
氏名 表彰事項 氏名 表彰事項 氏名 表彰事項

升谷　孝雄 産業開発功労 保坂たつ江 社会福祉民生安定功労

谷本　治昨 開拓功労 秋田　一夫 産業開発功労 斉藤　マサ 社会福祉民生安定功労

浮田　粂蔵 開拓功労 吉田　平作 産業開発功労 五十嵐　秀 社会福祉民生安定功労

席　一太郎 開拓功労 国本　次郎 産業開発功労 山本　武 社会福祉民生安定功労

東谷　良造 開拓功労 林　昌吉 産業開発功労 山岸　春子 社会福祉民生安定功労

原田　秀夫 住民自治活動功労 石井　清 社会福祉民生安定功労 加藤孝三郎 社会福祉民生安定功労

近藤　一 自治功労 中村　重雄 社会福祉民生安定功労 阿部喜美野 社会福祉民生安定功労

小坂　茂 自治功労 高橋富次郎 社会福祉民生安定功労 奈良千年司 社会福祉民生安定功労

喜多村清太郎 自治功労 今野　金光 社会福祉民生安定功労 土岐　敬造 社会福祉民生安定功労

深瀬　重一 自治功労 田中　清 社会福祉民生安定功労 高源　秀雄 社会福祉民生安定功労

城川　徹郎 自治功労 道添　かね 社会福祉民生安定功労 吉光春次郎 社会福祉民生安定功労

鶴羽正次郎 自治功労 吉沢　雄次 社会福祉民生安定功労 藤原　栄松 社会福祉民生安定功労

播摩徳次郎 自治功労 綿谷　富作 保健衛生功労 夏井　秋雄 社会福祉民生安定功労

八幡　一栄 自治功労 伊藤　忠 保健衛生功労 和島富五郎 統計功労

吉田　敏夫 自治功労 阿部　右善 災害防止功労 丸瀬　一男 統計功労

尾田　三郎 自治功労 尾崎　一郎 災害防止功労 櫻井　光雄 統計功労

黒江貞之助 自治功労 児玉　鉄藏 災害防止功労 堀口　久雄 災害防止功労

三上五三郎 自治功労 古野三千治 災害防止功労 川内禹之吉 災害防止功労

三国　二郎 自治功労 笹嶋　与作 統計功労 井口　正一 災害防止功労

佐藤　孫吉 自治功労 五十嵐　実 統計功労 眞田　清 災害防止功労

横山　巌 自治功労 堀田　文輔 港湾功労 三ツ井信雄 災害防止功労

居林　重雄 自治功労 泉谷　順治 港湾功労 中島　賢治 災害防止功労

山岸　興作 自治功労 木村繁太郎 港湾功労

野原　忠治 自治功労 山田　宏男 港湾功労 加藤　文夫 自治功労

村上　勇 自治功労 高橋　信郎 労働団体功労 古野　洋介 自治功労

遠藤　常二 自治功労 浅海　英雄 自治功労

中原大太郎 自治功労 川崎　忠 自治功労 山本　悟朗 自治功労

寺井　利恵 自治功労 安代　康二 自治功労 渋谷　四郎 住民自治活動功労

須藤　兼一 自治功労 佐藤　清一 自治功労 松坂　要治 住民自治活動功労

中川　通 自治功労 加藤　淳一 自治功労 工藤　官治 住民自治活動功労

天内　雄作 自治功労 尾田由太郎 住民自治活動功労 三上　正信 住民自治活動功労

矢野　慶治 教育文化・スポーツ功労 白鳥ハツヱ 住民自治活動功労 小松　秀一 住民自治活動功労

小沢　博 教育文化・スポーツ功労 安居　暁丸 住民自治活動功労 牧野　武長 住民自治活動功労

田中　雄一 教育文化・スポーツ功労 金森　邦輝 住民自治活動功労 潟端　正幸 住民自治活動功労

蓼沼　トミ 教育文化・スポーツ功労 櫻井　春夫 教育文化・スポーツ功労 菅沼　石雄 住民自治活動功労

沢泉　昭吉 教育文化・スポーツ功労 内堀　良一 教育文化・スポーツ功労 小林　毅 社会文化・スポーツ功労

原田　武夫 教育文化・スポーツ功労 井原　長治 産業開発功労 古川　数登 産業開発功労

森本　正義 産業開発功労 中塚　政雄 産業開発功労 表　順一 産業開発功労

浜田　菊次 産業開発功労 橋本　季雄 社会福祉民生安定功労 勝山　直通 産業開発功労

岩崎　一郎 産業開発功労 古城ひさ志 社会福祉民生安定功労 岸　　明 産業開発功労

武内　豊誌 産業開発功労 平野由太郎 社会福祉民生安定功労 戸田　祐清 産業開発功労

大野市三郎 産業開発功労 吉澤よしゑ 社会福祉民生安定功労 阿部　富久 産業開発功労
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竹内　正次 産業開発功労 松本　茂 自治功労

