
  

 

 

 

Ⅲ 公園緑地功労賞 

公園緑地功労賞は、我が国における公園緑地事業及び都市緑化事業の実務に

多年従事して功労があり、かつ他の模範となる人に贈呈される賞で、平成 4 年

に設けられています。 

国、地方公共団体及び公益法人等の職員として公園緑地事業及び都市緑化事

業の実務に 20 年以上携わり、年齢が 65 歳以上の者を選考の対象としています。 

 

 

第 27 回公園緑地功労賞受賞者（敬称略・五十音順） 

① 浅井
あ さ い

 正明
まさあき

（名古屋市 70歳） 

昭和 46年～平成元年  緑地部施設課建設係技師、協議会なごや 100 

出向 総務局付主査等 

平成 2 年～平成 9 年  緑化推進課企画係係長、（財）都市緑化技術 

開発機構出向 農政緑地局付主幹等 

平成 9 年～平成 13年   農政緑地局施設部主幹（特定公園整備担当）、 

熱田土木事務所所長 

平成 13年～平成 19年   緑政土木局緑地部緑化推進課課長、緑地施設 

課課長 

平成 19年～平成 21年  （財）東山公園協会派遣緑政土木局付参事 

 

受賞理由 

氏は、造園職として昭和 46 年に入庁して以来、本市の公園緑地行政に

大きく貢献した。 

中でも緑化推進課長として緑のまちづくり条例の策定に携わり、緑地施

設課長としては、都市計画公園事業の推進や指定管理者制度の導入に尽力

するなど多大な功績を残した。 

また、都市緑化技術開発機構や東山公園協会へも出向し、都市緑化に係

る調査研究や緑化の普及啓発などの業務についても幅広く取り組み、緑の

まちづくりに大きく寄与した。  

 

 

 



  

 

 

 

② 新井
あ ら い

 安男
や す お

（一般財団法人 公園財団 66歳） 

昭和 50年～平成 4 年  武蔵管理センター業務課管理係長（JICA 短期

派遣含み）、滝野管理センター青少年山の家

事業係長等 

平成 4 年～平成 13年   本部企画業務部調査課長・企画課長･業務課 

長、昭和管理センター企画課長等 

平成 13年～平成 18年   みちのく公園管理センター長、あづみの公園 

管理センター長 

平成 18年～平成 27年   本部企画業務部長、昭和管理センター長、本 

部事業推進部参与（危機管理担当）等 

平成 27年～現 在     足立区立ベルモント公園主任技術者兼管理 

責任者  

 

受賞理由 

氏は、国営武蔵丘陵森林公園を初め全国の国営公園等の管理運営に直

接・間接的に関わり、公園の利用促進、市民に親しみ易い公園管理に取組

んでいる（JICA短期派遣含み）。 

本部ではこれまでの実務経験を活かし、事故に関する情報収集・分析、

対策の検討など公園の安全管理に大きく貢献している。 

また、環境教育、技術研究発表会、公園夢プランの立ち上げなど、公園

の管理に係る技術開発や緑に関する知識の普及啓発にも取組むなど、都市

公園の価値向上に尽力している。 

 



  

 

 

③ 勝
かつ

 正弘
まさひろ

（千葉県 67歳） 

昭和 50年～昭和 60年 土木部山武土木事務所主任技師、都市部都市

整備課主任技師等 

昭和 61年～平成 6 年  都市整備課副主査、千葉都市計画事務所副主

査等 

平成 6 年～平成 11年   東葛飾都市計画事務所課長、公園緑地課主査

補等 

平成 11年～平成 18年   県土整備部公園緑地課副主幹等 

平成 20年～平成 24年   公園緑地課副課長、同課主幹等 

 

受賞理由 

氏は、昭和５０年に千葉県に採用されて以来、長年にわたり本県の公園

緑地行政に携わり、幕張海浜公園の日本庭園の整備、柏の葉公園の Jリー

グサッカー兼用陸上競技場の関係機関と調整し着工、県立公園１１カ所の

指定管理の第１回目募集から決定などに尽力されたほか、公園緑地課副課

長等として県及び市町村の都市公園等の整備等について、卓越した指導力

を発揮し、県の公園行政の発展に多大なる功績を残された。 

 

 

④ 齊藤
さいとう

 政雄
ま さ お

（前橋市 66歳） 

昭和 50年～昭和 58年   都市計画部公園緑地課事業係、管理係等 

昭和 58年～平成 10年   公園緑地部公園管理課維持係、建設第一係、 

緑化係等 

平成 17年～平成 19年   建設部公園緑地課課長補佐兼企画緑化係長等 

平成 19年～平成 23年   建設部公園管理事務所長、同部公園緑地課長 

平成 25年～平成 28年   建設部公園管理事務所前橋公園・敷島公園ばら園 

園長等 

 

