
（順不同・敬称略）

種別 功績概要 氏　　名 ふりがな

市議会議員

平成１５年から現在まで、千葉市議会議員として総務委員長や経済
教育委員長等の要職を歴任され、その豊富な見識により、市政発展
のため幅広い分野において活躍されている。
平成１５年及び平成１７年には都市臨海部開発問題調査特別委員会
委員として、平成１８年には同委員会副委員長として、蘇我特定地
区を初めとする臨海部の開発整備に係る諸問題の解決に向けて取り
組まれた。
平成２５年には第７４代千葉市議会議長に就任し、市政発展のため
民主的で円滑な議会運営に努められるとともに、議会改革に精力的
に取り組まれた。

宇留間　又衛門 うるま　またえもん

地域振興功労

平成１３年３月から平成１６年３月及び平成２０年４月から現在ま
で、約１６年間の永きにわたり、み春野自治会会長を務め、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２８年４月から約５年間、こてはし台中学校区（第１０
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。

蜂巣　昭 はちす　あきら

地域振興功労

平成１６年４月から現在まで、約１７年間の永きにわたり、山王町
中央自治会会長を務め、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２８年４月から約５年間、山王中学校区（第３７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。

前田　政儀 まえだ　まさよし

統計功労

昭和４８年２月から現在まで、約４８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１０回、農林業センサス１０回、住宅・土地統計
調査６回、千葉県農業基本調査２２回、その他の調査１７回と、計
６５回の統計調査に携わられ、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。

圡井　茂夫 どい　しげお

社会福祉功労

平成元年１２月から現在まで、約３１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２４年１２月から現在まで、中央区第１１６地区民生委員児童
委員協議会副会長を務め、民生委員・児童委員活動の推進に尽力さ
れるとともに、昭和６２年の千葉市社会福祉協議会川戸地区部会の
設立当初から活動に参画されるなど、本市の地域福祉の発展に大き
く貢献されている。

草野　清正 くさの　きよまさ

こども・青少年功労

平成１０年５月から現在まで、約２３年間の永きにわたり、打瀬中
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２６年５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ている。
また、保護者が子育ての不安や悩みを相談・情報交換ができる「親
のしゃべり場」の立ち上げや、月1回の夜間パトロールへの積極的
な参加など、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。

西村　侑身子 にしむら　ゆみこ

都市功労

都市計画審議会や建築審査会、屋外広告物審議会など都市行政に係
る５つの附属機関において、委員を務めるとともに、その多くにお
いて会長職を担い、３５年もの永きにわたり、本市の都市行政に尽
力されている。
都市計画審議会では、平成１２年から１６年間会長を務められ、計
８２回の審議を円滑に進めた。
また、液状化対策推進委員会では、平成２４年１月から約１０年に
わたり、東日本大震災において甚大な液状化被害を被った美浜区の
復興に尽力し、会長として事業を完了へと導くなど、各附属機関の
中心的役割を担い、本市の都市行政の発展に大きく貢献された。

はんざわ　よしお

消防功労

平成７年４月から現在まで、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３０年４月に副団長に就任され、若葉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
隊の活性化に尽力された。
また、令和元年房総半島台風での対応では、被害が甚大であった若
葉区において方面隊内の活動を指揮し、市民生活の早期復旧に貢献
するなど、本市消防行政の発展に大きく貢献されている。

白井　秀行 しらい　ひでゆき

令和３年度　特別市政功労者別紙
表彰日：令和３年１０月１８日

別紙
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種別 功績概要 氏　　名 ふりがな

消防功労

昭和６０年４月から現在まで、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３１年４月に副団長に就任され、花見川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
隊の活性化に尽力された。
さらに、救助資機材を活用した救助活動訓練を積極的に実施するな
ど、本市消防行政の発展に大きく貢献されている。

布施　益生 ふせ　ますお

国際交流功労

平成１０年１０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、これまでに支援及び交流を行った外国人は、１
２か国３５人に上っており、現在、約２万９千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。

