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沼津市は、大正 12年７月１日に市制が施行され、本年で 98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３年度

は 62名及び１団体の皆さまを表彰します。 

 

                            

           一般表彰    62 名及び１団体  

         

 

 

 

 

 

  

 

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３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。 
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本市発展への多大なる功労を称えて  

令和３年度  沼津市表彰  

功労ごとの受賞者数 

自治功労 ８名 教育功労 ７名 文化功労 ６名 

産業功労 ８名 社会福祉功労 13名 防災功労 18名 

寄附功労 １団体 善行功労 ２名  

 

【表彰式について】  



資料 
 

 

令和３年度 

沼津市表彰 受賞者 
 

      特別表彰 なし 
 

一般表彰  62名及び１団体 

 

 

       自治功労   ８ 

       教育功労   ７ 

       文化功労   ６ 

       産業功労   ８ 

       社会福祉功労 13 

       防災功労   18 

       寄附功労   １ 

       善行功労   ２ 



自治功労

番号 種別 氏名 ふりがな 現住所 功績概要

1 自治功労 髙橋　達也 たかはし　たつや 大岡 沼津市議会議員12年

2 自治功労 土屋　勝已 つちや　かつみ 足高 沼津市地区委員11年

3 自治功労 涌田　克己 わくた　かつみ 下香貫前原 沼津市地区委員9年

4 自治功労 石渡　保宣 いしわた　やすのぶ 大手町 沼津市地区委員8年

5 自治功労 勝又　克己 かつまた　かつみ 中瀬町 沼津市地区委員8年

6 自治功労 矢田　和雄 やた　かずお 中瀬町 沼津市地区委員8年

7 自治功労 小池　正一 こいけ　まさかず 市道町 沼津市地区委員8年

8 自治功労 海野　伸男 うみの　のぶお 町方町 沼津市地区委員8年

教育功労

番号 種別 氏名 ふりがな 現住所 功績概要

9 教育功労 秋元　泰子 あきもと　やすこ 杉崎町 沼津市少年補導委員12年

10 教育功労 當眞　嗣雄 とうま　つぐお 山王台 沼津市青少年育成推進員12年

11 教育功労 浜島　茂 はましま　しげる 岡一色 沼津市青少年育成推進員12年

12 教育功労 中島　隆弘 なかじま　たかひろ 庄栄町 沼津市青少年育成推進員12年

13 教育功労 山田　佳代 やまだ　かよ 原 沼津市青少年育成推進員12年

14 教育功労 山田　陽子 やまだ　ようこ 青野 沼津市生涯学習地域推進員21年

15 教育功労 臼井　勇二 うすい　ゆうじ 今沢 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 現住所 功績概要

