
平成 30 年度 

組織体制 

役 職 団体・氏名等 

代 表 若生 和江 

副代表 小沢 宗 

会計監事 及川 勝幸 

会計監事 及川 公子 

運営委員 （一財）水沢環境公社  高橋  透 

運営委員 マイムマイム奥州  及川 久仁江 

運営委員 鈴木 輝男 

運営委員 河東田 康昭 

運営委員 工藤建設（株） 花澤 淳 

運営委員 千田 正典 

 ◇会員数 107 （平成 30 年 3 月 15 日 総会開催時） 

          個人会員   66 名 

          市民団体会員 17 団体 

          事業所会員  18 社 

          賛助会員    6（名・団体・社） 

 



平成 29 年度 

組織体制 

役 職 氏名 

代 表 若生 和江 

副代表 小沢 宗 

会計監事 菅原 賢一 

会計監事 及川  公子 

資源循環・廃棄物部会 部会長 高橋 透 

資源循環・廃棄物部会 副部会長 及川 堅一 

自然環境部会 部会長 鈴木 輝男 

自然環境部会 副部会長 河東田 康昭 

環境学習部会 部会長 花澤 淳 

環境学習部会 副部会長 千田 正典 

 ◇会員数 121 （平成 29 年 3 月 11 日 総会開催時） 

          個人会員   79 名 

          市民団体会員 18 団体 

          事業所会員  18 社 

          賛助会員    6（名・団体・社） 

 

 



平成 28 年度 

組織体制 

役 職 氏名 

代 表 若生 和江 

副代表 小沢 宗 

会計監事 菅原 賢一 

会計監事 松平 アイ子 

資源循環・廃棄物部会 部会長 及川  堅一 

資源循環・廃棄物部会 副部会長 松芳 トミ子 

自然環境部会 部会長 鈴木 輝男 

自然環境部会 副部会長 小沢 宗 

環境学習部会 部会長 花澤 淳 

環境学習部会 副部会長 千田 正典 

 ◇会員数 122 （平成 28 年 3 月 5 日 総会開催時） 

          個人会員   79 名 

          市民団体会員 20 団体 

          事業所会員  17 社 

          賛助会員    6（名・団体・社） 

 

 



平成 27 年度 

組織体制 

役 職 氏名 

代 表 若生 和江 

副代表 高橋 貞勝 

会計監事 千田 祐 

会計監事 松平 アイ子 

資源循環・廃棄物部会 部会長 及川  堅一 

資源循環・廃棄物部会 副部会長 松芳 トミ子 

自然環境部会 部会長 鈴木 輝男 

自然環境部会 副部会長 小沢 宗 

生活環境部会 部会長 建部 信 

生活環境部会  副部会長 中井 慶 

環境学習部会 部会長 阿部 利朗 

環境学習部会 副部会長 千田 正典 

 ◇会員数 126 （平成 27 年 3 月 7 日 総会開催時） 

          個人会員   81 名 

          市民団体会員 21 団体 

          事業所会員  18 社 

          賛助会員    6（名・団体・社） 



平成 26 年度 

組織体制 

役 職 氏名 

代 表 高橋 貞勝 

副代表 阿部 利朗 

会計監事 千田 祐 

会計監事 高野 紀代 

資源循環・廃棄物部会 部会長 及川 堅一 

資源循環・廃棄物部会 副部会長 佐々木 美江 

自然環境部会 部会長 鈴木 輝男 

自然環境部会 副部会長 安倍 進 

生活環境部会 部会長 浪越 和彦 

生活環境部会  副部会長 中井 慶 

環境学習部会 部会長 若生 和江 

環境学習部会 副部会長 千田 正典 

 ◇会員数 122 （平成 26 年 3 月 15 日 総会開催時） 

          個人会員   76 名 

          市民団体会員 23 団体 

          事業所会員  18 社 

          賛助会員    5（名・団体・社） 



平成 25 年度 

組織体制 

役 職 氏名 

代 表 高橋 貞勝 

副代表 阿部 利朗 

会計監事 菊池 典郎 

会計監事 高野 紀代 

資源循環・廃棄物部会 部会長 松芳 トミ子 

資源循環・廃棄物部会 副部会長 及川 堅一 

自然環境部会 部会長 鈴木 輝男 

自然環境部会 副部会長 安倍 進 

生活環境部会 部会長 中井 慶 

生活環境部会  副部会長 建部 信 

環境学習部会 部会長 若生 和江 

環境学習部会 副部会長 千田 正典 

 ◇会員数 119 （平成 25 年 3 月 2 日 総会開催時） 

          個人会員   70 名 

          市民団体会員 26 団体 

          事業所会員  18 社 

          賛助会員    5（名・団体・社） 



平成 24 年度 

組織体制 

役 職 氏名 

代 表 高橋 貞勝 

副代表 中井  慶 

会計監事 菊池 典郎 

会計監事 高野 紀代 

資源循環・廃棄物部会 部会長 佐藤 恭彦 

資源循環・廃棄物部会 副部会長 松芳 トミ子 

自然環境部会 部会長 鈴木 輝男 

自然環境部会 副部会長 安倍 進 

生活環境部会 部会長 建部 信 

生活環境部会  副部会長 三浦 芳子 

環境学習部会 部会長 阿部 利朗 

環境学習部会 副部会長 若生 和江 

 ◇会員数 121 （平 成 24 年 3 月 3 日 総会開催時） 

          個人会員   72 名 

          市民団体会員 26 団体 

          事業所会員  18 社 

          賛助会員    5（名・団体・社） 



平成 23 年度 

組織体制 

役 職 氏名 

代 表 高橋 貞勝 

副代表 中井  慶 

会計監事 菊池 典郎 

会計監事 高野 紀代 

資源循環・廃棄物部会 部会長 佐藤 恭彦 

資源循環・廃棄物部会 副部会長 岩渕 一夫 

自然環境部会 部会長 鈴木 輝男 

自然環境部会 副部会長 安倍 進 

生活環境部会 部会長 建部 信 

生活環境部会  副部会長 三浦 芳子 

環境学習部会 部会長 阿部 利朗 

環境学習部会 副部会長 若生 和江 

 ◇会員数 125 （平 成 23 年 3 月 5 日 総会開催時） 

          個人会員   74 名 

          市民団体会員 28 団体 

          事業所会員  18 社 

          賛助会員    5（名・団体・社） 

 



平成 22 年度 

組織体制 

役 職 氏名 

代 表 高橋 貞勝 

副代表 中井  慶 

会計監事 菊池 典郎 

会計監事 高野 紀代 

資源循環・廃棄物部会 部会長 佐藤 恭彦 

資源循環・廃棄物部会 副部会長 岩渕 一夫 

自然環境部会 部会長 鈴木 輝男 

自然環境部会 副部会長 村上 英明 

生活環境部会 部会長 建部 信 

生活環境部会  副部会長 伊藤 一哉 

環境学習部会 部会長 阿部 利朗 

環境学習部会 副部会長 若生 和江 

 ◇会員数 101 （平成 22 年 3 月 22 日 設立時） 

          個人会員   55 名 

          市民団体会員 25 団体 

          事業所会員  17 社 

          賛助会員    4（名・団体・社） 


