
 
ニュースレポート 

令和 ４年 ７月１４日 

 

報 道 機 関  各 位 

土木課 管理係   

 

 

タイトル 坂越地区自治会連合会の国土交通大臣「海をきれいにするための一般協力

者の奉仕活動表彰」の受賞について 

 

下記のとおり報告いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

行事・事業名 

 

坂越地区自治会連合会の国土交通大臣「海をきれいにするための

一般協力者の奉仕活動表彰」の受賞 

 

日  時 

 

令和４年７月１９日（火）午前１０時３０分～ 

 

場所・住所 

 

ホテルオークラ神戸「平安の間」 

 神戸市中央区波止場町２－１ 

趣旨・目的（ＰＲしたいこと） 

坂越地区自治会連合会が多年にわたり実施している坂越港ふるさと海岸の清掃、

除草等の美化活動に対し、国土交通大臣より「海をきれいにするための一般協力者

の奉仕活動表彰」を受賞することになりました。 

 坂越地区自治会連合会は、兵庫県が実施するひょうごアドプト認定団体の認定を平

成１７年８月に受け、瀬戸内海国立公園区域の一部であり樹林が天然記念物として指

定されている生島を望む風光明媚な坂越港ふるさと海岸の清掃、除草などの美化活動

を、毎年６月、９月、１１月の年３回以上実施しています。 

 また、地域で定期的な植栽の潅水なども行っています。 

活動を実施している構成員は約５００人です。 

 

※坂越地区自治会連合会の過去の受賞歴 

平成３０年７月 近畿地方整備局長表彰 

  「海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動表彰」受賞 

 

 ※過去の国土交通大臣「海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動表彰」受

賞者 

  令和３年度 網家 義郎 様（坂越） 

 

問い合わせ先 

部課係名：建設部土木課管理係 

担当者名：神田 

電 話：0791-43-6830 内線（２２３２） 

F A X：0791-43-6974 

〇添付資料（有・無） ○ホームページへの掲載（有・無） 〇議会報告（有・無） 

AKO CITY 

赤穂市 



令和４年７月１３日 14時00分
近 畿 地 方 整 備 局

令和４年「海の日」
国土交通省海事功労者等表彰式を行います

令和４年の「海の日」にあたり、海事関係に功労のあった者１０８名に対し、国土交通大
臣表彰、海上保安庁長官表彰、近畿地方整備局長表彰、神戸運輸監理部長表彰、第五
管区海上保安本部長表彰の表彰式を行います。

１．日 時： 令和４年７月１９日（火）１０時３０分～
２．場 所： ホテルオークラ神戸「平安の間」
３．表彰項目： 別添資料のとおり
４．取 材：

・ 取材の事前申し込みは不要ですので、当日、開式までに会場受付にお越しください。
・ 入場の際は各社の腕章等を見える位置に着用ください。

・ 写真撮影は、受賞者間の通路や受賞者席の前に入らないようご注意ください。
・ 入場時には、「消毒液による手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」の徹底等の感
染症予防対策の御協力をお願いします。また、風邪、発熱などの症状がある場合には、
参加を控えていただきますようお願いします。

※ 令和２年、３年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため式典は行っておらず、３年ぶりの開

催となります。

※ 国土交通大臣表彰及び海上保安庁長官表彰については、国土交通本省において同日付けプレス

発表を行います。

＜取扱い＞

＜配布場所＞ 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、神戸海運記者クラブ、
神戸民放記者クラブ、みなと記者クラブ、和歌山県政記者クラブ、
和歌山県政放送記者クラブ、和歌山地方新聞記者クラブ、港湾新聞社、
マリタイムデーリーニュース社、海事プレス、港湾空港タイムス

＜問合せ先＞ 近畿地方整備局港湾空港部港政課 TEL：078-391-7571
（担当）若杉 (内線6410) 山田 (内線6411)