16 文化功労 森田　宗雅 もりた　そうが 下香貫大久保 沼津市芸術祭実行委員17年

17 文化功労 鈴木　重治 すずき　しげはる 東椎路 沼津市芸術祭実行委員16年

18 文化功労 仲本　兼智 なかもと　けんち 下香貫八重 沼津市芸術祭実行委員15年

19 文化功労 池田　宗博 いけだ　そうはく 大岡 沼津市茶道連盟役員51年

20 文化功労 宮内　宗豊 みやうち　そうほう 西島町 沼津市茶道連盟役員50年

21 文化功労 藤田　信龍 ふじた　しんりゅう 大岡 沼津市茶道連盟役員38年



産業功労

番号 種別 氏名 ふりがな 現住所 功績概要

22 産業功労 芦󠄀澤　剛彦 あしざわ　たけひこ 岡宮 沼津市指定給水工事店協同組合役員17年

23 産業功労 小松　利壽 こまつ　としひさ 下香貫島郷 静浦ひもの協同組合役員21年

24 産業功労 坂倉　通之 さかくら　みちゆき 志下 静浦ひもの協同組合役員15年

25 産業功労 鈴木　敏 すずき　さとし 原 沼津市商工会役員15年

26 産業功労 村松　富近 むらまつ　とみちか 原 沼津時計商組合役員20年

27 産業功労 三石　明夫 みついし　あきお 大手町 沼津時計商組合役員16年

28 産業功労 峯　敏明 みね　としあき 大諏訪 静岡県沼津溶接協会役員31年

29 産業功労 脇屋　博明 わきや　ひろあき 東原 沼津鳶職組合若鳶会役員15年

社会福祉功労

番号 種別 氏名 ふりがな 現住所 功績概要

30 社会福祉功労 野田　三信 のだ　みつのぶ 下香貫下障子 沼津市交通安全地区委員12年

31 社会福祉功労 榊󠄀原　勝美 さかきばら　かつみ 西島町 沼津市交通指導員12年

32 社会福祉功労 増田　宏治 ますだ　こうじ 東熊堂 沼津市交通指導員12年

33 社会福祉功労 和田　和男 わだ　かずお 東原 沼津市交通指導員12年

34 社会福祉功労 板井　和広 いたい　かずひろ 長泉町 一般社団法人沼津薬剤師会役員15年

35 社会福祉功労 岩崎　勝壽 いわさき　かつひさ 下香貫大久保 保護司12年

36 社会福祉功労 植松　佳世子 うえまつ　かよこ 原 保護司12年

37 社会福祉功労 石川　きわ子 いしかわ　きわこ 大塚 民生委員・児童委員12年

38 社会福祉功労 山本　寧子 やまもと　やすこ 下香貫石原 民生委員・児童委員12年

39 社会福祉功労 秋山　佳代美 あきやま　かよみ 原 民生委員・児童委員12年

40 社会福祉功労 野崎　典子 のざき　のりこ 根古屋 民生委員・児童委員12年

41 社会福祉功労 福島　恵子 ふくしま　けいこ 東椎路 福祉施設職員28年

42 社会福祉功労 大野　陽子 おおの　ようこ 米山町 福祉施設職員24年



防災功労

番号 種別 氏名 ふりがな 現住所 功績概要

43 防災功労 田口　茂紀 たぐち　しげき 岡一色 沼津市消防団員20年

44 防災功労 工藤　勝久 くどう　かつひさ 小諏訪 沼津市消防団員20年

45 防災功労 渡邊　智明 わたなべ　ともあき 内浦小海 沼津市消防団員20年

46 防災功労 木村　淳一 きむら　じゅんいち 内浦重寺 沼津市消防団員20年

47 防災功労 林田　浩通 はやしだ　ひろゆき 下香貫宮脇 沼津市消防団員20年

48 防災功労 渡邊　孝史 わたなべ　たかし 西条町 沼津市消防団員20年

49 防災功労 中島　藤七 なかじま　とうしち 戸田 沼津市消防団員20年

50 防災功労 増山　吉延 ますやま　よしのぶ 松長 沼津市消防団員20年

51 防災功労 石𫝉　健 いしくら　たけし 西浦河内 沼津市消防団員20年

52 防災功労 金田　鉄平 かねだ　てっぺい 戸田 沼津市消防団員20年

53 防災功労 森谷　英生 もりや　ひでお 吉田町 沼津市消防団員20年

54 防災功労 伊海　政利 いかい　まさとし 内浦重寺 沼津市消防団員20年

55 防災功労 池田　悠征 いけだ　ひろまさ 伊豆の国市 沼津市消防団員20年

56 防災功労 大川　泰秀 おおかわ　やすひで 西浦木負 沼津市消防団員20年

57 防災功労 長尾　佑介 ながお　ゆうすけ 大岡 沼津市消防団員20年

58 防災功労 石渡　博規 いしわた　ひろき 西浦立保 沼津市消防団員20年

59 防災功労 間宮　隆弘 まみや　たかひろ 五月町 自主防災組織役員10年

60 防災功労 高橋　 夫 たかはし　よしお 平町 自主防災組織役員９年

寄附功労

番号 種別 氏名 ふりがな 現住所 功績概要

61 寄附功労 信金中央金庫 しんきんちゅうおうきんこ 東京都 1,000万円を寄附

善行功労

番号 種別 氏名 ふりがな 現住所 功績概要

62 善行功労 藤田　照子 ふじた　てるこ 東間門 多年にわたり地域の清掃活動に尽力

63 善行功労 新海　勲 しんかい　いさお 大塚 多年にわたり地域の清掃活動に尽力
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