中原　信弘 産業開発功労 安達　芳徳 産業開発功労 鈴田　忠雄 自治功労

横山　幸男 産業開発功労 石川　幸男 社会福祉民生安定功労 次木　若栄 自治功労

浅石　鉄男 産業開発功労 荻原　あい 社会福祉民生安定功労 加藤　実 自治功労

久保田八十八 産業開発功労 亀谷　正信 社会福祉民生安定功労 米木　弘良 自治功労

斎藤　守三 産業開発功労 加藤　幸一 社会福祉民生安定功労 工藤　葵 自治功労

出沢金次郎 産業開発功労 小松　カヨ 社会福祉民生安定功労 近藤　信久 自治功労

米永　愛知 産業開発功労 沢出　春江 社会福祉民生安定功労 二本柳正彦 自治功労

佐賀吉次郎 産業開発功労 鹿内ミチヨ 社会福祉民生安定功労 下川　安長 教育功労

鈴田　定治 産業開発功労 夏井　房尾 社会福祉民生安定功労 澤住　和夫 教育功労

浜本政太郎 社会福祉民生安定功労 渡辺　正美 社会福祉民生安定功労 佐藤　信夫 教育功労

香城　芳麿 保健衛生功労 今島　浩 保健衛生功労 清水　陞 教育功労

富山　惟夫 保健衛生功労 笠井　清蔵 貯蓄納税功労 吉野　良一 教育功労

永原　晴夫 保健衛生功労 小笹　保 貯蓄納税功労 野崎　佳正 教育功労

橋場　久夫 保健衛生功労 中原金太郎 貯蓄納税功労 菊地　敏夫 教育功労

石川　幸男 災害防止功労 池田　彰助 災害防止功労 捻金　昭二 教育功労

能登　春雄 災害防止功労 笹島　要吉 災害防止功労 平松キエ子 教育功労

北島伊三郎 災害防止功労 斉藤　利雄 災害防止功労 工藤　朋幸 教育功労

後藤　秀雄 市民憲章推進功労 高橋　定弘 災害防止功労 捻金　秀子 教育功労

高橋　末蔵 災害防止功労 小林　正二 教育功労

石黒　行男 自治功労 畠山　知 災害防止功労 村山　正安 教育功労

石塚　又基 自治功労 原田　務 災害防止功労 桑山　亮子 青少年健全育成功労

石井　信輔 自治功労 渕上　和夫 災害防止功労 川原　久子 青少年健全育成功労

小野　佐一 自治功労 山下　滋 災害防止功労 本間　キヨ 青少年健全育成功労

亀山　武勇 自治功労 大室　重一 青少年健全育成功労 石橋　京一 青少年健全育成功労

梶間　茂 自治功労 藤島　幹之 青少年健全育成功労

勝山　武雄 自治功労 高田　勝美 住民自治活動功労 笠松　孝久 青少年健全育成功労

児玉　信一 自治功労 池田　幸一 住民自治活動功労 城越　由雄 青少年健全育成功労

塩谷　洋次 自治功労 和田　貞次 住民自治活動功労 千葉　佐一 青少年健全育成功労

田下　一夫 自治功労 上川　章 住民自治活動功労 太田勇三郎 青少年健全育成功労

野崎　良夫 自治功労 村岡　信一 住民自治活動功労 山岸　清吾 青少年健全育成功労

伊端　利昌 住民自治活動功労 渋谷　和夫 住民自治活動功労 岡崎　春美 青少年健全育成功労

尾立　壮治 住民自治活動功労 松本　貞清 住民自治活動功労 中西　民夫 青少年健全育成功労

角谷　兼作 住民自治活動功労 石塚　作蔵 住民自治活動功労 福島慶四郎 青少年健全育成功労

成瀬　鉄男 住民自治活動功労 八島伊勢雄 住民自治活動功労 辻本　弘道 交通安全功労