神戸運輸監理部総務企画部総務課 TEL：078-321-3141
（担当）会見、竹内

第五管区海上保安本部総務部人事課、総務課 TEL：078-391-6556
（担当）小谷、松場



神 戸 運 輸 監 理 部

近 畿 地 方 整 備 局

第五管区海上保安本部

日　時：令和４年７月１９日（火）　午前１０時３０分～

場　所：ホテルオークラ神戸（平安の間）

令和４年「海の日」

国土交通省海事功労者等表彰式典



表 彰 式 典 次 第

１．開　　会

２．式　　辞

　　神戸運輸監理部長　　田　淵　　一　浩

３．来賓紹介

４．国土交通大臣表彰伝達      

　　（１）海事功労      

　　（２）永年勤続      

　　（３）優良船員      

　　（４）統計調査関係功労者      

　　（５）海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動      

　　（６）海難防止協力功労      

      

５．海上保安庁長官表彰伝達      

　　（１）海上保安関係事業功労      

　　（２）海難防止協力功労      

      

６．神戸運輸監理部長表彰      

　　（１）海事功労      

　　（２）優良船員      

　　（３）永年勤続      

　　（４）マリンエキスパート      

　　（５）統計調査関係功労者      

　　（６）海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動      

　　（７）海事関係業務功労      



７．近畿地方整備局長表彰

　　（１）港湾・空港の発展

　　（２）永年勤続及び港湾事業功労

　　（３）港湾・空港建設エキスパート

　　（４）海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動

     

８．第五管区海上保安本部長表彰

　　（１）海上保安関係事業功労

　　（２）海難防止協力功労

     

９．来賓祝辞

　　神戸市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久　元　　喜　造　氏

　　一般社団法人日本船主協会阪神地区船主会議長　　　酒　井　　隆　司　氏

　　全日本海員組合関西地方支部地方支部長　　　　　　浦　　　　隆　幸　氏

　　阪神港湾建設協議会会長　　　　　　　　　　　　　河　瀬　　伸　幸　氏 

     

１０．謝辞

１１．閉会

　令和４年「海の日」表彰受賞者名簿は、神戸運輸監理部、近畿地方整備局及

び第五管区海上保安本部にて、各種表彰等を受賞された全ての方々を記載して

おります。

　このうち、東京会場で受賞される方々等を含め神戸会場に出席されない方々

については、神戸会場式典での受賞者御芳名の読み上げを割愛しておりますの

で、あしからずご承知下さい。
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1. 国土交通大臣表彰

令和４年「海の日」表彰受賞者名簿

（１）海事功労

　　　須　藤　明　彦　　株式会社大森廻漕店　代表取締役社長

　　　中　谷　嘉　郎　　株式会社中谷鉄工所　代表取締役社長

　　　江　見　重　人　　株式会社江見工業所　代表取締役社長

　　　重　岡　良　則　　富士海事工業株式会社　代表取締役社長

（２）永年勤続

　　　森　田　任　紀　　大阪湾水先区水先人会　水先人

　　　木　田　　　　　　大阪湾水先区水先人会　水先人

　　　大　石　勝　文　　大阪湾水先区水先人会　水先人

　　　梶　岡　　　修　　内海水先区水先人会　水先人

　　　加　藤　善　広　　内海水先区水先人会　水先人

　　　井　上　博　司　　内海水先区水先人会　水先人

　　　矢　野　　　清　　内海水先区水先人会　水先人

　　　堀　本　俊　幸　　内海水先区水先人会　水先人

　　　水　澤　賢　二　　内海水先区水先人会　水先人

　　　弘　中　健　治　　内海水先区水先人会　水先人

　　　岡　崎　明　彦　　内海水先区水先人会　水先人

   

（３）優良船員

　　　田　中　一　見　　神鋼物流株式会社　船長

　　　赤　木　久　次　　神鋼物流株式会社　機関長

　　　大　下　晃　史　　株式会社豊龍丸　機関長

　　　谷　　　利　彦　　株式会社幸生丸漁業　機関長

　　　吉　野　正　嗣　　株式会社吉野漁業　機関長

   

（４）統計調査関係功労者

　　　三菱重工業株式会社　神戸造船所

　　　エチレン輸送株式会社
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（５）海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動

　　　坂越地区自治会連合会  

　　　株式会社ヤマサ環境エンジニアリング

 　  　

