
 
 

 

 

 

 

沼津市は、大正 12 年７月１日に市制が施行され、本年で 96 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個人及び団体を

表彰し、その功績を顕彰します。 

 

■表彰式 

１ 日 時  令和元年７月１日（月）  10：00～   

２ 場 所  沼津市役所 ８階 大会議室  

３ 式次第 

 ⑴ 開式 

 ⑵ 来賓紹介 

 ⑶ 職員紹介  

 ⑷ 表彰状授与 

 ⑸ 市長挨拶 

 ⑹ 来賓祝辞 

 ⑺ 閉式 

   （式終了後、庁舎玄関前で記念撮影）                               

      ■一般表彰   70 名及び１団体 

 

 

 

沼津市定例記者会見発表  １                                       令和元年６月 26 日 

令和元年度 沼津市表彰 

功労ごとの受賞者数 

・自治功労 12 名 ・教育功労 ５名 ・文化功労 ２名 
・産業功労 ７名 ・社会福祉功労 15 名 ・防災功労 26 名 
・善行功労 ３名及び１団体 

昨年度受賞された皆さん（平成 30 年７月２日） 



資料 
 

 

令和元年度 

沼津市表彰 受賞者 
 
 

 

 

      特別表彰 なし 
 

 

      一般表彰  71 

       自治功労   12 

       教育功労   ５ 

       文化功労   ２ 

       産業功労   ７ 

       社会福祉功労 15 

       防災功労   26 

       善行功労   ４ 



自治功労
種別 氏名 ふりがな 性別 年齢 現住所 功績概要

1 自治功労 中田　孝幸 なかだ　たかゆき 男 68 岡一色 沼津市議会議員12年
2 自治功労 加藤　元章 かとう　もとあき 男 55 平町 沼津市議会議員12年
3 自治功労 殿岡　修 とのおか　おさむ 男 79 桃里 沼津市議会議員12年
4 自治功労 梅沢　弘 うめざわ　ひろし 男 72 真砂町 沼津市議会議員12年
5 自治功労 渡部　一二実 わたなべ　かずふみ 男 61 東原 沼津市議会議員12年
6 自治功労 江本　浩二 えもと　こうじ 男 58 東椎路 沼津市議会議員12年
7 自治功労 植松　恭一 うえまつ　きょういち 男 49 多比 沼津市議会議員12年
8 自治功労 山本　倫弘 やまもと　みちひろ 男 61 吉田町 監査委員12年
9 自治功労 大木　正巳 おおき　まさみ 男 78 西浦平沢 沼津市農業委員会委員15年
10 自治功労 上田　學 うえだ　まなぶ 男 83 寿町 地区委員12年
11 自治功労 木谷　清道 きたに　きよみち 男 73 原 沼津市環境美化指導員14年
12 自治功労 後藤　英敏 ごとう　ひでとし 男 83 双葉町 沼津市環境美化指導員13年

教育功労
種別 氏名 ふりがな 性別 年齢 現住所 功績概要

13 教育功労 野田　太 のだ　ふとし 男 64 西沢田 青少年育成推進員12年
14 教育功労 渋谷　充子 しぶや　あつこ 女 56 新宿町 青少年育成推進員12年
15 教育功労 渡邊　澄子 わたなべ　すみこ 女 58 柳町 青少年相談員12年
16 教育功労 古屋　佳浩 ふるや　よしひろ 男 56 下香貫石原 沢田小学校学校歯科医20年
17 教育功労 渡邉　好司 わたなべ　こうじ 男 54 常盤町 原中学校学校薬剤師20年

文化功労
種別 氏名 ふりがな 性別 年齢 現住所 功績概要

18 文化功労 新井　直克 あらい　なおかつ 男 51 中沢田 沼津市芸術祭実行委員19年
19 文化功労 青木 はるみ あおき　はるみ 女 75 三島市 沼津市芸術祭実行委員16年

産業功労
種別 氏名 ふりがな 性別 年齢 現住所 功績概要

20 産業功労 佐藤　隆彦 さとう　たかひこ 男 63 戸田 沼津市商工会役員16年
21 産業功労 飯塚　清孝 いいづか　きよたか 男 66 志下 静浦ひもの協同組合役員15年
22 産業功労 植松　弘光 うえまつ　ひろみつ 男 56 下香貫牛臥 沼津市指定給水工事店協同組合役員15年

23 産業功労 梶川　弘一 かじかわ　ひろかず 男 74 東沢田 沼津工業団地協同組合役員17年
24 産業功労 後藤　義男 ごとう　よしお 男 71 千本港町 沼津魚仲買商協同組合役員16年
25 産業功労 間宮　哲生 まみや　てつお 男 52 志下 沼津鳶職組合役員16年
26 産業功労 山本　年通 やまもと　としみち 男 70 新宿町 沼津菓子工業組合役員23年

