
（順不同・敬称略）

種別 功績概要 ふりがな 氏　　名

地域振興功労

　昭和５７年４月から昭和６３年３月まで、平成元年４月から
平成５年３月まで、平成７年４月から平成２４年３月まで、平
成２５年４月から現在まで、約３２年間の永きにわたり、真砂
５丁目町内会会長を務め、地域における諸問題の解決に積極的
に取り組まれ、地域社会づくりに尽力されている。
　また、昭和６１年４月から昭和６３年３月まで、平成４年４
月から平成５年３月まで、平成２２年４月から平成２４年３月
まで通算５年間、真砂中学校区（第３１地区）町内自治会連絡
協議会会長を務められるなど、地域のリーダーとして活躍さ
れ、町内自治会活動を通して地域社会発展のために大きく貢献
されている。

くぼた　とらえい 久保田　寅英

地域振興功労

　平成１４年４月から現在まで、約１６年間の永きにわたり、
５番街コミュニティー会長を務め、地域における諸問題の解決
に積極的に取り組まれ、地域社会づくりに尽力されている。
　また、平成１９年４月から１１年間、打瀬中学校区（第４７
地区）町内自治会連絡協議会会長を、平成２７年４月から３年
間、美浜区町内自治会連絡協議会会長を、平成２７年６月から
１年間、千葉市町内自治会連絡協議会会長を務められるなど、
地域のリーダーとして活躍され、町内自治会活動を通して地域
社会発展のために大きく貢献されている。

とうやま　たかゆき 遠山　孝行

統計功労

　昭和６３年１０月から現在まで、約３０年間の永きにわた
り、統計調査員として数々の統計調査に携わられている。
　その間、国勢調査５回、住宅・土地統計調査３回、商業統計
調査１０回、就業構造基本調査５回、労働力調査（特別調査）
５回、工業統計調査２８回、経済センサス‐基礎調査２回、経
済センサス‐活動調査２回、その他の調査３９回と、計９９回
の調査に携わられ、迅速かつ正確な調査により調査客体からの
信頼も得て、統計行政に大きく貢献されている。

つちや　なおよ 土屋　修代

社会福祉功労

　平成６年１月から現在まで、約２４年間の永きにわたり、民
生委員・児童委員を務められ、児童・青少年の育成のほか、高
齢者や生活困窮者に対する援護指導にも情熱を注ぎ、その自立
と更生に尽力されている。
　平成２２年１２月から現在まで、千葉市第３０３地区民生委
員児童委員協議会会長を務められるとともに、平成２５年１２
月からは千葉市稲毛区民生委員児童委員協議会副会長を、平成
２８年１２月からは千葉市民生委員児童委員協議会常務を務め
られるなど、民生委員・児童委員活動の推進に尽力し、本市の
地域福祉の発展に大きく貢献されている。

いのうえ　みほこ 井上　美穗子

社会福祉功労

　平成６年１月から現在まで、約２４年間の永きにわたり、民
生委員・児童委員を務められ、児童・青少年の育成のほか、高
齢者や生活困窮者に対する援護指導にも情熱を注ぎ、その自立
と更生に尽力されている。
　平成２１年１２月から現在まで、千葉市第５０６地区民生委
員児童委員協議会会長を務められるとともに、平成２２年１２
月から平成３０年２月まで、千葉市緑区民生委員児童委員協議
会監事を、平成２８年１２月からは千葉市緑区民生委員児童委
員協議会副会長を、平成３０年３月からは千葉市民生委員児童
委員協議会常務を務められるなど、民生委員・児童委員活動の
推進に尽力し、本市の地域福祉の発展に大きく貢献されてい
る。

とりやま　ゆきえ 鳥山　雪江

こども・青少年功労

　昭和６２年５月から現在まで、約３１年間の永きにわたり、
高洲第一中学校区青少年育成委員会委員を務められ、青少年の
健全育成に尽力されている。
　平成２１年５月から現在まで同委員会の会長を務められ、豊
かな経験と強い責任感をもって、同委員会の発展に尽力されて
いる。また、地域のパトロール活動やこども１１０番の登録活
動などを行うとともに、地域での行事を立案・実施し、地域の
活性化にも積極的に取り組むなど、本市の青少年の健全育成行
政の発展に大きく貢献されている。

