
委嘱期間：平成29年4月1日～令和4年3月31日

千葉県地球温暖化防止活動推進員名簿

令和元年7月16日現在

推進員
番号

居住市区町村 氏名 ふりがな

1 千葉市中央区 佐藤　宗衛 さとう　そうえい
2 千葉市花見川区 桑波田　和子 くわはた　かずこ
3 千葉市花見川区 西原　妙子 にしはら　たえこ
4 千葉市花見川区 服部　達雄 はっとり　たつお
5 千葉市花見川区 松橋　功 まつはし　いさお
6 千葉市稲毛区 荒野　喆也 こうや　てつや
7 千葉市稲毛区 廣川　一男 ひろかわ　かずお
8 千葉市稲毛区 星野　光 ほしの　ひかる
9 千葉市稲毛区 横田　滋 よこた　しげる
10 千葉市若葉区 内野　英哲 うちの　ひであき
11 千葉市若葉区 大薮　定信 おおやぶ　さだのぶ
12 千葉市若葉区 岡田　光弘 おかだ　みつひろ
13 千葉市若葉区 佐藤　ミヤ子 さとう　みやこ
14 千葉市若葉区 高梨　秀一 たかなし　しゅういち
15 千葉市若葉区 野田　和義 のだ　かずよし
16 千葉市若葉区 三須　一芳 みす　かずよし
17 千葉市緑区 曽根　秀夫 そね　ひでお
18 千葉市緑区 府中　由昭 ふちゅう　よしあき
19 千葉市美浜区 菊地　美香 きくち　みか
20 千葉市美浜区 北落　謙太郎 きたおち　けんたろう
21 千葉市美浜区 佐野　克己 さの　かつみ
22 千葉市美浜区 関本　正則 せきもと　まさのり
23 千葉市美浜区 戸村　泰 とむら　やすし
24 千葉市美浜区 久木　文雄 ひさき　ふみお
25 銚子市 井上　義裕 いのうえ　よしひろ
26 銚子市 岩瀬　賢氏 いわせ　たかし
27 銚子市 大西　禎二 おおにし　ていじ
28 銚子市 尾辻　廣 おつじ　ゆたか
29 銚子市 加瀬　博一 かせ　ひろかず
30 銚子市 永木　豊志 ながき　とよし
31 銚子市 布施　光義 ふせ　みつよし
32 銚子市 宮内　秀 みやうち　しげる
33 市川市 明石　欣也 あかし　きんや
34 市川市 岩崎　涼子 いわさき　りょうこ
35 市川市 宇田川　みをり うだがわ　みをり
36 市川市 内山　杏美 うちやま　あみ
37 市川市 加瀬　美千代 かせ　みちよ
38 市川市 髙坂　和幸 こうさか　かずゆき
39 市川市 佐藤　多恵子 さとう　たえこ
40 市川市 田　博秋 でん　ひろあき
41 市川市 東條　正嗣 とうじょう　まさつぐ
42 市川市 藤間　俊彦 とうま　としひこ
43 市川市 野手　守 ので　まもる
44 市川市 長谷川　鉄臣 はせがわ　てつおみ
45 市川市 平馬　秀芳 ひらま　ひでよし
46 市川市 福田　修 ふくだ　おさむ
47 市川市 溝辺　哲史 みぞべ　さとし
48 市川市 米良　直次 めら　なおつぐ
49 市川市 山岡　和宏 やまおか　かずひろ
50 船橋市 阿部　利美 あべ　としみ
51 船橋市 大西　優子 おおにし　まさこ
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52 船橋市 大前　るみ おおまえ　るみ
53 船橋市 岡　広光 おか　ひろみつ
54 船橋市 海保　功 かいほ　いさお
55 船橋市 影山　信夫 かげやま　のぶお
56 船橋市 加藤　太郎 かとう　たろう
57 船橋市 金尾　裕文 かなお　ひろふみ
59 船橋市 木下　肇 きのした　はじむ
60 船橋市 小林　江連 こばやし　えれん
61 船橋市 近藤　正子 こんどう　まさこ
62 船橋市 西賀　順好 さいが　よしたか
63 船橋市 柴田　良一 しばた　りょういち
64 船橋市 杉浦　八重子 すぎうら　やえこ
65 船橋市 田島　一夫 たじま　かずお
