
 

令和２年度 相模原市美化推進・４Ｒ推進関連合同表彰 

「みんなでつくろう！きれいなまちさがみはら」 

受彰者及び受彰団体が決定しました！ 

   

市内において「きれいなまちづくり」や「４Ｒ（リフューズ、リデュース、リユース、

リサイクル）」の推進に大きく貢献していただいた方に対し、市と相模原市美化運動推進協

議会が共催し表彰を行っております。 

この度、次のとおり受彰者及び受彰団体が決定いたしましたのでお知らせします。 

 なお、例年は合同表彰式を実施しておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため、今年度は中止といたしました。 

 

 

１．受彰者及び受彰団体 

（１）令和２年度相模原市美化運動推進功労者表彰 

長年にわたり、地域における清掃や植栽等の各種美化活動を積極的に行っていただい

た個人又は団体を表彰するものです。 

個人 ２４名 団体 ２５団体  ※別紙一覧 

   表彰主体：相模原市 

 

（２）令和２年度相模原市集団資源回収功労団体感謝状贈呈 

  各地域団体が実施している集団資源回収において、特に功績を残した団体に感謝状を

贈呈するものです。 

団体 ３０団体  ※別紙一覧 

   表彰主体：相模原市 

 

（３）令和２年度美化ポスター・美化標語コンクール表彰 

市内小中学生を対象に、美化ポスター及び美化標語の募集を行い、優秀者を表彰する

ものです。 

美化ポスターの部 ２０名 美化標語の部 ９名  ※別紙一覧 

   表彰主体：相模原市美化運動推進協議会 

 

（４）相模原市美化運動推進協議会感謝状贈呈 

  相模原市美化運動推進協議会の事業展開に大きく寄与していただいた団体に感謝状を

贈呈するものです。 

   １団体  相模原市職員労働組合清掃支部 

   表彰主体：相模原市美化運動推進協議会 

 

