
 報道取材情報（沼津市）      平成 29 年 11 月 17 日（金）発表 

 

名 称 等  平成 29 年度 沼津市技能功労者表彰式の開催 

実施日時  平成 29 年 11 月 22 日（水曜日） 14 時 45 分～ 

場   所  沼津市上土町 100 番地の 1 

沼津リバーサイドホテル ４階  秀麗 

             電話：055-952-2411 

担   当  産業振興部 商工振興課  

        直通：055-934-4749  内線 2582 

 

１  内 容 

満 55 歳（11 月１日現在）以上の方で、同一職業に 30 年以上従事している功労顕著な技能者 

を表彰します。 

 

２  目的・理由 

   この表彰は、永く同一の職業に従事する功労顕著な技能者の社会的・経済的地位の高揚及び

技能水準の向上を図ることを目的として行っています。 

 

３  経緯・経過 

     昭和 51 年から続く表彰で、今年で 42 回目です。受賞者は今年度を含め 2,020 人となります。 
 
４  表彰式の概要 

(１) 平成 29 年度受賞者 
16 職種 27 人（男性 23 人、女性 ４人） 

        
（２） 表彰式出席者 

 ・受賞者 
 ・同伴者 
 ・来賓 
 ・選考委員 

２０人

６人

６人

１９人

 
 
 
 

 
（３） 受賞者へ渡すもの 

・表彰状  
・記念品（楯）  
・引出物（お菓子・お酒） 

      
５  その他 

 式次第・受賞者名簿は別紙のとおり 



 

 

平成 29 年度 沼津市技能功労者表彰式 次第 

 

 
日時：平成 29 年 11 月 22 日（水） 

受付   14 時～14 時 30 分 

式典   14 時 45 分～15 時 30 分 

写真撮影 15 時 45 分～ 

（16 時終了予定） 

場所：沼津リバーサイドホテル４階 秀麗 

 

 

 

１ 開 式 

 

２ 表     彰 

 

３ 市長あいさつ 

 

４ 来 賓 祝 辞   沼津市議会 議長 

            沼津商工会議所 会頭 

 

５ 来 賓 等 紹 介 

 

６ 受賞者代表謝辞    

 

７ 閉 式    



平成29年度　沼津市技能功労者表彰 表彰者名簿

　(敬称略）

№ 職    種 氏   名 年齢 年数 住         所

1 建築大工 大塚　一利 57 39 大塚

2 左官 初又　貞光 55 37 内浦三津

3 鳶職 山本　剛弘 56 30 下香貫藤井原

4 建具職 田中　新治 69 53 東熊堂

5 塗装看板工 清水　秀之 64 46 大岡

6 配管工 野口　貴之 55 35 我入道江川

7 整備士 佐野　仁 70 48 添地町

8 整備士 駿東　昌昭 62 30 東椎路

9 クリーニング職 塩谷　正和 63 41 本字浅間町

10 理容師 青木　よし江 69 48 大岡

11 理容師 中澤　光子 67 52 本丸子町

12 理容師 大嶽　光雄 67 46 大諏訪

13 理容師 間藤　正夫 67 52 大岡

14 理容師 山田　三良 67 51 寿町

15 理容師 松原　久 67 49 三芳町

16 美容師 中里　みゆき 66 44 吉田町

17 美容師 山本　由美子 65 50 大岡

18 美容師 新井　正吉 66 48 日の出町

19 家具職 神尾　昌美 56 38 今沢

20 製菓技術師 村上　公彦 65 46 大手町

21 調理師 髙橋　好治 85 58 市場町

22 調理師 藤田　和美 75 58 下香貫島郷

23 (製缶溶接工) 宮下　孝一 66 48 西椎路

24 水産物加工職 飯塚　清次 82 67 志下

25 水産物加工職 近藤　吉晴 79 52 下香貫外原

26 水産物加工職 菅沼　悟 63 45 蓼原町

27 食肉技術職 岩﨑　為明 63 45 本郷町