66 船橋市 筒井　義憲 つつい　よしのり
67 船橋市 寺園　道雄 てらぞの　みちお
68 船橋市 永田　正孝 ながた　まさたか
69 船橋市 中原　正大 なかはら　まさお
70 船橋市 中村　英彦 なかむら　ひでひこ
71 船橋市 縄田　豊宏 なわた　とよひろ
72 船橋市 廣田　治 ひろた　おさむ
73 船橋市 藤井　惟文 ふじい　ただふみ
74 船橋市 前田　規夫 まえだ　のりお
75 船橋市 舛田　守良 ますだ　もりよし
76 船橋市 安岡　喜久子 やすおか　きくこ
77 船橋市 山須　三津枝 やます　みつえ
78 木更津市 吉田　昌弘 よしだ　まさひろ
79 松戸市 石川　好隆 いしかわ　よしたか
80 松戸市 岩倉　三好 いわくら　みつよし
81 松戸市 上野　義介 うえの　よしゆき
82 松戸市 江藤　政継 えとう　まさつぐ
83 松戸市 岡田　増子 おかだ　ますこ
84 松戸市 川上　和子 かわかみ　かずこ
85 松戸市 小堀　功 こぼり　いさお
86 松戸市 染井　正徳 そめい　まさのり
87 松戸市 竹林　清 たけばやし　きよし
88 松戸市 土田　茂通 つちだ　しげみち
89 松戸市 中岡　丈恵 なかおか　ともえ
91 松戸市 彦坂　祥三 ひこさか　しょうぞう
92 松戸市 文入　加代子 ふみいり　かよこ
93 松戸市 松下　明子 まつした　あきこ
95 松戸市 三嶋　秀恒 みしま　ひでつね
96 松戸市 山本　博之 やまもと　ひろゆき
97 松戸市 吉江　和枝 よしえ　かずえ
98 野田市 飯高　幸次 いいたか　こうじ
99 野田市 遠藤　秀夫 えんどう　ひでお
100 野田市 加藤　眞智子 かとう　まちこ
101 野田市 上口　清彦 かみぐち　きよひこ
102 野田市 児玉　元純 こだま　もとずみ
103 野田市 笹木　勝利 ささき　かつとし
104 野田市 髙木　保夫 たかぎ　やすお
105 野田市 田中　昭子 たなか　あきこ
106 野田市 田中　和孝 たなか　かずたか
107 野田市 田中　浩之 たなか　ひろゆき
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108 野田市 野口　久 のぐち　ひさし
109 茂原市 青柳　利江 あおやぎ　としえ
110 茂原市 秋葉　信夫 あきば　のぶお
111 茂原市 内山　明治 うちやま　あきはる
112 茂原市 高久　重剛 たかく　しげたけ
113 茂原市 萩原　毅 はぎわら　つよし
114 茂原市 丸島　忠夫 まるしま　ただお
115 成田市 石原　秀人 いしはら　ひでと
116 成田市 小倉　孝子 おぐら　たかこ
117 成田市 梶原　そう かじわら　そう
118 成田市 北原　隆司 きたはら　たかし
119 成田市 小島　猛 こじま　たけし
120 成田市 千代　慎一 ちよ　しんいち
121 成田市 富重　正蔵 とみしげ　しょうぞう
122 成田市 中佐藤　一平 なかさとう　いっぺい
123 成田市 中山　明子 なかやま　あきこ
124 成田市 中山　茂 なかやま　しげる
125 成田市 堀井　光敏 ほりい　みつとし
126 佐倉市 芦沢　義男 あしざわ　よしお
127 佐倉市 荒井　清行 あらい　きよゆき
128 佐倉市 荒井　茂洋 あらい　しげひろ
129 佐倉市 伊藤　弘輝 いとう　こうき
130 佐倉市 大川　義郎 おおかわ　よしろう
131 佐倉市 齋藤　貢 さいとう　みつぐ
132 佐倉市 齊藤　洋一 さいとう　よういち
133 佐倉市 佐藤　征雄 さとう　まさお
134 佐倉市 菅谷　光顯 すがや　みつあき
135 佐倉市 髙木　大輔 たかぎ　だいすけ