受賞理由 

氏は、昭和５０年に前橋市の職員として入職して以来、３２年間本市の

公園緑地行政に携わり、特に公園整備の増大に伴い拡大した公園緑地の維

持管理や運営を担当し、その体制づくりや業界指導に尽力した。  

また、都市緑化の重要性から「全国都市緑化フェア」の誘致を担当し、

都市緑化の普及啓発と意識の高揚に努めるなど本市の公園緑地行政に多

大な功績を残した。 

 

 

 



  

 

 

 

 

⑤ 高畑
たかはた

 正
ただし

（神戸市 66歳） 

昭和 50年～平成 5 年   開発局工務課公園係長､土木局公園緑地部施 

設課建設第 2係長等 

平成 5 年～平成 11年   住宅・都市整備公団へ派遣（近畿公園事務所 

工務第 2課長）、環境事業団へ派遣等 

平成 11年～平成 21年  （財）神戸市公園緑化協会へ派遣（震災復興 

本部総括局復興推進部主幹を兼務）、（布引 

公園園長）、（公園部公園緑地課長）、（須 

磨離宮公園長） 

平成 21年～平成 25年   建設局公園砂防部森林整備事務所担当部長 

（所長） 

平成 25年～現 在     （公財）神戸市公園緑地緑化協会 あいな里山 

公園長等 

 

受賞理由 

氏は、昭和 50 年に神戸市に奉職して以来、37 年間に亘り、都市公園の

整備や市街地の緑化・飾花等に取り組み、今日の神戸市の緑豊かなまちづ

くりに貢献した。阪神・淡路大震災後には、花と緑を通じた街の復興や市

民協働の街づくりに多大な功績を残した。 

また、指定管理者として管理運営のしくみの構築や大学との連携による

新たな魅力の創造、さらに六甲山における市民参加の森づくりに尽力する

など、神戸市の公園緑地行政におけるその功績は多大である。 



  

 

⑥ 太
た

幡
ばた

 正樹
ま さ き

（岐阜県 68歳） 

昭和 51年～平成 2 年  土木部都市整備局都市施設課公園係等 

平成 2 年～平成 6 年   土木部平成記念事業推進室 

平成 6 年～平成 12年   土木部公園緑地課公園企画係長等 

平成 13年～平成 14年   基盤整備部公園緑地課課長補佐 

平成 19年～平成 22年   関市建設部長（出向）、美濃土木事務所長 

平成 21年～現 在   一般財団法人日本造園修景協会東海支部副 

支部長等 

 

受賞理由 

氏は、昭和５１年に岐阜県に奉職して以来、長年に亘り県営都市公園

の整備に貢献した。平成記念事業として昭和をテーマとした公園の企画、

併設するハイウェイオアシスの事業化に尽力したほか、国営木曽三川公

園の事業促進及び隣接する県営世界淡水魚園の早期開園に尽力した。養

老公園においては世界的芸術家の荒川修作氏の思想を取り入れた「養老

天命反転地」を開園するなど、全国的にも注目を集める公園整備を推進

し多大な功績を残した。岐阜県を退職後も、(一財)日本造園修景協会東

海支部及び(一社)日本公園管理運営士会中部支部の立ち上げに参加し、

ともに副支部長として現在に至る。 

 

 

⑦ 渡邉
わたなべ

 秀
ひで

雄
お

（一宮市 77歳） 

昭和 40年～昭和 53年  都市開発部都市計画課公園係主任等 

昭和 53年～昭和 63年   都市開発部都市計画課公園係長、同課課長補佐 

平成 5 年～平成 7 年   都市開発部次長 

平成 7 年～平成 13年   都市開発部部長 

平成 13年～平成 15年  （財）公園緑地管理財団専門役 

 

受賞理由 

氏は、昭和 40 年に一宮市に奉職して以来、都市公園の整備から維持管

理に至るまで約３０年間従事し、花と緑豊かなまちづくりを推進した。中

でも、平成 7年に開園した国営木曽三川公園三派川地区センター内に、市

のシンボルであるツインアーチ 138(地上 138ｍの展望塔)の設置に携わっ

た。このツインアーチ 138は市の数少ない観光施設であり、この施設をモ

チーフとした市マスコットキャラクター『いちみん』は、現在も市民に親

しまれ、当市の発展においても氏の功績は多大である。 

 

（年齢は平成31年3月31日現在） 


