
令和４年文化の日表彰受賞者一覧
（敬称略）

1 菊地　恵一 きくち　けいいち 県治功労 現 宮城県議会議員 県議会議員として地方自治の振興に寄与した。

2 髙橋　伸二 たかはし　しんじ 県治功労 現 宮城県議会議員 県議会議員として地方自治の振興に寄与した。

3 吉川　寛康 きっかわ　ひろやす 県治功労 現 宮城県議会議員 県議会議員として地方自治の振興に寄与した。

4 佐々木　幸士 ささき　こうし 県治功労 現 宮城県議会議員 県議会議員として地方自治の振興に寄与した。

5 村上　智行 むらかみ　ともゆき 県治功労 元 宮城県議会議員 県議会議員として地方自治の振興に寄与した。

6 三浦　一敏 みうら　かずとし 県治功労 現 宮城県議会議員 県議会議員として地方自治の振興に寄与した。

7 太田　稔郎 おおた　としろう 県治功労 現 宮城県議会議員 県議会議員として地方自治の振興に寄与した。

8 天下　みゆき あました　みゆき 県治功労 現 宮城県議会議員 県議会議員として地方自治の振興に寄与した。

9 境　恒春 さかい　つねはる 県治功労 現 宮城県議会議員 県議会議員として地方自治の振興に寄与した。

10 村上　一彦 むらかみ　かずひこ 地方自治功労 現 仙台市議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

11 髙見　紀子 たかみ　のりこ 地方自治功労 現 仙台市議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

12 跡部　薫 あとべ　かおる 地方自治功労 現 仙台市議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

13 加藤　和彦 かとう　かずひこ 地方自治功労 現 仙台市議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

14 阿部　かほる あべ　かおる 地方自治功労 現 塩竈市議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

15 小野寺　修 おのでら　おさむ 地方自治功労 元 気仙沼市議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。
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16 氏家　秀穗 うじいえ　ひでほ 地方自治功労
現 気仙沼市固定資産評

価審査委員会委員
多年にわたり固定資産評価審査委員会委員として的
確な審査事務等に尽力した。

17 佐久間　儀郞 さくま　よしろう 地方自治功労 現 白石市議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

18 本郷　一浩 ほんごう　かずひろ 地方自治功労 元 名取市議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

19 谷津　睦夫 やつ　むつお 地方自治功労 元 角田市議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

20 森　長一郎 もり　ちょういちろう 地方自治功労 現 多賀城市議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

21 佐藤　一郎 さとう　いちろう 地方自治功労 現 岩沼市議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

22 布施　孝尚 ふせ　たかひさ 地方自治功労 元 登米市長
多年にわたり市長として地方自治の確立と住民福祉
の向上に尽力した。

23 及川　長太郎 おいかわ　ちょうたろう 地方自治功労 元 登米市議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

24 熊谷　憲雄 くまがい　のりお 地方自治功労 元 登米市議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

25 浅田　修 あさだ　おさむ 地方自治功労 元 登米市議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

26 高橋　渉 たかはし　わたる 地方自治功労 現 栗原市議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

27 ひろしま　みわこ 地方自治功労
現 大崎市選挙管理委員

会委員
多年にわたり選挙管理委員会委員として的確公平な
選挙事務の執行等に尽力した。

28 佐藤　克彦 さとう　かつひこ 地方自治功労 元 富谷市議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

29 さとう　たかひさ 地方自治功労 現 大河原町議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

30 齋　清志 さい　きよし 地方自治功労 現 大河原町長
多年にわたり町長として地方自治の確立と住民福祉
の向上に尽力した。
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31 村上　登 むらかみ　のぼる 地方自治功労 現 村田町議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

32 廣澤　真 ひろさわ　まこと 地方自治功労 現 柴田町議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

33 齋藤　俊夫 さいとう　としお 地方自治功労 元 山元町長
多年にわたり町長として地方自治の確立と住民福祉
の向上に尽力した。

34 髙橋　幸彦 たかはし　ゆきひこ 地方自治功労 現 松島町議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

35 遠藤　紀子 えんどう　のりこ 地方自治功労 現 利府町議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

36 永野　渉 ながの　わたる 地方自治功労 現 利府町議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

