
   

功労者表彰（敬称略） 

 

＊ 市政の振興発展に貢献し、その功績が特に優れた方 

氏  名 事  績  概  要 

青木 利幸 
永年にわたり、市議会議員として地方自治の振興発展と市民福祉の向上

に貢献された。 

入沢 豊 
永年にわたり、市議会議員として地方自治の振興発展と市民福祉の向上

に貢献された。 

近藤 哲男 
永年にわたり、市議会議員として地方自治の振興発展と市民福祉の向上

に貢献された。 

島田 一隆 
永年にわたり、市議会議員として地方自治の振興発展と市民福祉の向上

に貢献された。 

松崎 智也 
永年にわたり、市議会議員として地方自治の振興発展と市民福祉の向上

に貢献された。 

松本 明信 
永年にわたり、市議会議員として地方自治の振興発展と市民福祉の向上

に貢献された。 
大岩 幹夫 永年にわたり、教育委員会委員として教育文化の振興発展に貢献された。 

池田 稔 
永年にわたり、農業委員会委員として地域農業の振興と市政の発展に 

貢献された。 

木下 章 
永年にわたり、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員として地域

農業の振興と市政の発展に寄与された。 

＊市政の振興発展の貢献で外１名表彰 

 

＊ 社会福祉の向上に寄与し、その功績が特に優れた方 

氏  名 事  績  概  要 

木曽 香代 永年にわたり、民生委員・児童委員として地域福祉の向上に寄与された。 

堤 光世 永年にわたり、民生委員・児童委員として地域福祉の向上に寄与された。 

新井 秀夫 
永年にわたり、民生委員推薦会地区推薦会委員として地域福祉の向上に

寄与された。 

中村 仁 
永年にわたり、民生委員推薦会地区推薦会委員として地域福祉の向上に

寄与された。 

二村 弘 
永年にわたり、民生委員推薦会地区推薦会委員として地域福祉の向上に

寄与された。 

星野 キミ子 
永年にわたり、民生委員推薦会地区推薦会委員として地域福祉の向上に

寄与された。 

奥本 忠行 
永年にわたり、介護給付費等の支給に関する審査会委員として障害者 

福祉の向上に寄与された。 



   

氏  名 事  績  概  要 

豊田 淳一 
永年にわたり、介護給付費等の支給に関する審査会委員として障害者 

福祉の向上に寄与された。 

長澤 正樹 
永年にわたり、介護給付費等の支給に関する審査会委員として障害者 

福祉の向上に寄与された。 

松岡 弘樹 
永年にわたり、介護給付費等の支給に関する審査会委員として障害者 

福祉の向上に寄与された。 

松川 泰三 
永年にわたり、介護給付費等の支給に関する審査会委員として障害者 

福祉の向上に寄与された。 

福元 俊孝 
永年にわたり、介護認定審査会委員として介護保険制度の適切な運営と

地域福祉の向上に寄与された。 

 

＊ 保健及び生活環境の改善向上に寄与し、その功績が特に優れた方 

氏  名 事  績  概  要 

川勝 樹夫 永年にわたり、学校医として学校保健活動に寄与された。 

瀧口 博司 永年にわたり、学校医として学校保健活動に寄与された。 
竹内 昭彦 永年にわたり、学校医として学校保健活動に寄与された。 

並里 まさ子 永年にわたり、学校医として学校保健活動に寄与された。 
米島 正博 永年にわたり、学校医として学校保健活動に寄与された。 
辻󠄀 浩洋 永年にわたり、学校歯科医として学校保健活動に寄与された。 

天川 みな子 永年にわたり、学校薬剤師として学校保健活動に寄与された。 

菊池 義公 永年にわたり、学校相談医として学校保健活動に寄与された。 

 

＊ 消防又は防災の業務に寄与し、その功績が特に優れた方 

氏  名 事  績  概  要 

田 裕矢 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 

安部 寿 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 

新井 信之 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 

新井 豪紀 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 

荒田 秀之 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 

池田 勝幸 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
市川 忠幸 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 

内田 雅也 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 

漆原 純一 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
及川 陽子 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 

大河原 知己 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 



   

氏  名 事  績  概  要 

岡田 美樹 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 

荻野 正洋 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 

越阪部 健吉 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 

鹿島 徹 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 

粕谷 智政 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 

片山 忠 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 

加藤 智啓 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 

木村 真弘 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 

小暮 重昭 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
小林 美生 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
斉 孝雄 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 

東海林 マユミ 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
鈴木 史昭 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
関谷 美和 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
田中 信一 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
田中 俊昭 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
田中 秀郎 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
田中 正雄 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
谷口 直子 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
東 真一 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
当麻 亮一 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
中村 太 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 

中村 宏充 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
長沼 貴司 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
野沢 貴行 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
野村 隆志 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
橋本 拓弥 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
土方 和紀 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
平澤 利明 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
伏見 和志 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
野 敏宏 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
二上 光弘 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
星野 聡 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 

本田 浩之 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
増田 貴雄 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
宮寺 利宗 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 



   

氏  名 事  績  概  要 

本 正宏 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
森田 智己 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
山﨑 澄人 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
山﨑 久司 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 

山路 美智子 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
山 哲也 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 

渡辺 由加里 永年にわたり、消防団員として消防及び防災活動に寄与された。 
 

＊ 教育、文化又はスポーツの振興に寄与し、その功績が特に優れた方 

氏  名 事  績  概  要 

大河戸 芳明 
永年にわたり、スポーツ推進委員としてスポーツの振興発展に寄与され

た。 

大舘 昭彦 
永年にわたり、スポーツ推進委員としてスポーツの振興発展に寄与され

た。 

岡田 りえ 
永年にわたり、スポーツ推進委員としてスポーツの振興発展に寄与され

た。 

澤田 道春 
永年にわたり、スポーツ推進委員としてスポーツの振興発展に寄与され

た。 

吉原 栄 
永年にわたり、スポーツ推進委員としてスポーツの振興発展に寄与され

た。 

 