おおくぼ　なぎ 大久保　凪

表彰日：平成３０年１０月18日

平成３０年度　特別市政功労者

- 1 -



種別 功績概要 ふりがな 氏　　名

こども・青少年功労

　平成６年６月から現在まで、約２４年間の永きにわたり、土
気南中学校区青少年育成委員会委員を務められ、青少年の健全
育成に尽力されている。
　平成１６年１０月から平成２６年６月まで同委員会の会長を
務められ、豊かな経験と強い責任感をもって、同委員会の発展
に尽力された。また、環境パトロールやレクリエーション部の
活動などにも熱心に参加されるとともに、広報委員として広報
誌づくりに積極的に取り組むなど、本市の青少年の健全育成行
政の発展に大きく貢献されている。

たばた　あきこ 田幡　章子

こども・青少年功労

　昭和５８年４月から現在まで、約３５年間の永きにわたり、
川戸中学校区青少年育成委員会委員を務められ、青少年の健全
育成に尽力されている。
　平成６年５月から平成１６年４月まで同委員会の会長を務め
られ、豊かな経験と強い責任感をもって、同委員会の発展に尽
力された。
　また、平成２５年からは「川戸故郷づくりの会」の会長とし
て、地域の発展に貢献されるとともに、セーフティーウォッ
チャーとして毎朝通学路に立ち、児童生徒の安全を守り続ける
など、本市の青少年の健全育成行政の発展に大きく貢献されて
いる。

みうら　としお 三浦　登志雄

交通安全功労

　昭和６０年４月から現在まで、約３３年間の永きにわたり、
千葉南交通安全協会土気支部交通指導員として、交通安全の推
進に尽力されている。
　平成２４年９月からは、同協会の会長として会の健全な運営
に尽力されるとともに、交通指導員の先頭に立ち、地域会員の
協力を得ながら、交通警戒活動や交通安全教室の開催等、地域
住民の交通道徳啓発及び交通安全意識の高揚に努められ、地域
の安全・安心のまちづくりに大きく貢献されている。

いいだか　けんじ 飯髙　憲治

消防功労

　昭和６３年４月から現在まで、約３０年間の永きにわたり、
消防団員を務められ、消防団の任務と重要性を深く認識し、災
害時はもとより、各種訓練にも率先して参加するとともに、常
に地域住民に防火思想の普及を図るなど、住民と一体となり安
全で災害のないまちづくりに尽力されている。
　平成１８年４月に副団長に就任され、中央区方面隊の方面隊
長として、方面隊の育成強化、応急手当普及啓発活動の推進な
ど、方面隊の活性化に努められた。さらに、平成２２年４月に
本部副団長に就任されてからは、消防団全体の活動を支え、消
防装備の近代化、若手団員の育成強化、消防団員の増加促進な
ど、消防団の中心的指導者として消防団の発展に尽力され、本
市消防行政の発展に大きく貢献されている。

さとう　かおる 佐藤　薫

消防功労

　昭和６３年４月から現在まで、約３０年間の永きにわたり、
消防団員を務められ、消防団の任務と重要性を深く認識し、地
域住民への防火思想の普及、初期消火技術の伝達など、地域防
災活動に積極的に取り組まれ、住民と一体となり安全で災害の
ないまちづくりに尽力されている。
　平成２２年４月に副団長に就任され、中央区方面隊の方面隊
長として、方面隊の団員確保に努めるとともに、管轄団員の意
見を広く取り入れ、風通しの良い組織作りに注力された。さら
に、平成２４年４月に本部副団長に就任されてからは、消防団
全体の活動を支え、消防団のＰＲ活動の促進、新しい訓練方法
を積極的に取り入れるなど、消防力の向上を意識した施策を推
進され、本市消防行政の発展に大きく貢献されている。

なかむら　よういち 中村　洋一

国際交流功労

　平成８年５月から現在まで、約２２年間の永きにわたり、日
本語学習支援ボランティアとして、外国人市民に対し、生活上
必要不可欠な日本語の支援をされている。
　ボランティアによる日本語支援・交流は、週１回（約２時
間）マンツーマンで行われ、これまで中国人９人をはじめ、９
か国２９人への支援及び日本語交流を行っている。平成２８年
度に、従来の日本語支援から「生活者としての外国人への日本
語支援」へと移行した後も、献身的な活動を継続され、約２万
５千人の外国人が暮らす本市における多文化共生社会の実現に
大きく貢献されている。