37 髙平　聡雄 たかひら　としお 地方自治功労 現 大和町議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

38 文屋　裕男 ぶんや　ひろお 地方自治功労 現 大衡村議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

39 木村　哲夫 きむら　てつお 地方自治功労 現 加美町議会議員
多年にわたる議員活動を通じて地方自治の確立と住
民福祉の向上に尽力した。

40 冨樫　利和 とがし　としかず 産業功労
元 みやぎ仙台商工会副

会長
多年にわたり団体の役員として組織の発展と事業の
推進に努め地域商工業の発展に寄与した。

41 亀井　富保 かめい　とみお 産業功労
現 宮城県建具業連合会

会長
多年にわたり建設業に精励するとともに団体の役員
として地方業界の発展に寄与した。

42 関内　清一 せきうち　せいいち 産業功労
現 仙台市岩切土地改良

区理事長
多年にわたり団体の役員として組織の発展と事業の
推進に努め土地改良事業の振興に寄与した。

43 守屋　博喜 もりや　ひろよし 産業功労
元 全国青果卸売協同組

合連合会副理事長
多年にわたり団体の役員として組織の発展と事業の
推進に努め青果卸売業の振興に寄与した。

44 品川　忠夫 しながわ　ただお 産業功労
現 宮城県農業共済組合

組合長理事
多年にわたり団体役員として組織の発展と事業の推
進に努め地域農業の振興に寄与した。

45 勝又　二郎 かつまた　じろう 産業功労
元 北上追波漁業協同組

合代表理事組合長
多年にわたり団体の役員として組織の発展と事業の
推進に努め地域水産業の振興に寄与した。
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46 松川　孝行 まつかわ　たかゆき 産業功労
現 いしのまき農業協同

