
 
 

 

 

 

 
沼津市は、大正 12 年７月１日に市制が施行されて今年で 92 年になります。 

市では、７月１日に、公益に寄与し、又は市行政の進展に特に功績のあった62名の個人を表

彰し、その功績を顕彰します。 

 

 

■表彰式 

１ 日 時  平成 27 年７月１日（水） １０：００～   

２ 場 所  沼津市役所８階大会議室  

３ 式次第 

 ⑴ 開式   

 ⑵ 表彰状授与 

 ⑶ 市長挨拶 

 ⑷ 来賓祝辞 

 ⑸ 閉式 

   （式終了後、庁舎玄関前にて記念撮影）                               

                                   

 

 

■一般表彰    62 名 

                                   

 

 

 

 

 

 

                            

沼津市定例記者会見発表  １                                       平成 27 年６月 16 日

平成 27 年度沼津市表彰 

自治功労      ８名 

教育功労     １２名 

文化功労      ３名 

産業功労      ６名 

社会福祉功労  １１名 

防災功労     １５名 

寄附功労      １名 

善行功労      ６名  
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自治功労 3
教育功労 22
文化功労 3
産業功労 3
社会福祉功労 43
防災功労 10
寄附功労 2
善行功労 4
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資料

平成２７年度

沼津市表彰者名簿

表彰受賞者 H27
H26

（参考）



No. 種別 氏名 ふりがな 性別 年齢 現住所（字名のみ） 功績概要

1 自治功労 千野 愼一郎 ちの　しんいちろう 男 73 宮本 沼津市議会議員１２年

2 自治功労 深瀨 勝 ふかせ　まさる 男 71 西間門 沼津市議会議員１２年

3 自治功労 岩崎　英亮 いわざき　えいすけ 男 68 我入道一本松町 沼津市議会議員１２年

4 自治功労 賴重　秀一 よりしげ　しゅういち 男 46 西沢田 沼津市議会議員１２年

5 自治功労 後藤　矩男 ごとう　のりお 男 69 今沢 沼津市地区委員１２年

6 自治功労 鳥羽山　信子 とばやま　のぶこ 女 76 真砂町 沼津市開発審査会委員１２年

7 自治功労 木村　由美子 きむら　ゆみこ 女 69 富士市 沼津市建築審査会委員１２年

8 自治功労 野村　和代 のむら　かずよ 女 75 大岡 沼津市公平委員会委員１２年

9 教育功労 南山　和聖 みなみやま　かずまさ 男 62 大岡 沼津市社会教育委員２０年

10 教育功労 菊地　惠美子 きくち　えみこ 女 66 高島町 沼津市青少年相談員１５年

11 教育功労 矢部　惠子 やべ　けいこ 女 57 住吉町 沼津市青少年相談員１４年

12 教育功労 古地　俊子 こち　としこ 女 56 東沢田 沼津市青少年相談員１２年

13 教育功労 増田　幹夫 ますだ　みきお 男 64 大手町 沼津市少年補導委員１２年

14 教育功労 浅井　久惠 あさい　ひさえ 女 62 西沢田 沼津市少年補導委員１２年

15 教育功労 須田　喜代美 すだ　きよみ 女 59 東熊堂 沼津市少年補導委員１２年

16 教育功労 澤　啓行 せりざわ　のぶゆき 男 56 本白銀町 沼津市少年補導委員１２年

17 教育功労 渡邉　由美子 わたなべ　ゆみこ 女 47 末広町 沼津市少年補導委員１２年

18 教育功労 外立　ますみ はしだて　ますみ 女 52 静岡市 沼津市歴史民俗資料館協議会委員１２年

19 教育功労 石井　光代 いしい　みつよ 女 77 大岡 沼津市立少年自然の家運営審議会委員１２年

20 教育功労 山田　英輝 やまだ　ひでき 男 50 戸田 沼津市立戸田小学校学校歯科医２０年

21 文化功労 鹿野島　義子 かのしま　よしこ 女 77 岡宮 沼津市芸術祭実行委員１８年

22 文化功労 田村　悦子 たむら　えつこ 女 69 大岡 沼津市芸術祭実行委員１８年

23 文化功労 小野　潤一 おの　じゅんいち 男 67 大諏訪 沼津市芸術祭実行委員１８年