136 佐倉市 高原　秀雄 たかはら　ひでお
137 佐倉市 滝口　武志 たきぐち　たけし
138 佐倉市 寺井　紀子 てらい　のりこ
139 佐倉市 橋本　國昭 はしもと　くにあき
140 佐倉市 堀内　進 ほりうち　すすむ
141 佐倉市 溝上　純義 みぞかみ　すみよし
142 佐倉市 宮田　勉 みやた　つとむ
143 佐倉市 向井　新太郎 むかい　しんたろう
144 佐倉市 茂利　晃 もり　あきら
145 佐倉市 藪崎　栄一 やぶさき　えいいち
146 東金市 猪坂　玲子 いさか　れいこ
147 東金市 寺井　賢一郎 てらい　けんいちろう
148 東金市 中野　幸一 なかの　こういち
149 東金市 福村　しづ江 ふくむら　しづえ
150 東金市 古川　煌子 ふるかわ　こうこ
152 東金市 吉岡　雅人 よしおか　まさひと
153 習志野市 尾曽　昭雄 おそ　あきお
154 習志野市 佐藤　佐知子 さとう　さちこ
155 習志野市 塚田　光平 つかだ　こうへい
156 習志野市 西堀　倶子 にしほり　ともこ
157 習志野市 橋本　正 はしもと　ただし
158 習志野市 前田　陽子 まえだ　ようこ
159 習志野市 松島　由季 まつしま　ゆき
160 習志野市 最上谷　明彦 もがみや　あきひこ
161 柏市 青木　一男 あおき　かずお
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162 柏市 今井　秀雄 いまい　ひでお
165 柏市 下橋　英明 しもはし　ひであき
166 柏市 関本　喜茂 せきもと　よししげ
167 柏市 中川　栄子 なかがわ　えいこ
168 柏市 西村　裕之 にしむら　ひろし
169 柏市 堀尾　たづ子 ほりお　たづこ
170 柏市 松本　茂 まつもと　しげる
171 柏市 村田　静枝 むらた　しずえ
172 柏市 山田　殖保 やまだ　しげほ
173 市原市 加藤　元彦 かとう　もとひこ
174 市原市 桑崎　君乃佑 くわさき　きみのすけ
175 市原市 田中　啓介 たなか　けいすけ
176 市原市 中村　正直 なかむら　まさなお
177 市原市 山田　隆男 やまだ　たかお
178 市原市 山本　英次 やまもと　ひでつぐ
179 流山市 相葉　悦子 あいば　えつこ
180 流山市 石垣　幸子 いしがき　さちこ
181 流山市 板倉　正 いたくら　ただし
182 流山市 大塚　洋一 おおつか　よういち
183 流山市 笠原　久恵 かさはら　ひさえ
184 流山市 加藤　啓子 かとう　けいこ
185 流山市 小山　俊 こやま　しゅん
186 流山市 下田　收 しもだ　あつむ
187 流山市 菅原　英雄 すがわら　ひでお
188 流山市 髙橋　勇 たかはし　いさむ
189 流山市 髙花　富夫 たかはな　とみお
190 流山市 突田　芳宏 つきた　よしひろ
191 流山市 永田平　幸一 ながたひら　こういち
192 流山市 難波　幸男 なんば　ゆきお
193 流山市 新田　修 にった　おさむ
194 流山市 春田　育男 はるた　いくお
195 流山市 平手　彰 ひらて　あきら
196 流山市 堀岡　ツヤ子 ほりおか　つやこ
197 流山市 増永　弘 ますなが　ひろし
200 流山市 和田　一男 わだ　かずお
201 八千代市 有馬　富穂 ありま　とみほ
202 八千代市 小野寺　育也 おのでら　いくや
203 八千代市 清原　ひろみ きよはら　ひろみ
204 八千代市 笹川　君枝 ささがわ　きみえ
205 八千代市 佐藤　素子 さとう　もとこ
206 八千代市 佐野　寿美代 さの　すみよ
208 八千代市 高山　敏朗 たかやま　としあき
