
（順不同・敬称略）

種別 功績概要 ふりがな 氏　　名

農業委員

　平成１４年７月から現在まで、約１７年間の永きにわたり、千葉市
農業委員として豊富な見識と旺盛な行動力をもって、本市の農地行政
の適正な運営及び地域農業の振興に尽力されている。
　平成２３年７月以降、千葉市農業委員会農業振興部会第１分科会委
員長や農地部会第１分科会委員長等を歴任し、同会の的確な運営に努
められている。
　この間、農業生産・農業経営に関する調査研究事業及び啓蒙活動、
農地等の利用関係の調整等、多岐にわたる活動に熱心に取り組まれる
など、本市農業の発展に大きく寄与されている。

にしごおり　たかお

地域振興功労

　平成１５年４月から現在まで、約１６年間の永きにわたり、若松町
南部自治会会長を務め、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、平成２６年４月から５年間、若松中学校区（第３２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。

あきもと　みのる 秋元　稔

地域振興功労

平成１４年４月から現在まで、約１７年間の永きにわたり、にれの木
台自治会会長を務め、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、平成１８年４月から１３年間、朝日ケ丘中学校区（第４６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。

かめい　とおる 亀井　徹

地域振興功労

　平成６年４月から平成９年３月まで、平成１２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２１年間の永きにわた
り、作草部親和会会長を務め、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、平成２６年４月から５年間、都賀中学校区（第３９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。

じょう　ひさし 城　久

統計功労

　昭和６２年９月から平成３０年９月まで、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た。
　その間、国勢調査５回、住宅・土地統計調査４回、商業統計調査８
回、就業構造基本調査６回、労働力調査（特別調査）１５回、工業統
計調査２２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３０回と、計９４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
献された。

ささき　けいこ 佐々木　惠子

社会福祉功労

　平成７年１２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、その職務に精励し、地域福祉の向上に貢献
されている。
　平成２２年１２月から現在まで、千葉市第１１１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
市中央区民生委員児童委員協議会副会長を、平成３０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。

かぶらぎ　のりこ 鏑木　憲子

こども・青少年功労

　平成７年５月から令和元年６月まで、約２４年間の永きにわたり、
朝日ヶ丘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
成に尽力された。
　平成２０年５月から平成２９年４月まで同委員会会長を務められる
とともに、平成２９年５月から令和元年６月まで同委員会の顧問を務
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、一斉パトロールや広報活動など、近隣自治会長をはじめとし
た地域住民と一体となった活動を通じ、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
た。

はっとり　きょうこ 服部　恭子

こども・青少年功労

　平成６年４月から現在まで、約２５年間の永きにわたり、大宮中学
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７年４月から現在まで、同委員会会長を務められるとともに、
平成９年４月から平成１１年３月まで千葉市青少年育成委員会会長を
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、通学路の巡回パトロールを毎日継続され、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。

まえだ　まこと 前田　誠

令和元年度　特別市政功労者
表彰日：令和元年１０月１８日
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種別 功績概要 ふりがな 氏　　名

こども・青少年功労

　昭和６２年４月から現在まで、約３３年間の永きにわたり、椿森中
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１２年４月から現在まで、同委員会会長を務められ、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、巡回パトロールや児童生徒を対象とした事業の実施など地域
の青少年健全育成の中心として活動され、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。

ますぶち　やすひこ 増渕　安彦

産業・経済功労

　平成５年４月に千葉市畜産協会理事に就任され、約２６年の永きに
わたり豊富な識見と旺盛な責任感をもって本市の畜産行政の発展に尽
力されている。
　平成１２年５月から現在まで、同協会会長を務められ、市内畜産農
家全般に係る伝染病をはじめとする疾病の発生防止に積極的な対策を
講じられるとともに、自身も平成２２年１１月から牛の慢性疾患対策
に取り組まれ、平成３０年１１月までの８年間で県内では初めての事
例となる清浄化を達成されるなど、家畜防疫の先導的な役割を果たさ
れ、本市の畜産行政の発展に大きく貢献されている。

さいとう　まさお 齋藤　昌雄

消防功労

 平成元年４月から現在まで、約３１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２４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３１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。

