
 
 

 
 

 

 

沼津市は、大正 12 年７月１日に市制が施行され、本年で 97 年になります。 

本市では例年、市制記念日に、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、その功績を顕彰しています。 

今後もリーダーシップを発揮され、各方面で大いに活躍いただくことを祈念し、令和２年度

は 134 名及び２団体の皆さまを表彰します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

          一般表彰   134 名及び２団体 

          （自治功労と社会福祉功労、教育功労と社会福祉功労を兼ねて受賞する方が各１名） 

 

 

 

 

 

  

 

新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、感染拡大につながる可能性のある３つの密を避けるため、

写真撮影を含め令和２年度の表彰式は中止となります。 

表彰状及び記念品等につきましては、これまでの功労に敬意と感謝の気持ちをこめ、市長からのお礼

のお手紙とともに、７月以降受賞者の皆さまに直接お渡しいたします。 

沼津市定例記者会見発表  １                                       令和２年６月 24 日 

本 市 発 展 へ の 多 大 な る 功 労 を 称 え て  

令和２年度 沼津市表彰 

功労ごとの受賞者数 

自治功労 36 名 教育功労 24 名 文化功労 2 名 

産業功労 ７名 社会福祉功労 43 名 防災功労 22 名 

寄附功労 2 団体 善行功労 2 名  

 

▲昨年度受賞された皆さま（令和元年７月１日）

【表彰式について】  



資料 
 

 

令和２年度 

沼津市表彰 受賞者 
 

      特別表彰 なし 
 

一般表彰  134 名及び２団体 

（２種の功労を兼ねて受賞する方が２名） 

 