組合代表理事組合長
多年にわたり団体役員として組織の発展と事業の推
進に努め地域農業の振興に寄与した。

47 阿部　和郎 あべ　かずお 産業功労
現 角田市農業委員会委

員
多年にわたり農業委員会委員として農地等の効率的
な利用促進に努め地域農業の振興に寄与した。

48 遠藤　光則 えんどう　みつのり 産業功労
現 登米中央商工会副会

長
多年にわたり団体の役員として組織の発展と事業の
推進に努め地域商工業の発展に寄与した。

49 加藤　惣吉 かとう　そうきち 産業功労
現 登米吉田土地改良区

理事長
多年にわたり団体の役員として組織の発展と事業の
推進に努め土地改良事業の振興に寄与した。

50 菊地　雅幸 きくち　まさゆき 産業功労 現 登米中央商工会理事
多年にわたり団体の役員として組織の発展と事業の
推進に努め地域商工業の発展に寄与した。

51 熊谷　敏明 くまがい　としあき 産業功労 現 登米中央商工会会長
多年にわたり団体の役員として組織の発展と事業の
推進に努め地域商工業の発展に寄与した。

52 佐藤　忠良 さとう　ただよし 産業功労
元 登米市東和町土地改

良区理事長
多年にわたり団体の役員として組織の発展と事業の
推進に努め土地改良事業の振興に寄与した。

53 土生　浩也 はぶ　こうや 産業功労 現 登米中央商工会理事
多年にわたり団体の役員として組織の発展と事業の
推進に努め地域商工業の発展に寄与した。

54 立花　善夫 たちばな　よしお 産業功労
元 一般社団法人石巻観

光協会副会長
多年にわたり団体の役員として組織の発展と事業の
推進に努め観光事業の振興に寄与した。

55 橋本　孝一 はしもと　こういち 産業功労 現 東松島市商工会会長
多年にわたり団体の役員として組織の発展と事業の
推進に努め地域商工業の発展に寄与した。

56 村田　秀彦 むらた　ひでひこ 産業功労
現 一般社団法人宮城県

建設業協会理事
多年にわたり団体の役員として組織の発展と事業の
推進に努め建設業界の振興に寄与した。

57 佐藤　正彦 さとう　まさひこ 産業功労 現 蔵王町商工会会長
多年にわたり団体の役員として組織の発展と事業の
推進に努め地域商工業の発展に寄与した。

58 根元　茂 ねもと　しげる 産業功労
現 丸森町農業委員会委

員
多年にわたり農業委員会委員として農地等の効率的
な利用促進に努め地域農業の振興に寄与した。

59 澁谷　幹男 しぶや　みきお 産業功労
元 加美町農業委員会委

員
多年にわたり農業委員会委員として農地等の効率的
な利用促進に努め地域農業の振興に寄与した。

60 山内　正文 やまうち　まさふみ 産業功労 現 南三陸商工会会長
多年にわたり団体の役員として組織の発展と事業の
推進に努め地域商工業の発展に寄与した。
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61 大槻　秀樹 おおつき　ひでき 教育文化功労
現 学校法人南光学園理

事長
多年にわたり学校法人理事長として学校教育の推進
に寄与した。

62 草刈　惠佐雄 くさかり　えさお 教育文化功労
現 一般財団法人宮城県

水泳連盟副会長
多年にわたり団体の役員として競技団体の発展と選
手の競技力向上に努めスポーツの振興に寄与した。

63 小山　猛 こやま　たけし 教育文化功労
現 日本ボーイスカウト

宮城県連盟副理事長
多年にわたり団体の役員として組織の発展に尽力し
活動を通じて社会教育の振興に寄与した。

64 さとう　かずあき 教育文化功労 現 学校医
多年にわたり学校医として児童の健康管理指導に尽
力し学校保健の向上に寄与した。

65 山内　とも子 やまうち　ともこ 教育文化功労
多年にわたり平家琵琶奏者として優れた弾き語りを
行うとともに後進の指導・育成に努め邦楽界の発展
と文化芸術の振興に寄与した。

66 八巻　寿文 やまき　としぶみ 教育文化功労
多年にわたり美術家として優れた創作活動を行うと
ともに社会貢献と人材育成に努め演劇界の発展と文
化芸術の振興に寄与した。

67 大友　弘美 おおとも　ひろみ 教育文化功労 現 学校医
多年にわたり学校医として児童の健康管理指導に尽
力し学校保健の向上に寄与した。

68 福井　俊彦 ふくい　としひこ 教育文化功労 現 学校医
多年にわたり学校医として児童生徒の健康管理指導
に尽力し学校保健の向上に寄与した。

69 森　敏美 もり　としみ 教育文化功労
多年にわたり美術家として優れた創作活動を行うと
ともに後進の指導・育成に努め洋画界の発展と芸術
文化の振興に寄与した。

70 櫻井　清志 さくらい　きよし 教育文化功労
元 塩釜市バレーボール

協会会長
多年にわたり団体の役員として競技団体の発展と選
手の競技力向上に努めスポーツの振興に寄与した。

71 すがわら　もりこ 教育文化功労 元 塩竈市婦人会副会長
多年にわたり団体の役員として地域婦人活動の推進
に努め社会教育の振興に寄与した。

72 菊池　すみ子 きくち　すみこ 教育文化功労
多年にわたり日本舞踊家として日本舞踊の普及と後
進の指導・育成に努め日本舞踊界の発展と文化芸術
の振興に寄与した。

73 鹿野　泰志 かの　やすゆき 教育文化功労 現 学校歯科医
多年にわたり学校歯科医として幼児児童生徒の健康
管理指導に尽力し学校保健の向上に寄与した。

74 鎌田　則子 かまだ　のりこ 教育文化功労 現 学校薬剤師
多年にわたり学校薬剤師として幼児児童生徒の健康
管理指導に尽力し学校保健の向上に寄与した。

75 佐藤　範男 さとう　のりお 教育文化功労 現 宮城県相撲連盟会長
多年にわたり団体の役員として競技団体の発展と選
手の競技力向上に努めスポーツの振興に寄与した。

平家琵琶奏者

美術家・照明家

美術家

日本舞踊家

活動名
花柳　尋葉奈
（はなやぎ　ひろはな）
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76 宇佐美　明 うさみ　あきら 教育文化功労
多年にわたり彫刻家として優れた創作活動を行うと
ともに彫刻の普及と交流活動に努め作品の発表を通
じて文化芸術の振興に寄与した。