こうご　やすお 向後　保雄

消防功労

　平成２年８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１８年４月に副団長に就任され、美浜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した。さらに、平成２６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。

ほしの　りきぞう 星野　力藏

国際交流功労

　平成８年７月から現在まで、約２３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、献身的な活動を継続され、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、これまで支援及び日本語交流を行った外国人は、
中国人５人を初め、１８か国３２人に上っており、現在、約２万７千
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。

そらの　もとこ 空野　素子
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（順不同・敬称略）

ふりがな 氏名・団体名

いしかわ　ひろし 石川　弘

かんだ　いさむ 神田　勇

ささき　みちこ 佐々木　美智子

とみおか　ひでお 富岡　秀夫

ながい　いさお 永井　功

ながしま　ようじ 長嶋　洋二

はが　とうじゅう 芳賀　藤重

はせがわ　まさみ 長谷川　政美

ふくい　あつお 福井　厚夫

わたなべ　みなこ 渡邉　美奈子

人権擁護委員として永年にわたり尽力 すずき　ひでお 鈴木　英男

防犯功労 防犯協会会員として永年にわたり尽力 かめい　とおる 亀井　徹

しむら　じゅんこ 志村　純子

すずき　みねこ 鈴木　峯子

いしかわ　よしこ 石川　良子

いちはら　せつこ 市原　節子

うおづ　とみこ 魚津　東光子

えのもと　くみこ 榎本　久美子

えのもと　さちこ 榎本　幸子

おおこうち　のりこ 大河内　則子

おおつか　ふみこ 大塚　富美子

おたぎり　けいこ 小田切　けい子

かなざわ　くみこ 金澤　久美子

区分

地域振興功労

統計功労

社会福祉功労

令和元年度　市政功労者

表彰日：令和元年１０月１８日

町内自治会長として永年にわたり尽力

統計調査員として永年にわたり尽力

民生委員・児童委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

かねき　かずこ 金木　和子

くぼた　みちこ 久保田　三智子

こせき　まりこ 古関　眞理子

ごみ　まきこ 五味　牧子

さとう　ようこ

すがや　かつえ 菅谷　かつへ

すだ　ときこ 須田　トキ子

たかなし　みつえ 髙梨　満枝

たかやなぎ　まさかつ 髙栁　正勝

たまやま　とみこ 玉山　トミ子

とむら　なおと 戸村　直人

とよかわ　とみこ 豊川　登美子

ながきや　ようこ 長木谷　洋子

のむら　よしこ 野村　美子

のよ　くにこ

はまだ　ようこ 濵田　洋子

ひらの　みつこ 平野　美津子

ほそや　としこ 細谷　敏子

ほりかわ　よしこ 堀川　ヨシ子

むらかみ　かずえ 村上　一江

やまもと　たかこ 山本　孝子

社会福祉法人施設従事者として永年にわたり尽力 やまはつ　きせこ

しまだ　きみよ 島田　貴美代

あやめさぽーとぐるーぷ あやめサポートグループ

民生委員・児童委員として永年にわたり尽力

社会奉仕活動を永年にわたり実施

社会福祉功労
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ふりがな 氏名・団体名区分

とくていひえいり
かつどうほうじん

うぃめんず・うぃんぐちば

特定非営利活動法人ウィメン
ズ・ウィングちば

かつらぎみんわを
かたるかい

かつらぎ民話をかたる会

なぎさかい なぎさ会

なるくちば
（ほおじろのかい）

ナルク千葉（ほおじろの会）

たかはし　のりお 髙橋　紀男

たかやま　よしのり 髙山　善則

うえくさ　みのる 植草　豊

えのもと　はるき 榎本　春樹

かすや　やすひこ 粕谷　泰彦

あべ　ひろき 阿部　博紀

はしもと　くにひこ 橋本　邦彦

こども・青少年の健全育成に関し顕著な功績 おかもと　まさゆき 岡本　政之

くらもち　けんいち 倉持　賢一

