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                          直 通  9 3 4 - 4 7 1 2 

 

沼津市は、大正 12年７月１日に市制が施行され、本年で 99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４年度

は 87名及び 8団体の皆さまを表彰します。 

 

 

 

■表彰式 

１ 日 時  令和４年７月１日（金）  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    87 名及び 8 団体  

        

 

 

 

 

  

 

沼津市定例記者会見発表 １                                         令和４年６月 29日 

本市発展への多大なる功労を称えて  

令和４年度  沼津市表彰を行います  

功労ごとの受賞者数 

自治功労 11名 教育功労 22名 文化功労 ６名 

産業功労 7名 社会福祉功労 17名 防災功労 18名 

寄附功労 9組 善行功労 6組  

※２種の功労を兼ねて受賞される方が 1名 



資料 
 

 

令和４年度 

沼津市表彰 受賞者 
 
 

      特別表彰 なし 
 

      一般表彰  96（87名 8団体） 

                  ※２種の功労を兼ねて受賞される方が 1名 

       自治功労   11 

       教育功労   22 

       文化功労   ６ 

       産業功労   ７ 

       社会福祉功労 17 

       防災功労   18 

       寄附功労   ９ 

       善行功労   ６ 



自治功労 11人

番号 種別 氏名 ふりがな 現住所 功績概要

1 自治功労 土屋　新一 つちや　しんいち 岡宮 沼津市地区委員８年

2 自治功労 勝又　隆 かつまた　たかし 北高島町 沼津市地区委員９年

3 自治功労 おぎた　ひでゆき 大岡 沼津市地区委員８年

4 自治功労 渡辺　良博 わたなべ　よしひろ 大岡 沼津市地区委員８年

5 自治功労 鈴木　義寿 すずき　よしひさ 大手町 沼津市地区委員８年

6 自治功労 山田　珠嗣 やまだ　たまつぐ 戸田 沼津市環境美化指導員12年

7 自治功労 杉山　憲司 すぎやま　けんじ 大塚 沼津市環境美化指導員12年

8 自治功労 鈴木　猛 すずき　たけし 御幸町 沼津市環境美化指導員12年

9 自治功労 武井　利朗 たけい　としろう 高島町 沼津市環境美化指導員12年

10 自治功労 池田　昭代 いけだ　あきよ 今沢 沼津市環境美化指導員12年

11 自治功労 轉　太郎 うたた　たろう 下河原町 東駿河湾広域都市計画千本地区土地区画整理審議会委員15年



教育功労 21人(16番の方は２種の功労を兼ねて受賞されます）

番号 種別 氏名 ふりがな 現住所 功績概要

12 教育功労 三好　勝晴 みよし　かつはる 三芳町 沼津市教育委員12年

13 教育功労 杉村　吉則 すぎむら　よしのり 吉田町 沼津市青少年育成推進員12年

14 教育功労 望月　隆幸 もちづき　たかゆき 高島本町 沼津市青少年育成推進員12年

15 教育功労 大須賀　健 おおすか　けん 平町 沼津市青少年育成推進員12年

16 教育功労 山岡　祥子 やまおか　さちこ 平町
沼津市青少年育成推進員12年

沼津市少年補導委員12年

17 教育功労 出木　勝 でぎ　まさる 真砂町 沼津市青少年育成推進員12年

18 教育功労 大野　哲 おおの　さとし 米山町 沼津市青少年育成推進員12年

19 教育功労 秋山　惠司 あきやま　けいじ 香貫が丘 沼津市少年補導委員12年

20 教育功労 秋元　信雄 あきもと　のぶお 本松下 沼津市少年補導委員12年