77 林　哲明 はやし　てつあき 教育文化功労 元 学校医
多年にわたり学校医として生徒の健康管理指導に尽
力し学校保健の向上に寄与した。

78 飯淵　雅髙 いいぶち　まさたか 教育文化功労 現 学校歯科医
多年にわたり学校歯科医として児童生徒の健康管理
指導に尽力し学校保健の向上に寄与した。

79 平田　一夫 ひらた　かずお 教育文化功労 現 学校医
多年にわたり学校医として児童生徒の健康管理指導
に尽力し学校保健の向上に寄与した。

80 佐澤　史朗 さざわ　しろう 教育文化功労 現 学校歯科医
多年にわたり学校歯科医として幼児児童生徒の健康
管理指導に尽力し学校保健の向上に寄与した。

81 太田　幸江 おおた　ゆきえ 教育文化功労
多年にわたり前衛書家として優れた創作活動を行う
とともに後進の指導・育成に努め書道界の発展と文
化芸術の振興に寄与した。

82 髙橋　均 たかはし　ひとし 教育文化功労 現 学校薬剤師
多年にわたり学校薬剤師として児童生徒の健康管理
指導に尽力し学校保健の向上に寄与した。

83 角田　康夫 つのだ　やすお 教育文化功労
現 宮城県自転車競技連

盟理事長
多年にわたり団体の役員として競技団体の発展と選
手の競技力向上に努めスポーツの振興に寄与した。

84 江田　恵一 えだ　けいいち 教育文化功労
多年にわたり金工作家として優れた創作活動を行う
とともに金工技術の指導と継承に努め伝統工芸の発
展と文化芸術の振興に寄与した。

85 大久保　八江子 おおくぼ　やえこ 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

86 黒田　スミ子 くろだ　すみこ 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

87 佐々木　茂 ささき　しげる 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

88 さとう　ますみ 民生安定功労 現 保護司
多年にわたり保護司として県民福祉の向上に努め民
生の安定に寄与した。

89 澁谷　善功 しぶや　よしのり 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

90 庄子　澄夫 しょうじ　すみお 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

金工作家

活動名
江田　蕙
（えだ　けい）

彫刻家

書家

活動名
太田　蓮紅
（おおた　れんこう）
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91 庄司　初美 しょうじ　はつみ 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

92 高山　昭子 たかやま　あきこ 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

93 兵庫　淑子 ひょうご　よしこ 民生安定功労 現 保護司
多年にわたり保護司として県民福祉の向上に努め民
生の安定に寄与した。

94 藤村　タカ ふじむら　たか 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

95 小川　秀子 おがわ　ひでこ 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

96 北畠　澄子 きたばたけ　すみこ 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

97 さとう　ちえこ 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

98 髙橋　和子 たかはし　かずこ 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

99 日塔　芙士子 にっとう　ふじこ 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

100 黒滝　雪香 くろたき　ゆきか 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

101 髙橋　なみ子 たかはし　なみこ 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

102 鈴木　すづ子 すずき　すづこ 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

103 時　準雄 とき　じゅんゆう 民生安定功労 現 保護司
多年にわたり保護司として県民福祉の向上に努め民
生の安定に寄与した。

104 森　康弘 もり　やすひろ 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

105 櫻井　美子 さくらい　よしこ 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。
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106 さいとう　みつこ 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