出浦　和子 いでうら　かずこ
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（順不同・敬称略）

氏名・団体名 ふりがな

美浜区選挙管理委員会委員 美浜区選挙管理委員会委員として永年にわたり尽力 久保田　寅英 くぼた　とらえい

青木　正敏 あおき　まさとし

井﨑　宏 いざき　ひろし

市原　敏夫 いちはら　としお

岩田　健児 いわた　けんじ

岩本　潤 いわもと　じゅん

遠藤　かず子 えんどう　かずこ

狩生　司 かりゅう　つかさ

坂田　富男 さかた　とみお

櫻井　幸江 さくらい　さちえ

佐藤　春夫 さとう　はるお

とよだ　ひでお

早坂　昭男 はやさか　あきお

藤代　武治 ふじしろ　たけじ

前田　厚志 まえだ　あつし

宮永　稔 みやなが　みのる

吉田　正 よしだ　ただし

吉峯　規雄 よしみね　のりお

鷲澤　正和 わしざわ　まさかず

秋元　寛 あきもと　ひろし

栗原　春江 くりはら　はるえ

小林　久子 こばやし　ひさこ

依田　桂子 よだ　けいこ

区分

令和３年度　市政功労者別紙

表彰日：令和３年１０月１８日

町内自治会長として永年にわたり尽力

人権擁護委員として永年にわたり尽力

地域振興功労
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氏名・団体名 ふりがな区分

佐藤　公宣 さとう　きみのり

髙金　進 たかがね　すすむ

内山　裕美 うちやま　ひろみ

須田　惠子 すだ　けいこ

あおき　りゅうこ

市川　重則 いちかわ　しげのり

岩元　美子 いわもと　よしこ

小島　由美 こじま　ゆみ

舩串　万智子 ふなくし　まちこ

三門　三惠子 みかど　みえこ

田中　義彦 たなか　よしひこ

宮澤　賢一 みやざわ　けんいち

社会福祉事業団体役職員として永年にわたり尽力 井上　聡 いのうえ　さとし

社会奉仕活動に関し顕著な功績
特定非営利活動法人
KHJ千葉県なの花会

とくていひえいりかつどうほうじん
けいえいちじぇいちばけんなのはな

かい

掛　勇司 かけ　ゆうじ

宍倉　隆一 ししくら　りゅういち

伊藤　由希子 いとう　ゆきこ

小田川　景子 おだがわ　けいこ

鶴岡　惠美子 つるおか　えみこ

永嶋　葉子 ながしま　ようこ

馬場　真里子 ばば　まりこ

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 宮﨑　春子 みやざき　はるこ

武本　吉光 たけもと　よしみつ

原木　真名 はらき　まな

元山　福文 もとやま　ふくふみ

社会福祉法人施設従事者として永年にわたり尽力

青少年育成委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

統計功労

社会福祉功労

統計調査員として永年にわたり尽力

防犯協会会員として永年にわたり尽力防犯功労

青少年補導員として永年にわたり尽力

こども・青少年功労

休日救急診療当番医として永年にわたり尽力健康功労
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氏名・団体名 ふりがな区分

石塚　孝雄 いしづか　たかお

髙橋　淳 たかはし　あつし

千葉　芳正 ちば　よしまさ

環境功労 環境行政に関し顕著な功績 みやざき　きいち

市原　敏夫 いちはら　としお

鈴木　源樹 すずき　もとき

産業・経済功労 農畜産業の振興に関し顕著な功績 市原　孝 いちはら　たかし

秋元　千歳 あきもと　ちとせ

池田　寛子 いけだ　ともこ

稲垣　恵美子 いながき　えみこ

稲留　純子 いなどめ　じゅんこ

窪田　耕一 くぼた　こういち

佐久間　貴広 さくま　たかひろ

櫻井　和子 さくらい　かずこ

四関　恭一 しせき　きょういち

髙井　純一 たかい　じゅんいち

はぎわら　ともゆき

藤村　京子 ふじむら　きょうこ

松野　辰夫 まつの　たつお

山﨑　清俊 やまざき　きよとし

吉田　茂 よしだ　しげる

青栁　睦美 あおやぎ　むつみ

淺井　隆二 あさい　りゅうじ

磯辺　雄二 いそべ　ゆうじ

伊豫　正人 いよ　まさと

介護認定審査会委員として永年にわたり尽力健康功労

都市功労 都市行政に関し顕著な功績

消防団員として永年にわたり尽力消防功労

学校医として永年にわたり尽力学校保健功労
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氏名・団体名 ふりがな区分