ふくだ　みちこ 福田　美智子
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（順不同・敬称略）

ふりがな 氏名・団体名

かとう　しゅうじ 加藤　修二

たかの　やすお 鷹野　保雄

こおご　やすお 向後　保雄

こまつざき　ふみよし 小松﨑　文嘉

ささき　ゆうき 佐々木　友樹

しらとり　まこと 白鳥　誠

まつざか　よしのり 松坂　吉則

もりた　まゆみ 盛田　眞弓

やまもと　なおふみ 山本　直史

あきやま　まさお 秋山　昌雄

おおこうち　まもる 大河内　守

かわしま　いさお 川島　功

かわにし　としみち 川西　利通

くどう　けんすけ 工藤　顕介

くどう　こうじ 工藤　 二

こばやし　ひろし 小林　宏

しんたに　しんじろう 新谷　愼次郎

たかがね　すすむ 髙金　進

たまる　とうじ 田丸　統司

固定資産評価審査委員会委員 固定資産評価審査委員会委員として永年にわたり尽力

市議会議員 市議会議員として永年にわたり尽力

地域振興功労 町内自治会長として永年にわたり尽力

平成３０年度　市政功労者

表彰日：平成３０年１０月18日

区分
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ふりがな 氏名・団体名区分

とのおか　ひでゆき 殿岡　英幸

とやま　かねよし 外山　金嘉

ながつ　かずお 長津　一男

はやかわ　のぼる 早川　昇

ふじくら　てつお 藤倉　哲夫

ますだ　よしお 増田　義雄

まち　ようじ 眞智　洋二

もりた　ひろし 森田　弘

さいとう　くるみ 齊藤　久留美

そめや　めぐみ 染矢　恵

いうち　みちえ 井内　美千惠

いまにし　みつえ 今西　三枝

つつい　きよこ 筒井　清子

なかむら　たみこ 中村　民子

いしい　としひこ 石井　俊彦

のぐち　あきこ 野口　アキ子

ひらやま　としお 平山　登志夫

けんこうとものかい
たすけあい

健康友の会　たすけ愛

こころのひろば
　らいふすくえあ

心の広場　ライフスクエア

にんていえぬぴーおーほうじん
にほんくるまいすれくだんすきょうかい
ちばみはましぶ・ちばちゅうおうしぶ

認定ＮＰＯ法人
日本車椅子レクダンス協会
千葉美浜支部・千葉中央支部

みんようきくじゅかい 民謡菊寿会

地域振興功労 町内自治会長として永年にわたり尽力

統計功労 統計調査員として永年にわたり尽力

社会福祉功労

民生委員・児童委員として永年にわたり尽力

社会福祉法人施設従事者として永年にわたり尽力

社会福祉施設長・社会福祉事業団体役職員として
永年にわたり尽力

社会奉仕活動に顕著な功績
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ふりがな 氏名・団体名区分

社会福祉功労 社会奉仕活動に顕著な功績
ようやくひっきさーくる

「よーよー」
要約筆記サークル「ヨーヨー」

きはた　みつる 木幡　充

よねやま　りょうぞう 米山　量三

あずまの　ひろし 東野　広志

ただ　ゆかこ 多田　裕香子

しむら　よしこ 志村　美子

すずき　てるえ 鈴木　照枝

ちゅうこ　せいじ 中古　誠二

ふくだ　みちこ 福田　美智子

ほしば　ふみこ 星場　富美子

かとう　のぶお 加藤　信夫

すずき　さちこ 鈴木　佐知子

こども・青少年の健全育成に関し顕著な功績 あだち　せつこ 安達　節子

交通安全功労 交通安全協会会員として永年にわたり尽力 いしばし　のりひで 石橋　紀英

くろさわ　たかみつ 黒沢　孝光

さとう　よしのり 佐藤　好範

しゅ　そうけつ 朱　琮杰

都市功労 都市行政に関し顕著な功績 はっとり　みねき 服部　岑生

はしもと　いずみ

ふじしろ　たけじ 藤代　武治

健康功労 休日救急診療当番医として永年にわたり尽力

産業・経済功労 農畜産業の振興に関し顕著な功績

青少年育成委員として永年にわたり尽力

こども・青少年功労

青少年相談員として永年にわたり尽力

青少年補導員として永年にわたり尽力

社会福祉施設の嘱託医として永年にわたり尽力
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ふりがな 氏名・団体名区分