209 八千代市 谷口　路代 たにぐち　みちよ
210 八千代市 土田　光子 つちだ　みつこ
211 八千代市 土元　裕一 つちもと　ゆういち
212 八千代市 速水　清 はやみず　きよし
213 八千代市 原　弘志 はら　ひろし
214 八千代市 藤ヶ崎　稔 ふじがさき　みのる
215 八千代市 松尾　昌泰 まつお　まさやす
216 八千代市 松原　弘直 まつばら　ひろなお
217 八千代市 矢野　良明 やの　よしあき
219 我孫子市 佐野　安成 さの　やすしげ
220 我孫子市 塩野谷　勉 しおのや　つとむ
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221 我孫子市 染谷　迪夫 そめや　みちお
224 我孫子市 藤井　吉彌 ふじい　きちや
225 我孫子市 増田　剛志 ますだ　たかし
226 我孫子市 深山　恒男 みやま　つねお
227 鎌ケ谷市 遠藤　昭博 えんどう　あきひろ
228 鎌ケ谷市 小山　与之子 こやま　よしこ
230 鎌ケ谷市 髙徳　芳忠 たかとく　よしただ
231 鎌ケ谷市 西川　久雄 にしかわ　ひさお
232 鎌ケ谷市 藤見　紀子 ふじみ　のりこ
233 鎌ケ谷市 古市　泰敏 ふるいち　やすとし
234 鎌ケ谷市 吉田　厚 よしだ　あつし
235 浦安市 市坪　　宏 いちつぼ　ひろし
237 浦安市 大西　輝明 おおにし　てるあき
238 浦安市 大村　勝行 おおむら　かつゆき
239 浦安市 小川　勝徳 おがわ　かつのり
240 浦安市 川島　謙治 かわしま　けんじ
241 浦安市 神尾　由惠 かんお　よしえ
242 浦安市 佐藤　卓 さとう　たかし
243 浦安市 島野　圭司 しまの　けいじ
244 浦安市 團　彦太郎 だん　ひこたろう
245 浦安市 服部　丈夫 はっとり　たけお
246 浦安市 林　正雄 はやし　まさお
247 浦安市 広田　由紀江 ひろた　ゆきえ
248 浦安市 松村　利治 まつむら　としはる
249 浦安市 三上　徳廣 みかみ　とくひろ
250 四街道市 井本　秀史 いもと　ひでふみ
252 四街道市 工藤　博孝 くどう　ひろたか
253 四街道市 澤田　實 さわだ　みのる
254 四街道市 陶山　勝 すやま　まさる
255 四街道市 武生　信太郎 たけお　しんたろう
256 四街道市 土川　四朗 つちかわ　しろう
257 四街道市 永澤　秀幸 ながさわ　ひでゆき
258 四街道市 永吉　洋子 ながよし　ようこ
259 四街道市 松尾　賢二 まつお　けんじ
260 四街道市 宮坂　禧輝 みやさか　よしてる
262 袖ケ浦市 國廣　隆紀 くにひろ　たかとし
263 袖ケ浦市 松永　卓生 まつなが　たくお
264 印西市 石川　栄一 いしかわ　えいいち
265 印西市 岩井　邦夫 いわい　くにお
266 印西市 梅津　敏 うめつ　さとし
267 印西市 小熊　清 おぐま　きよし
268 印西市 下山　文彰 しもやま　ふみあき
269 印西市 吉村　仁 よしむら　ひとし
270 白井市 秋井　邦夫 あきい　くにお
271 白井市 辻川　毅 つじかわ　たけし
272 白井市 生田目　千鶴子 なまため　ちづこ
273 白井市 若倉　利勝 わかくら　としかつ
274 白井市 渡辺　忠明 わたなべ　ただあき
275 南房総市 寺山　和彦 てらやま　かずひこ
276 香取市 石井　賢一 いしい　けんいち
277 香取市 鈴木　正慶 すずき　まさのり
278 香取市 宮部　義夫 みやべ　よしお
279 山武市 今関　康弘 いまぜき　やすひろ