21 教育功労 伊藤　達哉 いとう　たつや 下河原町 沼津市少年補導委員12年

22 教育功労 梅澤　浩彰 うめざわ　ひろあき 大塚 沼津市少年補導委員12年

23 教育功労 小泉　博孝 こいずみ　ひろたか 大平 沼津市少年補導委員12年

24 教育功労 廣瀬　則子 ひろせ　　のりこ 中瀬町 沼津市少年補導委員12年

25 教育功労 望月　和人 もちづき　かずひと 大塚 沼津市少年補導委員12年

26 教育功労 川端　忍 かわばた　しのぶ 北今沢 沼津市少年補導委員12年

27 教育功労 古澤　緑 ふるさわ　みどり 大手町 沼津市青少年相談員12年

28 教育功労 大川　芳子 おおかわ　よしこ 小諏訪 沼津市スポーツ推進委員13年

29 教育功労 鈴木　眞 すずき　まこと 原 沼津市スポーツ推進委員12年

30 教育功労 石原　孝信 いしはら　たかのぶ 岡宮 沼津市スポーツ推進委員12年

31 教育功労 わたなべ　みゆき 本字下一丁田 沼津市スポーツ推進委員12年

32 教育功労 川口　博子 かわぐち ひろこ 杉崎町 沼津市スポーツ推進委員12年



文化功労 6人

番号 種別 氏名 ふりがな 現住所 功績概要

33 文化功労 杉本　宗淑 すぎもと　そうしゅく 本田町 沼津市茶道連盟役員41年

34 文化功労 柳原　仙栁 やなぎはら せんしょう 駿河台 沼津市茶道連盟役員41年

35 文化功労 大木　宗紫 おおき　そうし 江浦 沼津市茶道連盟役員35年

36 文化功労 渡辺　鳳代賀 わたなべ　ほうよが 神田町 沼津市芸術祭実行委員27年

37 文化功労 石黒　小夜子 いしぐろ　　さよこ 長泉町 沼津市芸術祭実行委員22年

38 文化功労 鈴木　澄子 すずき　すみこ 東椎路 沼津市芸術祭実行委員15年

産業功労 7人

番号 種別 氏名 ふりがな 現住所 功績概要

39 産業功労 市川　誼 いちかわ　よしみ 上土町 沼津時計商組合役員20年

40 産業功労 田中　達也 たなか　たつや 柳町 沼津市指定給水工事店協同組合役員17年

41 産業功労 伊藤　正志 いとう　まさし 下香貫西村 静浦ひもの協同組合役員16年

42 産業功労 矢吹　貴洋 やぶき　たかひろ 小諏訪 沼津鳶職組合若鳶会役員15年

43 産業功労 髙野　貴好 たかの　　たかよし 吉田町 沼津三津大瀬旅館協同組合役員17年

44 産業功労 山田　洋二 やまだ ようじ 戸田 戸田漁業協同組合役員19年

45 産業功労 荒川　継雄 あらかわ　つぐお 戸田 戸田漁業協同組合役員16年



社会福祉功労 17人

番号 種別 氏名 ふりがな 現住所 功績概要

46 社会福祉功労 青木　峯子 あおき　みねこ 大岡 沼津市人権擁護委員12年

47 社会福祉功労 栗田　惠市 くりた　けいいち 井出 沼津市人権擁護委員12年

48 社会福祉功労 渡辺　清彦 わたなべ　きよひこ 今沢 沼津市遺族会役員18年

49 社会福祉功労 長橋　文博 ながはし　ふみひろ 植田 沼津市遺族会役員18年

50 社会福祉功労 杉山　壽久 すぎやま　としひさ 松沢町 沼津市遺族会役員17年

51 社会福祉功労 稲田　幸弌 いなだ　こういち 戸田 沼津市遺族会役員17年

52 社会福祉功労 湯川　節子 ゆかわ　せつこ 岡宮 沼津市遺族会役員15年

53 社会福祉功労 中川　絹枝 なかがわ　きぬえ 戸田 沼津市遺族会役員15年

54 社会福祉功労 斎藤　正美 さいとう　まさみ 西椎路 保護司12年

55 社会福祉功労 鈴木　良隆 すずき　よしたか 戸田 保護司12年

56 社会福祉功労 鈴木　茂 すずき　しげる 戸田 保護司12年

57 社会福祉功労 河合　隆德 かわい　たかのり 沼北町 保護司12年

58 社会福祉功労 齋藤　宏明 さいとう　ひろあき 末広町 保護司12年

59 社会福祉功労 鈴木　清博 すずき　きよひろ 東椎路 保護司12年

60 社会福祉功労 杉山　和夫 すぎやま　かずお 清水町 沼津市ほか３市町介護認定審査会委員12年

61 社会福祉功労 高橋　順子 たかはし　じゅんこ 東椎路 福祉施設職員28年