107
塩釜地区保護司
会

しおがまちくほごしかい 民生安定功労
多年にわたり県民福祉の向上に向けた活動を行うと
ともに保護司の資質向上を図り民生の安定に寄与し
た。

108 森　京子 もり　きょうこ 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

109 近藤　公人 こんどう　きみと 民生安定功労 現 保護司
多年にわたり保護司として県民福祉の向上に努め民
生の安定に寄与した。

110 畠山　喜代隆 はたけやま　きよたか 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

111 丸谷　清人 まるたに　きよと 民生安定功労 現 保護司
多年にわたり保護司として県民福祉の向上に努め民
生の安定に寄与した。

112 大庭　邦子 おおば　くにこ 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

113 國井　眞一 くにい　しんいち 民生安定功労 現 保護司
多年にわたり保護司として県民福祉の向上に努め民
生の安定に寄与した。

114 秋葉　茂雄 あきば　しげお 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

115 菅野　誠 かんの　まこと 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

116 西條　清貴 さいじょう　きよたか 民生安定功労 現 保護司
多年にわたり保護司として県民福祉の向上に努め民
生の安定に寄与した。

117 佐藤　佳俊 さとう　よしとし 民生安定功労 現 保護司
多年にわたり保護司として県民福祉の向上に努め民
生の安定に寄与した。

118 遊佐　牧子 ゆさ　まきこ 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

119 鮱名　和義 えびな　まさよし 民生安定功労 現 保護司
多年にわたり保護司として県民福祉の向上に努め民
生の安定に寄与した。

120 白鳥　瑞崇 しろとり　ずいしゅう 民生安定功労 現 保護司
多年にわたり保護司として県民福祉の向上に努め民
生の安定に寄与した。



令和４年文化の日表彰受賞者一覧
（敬称略）

通し
番号

氏名 ふりがな 功労区分 主要経歴 功                績

121 千田　庄一郎 ちだ　しょういちろう 民生安定功労 現 保護司
多年にわたり保護司として県民福祉の向上に努め民
生の安定に寄与した。

122 三浦　ちよ子 みうら　ちよこ 民生安定功労 現 保護司
多年にわたり保護司として県民福祉の向上に努め民
生の安定に寄与した。

123 村上　龍勝 むらかみ　たつよし 民生安定功労 現 保護司
多年にわたり保護司として県民福祉の向上に努め民
生の安定に寄与した。

124 亀山　敦子 かめやま　あつこ 民生安定功労 元 人権擁護委員
多年にわたり人権擁護委員として県民福祉の向上に
努め民生の安定に寄与した。

125 菊地　美千枝 きくち　みちえ 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

126 佐藤　多喜子 さとう　たきこ 民生安定功労 現 人権擁護委員
多年にわたり人権擁護委員として県民福祉の向上に
努め民生の安定に寄与した。

127 千葉　春雄 ちば　はるお 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

128 瀧川　まゆみ たきがわ　まゆみ 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

129 長崎　淳 ながさき　じゅん 民生安定功労
元 社会福祉施設従事者

（生活支援員）
多年にわたり生活支援員として県民福祉の向上に努
め民生の安定に寄与した。

130 前田　よし子 まえだ　よしこ 民生安定功労
元 金ケ瀬カトリック保

育園園長
多年にわたり保育士として県民福祉の向上に努め民
生の安定に寄与した。

131 寺島　正子 てらしま　まさこ 民生安定功労 元 人権擁護委員
多年にわたり人権擁護委員として県民福祉の向上に
努め民生の安定に寄与した。

132 冨樫　千津子 とがし　ちづこ 民生安定功労 元 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

133 鎌田　富貴子 かまだ　ふきこ 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

134 佐藤　千鶴子 さとう　ちづこ 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

135 佐々木　信之 ささき　のぶゆき 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。
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136 佐々木　悦子 ささき　えつこ 民生安定功労 現 民生・児童委員
多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の向上
に努め民生の安定に寄与した。