室谷　一雄 住民自治活動功労 近藤　重一 住民自治活動功労 澤井　定七 交通安全功労

森下繁太郎 住民自治活動功労 松澤　達也 納税功労 大石　正雄 交通安全功労

梅木二三子 教育文化・スポーツ功労 野島　重弘 納税功労 堺　律子 交通安全功労

笠原　英生 教育文化・スポーツ功労 浜中第二納税組合 納税功労 小笠原タキエ 交通安全功労

神力　シゲ 教育文化・スポーツ功労 開運町振興会納税組合 納税功労 白鳥テツ子 交通安全功労

江川　英雄 産業開発功労 山手通納税貯蓄組合 納税功労 留萌市交通安全指導員会 交通安全功労

鎌田　肇 産業開発功労 中三泊納税貯蓄組合 納税功労 留萌市交通安全協会 交通安全功労

銭丸　一雄 産業開発功労 沖見第二納税貯蓄組合 納税功労 留萌市防犯協会 防犯功労
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浜本　照子 社会福祉功労 北村　禮子 民生安定功労

金澤　睦子 統計功労 田中　証 社会福祉功労 玉川　隆一 民生安定功労

小笹　英一 統計功労 原田　成 社会福祉功労 原田　和美 商工功労

小笹きよ子 統計功労 荒川　良男 社会福祉功労 中島　啓造 商工功労

酒井　ユリ 統計功労 草野　明 社会福祉功労 堀松　良一 商工功労

津軽屋　実 統計功労 松井　節夫 社会福祉功労 見原　健児 商工功労

張江　定雄 統計功労 矢川　園子 社会福祉功労 堤　三明 商工功労

松本　博 統計功労 前田　静 社会福祉功労 櫛井藤喜男 水産功労

室田　敏雄 統計功労 北上　藤市 社会福祉功労 前田　邦彦 農林業功労

山本　美恵 統計功労 留萌市レク・ボラ協会 社会福祉功労 小林　実 農林業功労

山岸　正己 統計功労 留萌ボランティア連盟 社会福祉功労 河崎喜久雄 農林業功労

佐藤　友義 統計功労 留萌アマチュア無線クラブ 社会福祉功労 東　　章 農林業功労

江澤　洋子 統計功労 留萌市理容研究サークル 社会福祉功労 尾田　政隆 農林業功労

菊池　龍雄 社会福祉功労 留萌歌謡クラブ 社会福祉功労 谷下　利穂 防災功労

近藤　明美 社会福祉功労 留萌ＢＢＳ会 社会福祉功労 今野　正雄 防災功労

尾崎　康平 社会福祉功労 留萌市民生委員協議会 社会福祉功労 瀬尾　富治 防災功労

白鳥　奉子 社会福祉功労 留萌市老人クラブ連合会 社会福祉功労 久保　公昭 防災功労

菊谷　千之 社会福祉功労 留萌市更生保護婦人会 社会福祉功労 藤原　敬一 防災功労

宮本　正子 社会福祉功労 留萌赤十字奉仕団 社会福祉功労 白鳥　恒二 防災功労

石塚　辰雄 社会福祉功労 留萌手話サークル 社会福祉功労 岩谷　富雄 防災功労

津久井芳永 社会福祉功労 おもちゃライブラリー 社会福祉功労 島田　泰幸 防災功労

近藤　昭成 社会福祉功労 留萌建築業組合青年部社会福祉功労 飛島　弦二 防災功労

塚田　亮二 社会福祉功労 越野　俊興 民生安定功労
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