消防功労 消防団員として永年にわたり尽力 いちかわ　たいち 市川　太一

おがわ　まさお 小川　正夫

おもと　ますみ 尾本　ます美

かの　かずゆき 狩野　一幸

こいしかわ　ただし 小石川　忠史

こづか　としゆき 小塚　俊幸

さえぐさ　てるお 三枝　輝男

さがわ　けいこ 佐川　惠子

ささき　のりこ 佐々木　典子

ししくら　ひでお 宍倉　秀夫

すずき　たかこ 鈴木　孝子

せがわ　けいこ 瀨川　惠子

ちば　みねこ 千葉　峰子

ちわき　かずたか 千脇　一孝

つるた　こうゆう 鶴田　浩雄

なかだ　やすし 仲田　靖

なかむら　ひでかつ 中村　英勝

なかむら　みつひろ 中村　光宏

はせがわ　きょうこ 長谷川　京子

ふくしま　ゆきかず 福島　之一

みやざき　けいこ 宮﨑　惠子

学校保健功労 学校医として永年にわたり尽力 あべ　ひろき 阿部　博紀

消防功労 消防団員として永年にわたり尽力
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ふりがな 氏名・団体名区分

あらい　さだお 新井　貞男　

いけがみ　ためかず 池上　爲一

さかぐち　てつあき 坂口　哲章

さこう　しんいちろう 酒匂　伸一郎

さの　けんじ 佐野　研二

すずき　あつお 鈴木　淳夫

たけもと　よしみつ 武本　吉光

ちん　てつめい 陳　哲明

しんかわ　もとき 進川　元樹

ひらやま　あきら 平山　明

やまだ　やすひさ 山田　泰久

かめやま　つぐお 亀山　繼夫

すずき　よしみ

すずき　あきこ 鈴木　璋子

たなむら　のぼる 田那村　昇

あべ　てるや 阿部　晃也

きたはら　けんぞう 北原　賢三

いだ　せいこ イダ　セイコ

おかざき　かずお 岡﨑　和郎

かく　はつ 賀久　はつ

かわせ　あゆ 河瀬　蛙友

寄附 市又は公益のために寄附

スポーツ功労 スポーツの振興に関し顕著な功績

芸術・文化功労 芸術・文化の発展に顕著な功績

国際交流功労 国際交流活動を通じ、公益及び地域発展に顕著な功績

学校医として永年にわたり尽力

学校保健功労

学校歯科医として永年にわたり尽力
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ふりがな 氏名・団体名区分

きむら　みさお 木村　操

さいとう　たもつ 斎藤　保

すずき　たいざん 鈴木　泰山

てらさき　ひろのり 寺崎　裕則

てらさき　ふさこ 寺崎　房子

よしざわ　ふみこ

いおんりてーる
かぶしきがいしゃ

イオンリテール株式会社

かぶしきがいしゃがいあ 株式会社ガイア

かぶしきがいしゃ
きんたろうかんぱにー

株式会社金太郎カンパニー

かぶしきがいしゃ
きんたろうほーむ 株式会社金太郎ホーム

かぶしきがいしゃ
ちばぎんこう 株式会社千葉銀行

えぬぴーおーほうじん
ちばさいえんすのかい

ＮＰＯ法人ちばサイエンスの会

なんそうつううん
かぶしきがいしゃ 南総通運株式会社

ひやくかい 飛躍会

かぶしきがいしゃ
ぷろえいむ 株式会社プロエイム

みきかんこう
かぶしきがいしゃ 美樹観光株式会社

かぶしきがいしゃ
ろっきんぐ・おん・じゃぱん

株式会社
ロッキング・オン・ジャパン

他匿名希望6名

寄附 市又は公益のために寄附
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