24 産業功労 長橋　和彦 ながはし　かずひこ 男 69 東椎路 静岡県自動車車体整備協同組合沼津支部役員１９年

25 産業功労 坂部　明 さかべ　あきら 男 65 大諏訪 沼津建築工業組合役員１８年

26 産業功労 前田　勉 まえだ　つとむ 男 68 本字下河原町 沼津魚仲買商協同組合役員１６年

27 産業功労 植松　康博 うえまつ　やすひろ 男 57 東熊堂 沼津鳶職組合役員１６年

28 産業功労 野田　始彦 のだ　もとひこ 男 49 原 沼津市指定給水工事店協同組合役員１５年

29 産業功労 秋山　芳德 あきやま　よしのり 男 67 本白銀町 静岡県理容生活衛生同業組合沼津支部役員１５年

30 社会福祉功労 鈴木　隆義 すずき　たかよし 男 71 本字出口町 人権擁護委員１２年

31 社会福祉功労 杉本　亮二 すぎもと　りょうじ 男 75 原 民生委員・児童委員１３年

32 社会福祉功労 渡邉　節子 わたなべ　せつこ 女 67 原 民生委員・児童委員１３年

33 社会福祉功労 佐藤　光德 さとう　みつのり 男 72 大諏訪 保護司１２年

34 社会福祉功労 芹澤　政一 せりざわ　まさいち 男 72 岡一色 沼津市交通指導員１２年

35 社会福祉功労 米山　 三 よねやま　ひろみ 男 72 三芳町 沼津市交通安全地区委員１２年

36 社会福祉功労 佐藤　真 さとう　まこと 男 65 幸町 沼津市交通安全地区委員１２年

37 社会福祉功労 後藤　完次 ごとう　かんじ 男 88 添地町 沼津市遺族会役員１５年

38 社会福祉功労 眞野　稔 まの　みのる 男 84 我入道一本松町 沼津市遺族会役員１５年

39 社会福祉功労 平井　なみ子 ひらい　なみこ 女 66 三島市 沼津市内福祉施設職員及び施設長２２年

40 社会福祉功労 小野　博信 おの　ひろのぶ 男 52 御殿場市 沼津市内福祉施設職員及び施設長２０年

41 防災功労 森　慎司 もり　しんじ 男 56 西浦木負 沼津市消防団員２０年

42 防災功労 鈴木　宏 すずき　ひろし 男 62 桃里 沼津市消防団員２０年

43 防災功労 山本　孝浩 やまもと　たかひろ 男 55 戸田 沼津市消防団員２０年

44 防災功労 日吉　千昭 ひよし　ちあき 男 61 大諏訪 沼津市消防団員２０年

45 防災功労 佐野　樹 さの　いつき 男 56 大諏訪 沼津市消防団員２０年



No. 種別 氏名 ふりがな 性別 年齢 現住所（字名のみ） 功績概要

46 防災功労 秋山　俊也 あきやま　としや 男 41 内浦三津 沼津市消防団員２０年

47 防災功労 赤川　達 あかがわ　さとる 男 42 西浦木負 沼津市消防団員２０年

48 防災功労 大木　裕未 おおき　ひろみ 男 60 西浦平沢 沼津市消防団員２０年

49 防災功労 野村　芳照 のむら　よしてる 男 58 西浦立保 沼津市消防団員２０年

50 防災功労 大谷　成永 おおたに　しげひさ 男 41 西浦古宇 沼津市消防団員２０年

51 防災功労 川口　洋芳 かわぐち　ひろよし 男 55 西浦古宇 沼津市消防団員２０年

52 防災功労 遠藤　正人 えんどう　まさと 男 54 西浦久料 沼津市消防団員２０年

53 防災功労 山田　和生 やまだ　かずお 男 73 下香貫島郷 島郷自主防災会役員及び沼津市防災指導員９年

54 防災功労 平田　信行 ひらた　のぶゆき 男 67 市道町 沼津市防災指導員８年

55 防災功労 鈴木　秀和 すずき　ひでかず 男 43 今沢 沼津市防災指導員８年

56 寄附功労 土屋　雄二郎 つちや　ゆうじろう 男 57 上香貫大洞 沼津市のまちづくりの推進のために現金を寄附

57 善行功労 平野　稔 ひらの　みのる 男 79 岡宮 ５０年にわたり地域の文化的な遺産の管理・清掃活動を実施

58 善行功労 大木　 雄 おおき　ひでお 男 70 江浦 ３０年にわたり地域の交通安全指導を実施

59 善行功労 伊 　正幸 いかい　まさゆき 男 66 獅子浜 ２６年にわたり地域の交通安全指導を実施

60 善行功労 川口　 夫 かわぐち　たかお 男 80 本字新町 ２０年にわたり地域の交通安全指導を実施

61 善行功労 森　幸樹 もり　こうじゅ 男 79 西熊堂 １２年にわたり防犯活動・高齢者の健康増進活動等に尽力

62 善行功労 松本　進 まつもと　すすむ 男 76 駿河台 １１年にわたり防犯活動・高齢者の健康増進活動等に尽力