       自治功労   36 

       教育功労   24 

       文化功労   ２ 

       産業功労   ７ 

       社会福祉功労 43 

       防災功労   22 

       寄附功労   ２ 

       善行功労   ２ 



自治功労

番号 種別 氏名 ふりがな 性別 年齢 現住所 功績概要

1 自治功労 山下　富美子 やました　ふみこ 女 67 大岡 沼津市議会議員12年

2 自治功労 三井　長次 みつい　ながつぐ 男 67 西条町 行政相談委員13年

3 自治功労 水野　明美 みずの　あけみ 女 66 本田町 行政相談委員13年

4 自治功労 水口　弘能 みずぐち　ひろよし 男 81 沼北町 沼津市地区委員12年

5 自治功労 端山　茂樹 はやま　しげき 男 74 常盤町 沼津市地区委員12年

6 自治功労 川添　孝行 かわぞえ　たかゆき 男 73 下香貫七面 沼津市地区委員12年

7 自治功労 池田　眞 いけだ　まこと 男 72 本町 沼津市地区委員13年

8 自治功労 古川　久 ふるかわ　ひさし 男 68 大塚 沼津市地区委員12年

9 自治功労 下山　義昭 しもやま　よしあき 男 75 大平 沼津市地区委員11年

10 自治功労 阪東　邦彦 ばんどう　くにひこ 男 65 魚町 沼津市地区委員11年

11 自治功労 荒井　義夫 あらい　よしお 男 65 大手町 沼津市地区委員11年

12 自治功労 蜂谷　宏和 はちや　ひろかず 男 60 大塚 沼津市地区委員11年

13 自治功労 榊󠄀原　好郎 さかきばら　よしろう 男 81 平町 沼津市地区委員10年

14 自治功労 西山　義昭 にしやま　よしあき 男 78 吉田町 沼津市地区委員10年

15 自治功労 時田　修 ときた　おさむ 男 76 新宿町 沼津市地区委員10年

16 自治功労 武井　利朗 たけい　としろう 男 71 高島町 沼津市地区委員10年

17 自治功労 斉藤　政吉 さいとう　まさよし 男 64 黒瀬町 沼津市地区委員10年

18 自治功労 大嶽　信久 おおたけ　のぶひさ 男 78 大岡 沼津市地区委員９年

19 自治功労 渡邉　修司 わたなべ　しゅうじ 男 78 大岡 沼津市地区委員９年

20 自治功労 山田　文朗 やまだ　ふみお 男 74 下香貫浜田 沼津市地区委員９年

21 自治功労 行田　齊邦 ぎょうだ　なりくに 男 73 香貫が丘 沼津市地区委員９年

22 自治功労 芹澤　泉 せりざわ　いづみ 男 72 下香貫下障子 沼津市地区委員９年

23 自治功労 原田　誠 はらだ　まこと 男 69 高沢町 沼津市地区委員９年

24※ 自治功労 佐藤　清治 さとう　せいじ 男 67 大手町 沼津市地区委員９年（社会福祉功労においても受賞）

25 自治功労 北村　正昭 きたむら　まさあき 男 79 庄栄町 沼津市地区委員８年

26 自治功労 橋本　昭男 はしもと　あきお 男 77 下河原町 沼津市地区委員８年

27 自治功労 小林　昭 こばやし　あきら 男 76 山王台 沼津市地区委員８年



28 自治功労 金崎　明弘 かなざき　あきひろ 男 75 下香貫馬場 沼津市地区委員８年

29 自治功労 池田　嘉郎 いけだ　よしろう 男 74 常盤町 沼津市地区委員８年

30 自治功労 杉山　利朗 すぎやま　としろう 男 72 井出 沼津市地区委員８年

31 自治功労 平野　求 ひらの　もとむ 男 69 柳町 沼津市地区委員８年

32 自治功労 山本　貴啓 やまもと　たかひろ 男 46 原町中 沼津市地区委員８年

33 自治功労 佐野　勲雄 さの　いさお 男 73 庄栄町 沼津市環境美化指導員13年

34 自治功労 浅田　育正 あさだ　やすまさ 男 76 幸町 沼津市環境美化指導員12年

35 自治功労 木原　隆志 きはら　たかし 男 75 西沢田 沼津市環境美化指導員12年

36 自治功労 鈴木　良則 すずき　よしのり 男 67 下本町 沼津市環境美化指導員12年

教育功労

番号 種別 氏名 ふりがな 性別 年齢 現住所 功績概要

37 教育功労 大嶋　克巳 おおしま　かつみ 男 62 今沢 沼津市スポーツ推進委員14年

38 教育功労 村上　浩昭 むらかみ　ひろあき 男 58 下香貫浜田 沼津市スポーツ推進委員14年

39 教育功労 佐藤　昌道 さとう　まさみち 男 56 本松下 沼津市スポーツ推進委員14年

40 教育功労 山田　雅彦 やまだ　まさひこ 男 65 下香貫清水 沼津市スポーツ推進委員12年

41 教育功労 村上　友弘 むらかみ　ともひろ 男 63 岡宮 沼津市スポーツ推進委員12年

42 教育功労 古屋　悟 ふるや　さとし 男 61 庄栄町 沼津市スポーツ推進委員12年

43 教育功労 相磯　ひかり あいそ　ひかり 男 57 今沢 沼津市スポーツ推進委員12年

44※ 教育功労 野田　重彦 のだ　しげひこ 男 67 大岡 沼津市少年補導委員12年（社会福祉功労においても受賞）

45 教育功労 川口　泰司 かわぐち　やすし 男 60 下香貫石原 沼津市少年補導委員12年

46 教育功労 杉山　卓生 すぎやま　たくお 男 60 黒瀬町 沼津市少年補導委員12年

47 教育功労 後藤　憲二 ごとう　けんじ 男 58 本字宮町 沼津市少年補導委員12年

