドクラブ あまぎしぜんがいどくらぶ 代表　杉本　文雄
自然保護

利用者指導
天城山

天城山の自然保護・保全活動、利用者指
導、清掃活動等を実施。

平成20年設立 伊豆市

伊豆半島 団体
伊豆半島ジオパーク推進協議
会

いずはんとうじおぱーくすい
しんきょうぎかい

会長　佃　弘巳（伊東市長） 情報発信 伊豆半島地域全域
伊豆半島の成り立ちや地形地質の魅力につ
いて、多くの利用者や地域住民への普及啓
発や情報発信を実施。

平成23年設立 伊東市

伊豆半島 団体 大瀬海浜商業組合
おせかいひんしょうぎょうく
みあい

組合長　髙野　貴好 美化清掃 大瀬崎

大瀬崎海岸の清掃活動を実施し、景観保全
や利用者の安全確保などに努めている他、
利用者と一緒に清掃活動を実施するなど啓
発活動を実施。

活動年数40年程度 沼津市

伊豆半島 団体
城ヶ崎海岸の松と自然環境を
守る会

じょうがさきかいがんのまつ
としぜんかんきょうをまもる
かい

代表　石井　勝守 自然保護 城ヶ崎海岸

城ヶ崎海岸の松を松枯れから防ぐため、松
枯れ予防剤の注入を行うとともに、地元小
学生の卒業記念に抵抗性マツの植樹を行っ
ている。

平成14年設立 伊東市

伊豆半島 団体
沼津市立西浦小学校少年消防
クラブ

ぬまづしりつにしうらしょう
がっこうしょうねんしょうぼ
うくらぶ

沼津市立西浦小学校長
中田　朗弘

自然保護 大瀬崎

大瀬崎ビャクシン樹林内の防火運動に貢献
している。毎年1月には4年生児童が指定地
内の清掃や消火訓練参加のほか、ポスター
作成などによる啓発活動を行っている。

昭和56年設立 沼津市

伊豆半島 団体 美浜クラブ みはまくらぶ
美浜クラブ会長
石原　陽雄

美化清掃 戸田御浜岬
戸田の御浜岬公園を中心に、御浜岬内の清
掃等に従事。

活動年数7年 沼津市

伊豆半島 個人 小山　真人 こやままさと 静岡大学教授 調査研究
伊豆半島地域全域及
び富士山地域全域

火山の専門家として、伊豆半島及び富士山
の地形地質の調査研究及び啓発活動に貢
献。

確認中 静岡市

伊豆諸島 団体
伊豆大島ジオパーク推進委員
会

いずおおしまじおぱーくすい
しんいいんかい

会長　三辻　利弘（大島町
長）

自然保護
情報発信

伊豆大島
伊豆大島の成り立ちや地形地質の魅力につ
いて、多くの利用者や地域住民への普及啓
発や情報発信を実施。

平成22年設立 大島町

伊豆諸島 団体 大島自然愛好会 おおしましぜんあいこうかい 会長　小川　信正 自然保護 伊豆大島
大島で見られる植物図鑑の編集や植生回復
活動を行うなど、大島の自然の保護と賢明
な利用の啓発に寄与。

昭和59年設立 大島町

伊豆諸島 団体 七島花の会　神津島
しちとうはなのかいこうづし
ま

代表　前田　厚子
調査研究
自然保護

神津島
神津島の植物の観察、調査、記録を行うと
ともに、保護や啓蒙活動を実施。

活動年数12年 神津島村

伊豆諸島 団体 東海汽船株式会社
とうかいきせんかぶしきがい
しゃ

代表取締役社長　山﨑　潤一
遭難救助
情報発信

伊豆諸島地域全域
伊豆諸島における海難事故等の救助活動に
協力。また、伊豆諸島の魅力をポスター等
を通じて情報発信している。

明治22年設立 東京都港区

伊豆諸島 団体 御蔵島観光協会
みくらじまかんこうきょうか
い

会長　廣瀬　吉彦
自然保護
調査研究

御蔵島

御蔵島のエコツーリズムに関する島内調
整，ガイド育成，島外への普及活動の現場
を担う機関として活動。また、ミナミハン
ドウイルカの個体識別調査を実施。

平成16年設立 御蔵島村

伊豆諸島 団体 三宅島自然ふれあい友の会
みやけじましぜんふれあいと
ものかい

会長　穴原　甲一郎 自然保護 三宅島
自然観察会や海岸清掃活動等を通じて、自
然の保護と自然とのふれあいによる環境教
育等を推進。

平成5年設立 三宅村

伊豆諸島 個人 岡　奈理子 おかなりこ
公益財団法人　山階鳥類研究
所　上席研究員

調査研究
自然保護

御蔵島

海鳥オオミズナギドリの繁殖地である御蔵
島にて、長年に渡り生態調査を実施。オオ
ミズナギドリの保護のため、東京都獣医師
会などと協力しノネコ島外持ち出しプロ
ジェクトを実施。

確認中 千葉県我孫子市



地域
個人・団体

の別
受賞者 よみがな

役職（個人の場合）
代表者の役職・氏名（団体の

場合）

該当推薦基準
（主要なものを
２つまで記載）

主な活動地 実績 設立年、活動年数等 住所・所在地

伊豆諸島 個人
上條　隆志

かみじょうたかし
筑波大学大学院
教授

調査研究 伊豆諸島地域全域
御蔵島の植生調査、噴火後の三宅島の植生
調査をはじめ、伊豆諸島全域での植生の
フィールドに従事。

平成元年ごろから伊豆
諸島で活動

茨城県つくば市

伊豆諸島 個人 津久井　雅志 つくいまさし
千葉大学大学院理学研究科教
授

調査研究 伊豆諸島地域全域
三宅島をはじめ伊豆諸島の火山研究を継
続。伊豆諸島の形成・噴火史の解明および
火山防災に貢献。

30年以上 千葉県千葉市

伊豆諸島 個人 長谷川　雅美 はせがわまさみ 東邦大学理学部教授 調査研究 伊豆諸島地域全域
伊豆諸島の動物を中心に研究を継続。島嶼
生物学の観点から伊豆諸島の自然史の解明
に貢献。

30年以上 千葉県船橋市

伊豆諸島 個人 平岡　忠夫 ひらおかただお 巨樹の会 自然保護 御蔵島

平成9年の台風12号により壊滅的な被害を
受けた御蔵島の森林を、植樹活動等を通
じ、森林の回復に尽力。
また、エコツーリズムやガイドの基盤整備
にも貢献。

活動年数20年以上 御蔵島村

伊豆諸島 個人 山下　歳彦 やましたとしひこ 自然公園指導員
利用者指導

利用環境向上
神津島

公園利用者に適正な指導を行うとともに、
山道の整備等を実施。

活動年数13年
（自然公園指導員歴6
年）

神津島村