（６）海難防止協力功労

　　　五色町漁業協同組合

（１）海上保安関係事業功労

　　　榊　原　英　之　　公益財団法人海上保安協会　高知支部　支部長

　　　片　谷　　　匡　　公益社団法人和歌山県水難救済会　副会長

　　　川　﨑　福　重　　公益財団法人海上保安協会　徳島支部　会計幹事

　　　立　田　雅　弘　　公益財団法人海上保安協会　宿毛支部　幹事

　　　吉　田　俊　久　　公益社団法人和歌山県水難救済会　理事

　　　太　田　豊　隆　　公益社団法人関西小型船安全協会　理事

（２）海難防止協力功労

　　　浦　尻　和　伸　　公益社団法人高知県水難救済会　宿毛救難所　所長

　　　福　﨑　　　浩　　海上安全指導員

　　　八　塚　邦　夫　　海上安全指導員

　　　平　井　敏　夫　　海上安全指導員

2. 海上保安庁長官表彰
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（１）海事功労

　　　中　川　昌　宏　　関西梱包株式会社　代表取締役

　　　川　島　　　健　　株式会社ジャパンエンジンコーポレーション　代表取締役社長

　　　廣　瀬　　　勝　　ヤンマーパワーテクノロジー株式会社　取締役特機事業部長

（２）優良船員

　　　黒　田　章　三　　有限会社竜宝漁業　甲板員

　　　髙　濵　政　則　　隆昌水産有限会社　甲板員

　　　黒　田　明　男　　有限会社竜宝漁業　甲板員

　　　磯　橋　真　吾　　祥雲漁業株式会社　船長

（３）永年勤続

　　　山　下　聡　悟　　株式会社五島組　総務部　部長

　　　金　本　隆　之　　神戸サンソー港運株式会社　現業部次長兼安全衛生管理室長

　　　荻　坂　清　成　　一般社団法人日本油料検定協会　神戸本部　検査部　課長代理

　　　郷右近　一　樹　　ナブテスコ株式会社　舶用カンパニー　西神工場　製造部

　　　　　　　　　　　　生産管理課　職長

　　　奥　野　嘉　久　　ヤンマーパワーテクノロジー株式会社　特機事業部

　　　　　　　　　　　　生産技術部　作業技術第一グループ　マイスター

　　　長　尾　　　肇　　三菱重工業株式会社　神戸造船所　主任

　　　萩　原　　　寛　　三菱重工業株式会社　神戸造船所　技能スタッフ

　　　舘　　　徳　雄　　西芝電機株式会社　制御システム部 システム製造課

　　　吉　岡　裕　史　　西芝電機株式会社　回転機製造部　機械加工課　作業長

　　　山　本　博　昭　　阪神内燃機工業株式会社　生産管理部　生産管理課　資材係

　　　　　　　　　　　　係長

　　　中　野　貴　惣　　兵神機械工業株式会社　製造部　製造課　水圧組立係　係長

　　　島　田　隆　文　　株式会社ヘンミ　業務部　業務課　主務

　　　山　本　泰　次　　古野電気株式会社　舶用機器事業部　三木工場　製造部

　　　　　　　　　　　　回路板製造課　実装技術係

　　　黒　瀧　智　之　　古野電気株式会社　舶用機器事業部　営業統括部　国内営業部

　　　　　　　　　　　　北海道支店　釧路営業所

　　　今　西　由喜夫　　フルノ関西販売株式会社　伊勢支店　名古屋営業所

3. 神戸運輸監理部長表彰
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赤　瀬　和　久　　株式会社ＩＨＩ原動機　相生事業所　舶用事業部