大濱　洋一 おおはま　よういち

奥山　恭子 おくやま　きょうこ

こんだ　すすむ

小川　卓也 おがわ　たくや

坂登　伸也 さかと　しんや

武井　祐一 たけい　ゆういち

戸村　公紀 とむら　きみのり

岡田　雅子 おかだ　まさこ

古山　郁代 ふるやま　いくよ

出浦　伸之助 いでうら　しんのすけ

佐々木　武彦 ささき　たけひこ

つのだ　たかかね

福井　正明 ふくい　まさあき

布施　晴枝 ふせ　はるえ

盛田　邦昭 もりた　くにあき

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 栗原　榮子 くりはら　えいこ

新井　公人 あらい　きみひと

安藤　一郎 あんどう　いちろう

井口　恵吉 いぐち　けいきち

池田　英男 いけだ　ひでお

井上　克 いのうえ　かつ

スポーツの振興に関し顕著な功績スポーツ功労

寄附 市又は公益のために寄附

学校医として永年にわたり尽力

学校歯科医として永年にわたり尽力

学校薬剤師として永年にわたり尽力

学校保健功労
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氏名・団体名 ふりがな区分

長田　研自 おさだ　けんじ

おの　ひであき

木村　敏彦 きむら　としひこ

斉藤　誠 さいとう　まこと

新藤　直道 しんどう　なおみち

滝沢　直文 たきざわ　なおふみ

原田　壽子 はらだ　ひさこ

渡邉　哲男 わたなべ　てつお

株式会社アミューズ
かぶしきがいしゃ

あみゅーず

イオンリテール株式会社
いおんりてーる
かぶしきがいしゃ

株式会社伊勢豊
かぶしきがいしゃ

いせとよ

内山緑地建設株式会社
関東支店

うちやまりょくちけんせつ
かぶしきがいしゃ
かんとうしてん

株式会社ＯＳＧ
コーポレーション

かぶしきがいしゃ
おーえすじーこーぽれーしょん

株式会社河田商会
かぶしきがいしゃ
かわだしょうかい

株式会社QVCジャパン
かぶしきがいしゃ

きゅーぶいしーじゃぱん

株式会社
金太郎カンパニー

かぶしきがいしゃ
きんたろうかんぱにー

株式会社
金太郎ホーム

かぶしきがいしゃ
きんたろうほーむ

株式会社キーペックス
かぶしきがいしゃ
きーぺっくす

株式会社サトー
かぶしきがいしゃ

さとー

三立機械工業株式会社
さんりつきかいこうぎょう

かぶしきがいしゃ

公益財団法人
新日育英奨学会

こうえきざいだんほうじん
しんにちいくえいしょうがくかい

特定非営利活動法人
Standard　Opinion　Society

とくていひえいりかつどうほうじん
すたんだーどおぴにおんそさえてぃ

市又は公益のために寄附寄附
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氏名・団体名 ふりがな区分

株式会社
セブン-イレブン・

ジャパン

かぶしきがいしゃ
せぶん－いれぶん・じゃぱん

株式会社センエー
かぶしきがいしゃ

せんえー

全国共済農業協同組合
連合会千葉県本部

ぜんこくきょうさいのうぎょう
きょうどうくみあい

れんごうかいちばけんほんぶ

千葉経済大学附属
高等学校

ちばけいざいだいがくふぞく
こうとうがっこう

株式会社千葉東建設、
株式会社ワイズ、

株式会社ビー・エイチ、
ミライエ株式会社

かぶしきがいしゃちばひがしけんせつ、
かぶしきがいしゃわいず、

かぶしきがいしゃびーえいち、
みらいえかぶしきがいしゃ

有限会社東洋軌道
ゆうげんがいしゃ
とうようきどう

パワーネクスト株式会社
ぱわーねくすと
かぶしきがいしゃ

株式会社
ホームマイスター24

かぶしきがいしゃ
ほーむまいすたーにじゅうよん

明治安田生命保険
相互会社

めいじやすだせいめいほけん
そうごがいしゃ

楽天モバイル株式会社
らくてんもばいる
かぶしきがいしゃ

他匿名希望１８名・２団体

市又は公益のために寄附寄附
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