令和２年１１月２０日 

相模原市発表資料 



＜参考＞ 

■相模原市美化運動推進協議会について■ 

  市内における美化運動を積極的に展開し、美しくきれいな住みよいまちづくりを目

的として、昭和３７年に設置された団体です。５月３０日の「きれいなまちづくりの

日」にあわせた駅頭、大学キャンペーン等、市と協働して、まちの美化を推進する事

業を展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

担当 環境経済局資源循環部 

   資源循環推進課 

電話 ０４２－７６９－８３３４ 

   ０４２－７６９－８２４５ 



（順不同、敬称略） 

■相模原市美化運動推進功労者表彰 

受彰者（２４名）           受彰団体（２５団体） 

番号 地区 受彰者  番号 地区 受彰団体 

1 小山 関口 登美江  1 小山 相模原西商店街協同組合 

2 清新 伊藤 史子  2 清新 さがみ夢大通り商店会 

3 清新 森 正年  3 清新 相模線桜並木保存実行委員会 

4 清新 山中 森勝  4 中央 
特定非営利活動法人 

ナレッジ・リンク 

5 横山 喜多野 讓  5 星が丘 横山３丁目子ども会 

6 横山 氏名非公表  6 光が丘 杉の子夢クラブ 

7 光が丘 福嶌 久子  7 光が丘 緑友会 

8 光が丘 明珍 博  8 光が丘 並木長寿会 

9 橋本 原 幸雄  9 橋本 相模原柴胡の会 

10 大野中 松田 光彦  10 大野南 若葉互友会 

11 大野中 江本 弥  11 大野南 わかば子ども会 

12 大野中 村井 謙市  12 大野南 女子大通り商工振興会 

13 大野中 氏名非公表  13 大野南 相模大野北口商店会 

14 大野南 西 幸男  14 大野南 相模大野銀座商店街振興組合 

15 上溝 富所 政晴  15 大野南 相模大野南新町商店街振興組合 

16 相模台 平 モト子  16 大沢 大沢男性ボランティアの会 

17 相模台 望月 當子  17 大沢 孫の手の会 

18 東林 河口 栄二  18 新磯 新戸釣瓶下自治会Ｄ班 

19 東林 伊藤 陽子  19 相模台 相模原西ロータリークラブ 

20 東林 瀬尾 信幸  20 相武台 団体名非公表 

21 城山 髙麗 章  21 城山 さとやま歩道をきれいにする会 

22 津久井 杉本 秋吉  22 津久井 自治会法人 川坂自治会 

23 相模湖 氏名非公表  23 津久井 原替戸小さな花の会 

24 相模湖 岩田 進一  24 津久井 荒句自治会 

    25 津久井 三井みどり会 

別紙 受彰者及び受彰団体一覧 



■相模原市集団資源回収功労団体感謝状贈呈（３０団体） 

番号 受彰団体名 

1 西橋本子ども会育成会 

2 新町子ども会 

3 久保町子ども会 

4 ニュー相模子供会育成会 

5 谷口第四子ども会 

6 南新町子ども会 

7 上大島第一子ども会 

8 塩田子ども会 

9 桜台こども会 

10 高砂こども会 

11 共和子ども会 

12 新屋敷子ども会 

13 プラウドシティ淵野辺管理組合 

14 自治会法人 林間自治会 

15 小田急東林間マンション管理組合 

16 ブリージアテラス淵野辺管理組合 

17 ザ・パークハウス町田管理組合 

18 資源ゴミ自主回収事業 青１ 

19 青葉３丁目自治会 

20 田名塩田団地自治会 

21 おれんじ子ども会 

22 青い鳥 

23 団体名非公表 

24 団体名非公表 

25 団体名非公表 

26 団体名非公表 

27 団体名非公表 

28 団体名非公表 

29 団体名非公表 

30 団体名非公表 



■美化ポスター・美化標語コンクール 

美化ポスター（２０名） 

テーマ 受賞 学校名 学年 氏名 

きれいなまちづくり 最優秀賞 若松小学校 ５年 槇原 雪乃 

きれいなまちづくり 優秀賞 相武台小学校 １年 佐藤 美璃奈 

きれいなまちづくり 優秀賞 横山小学校 ２年 橋本 千晴 

きれいなまちづくり 優秀賞 くぬぎ台小学校 ６年 山下 優知愛 

きれいなまちづくり 優秀賞 星が丘小学校 ６年 我妻 未悠 

きれいなまちづくり 優秀賞 大野南中学校 １年 槇原 小夏 

きれいなまちづくり 優秀賞 上溝南中学校 ２年 木津 来未 

路上喫煙禁止・たばこのポイ捨て禁止 最優秀賞 鵜野森中学校 ２年 齋藤 穂多 

路上喫煙禁止・たばこのポイ捨て禁止 優秀賞 淵野辺東小学校 ２年 武田 空士 

路上喫煙禁止・たばこのポイ捨て禁止 優秀賞 作の口小学校 ２年 盛川 柊生 

路上喫煙禁止・たばこのポイ捨て禁止 優秀賞 鶴の台小学校 ５年 伊藤 優花 

路上喫煙禁止・たばこのポイ捨て禁止 優秀賞 くぬぎ台小学校 ６年 村松 美生 

路上喫煙禁止・たばこのポイ捨て禁止 優秀賞 鵜野森中学校 ２年 荒木 めい 

路上喫煙禁止・たばこのポイ捨て禁止 優秀賞 鵜野森中学校 ２年 松田 旺介 

食品ロスを減らそう 最優秀賞 向陽小学校 ５年 横田 樹里 

食品ロスを減らそう 優秀賞 向陽小学校 １年 山本 朱莉 

食品ロスを減らそう 優秀賞 清新小学校 ３年 興梠 宇誕 

食品ロスを減らそう 優秀賞 相原小学校 ６年 横田 侑杏 

食品ロスを減らそう 優秀賞 大野小学校 ６年 間所 哲 

４Ｒ 特別賞 鵜野森中学校 ２年 市村 美優 

※テーマ「食品ロスを減らそう」については中学生の部は該当なし 

  テーマ「４Ｒ」は昨年度までのテーマであるが、応募件数が多かったため特別賞を設けた 

 



美化標語（９名） 

テーマ 受賞 学校名 学年 氏名 

きれいなまちづくり 最優秀賞 中野小学校 ２年 綿貫 汐音 

きれいなまちづくり 優秀賞 星が丘小学校 ４年 大戸 七輝 

きれいなまちづくり 優秀賞 清新小学校 ５年 船曳 真央 

路上喫煙禁止・たばこのポイ捨て禁止 最優秀賞 橋本小学校 ６年 要野 菜々美 

路上喫煙禁止・たばこのポイ捨て禁止 優秀賞 大沼小学校 ５年 富田 銀ノ介 

路上喫煙禁止・たばこのポイ捨て禁止 優秀賞 南大野小学校 ６年 粟野 夏灯 

食品ロスを減らそう 最優秀賞 大野小学校 ６年 辻󠄀山 倖子 

食品ロスを減らそう 優秀賞 中央小学校 ４年 清水 敦生 

食品ロスを減らそう 優秀賞 大野小学校 ５年 金子 稜典 

 

 