62 社会福祉功労 渡邉　富美子 わたなべ　ふみこ 今沢 福祉施設職員20年



防災功労 18人

番号 種別 氏名 ふりがな 現住所 功績概要

63 防災功労 原田　尚一 はらだ　ひさかず 西浦木負 沼津市消防団員20年

64 防災功労 芹澤  栄一 せりざわ　えいいち 下香貫牛臥 沼津市消防団員20年

65 防災功労 青木　智幸 あおき　ともゆき 南本郷町 沼津市消防団員20年

66 防災功労 渡邉　仁 わたなべ　ひとし 西浦久連 沼津市消防団員20年

67 防災功労 佐藤　宏 さとう　ひろし 戸田 沼津市消防団員20年

68 防災功労 渡邊　偉智洋 わたなべ　いちひろ 内浦三津 沼津市消防団員20年

69 防災功労 土屋　美明 つちや　よしあき 西浦立保 沼津市消防団員20年

70 防災功労 大川　敬太郎 おおかわ　けいたろう 沼北町 沼津市消防団員20年

71 防災功労 山口　拓郎 やまぐち　たくろう 東沢田 沼津市消防団員20年

72 防災功労 武　剛広 たけ　たかひろ 西島町 沼津市消防団員20年

73 防災功労 日吉　大輔 ひよし　だいすけ 内浦重寺 沼津市消防団員20年

74 防災功労 原田　修治 はらだ　しゅうじ 内浦三津 沼津市消防団員20年

75 防災功労 瀬川　光司 せがわ　こうじ 内浦三津 沼津市消防団員20年

76 防災功労 坂本　日出夫 さかもと　ひでお 下小路町 沼津市防災指導員８年

77 防災功労 鈴木　將信 すずき　まさのぶ 吉田町 沼津市防災指導員８年

78 防災功労 芹澤 　直樹 せりざわ　なおき 我入道浜町 沼津市防災指導員８年

79 防災功労 髙木　和範 たかぎ　かずのり 五月町 自主防災組織役員８年

80 防災功労 湯原　昭雄 ゆはら　あきお 五月町 自主防災組織役員８年



寄附功労 9人

番号 種別 氏名 ふりがな 現住所 功績概要

81 寄附功労 横山　恒美 よこやま　つねみ 下香貫樋ノ口 社会福祉事業推進のために現金を寄附

82 寄附功労 株式会社　共同開発
かぶしきがいしゃ

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

83 寄附功労 スルガ銀行　株式会社
するがぎんこう

かぶしきがいしゃ
通横町 大雨災害の復興支援のために現金を寄附

84 寄附功労 株式会社　静岡中央銀行
かぶしきがいしゃ

しずおかちゅうおうぎんこう
大手町 大雨災害の復興支援のために現金を寄附

85 寄附功労 株式会社　ジョイランド
かぶしきがいしゃ

じょいらんど
大手町 社会福祉向上のために現金を寄附

86 寄附功労 株式会社　東海不動産
かぶしきがいしゃ

とうかいふどうさん
原 大雨災害の復興支援のために現金を寄附

87 寄附功労 ヤマキ　株式会社
やまき

かぶしきがいしゃ
静岡市 大雨災害の復興支援のために現金を寄附

88 寄附功労 にしじま　しずこ 熱海市 産業を担う人材育成のために現金を寄附

89 寄附功労

有限会社

ミーディアムエン

タープライズ

ゆうげんがいしゃ

みーでぃあむえんたーぷらいず
東京都 大雨災害の復興支援のために現金を寄附

善行功労 6組

番号 種別 氏名 ふりがな 現住所 功績概要

90 善行功労 植松　アキノ うえまつ　あきの 市道町 多年にわたり地域の清掃活動に尽力

91 善行功労 山口　照子 やまぐち　てるこ 西間門 多年にわたり地域の清掃活動に尽力

92 善行功労 山田　泰男 やまだ　やすお 吉田町 多年にわたり地域の児童の見守り、清掃活動等に尽力

93 善行功労 川口　貞子 かわぐち　さだこ 吉田町 多年にわたり地域の児童の見守り、清掃活動等に尽力

94 善行功労 石川　弘之 いしかわ　ひろゆき 大岡 多年にわたり地域の高齢者スポーツ推進と交流等に尽力

95 善行功労
木村土木株式会社

沼津獅子浜営業所

きむらどぼくかぶしきかいしゃ

ぬまづししはまえいぎょうしょ
獅子浜 多年にわたり地域の清掃活動に尽力