137 伊藤　博志 いとう　ひろし 保健衛生功労
現 一般社団法人宮城県

調理師会専務理事
多年にわたり団体の役員として組織の育成と保健衛
生の向上に寄与した。

138 山中　一臣 やまなか　かずおみ 保健衛生功労
現 公益社団法人宮城県

放射線技師会常務理
事

多年にわたり団体の役員として組織の育成と地域医
療・保健衛生の向上に寄与した。

139 高橋　章 たかはし　あきら 保健衛生功労
現 一般社団法人宮城県

産業資源循環協会副
会長

多年にわたり団体の役員として組織の育成と事業の
推進に努め生活衛生の向上に寄与した。

140 竹丸　登 たけまる　のぼる 保健衛生功労
現 宮城県麺類飲食業生

活衛生同業組合常務
理事

多年にわたり団体の役員として組織の育成と事業の
推進に努め生活衛生の向上に寄与した。

141 かまた　へいきち 保健衛生功労
現 宮城県中華飲食生活

衛生同業組合常務理
事

多年にわたり団体の役員として組織の育成と事業の
推進に努め生活衛生の向上に寄与した。

142 かんべ　こういち 保健衛生功労
元 一般社団法人桃生郡

医師会会長
多年にわたり団体の役員として組織の育成と地域医
療・保健衛生の向上に寄与した。

143 門間　好道 もんま　よしみち 保健衛生功労
現 医療法人有恒会こだ

まホスピタル院長
多年にわたり精神科医師として精神保健福祉に係る
医療の向上や施策の推進に寄与した。

144 あかい　しょうぶ 保健衛生功労
元 宮城県食肉生活衛生

同業組合理事
多年にわたり団体の役員として組織の育成と事業の
推進に努め生活衛生の向上に寄与した。

145 目黒　一美 めぐろ　かずみ 保健衛生功労
元 一般社団法人宮城県

歯科医師会理事
多年にわたり団体の役員として組織の育成と地域医
療・保健衛生の向上に寄与した。

146 日下　恭夫 くさか　やすお 保健衛生功労
現 仙南食品衛生協会理

事
多年にわたり団体の役員として組織の育成と事業の
推進に努め生活衛生の向上に寄与した。

147

ライオンズクラ
ブ国際協会
332-C地区　第4
リジョン第1
ゾーン　女川ラ
イオンズクラブ

らいおんずくらぶこくさい
きょうかい 332-Cちく だ
い4りじょん だい1ぞーん
おながわらいおんずくらぶ

保健衛生功労
多年にわたり献血事業の推進活動に尽力し保健衛生
の向上に寄与した。

148 大沼　忠則 おおぬま　ただのり 消防防災功労
現 仙台市青葉消防団副

団長

多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

149 彦坂　勉 ひこさか　つとむ 消防防災功労
現 仙台市宮城消防団分

団長

多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。
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150 おがわ　たつお 消防防災功労
現 仙台市太白消防団副

団長

多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

151 佐々木　一男 ささき　かずお 消防防災功労 現 石巻市消防団副団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

152 佐藤　利一郎 さとう　りいちろう 消防防災功労 現 石巻市消防団副団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

153 千葉　栄一 ちば　えいいち 消防防災功労 現 石巻市消防団副団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

154 及川　昭一 おいかわ　しょういち 消防防災功労
現 気仙沼市消防団副団

長

多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

155 宮崎　輝彦 みやざき　てるひこ 消防防災功労
現 気仙沼市消防団分団

長

多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

156 村上　昭男 むらかみ　てるお 消防防災功労
現 気仙沼市消防団分団

長

多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

157 相澤　文明 あいざわ　ふみあき 消防防災功労
現 名取市消防本部消防

監

多年にわたり消防吏員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

158 斎藤　巌 さいとう　いわお 消防防災功労 現 名取市消防団副団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

159 伊藤　秀明 いとう　ひであき 消防防災功労 現 登米市消防団副団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

160 後藤　則夫 ごとう　のりお 消防防災功労 現 登米市消防団副団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

161 すがわら　じゅんじ 消防防災功労 現 登米市消防団副団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

162 三浦　善男 みうら　よしお 消防防災功労 現 登米市消防団副団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

163 石川　昭光 いしかわ　しょうこう 消防防災功労 現 栗原市消防団分団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

164 氏家　竹道 うじいえ　たけみち 消防防災功労 現 栗原市消防団分団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。
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165 佐藤　寛一 さとう　かんいち 消防防災功労 現 栗原市消防団分団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

166 さとう　よしゆき 消防防災功労 現 栗原市消防団分団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

167 曽根　文雄 そね　ふみお 消防防災功労 現 栗原市消防団分団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

168 菅井　賢治 すがい　けんじ 消防防災功労
現 東松島市消防団副団

長

多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

169 永塚　優 えいつか　まさる 消防防災功労 現 大崎市消防団分団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

170 櫻井　正幸 さくらい　まさゆき 消防防災功労 現 大崎市消防団分団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

171 千葉　榮一郎 ちば　えいいちろう 消防防災功労 現 大崎市消防団分団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

172 新澤　秀一 にいざわ　しゅういち 消防防災功労 現 大崎市消防団副団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