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280 山武市 小関　光二 こぜき　こうじ
281 山武市 長谷川　清和 はせがわ　きよかず
282 山武市 平山　ひろみ ひらやま　ひろみ
283 いすみ市 大曽根　健久 おおそね　たけひさ
284 いすみ市 吉野　仁治 よしの　じんじ
285 大網白里市 大野　英雄 おおの　ひでお
286 大網白里市 北田　守男 きただ　もりお
287 大網白里市 佐々木　則夫 ささき　のりお
288 大網白里市 佐藤　秀男 さとう　ひでお
289 大網白里市 田邉　宏雄 たなべ　ひろお
290 大網白里市 田丸　道雄 たまる　みちお
291 大網白里市 中村　仁 なかむら　ひとし
292 大網白里市 橋本　修一 はしもと　しゅういち
293 酒々井町 足立　孝 あだち　たかし
294 栄町 大野　克之 おおの　かつゆき
295 栄町 小林　弘男 こばやし　ひろお
296 多古町 菅澤　環 すがさわ　たまき
297 九十九里町 梅室　政司 うめむろ　まさじ
298 九十九里町 林　章 はやし　あきら
299 横芝光町 川島　富士子 かわしま　ふじこ
300 一宮町 鈴木　迪夫 すずき　みちお
301 白子町 石井　晧 いしい　あきら
303 鋸南町 笹生　茂美 さそう　しげみ

305 市川市 松本　定子 まつもと　さだこ
306 市川市 大河原　知子 おおかわら　ともこ
307 船橋市 石川　隆英 いしかわ　たかひで
309 船橋市 髙橋　芙美子 たかはし　ふみこ
310 船橋市 中島　勝 なかしま　まさる
311 船橋市 馬場　健一 ばば　けんいち
312 成田市 林　大八郎 はやし　だいはちろう
313 成田市 綿貫　沢 わたぬき　たく
314 佐倉市 原田　訓男 はらだ　のりお
315 我孫子市 清家　芳光 せいけ　よしみつ
316 我孫子市 髙田　保彦 たかだ　やすひこ
317 君津市 荒川　勤 あらかわ　つとむ
318 君津市 石松　彰 いしまつ　あきら
319 君津市 大浦　弘夫 おおうら　ひろお
321 浦安市 福田　知美 ふくだ　ともみ
322 袖ケ浦市 佐藤　雅司 さとう　まさし
323 いすみ市 粕谷　俊之 かすや　としゆき
324 大網白里市 鈴木　功 すずき　いさお

委嘱期間：平成30年4月1日～令和4年3月31日
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325 千葉市中央区 飯野　みえ子 いいの　みえこ
326 千葉市緑区 吉田　篤志 よしだ　あつし
327 市川市 宇居　秀樹 うい　ひでき
328 市川市 岡部　信也 おかべ　しんや
329 船橋市 馬場　悦子 ばば　えつこ
330 船橋市 伊澤　哲夫 いざわ　てつお
331 船橋市 榎本　亜弥子 えのもと　あやこ
332 成田市 栄口　吉次 えぐち　よしつぐ
333 佐倉市 梅田　毅明 うめた　たかあき
334 習志野市 大塚　正博 おおつか　まさひろ
335 習志野市 喜田　洋平 きだ　ようへい
336 柏市 中川　雅之 なかがわ　まさし
337 柏市 石井　孝良 いしい　たかよし
338 八千代市 船水　香 ふなみず　かおり
339 我孫子市 東　昭雄 ひがし　あきお
340 我孫子市 二瓶　哲哉 にへい　てつや
341 鎌ケ谷市 泉川　洋二 いずみかわ　ようじ
342 鎌ケ谷市 宮内　健人 みやうち　けんと
343 君津市 荒川　好江 あらかわ　よしえ
344 浦安市 舛井　賢治 ますい　けんじ
345 山武市 熊谷　俊夫 くまがい　としお

委嘱期間：平成31年4月1日～令和4年3月31日