48 教育功労 萱沼　康弘 かやぬま　やすひろ 男 53 大平 沼津市少年補導委員12年

49 教育功労 梅田　博資 うめだ　ひろし 男 76 大塚 沼津市青少年育成推進員12年

50 教育功労 門脇　國男 かどわき　くにお 男 65 西間門 沼津市青少年育成推進員12年

51 教育功労 渡邉　和哉 わたなべ　かずや 男 64 下香貫藤井原 沼津市青少年育成推進員12年

52 教育功労 石川　良明 いしかわ　よしあき 男 62 大諏訪 沼津市青少年育成推進員12年

53 教育功労 伊藤　操 いとう　みさお 男 60 下香貫上ノ原 沼津市青少年育成推進員12年



54 教育功労 鈴木　治彦 すずき　はるひこ 男 59 我入道林町 沼津市青少年育成推進員12年

55 教育功労 縣　孝仁 あがた　たかひと 男 56 高島町 沼津市青少年育成推進員12年

56 教育功労 山田　初音 やまだ　はつね 女 56 戸田 沼津市青少年育成推進員12年

57 教育功労 小池　亮 こいけ　りょう 男 47 鵰町 沼津市青少年育成推進員12年

58 教育功労 近藤　伸明 こんどう　のぶあき 男 70 獅子浜 NPO法人沼津市体育協会役員21年

59 教育功労 沖津　孝雄 おきつ　たかお 男 80 西椎路 NPO法人沼津市体育協会役員15年

60 教育功労 井出　啓之 いで　ひろゆき 男 64 裾野市 NPO法人沼津市体育協会役員15年

文化功労

番号 種別 氏名 ふりがな 性別 年齢 現住所 功績概要

61 文化功労 芹澤　好行 せりざわ　よしゆき 男 64 鳥谷 沼津市芸術祭実行委員29年

62 文化功労 河守　宗勝 かわもり　そうかつ 男 76 我入道南条寺 沼津市芸術祭実行委員19年

産業功労

番号 種別 氏名 ふりがな 性別 年齢 現住所 功績概要

63 産業功労 いいだ　くにひこ 男 65 本字千本 沼津食肉組合役員16年

64 産業功労 川合　健次 かわい　けんじ 男 71 戸田 戸田観光協会役員23年

65 産業功労 杉山　一彦 すぎやま　かずひこ 男 54 下香貫林の下 沼津鳶職組合若鳶会役員15年

66 産業功労 髙野　貴好 たかの　たかよし 男 49 吉田町 大瀬海浜商業組合役員16年

67 産業功労 橋口　知一 はしぐち　ともかず 男 69 市場町 沼津時計商組合役員15年

68 産業功労 藤川　一郎 ふじかわ　いちろう 男 57 西間門 沼津鉄工機械工業協同組合役員16年

69 産業功労 渡邊　孝 わたなべ　たかし 男 58 志下 沼津建築工業組合役員17年

社会福祉功労

番号 種別 氏名 ふりがな 性別 年齢 現住所 功績概要

70 社会福祉功労 野方　千賀子 のがた　ちかこ 女 66 南本郷町 人権擁護委員13年

71 社会福祉功労 すぎやま　しずえ 女 70 駿河台 民生委員・児童委員12年

72 社会福祉功労 佐藤　玲子 さとう　れいこ 女 68 大手町 民生委員・児童委員12年

73 社会福祉功労 教誓　淳子 きょうせい　じゅんこ 女 76 町方町 民生委員・児童委員12年



74 社会福祉功労 佐藤　重雄 さとう　しげお 男 78 真砂町 民生委員・児童委員12年

75 社会福祉功労 早川　信義 はやかわ　のぶよし 男 76 大門町 民生委員・児童委員12年

76 社会福祉功労 山本　みつ子 やまもと　みつこ 女 72 千本港町 民生委員・児童委員12年

77 社会福祉功労 梅澤　勝枝 うめざわ　かつえ 女 75 東間門 民生委員・児童委員12年

78 社会福祉功労 後藤　恭子 ごとう　きょうこ 女 69 上香貫三貫地 民生委員・児童委員12年

79 社会福祉功労 眞野　一人 まの　かずひと 男 74 我入道林町 民生委員・児童委員12年

80 社会福祉功労 金崎　まゆ美 かなざき　まゆみ 女 76 下香貫馬場 民生委員・児童委員12年

81 社会福祉功労 福本　朋子 ふくもと　ともこ 女 55 吉田町 民生委員・児童委員12年

82※ 社会福祉功労 野田　重彦 のだ　しげひこ 男 67 大岡 民生委員・児童委員12年（教育功労においても受賞）

83 社会福祉功労 望月　薫 もちづき　かおる 女 73 高島町 民生委員・児童委員12年

84 社会福祉功労 大竹　志津枝 おおたけ　しづえ 女 69 今沢 民生委員・児童委員12年

85 社会福祉功労 鈴木　りつ子 すずき　りつこ 女 65 岡宮 民生委員・児童委員12年

86 社会福祉功労 中川　文子 なかがわ　ふみこ 女 71 大岡 民生委員・児童委員12年

87 社会福祉功労 鈴木　喜美子 すずき　きみこ 女 70 大岡 民生委員・児童委員12年

88 社会福祉功労 大嶽　まさ枝 おおたけ　まさえ 女 75 大岡 民生委員・児童委員12年

89 社会福祉功労 市毛　伸行 いちげ　のぶゆき 男 71 大岡 民生委員・児童委員12年

90 社会福祉功労 江本　博勝 えもと　ひろかつ 男 67 東椎路 民生委員・児童委員12年

91 社会福祉功労 齊藤　昭南實 さいとう　あきなみ 男 77 西椎路 民生委員・児童委員12年

92 社会福祉功労 中村　繁 なかむら　しげる 男 70 西椎路 民生委員・児童委員12年