173 金子　透 かねこ　とおる 消防防災功労 現 富谷市消防団副団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

174 工藤　浩市 くどう　こういち 消防防災功労
現 大河原町消防団分団

長

多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

175 舟山　泰治 ふなやま　たいじ 消防防災功労 現 柴田町消防団分団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

176 神崎　安弘 かんざき　やすひろ 消防防災功労 現 川崎町消防団分団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

177 佐藤　正明 さとう　まさあき 消防防災功労 現 丸森町消防団副団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

178 小野　敬則 おの　かげのり 消防防災功労 現 利府町消防団分団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

179 跡部　信一 あとべ　しんいち 消防防災功労
現 黒川地域行政事務組

合消防本部消防監

多年にわたり消防吏員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。
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180 玉木　雄一 たまき　ゆういち 消防防災功労 現 色麻町消防団分団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

181 堀籠　多富男 ほりごめ　たみお 消防防災功労 現 色麻町消防団分団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

182 大杉　義和 おおすぎ　よしかず 消防防災功労 現 加美町消防団分団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

183 加藤　好昭 かとう　よしあき 消防防災功労 現 加美町消防団分団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

184 佐藤　安憲 さとう　やすのり 消防防災功労 現 涌谷町消防団分団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

185 金子　和明 かねこ　かずあき 消防防災功労 現 美里町消防団分団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

186 こんの　としひろ 消防防災功労 現 美里町消防団分団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

187 櫻井　俊文 さくらい　としふみ 消防防災功労
現 大崎地域広域行政事

務組合消防本部消防
正監

多年にわたり消防吏員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

188 佐々木　昇 ささき　のぼる 消防防災功労 現 美里町消防団分団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

189 伊藤　信幸 いとう　のぶゆき 消防防災功労 現 女川町消防団分団長
多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

190 佐藤　浩之 さとう　ひろゆき 消防防災功労
現 南三陸町消防団分団

長

多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

191 三浦　光喜 みうら　こうき 消防防災功労
現 南三陸町消防団分団

長

多年にわたり消防団員として部下の統率と消防精神
の涵養に努めるとともに災害の予防防御に尽力し地
域社会の安全に寄与した。

192
仙台中央地区企
業防犯連絡協議
会

せんだいちゅうおうちくき
ぎょうぼうはんれんらく
きょうぎかい

防犯功労
多年にわたり企業に対する犯罪防止活動に尽力し地
域の安全安心なまちづくりに貢献した。

193 及川　德朗 おいかわ　とくろう 防犯功労
元 登米市防犯指導隊隊

長

多年にわたり地域の防犯活動に尽力し地域の安全安
心なまちづくりと防犯思想の普及・高揚に貢献し
た。

194 四竃　亮松 しかま　りょうしょう 交通安全功労
現 仙台中央地区地域交

通安全活動推進委員
協議会会長

多年にわたり団体の役員として交通安全思想の普及
啓発と交通事故防止活動に尽力し地域の交通安全に
寄与した。
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195
仙台北地区交通
安全協会