たけだ　のぶを 竹田　信夫

おおはま　よういち 大濱　洋一

こが　かずこ 古賀　和子

さの　けんじ 佐野　研二

しのざき　けい 篠﨑　啓

たかはし　あつし 髙橋　淳

たみや　のりひさ 田宮　敬久

のせ　こういちろう 能勢　孝一郎

ほしの　いくお 星野　育男

ほり　じゅんろう 堀　潤朗

青少年育成委員として永年にわたり尽力

青少年相談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

社会奉仕活動を永年にわたり実施

交通安全協会会員として永年にわたり尽力

社会福祉功労

こども・青少年功労

交通安全功労

健康功労 休日救急診療当番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

健康功労 休日救急診療当番医として永年にわたり尽力 やざわ　たかぶみ 矢澤　孝文

環境功労 環境に関し顕著な功績 しいな　やすぶみ 椎名　泰文

都市功労 都市行政に関し顕著な功績 しまざき　かつみ 島﨑　克美

産業・経済功労 農畜産業の振興に関し顕著な功績 あきもと　としお 秋元　利夫

あきもと　しゅんいち 秋元　俊一

かわむら　なおのぶ 河村　尚信

こいけ　ふみひこ 小池　文彦

こやま　としゆき 小山　敏由樹

しせき　やわら 四関　和

せき　けいこ 関　ケイ子

たけした　ひろかず 竹下　洋一

ほりべ　よしはる 堀部　由治

みぞぐち　たけし 溝口　剛

よしだ　くによし 吉田　国代志

わかな　よしゆき 若菜　義幸

あくつ　やすひこ 安久津　靖彦

くぼ　みちこ 久保　美智子

たみや　のりひさ 田宮　敬久

のせ　こういちろう 能勢　孝一郎

はらき　まな 原木　真名

ほんだ　ひでのり 本田　英義

まさおか　じゅんこ 正岡　純子

たなべ　よしひこ 田邉 吉彦

ながい　かずむね 永井 一宗

学校医として永年にわたり尽力

学校保健功労

消防功労

学校歯科医として永年にわたり尽力

消防団員として永年にわたり尽力

- 6 -



ふりがな 氏名・団体名区分

ほしの　こういち 星野 浩一

ほしの　ひろゆき 星野 浩之

あらまき　えいこ 荒巻 永子

おおつか　さちこ 大塚 さち子

かわしま　かずお 川島 一夫

さおとめ　しげお 五月女　重夫

たやま　かつみ 田山　勝美

国際交流功労 国際交流活動を通じ、公益及び地域発展に貢献 つちや ついこ 土屋 津以子

あんどう いちろう 安藤　一郎

おびなた　よしえ 大日方　良枝

かわせ あゆ 河瀬　蛙友

かわむら ふまい 川村　不昧

さいとう まこと 斉藤 誠

さとう ふじえ 佐藤　フジエ

しみず いさお 清水　勲

すずき たいざん 鈴木　泰山

すずき ときこ 鈴木　解子

まつお くにこ

まつお まがき 松尾　大邑

むらた やすの 村田　靖乃

わたぬき こういち 綿貫　弘一

かぶしきがいしゃ
あみゅーず

株式会社アミューズ

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

寄付 市又は公益のために寄附

学校薬剤師として永年にわたり尽力

スポーツの振興に関し顕著な功績

学校保健功労

学校歯科医として永年にわたり尽力

スポーツ功労
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ふりがな 氏名・団体名区分

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
せぶん-いれぶん･

じゃぱん

株式会社
セブン-イレブン・ジャパン

かぶしきがいしゃ
ちばぎんこう

株式会社千葉銀行

かぶしきがいしゃ
ちばひがしけんせつ

株式会社千葉東建設

ちばらいおんずくらぶ 千葉ライオンズクラブ

にほんとちたてもの
かぶしきがいしゃ

日本土地建物株式会社

幕張新都心若葉住宅地区
街づくりグループ

【 構成企業 】
三井不動産レジデンシャル株式会社

　野村不動産株式会社
　三菱地所レジデンス株式会社

　伊藤忠都市開発株式会社
　東方地所株式会社

　株式会社富士見地所
　袖ヶ浦興業株式会社

他匿名希望１０名・１団体

まくはりしんとしんわ
かばじゅうたくちくま

ちづくりぐるーぷ

寄付 市又は公益のために寄附
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