　　　　　　　　　大型原動機統括部　製造部　組立グループ

鹿　野　秀　治　　大阪湾水先区水先人会　水先人

末　永　　　守　　大阪湾水先区水先人会　水先人

山　本　義　春　　大阪湾水先区水先人会　水先人

内　海　真　吾　　大阪湾水先区水先人会　水先人

宇　髙　　　保　　内海水先区水先人会　水先人

森　脇　千　秋　　内海水先区水先人会　水先人

井　上　健　二　　内海水先区水先人会　水先人

松　本　弘　明　　内海水先区水先人会　水先人

藤　田　泰　彦　　内海水先区水先人会　水先人

平　野　栄　樹　　内海水先区水先人会　水先人

（４）マリンエキスパート  

　【マリンエキスパート】   

松　安　栄　二　　株式会社トーヨー・シーエス　課長

松　井　進　一　　株式会社神戸製鋼所　素形材事業部門　鋳鍛鋼ユニット

　　　　　　　　　鋳鍛鋼工場　製造部　鋳鍛加工室　班長

細　川　郁　夫　　三菱重工業株式会社　神戸造船所　作業長

亀　尾　和　也　　西芝電機株式会社　回転機製造部　機械加工課　作業長

中　山　彰　浩　　西芝電機株式会社　制御システム部　システム製造課　製造長

岡　本　秀　人　　株式会社ジャパンエンジンコーポレーション　製造部

　　　　　　　　　組立一課　主務

　【マリンエキスパート（ジュニア）】

能　瀬　慎　史　　株式会社神戸製鋼所　素形材事業部門　鋳鍛鋼ユニット

　　　　　　　　　鋳鍛鋼工場　製造部　鋳鍛加工室　班長

大　畑　健　吾　　三菱重工業株式会社　神戸造船所　副作業長

原　　　則　裕　　川崎重工業株式会社　エネルギーソリューション＆マリンカンパニー

　　　　　　　　　船舶海洋ディビジョン　神戸造船工場　工作部　艤装課　班長

加　藤　泰　規　　川崎重工業株式会社　エネルギーソリューション＆マリンカンパニー　

　　　　　　　　　エネルギー・舶用推進品質保証部　検査一課　班長

北　井　新　吾　　川崎重工業株式会社　精密機械・ロボットカンパニー

　　　　　　　　　精密機械ディビジョン　品質保証総括部　サービス部

　　　　　　　　　西神戸サービスセンター１班

藤　井　一　平　　阪神内燃機工業株式会社　サービス部　サービス課



　【マリンエキスパート（レディ）】   

　　　南　都　智　子　　株式会社協同クリエイト　業務班長

   

（５）統計調査関係功労者  

　　　坊勢貨物株式会社  

   

（６）海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動  

　　　尼崎漁業組合  

   

（７）海事関係業務功労  

　　　西　野　初　江  
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（１）港湾・空港の発展

　　　澁　谷　　　啓　　元神戸大学大学院　教授

（２）永年勤続及び港湾事業功労

　　　横　山　祐次郎　　東洋建設株式会社　和歌山営業所　所長

（３）港湾・空港建設エキスパート

　　　坂　本　健　治　　東洋建設株式会社　大阪本店

　　　跡　田　　　努　　東洋建設株式会社　大阪本店

　　　大　橋　弘　宜　　東亜建設工業株式会社　大阪支店

　　　大　塚　紀　之　　東亜建設工業株式会社　大阪支店

　　　井　手　剛　史　　若築建設株式会社　大阪支店

（４）海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動

　　　西島自治会

　　　和歌山南ライオンズクラブ

4. 近畿地方整備局長表彰   
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5. 第五管区海上保安本部長表彰

（１）海上保安関係事業功労  

中　平　富　宏　　公益財団法人海上保安協会　宿毛支部　支部長

岩　﨑　洋　一　　海上保安友の会　大阪支部　理事

石　田　　　茂　　公益財団法人海上保安協会　岸和田支部　会計幹事

木　下　𠮷　雄　　海上保安友の会　和歌山支部　理事

井　澗　　　誠　　公益財団法人海上保安協会　田辺支部　副支部長

日　裏　勝　己　　公益財団法人海上保安協会　田辺支部　幹事

岩　田　　　勉　　公益財団法人海上保安協会　田辺支部　幹事

武　井　勝　則　　公益財団法人海上保安協会　高知支部　常任幹事

久保田　正　樹　　公益財団法人海上保安協会　高知支部　常任幹事

﨑　山　義　澄　　公益財団法人海上保安協会　高知支部　幹事

増　田　博　和　　公益財団法人海上保安協会　宿毛支部　常任幹事

岡　﨑　健　一　　公益財団法人海上保安協会　宿毛支部　常任幹事

中　村　　　隆　　公益社団法人関西小型船安全協会　理事

村　上　真理子　　公益財団法人海上保安協会　岸和田支部　事務職員

   

（２）海難防止協力功労  

　　　中　館　直　也　　海上安全指導員