せんだいきたちくこうつう
あんぜんきょうかい

交通安全功労
多年にわたり交通安全思想の普及啓発活動に尽力し
地域の交通事故防止に貢献した。

196 鈴木　功 すずき　いさお 交通安全功労
元 仙台市東地区交通指

導隊隊長

多年にわたり交通指導隊の隊長として交通安全思想
の普及啓発と交通事故防止に尽力し地域の交通安全
に寄与した。

197
塩釜地区安全運
転管理者会

ちおがまちくあんぜんうん
てんかんりしゃかい

交通安全功労
多年にわたり地域の事業所に対し交通事故防止に向
けた啓発活動等に尽力し企業等における交通事故防
止に貢献した。

198 ��横田　商市 よこた　しょういち 交通安全功労
元 気仙沼市交通指導隊

隊長

多年にわたり交通指導隊の隊長として交通安全思想
の普及啓発と交通事故防止に尽力し地域の交通安全
に寄与した。

199 丹野　惠子 たんの　けいこ 交通安全功労
元 名取市交通安全母の

会会長

多年にわたり交通安全母の会の会長として交通安全
思想の普及啓発と交通事故防止に尽力し地域の交通
安全に寄与した。

200 鈴木　英子 すずき　えいこ 交通安全功労
現 多賀城市交通安全母

の会理事

多年にわたり交通安全母の会の役員として交通安全
思想の普及啓発と交通事故防止に尽力し地域の交通
安全に寄与した。

201 佐々木　克幸 ささき　よしゆき 交通安全功労
現 色麻町交通安全指導

員隊長

多年にわたり交通指導隊の隊長として交通安全思想
の普及啓発と交通事故防止に尽力し地域の交通安全
に寄与した。

202 三嶋　幸夫 みしま　ゆきお 交通安全功労
元 加美町交通安全指導

隊隊長

多年にわたり交通指導隊の隊長として交通安全思想
の普及啓発と交通事故防止に尽力し地域の交通安全
に寄与した。

203 鎌田　裕子 かまだ　ゆうこ 交通安全功労
現 美里町交通安全母の

会連合会副会長

多年にわたり交通安全母の会の役員として交通安全
思想の普及啓発と交通事故防止に尽力し地域の交通
安全に寄与した。

204 𠮷田　マリ子 よしだ　まりこ 調査統計功労 現 統計調査員
多年にわたり統計調査員として各種統計調査に尽力
し調査統計の普及・改善に寄与した。

205 小原　芳枝 おばら　よしえ 調査統計功労 現 統計調査員
多年にわたり統計調査員として各種統計調査に尽力
し調査統計の普及・改善に寄与した。

206 酒井　紀子 さかい　のりこ 調査統計功労 現 統計調査員
多年にわたり統計調査員として各種統計調査に尽力
し調査統計の普及・改善に寄与した。

207 今野　まゆみ こんの　まゆみ 調査統計功労 現 統計調査員
多年にわたり統計調査員として各種統計調査に尽力
し調査統計の普及・改善に寄与した。

208 小野寺　節子 おのでら　せつこ 調査統計功労 現 統計調査員
多年にわたり統計調査員として各種統計調査に尽力
し調査統計の普及・改善に寄与した。

209 佐藤　進 さとう　すすむ 調査統計功労 現 統計調査員
多年にわたり統計調査員として各種統計調査に尽力
し調査統計の普及・改善に寄与した。
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210 首藤　俊一 しゅとう　しゅんいち 調査統計功労 現 統計調査員
多年にわたり統計調査員として各種統計調査に尽力
し調査統計の普及・改善に寄与した。

211 菅原　祐子 すがわら　ゆうこ 調査統計功労 現 統計調査員
多年にわたり統計調査員として各種統計調査に尽力
し調査統計の普及・改善に寄与した。

212 軽部　賢治 かるべ　けんじ 調査統計功労 現 統計調査員
多年にわたり統計調査員として各種統計調査に尽力
し調査統計の普及・改善に寄与した。

213 岡崎　律子 おかざき　りつこ 調査統計功労 現 統計調査員
多年にわたり統計調査員として各種統計調査に尽力
し調査統計の普及・改善に寄与した。

214 布塚　幸男 ぬのつか　さちお 調査統計功労 現 統計調査員
多年にわたり統計調査員として各種統計調査に尽力
し調査統計の普及・改善に寄与した。

215 唐沢　美貴子 からさわ　みきこ 調査統計功労 現 統計調査員
多年にわたり統計調査員として各種統計調査に尽力
し調査統計の普及・改善に寄与した。

216 小山田　明 おやまだ　あきら 調査統計功労 現 統計調査員
多年にわたり統計調査員として各種統計調査に尽力
し調査統計の普及・改善に寄与した。

217 坂　茂子 さか　しげこ 善行功労 現 音訳奉仕員
多年にわたり音訳奉仕員として県民福祉の向上に努
め奉仕活動に尽力した。

218 久我　惠美子 くが　えみこ 国際交流功労
元 石巻市国際交流協会

会長
多年にわたり団体の役員として事業の推進に努め国
際交流の振興に寄与した。

219 清水　孝夫 しみず　たかお 国際交流功労
現 国際サークル友好２

１顧問
多年にわたり団体の役員として事業の推進に努め国
際交流の振興に寄与した。