社会福祉功労
種別 氏名 ふりがな 性別 年齢 現住所 功績概要

27 社会福祉功労 久保寺　堅治 くぼでら　けんじ 男 83 高沢町 沼津食品衛生協会役員43年
28 社会福祉功労 田内　慧彦 たうち　としひこ 男 76 仲町 民生委員・児童委員12年
29 社会福祉功労 生田　秀子 いくた　ひでこ 女 75 吉田町 民生委員・児童委員12年
30 社会福祉功労 大竹　悦子 おおたけ　えつこ 女 75 桃里 民生委員・児童委員12年
31 社会福祉功労 松浦　晃司 まつうら　こうじ 男 75 原 民生委員・児童委員12年
32 社会福祉功労 塩澤　直美 しおざわ　なおみ 女 66 末広町 保護司12年
33 社会福祉功労 笹原　謙治 ささはら　けんじ 男 60 下香貫下障子 保護司12年
34 社会福祉功労 大塲　卓 おおば　たかし 男 71 多比 保護司12年
35 社会福祉功労 大澤　香 おおさわ　かおる 女 59 御幸町 沼津市国民健康保険運営協議会委員13年

36 社会福祉功労 冨樫　美智子 とがし　みちこ 女 75 浅間町 沼津市国民健康保険運営協議会委員12年

37 社会福祉功労 三津間　學 みつま　まなぶ 男 67 大岡 沼津市ほか３市町介護認定審査会委員12年

38 社会福祉功労 杉澤　重廣 すぎさわ　しげひろ 男 79 大岡 沼津市交通指導員12年
39 社会福祉功労 大箸　正勝 おおはし　まさかつ 男 73 上香貫槙島町 沼津市交通指導員12年
40 社会福祉功労 鈴木　祐也 すずき　ゆうや 男 38 高砂町 沼津市交通指導員12年
41 社会福祉功労 佐藤　哲哉 さとう　てつや 男 60 大岡 一般社団法人沼津薬剤師会役員15年



防災功労
種別 氏名 ふりがな 性別 年齢 現住所 功績概要

42 防災功労 岡田　一夫 おかだ　かずお 男 52 東間門 消防団員21年
43 防災功労 長橋　保 ながはし　たもつ 男 51 植田 消防団員20年
44 防災功労 大井　亮 おおい　まこと 男 46 愛知県 消防団員20年
45 防災功労 新井　修 あらい　おさむ 男 61 西浦古宇 消防団員20年
46 防災功労 遠藤　淳一 えんどう　じゅんいち 男 43 西浦久料 消防団員20年
47 防災功労 関野　茂樹 せきの　しげき 男 49 西浦久連 消防団員20年
48 防災功労 白岩　國之 しらいわ　くにゆき 男 60 小諏訪 消防団員20年
49 防災功労 厚木　一徳 あつぎ　かずのり 男 42 西間門 消防団員20年
50 防災功労 塩谷　治樹 しおや　はるき 男 55 内浦小海 消防団員20年
51 防災功労 安井　久典 やすい　ひさのり 男 42 伊豆の国市 消防団員20年
52 防災功労 原　明秀 はら　あきひで 男 42 内浦重須 消防団員20年
53 防災功労 後藤　卓 ごとう　たかし 男 43 大塚 消防団員20年
54 防災功労 渡邉　厚 わたなべ　あつし 男 49 西浦平沢 消防団員20年
55 防災功労 田村　陵 たむら　りょう 男 45 西浦古宇 消防団員20年
56 防災功労 上原　裕一 うえはら　ゆういち 男 50 西浦江梨 消防団員20年
57 防災功労 野田　和孝 のだ　かずたか 男 48 原 消防団員20年
58 防災功労 長島　英也 ながしま　ひでや 男 40 戸田 消防団員20年
59 防災功労 渡辺　博明 わたなべ　ひろあき 男 48 白銀町 消防団員20年
60 防災功労 山田　貴久 やまだ　たかひさ 男 40 西浦久連 消防団員20年
61 防災功労 杉山　達哉 すぎやま　たつや 男 46 西浦江梨 消防団員20年
62 防災功労 奥谷　能之 おくたに　よしゆき 男 49 戸田 消防団員20年
63 防災功労 山口　展德 やまぐち　のぶとく 男 63 戸田 防災指導員８年
64 防災功労 山口　政雄 やまぐち　まさお 男 62 新宿町 自主防災組織役員16年
65 防災功労 土屋　佳之 つちや　よしゆき 男 62 吉田町 自主防災組織役員14年
66 防災功労 瀬川　安弘 せがわ　やすひろ 男 72 下河原町 自主防災組織役員10年
67 防災功労 横田　昭雄 よこた　あきお 男 50 五月町 自主防災組織役員10年

善行功労
種別 氏名 ふりがな 性別 年齢 現住所 功績概要

68 善行功労 佐野　仁 さの　ひとし 男 79 大岡
12年間にわたる地域の交通安全のぼり
旗の維持管理活動

69 善行功労 吉田　るみ子 よしだ　るみこ 女 76 大岡
11年間にわたる地域の学校周辺の交通
安全指導

70 善行功労 脇田　邦子 わきた　くにこ 女 71 大岡 30年間にわたる地域の環境美化活動

71 善行功労

静岡県自転
車軽自動車
商業協同組
合 沼駿支
部 沼津部
会

しずおかけんじ
てんしゃけいじ
どうしゃしょう
ぎょうきょうど
うくみあい ぬ
ますんしぶ ぬ
まづぶかい

米山町 50年間にわたる地域の交通安全活動