93 社会福祉功労 小野　郁文 おの　いくふみ 男 73 柳沢 民生委員・児童委員12年

94 社会福祉功労 山崎　まち子 やまざき　まちこ 女 73 内浦三津 民生委員・児童委員12年

95 社会福祉功労 さとう　たついち 男 78 内浦長浜 民生委員・児童委員12年

96 社会福祉功労 一杉　和彦 ひとすぎ　かずひこ 男 68 大塚 民生委員・児童委員12年

97 社会福祉功労 石井　康雄 いしい　やすお 男 73 戸田 民生委員・児童委員12年

98 社会福祉功労 塩崎　福代 しおざき　ふくよ 女 72 戸田 民生委員・児童委員12年

99 社会福祉功労 後藤　誠 ごとう　まこと 男 77 下香貫八重 保護司12年

100※ 社会福祉功労 佐藤　清治 さとう　せいじ 男 67 大手町 保護司12年（自治功労においても受賞）

101 社会福祉功労 木村　光正 きむら　みつまさ 男 61 本字千本 保護司12年

102 社会福祉功労 木下　高次 きした　こうじ 男 55 三島市 沼津市ほか３市町介護認定審査会委員14年



103 社会福祉功労 本村　文一 もとむら　ふみかず 男 58 大塚 沼津市ほか３市町介護認定審査会委員13年

104 社会福祉功労 遠藤　真琴 えんどう　まこと 男 57 裾野市 沼津市ほか３市町介護認定審査会委員13年

105 社会福祉功労 増田　貴久 ますだ　たかひさ 男 56 神奈川県 沼津市ほか３市町介護認定審査会委員13年

106 社会福祉功労 植松　久美 うえまつ　くみ 女 45 新宿町 沼津市ほか３市町介護認定審査会委員13年

107 社会福祉功労 山本　泰 やまもと　やすし 男 49 三枚橋町 一般社団法人沼津薬剤師会役員16年

108 社会福祉功労 宮村　修吉 みやむら　しゅうきち 男 73 神奈川県 沼津市内保育園園長30年

109 社会福祉功労 川口　浩史 かわぐち　ひろし 男 51 鳥谷 沼津市内福祉施設職員及び施設長22年

110 社会福祉功労 水野　千惠子 みずの　ちえこ 女 62 松長 沼津市内福祉施設介護士23年

111 社会福祉功労 澁谷　智子 しぶや　さとこ 女 61 原 沼津市内福祉施設介護士21年

112 社会福祉功労 髙橋　智恵子 たかはし　ちえこ 女 55 大岡 沼津市内福祉施設生活相談員23年

防災功労

番号 種別 氏名 ふりがな 性別 年齢 現住所 功績概要

113 防災功労 長倉　慶光 ながくら　よしみつ 男 43 戸田 沼津市消防団員21年

114 防災功労 鈴木　崇之 すずき　たかゆき 男 46 原 沼津市消防団員20年

115 防災功労 本多　隆行 ほんだ　たかゆき 男 48 石川 沼津市消防団員20年

116 防災功労 綱　秀隆 つな　ひでたか 男 44 今沢 沼津市消防団員20年

117 防災功労 増田　祐 ますだ　たすく 男 41 内浦小海 沼津市消防団員20年

118 防災功労 日吉　孝和 ひよし　もとかず 男 40 内浦小海 沼津市消防団員20年

119 防災功労 太田　幸一 おおた　こういち 男 42 内浦三津 沼津市消防団員20年

120 防災功労 塩谷　剛弘 しおや　たけひろ 男 40 伊豆の国市 沼津市消防団員20年

121 防災功労 金指　正和 かなざし　まさかず 男 43 西浦木負 沼津市消防団員20年

122 防災功労 大川　竜也 おおかわ　たつや 男 40 西浦木負 沼津市消防団員20年

123 防災功労 米澤　和也 よねざわ　かずや 男 39 清水町 沼津市消防団員20年

124 防災功労 吉田　澄夫 よしだ　すみお 男 61 西浦古宇 沼津市消防団員20年

125 防災功労 田村　敏彦 たむら　としひこ 男 47 西浦古宇 沼津市消防団員20年

126 防災功労 小林　耕一朗 こばやし　こういちろう 男 49 西浦江梨 沼津市消防団員20年

127 防災功労 大川　武秀 おおかわ　たけひで 男 46 西浦江梨 沼津市消防団員20年

128 防災功労 遠藤　光二 えんどう　こうじ 男 41 西浦久料 沼津市消防団員20年



129 防災功労 小林　大介 こばやし　だいすけ 男 39 西浦江梨 沼津市消防団員20年

130 防災功労 岡田　耕一 おかだ　こういち 男 53 一本松 沼津市消防団員20年

131 防災功労 山本　秀和 やまもと　ひでかず 男 41 戸田 沼津市消防団員20年

132 防災功労 堤　 尚児 つつみ　なおじ 男 54 吉田町 沼津市消防団員20年

133 防災功労 梅原　正之 うめばら　まさゆき 男 63 伊豆の国市 沼津市消防団員20年

134 防災功労 久保田　耕治 くぼた　こうじ 男 72 五月町 自主防災組織役員９年

寄附功労

番号 種別 氏名 ふりがな 性別 年齢 現住所 功績概要

135 寄附功労 株式会社ノジマ か）のじま ― ― 神奈川県 公益のために物品を寄附

136 寄附功労 株式会社　共同開発 か）きょうどうかいはつ ― ― 長泉町 子育て支援のために現金を寄附

善行功労

番号 種別 氏名 ふりがな 性別 年齢 現住所 功績概要

137 善行功労 長澤　裕司 ながさわ　ゆうじ 男 78 三園町 多年にわたり地域の子どもたちの見守り活動に尽力

138 善行功労 長澤　玉映 ながさわ　ぎょくえい 女 75 大岡 多年にわたり地域の文化活動に尽力




