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中島 滋 さん　（80歳、静内旭町）

　平成７年から18年余の永きにわたり、町議会議員の職にあって、この間、町議
会議長、議会運営委員会委員長、決算審査特別委員会委員長等の要職を歴任し、
豊富な経験と高い識見をもって適切な議会審議にあたり、町政の振興発展に尽力
されたほか、日高中部広域連合議会議長、日高中部消防組合議会議長、観光協会
副会長など数多くの要職を務められ、本町の振興発展に大きく寄与されました。

井上 節子 さん　（75歳、静内清水丘）

　平成３年から22年余の永きにわたり、町議会議員の職にあって、この間、町議
会副議長、議会運営委員会委員長等の要職を歴任し、豊富な経験と高い識見をもっ
て適切な議会審議にあたり、町政の振興発展に尽力されたほか、女性団体連絡協
議会会長、社会福祉協議会理事、社会教育委員など数多くの要職を務められ、本
町の振興発展に大きく寄与されました。

富永 信 さん　（74歳、三石本町）

　昭和54年から34年余の永きにわたり、町議会議員の職にあって、この間、町
議会議長、副議長、文教厚生常任委員会委員長等の要職を歴任し、豊富な経験と
高い識見をもって適切な議会審議にあたり、町政の振興発展に尽力されたほか、
三石町商工会会長、社会福祉協議会理事、新ひだか町土地開発公社理事など数多
くの要職を務められ、本町の振興発展に大きく寄与されました。

江本 隆司 さん　（71歳、三石豊岡）

　多年にわたり、農業協同組合代表理事組合長、森林組合理事をはじめ産業分野
における数々の要職を歴任し、本町の産業振興に尽力されたほか、国民健康保険
運営協議会会長、三石地域協議会副会長、総合計画審議会副会長など数多くの要
職を務められ、幅広い分野において本町の振興発展に大きく寄与されました。

山田 一孝 さん　（70歳、静内御幸町）

　昭和61年から27年余の永きにわたり、教育委員会委員長並びに委員として、
豊富な経験と高い識見をもって町教育行政の推進に尽力されたほか、社会教育委
員、文化連盟副会長、功労者表彰審議会委員など数多くの要職を務められ、本町
の振興発展に大きく寄与されました。

新ひだか町・新ひだか町教育委員会表彰

　平成26年度新ひだか町・新ひだか町教育委員会表彰式を11月３日の文化の日に町公民で行いました。

この表彰は、長年にわたり地方自治の振興や産業・社会福祉・教育文化の充実など、町の発展に大きな

貢献をされた方々に贈るものです。

　今年度は、町表彰を11名、町教育委員会表彰を10名６団体が受賞。表彰式では、酒井町長と野中教育

委員長から受賞者一人ひとりに表彰盾が贈られ、会場は温かく大きな拍手に包まれました。

　各受賞者の略歴等は次ページ以降のとおりです。
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Nakajima Shigeru

新
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Inoue Setsuko

新
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Tominaga Makoto

新
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Emoto Takashi

新
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Yamada Kazuyuki

項　目 内　　容

功労賞 多年にわたり地方自治の進展、産業の振興、民生の安定、文化の興隆に寄与し、その功績が特に顕著な方

貢献賞

自治貢献賞 多年にわたり地方自治の進展に貢献し、又は尽力し、その功績が顕著な方

産業貢献賞 多年にわたり産業の振興に貢献し、その功績が顕著な方

社会貢献賞 多年にわたり民生の安定に貢献し、その功績が顕著な方

文化貢献賞 多年にわたり文化の興隆に貢献し、その功績が顕著な方

栄誉賞 学術、スポーツ等の分野で、世界又は全国に誇れる輝かしい活躍又は成績を収め、町民に希望と活力を与えた方

項　目 内　　容

教育

功労者

学校教育功労者
教育の振興発展、教育環境の整備充実に尽力し、多大な功績を残した方

社会教育功労者

文化功労者 文化の振興発展に尽力し、多大な功績を残した方

スポーツ功労者 スポーツの振興発展に尽力し、多大な功績を残した方

文化賞 芸術、科学、教育その他文化の向上発展に特に功績が顕著である方

スポーツ賞 体育の健全な普及発展に貢献、全国的競技大会で優勝、入賞等の優秀な記録又は成績を収めた方 など

文化奨励賞 芸術、科学、教育その他文化の向上発展に寄与した方

スポーツ奨励賞 全道的規模の競技大会で優勝し優秀な記録又は成績を収めた方、スポーツ指導者として特に功績のあった方 など

教育奨励賞
芸術、科学、教育その他文化の業績が全国又は全道的に評価された児童及び生徒、全国又は全道的規模の競技
大会で優秀な記録又は成績を残した児童及び生徒 など

■新ひだか町表彰条例に基づく功労表彰

■新ひだか町教育委員会表彰規則に基づく表彰

表彰の区分

新ひだか町表彰受賞者 新ひだか町教育委員会表彰受賞者

【主な経歴】静内町議会議員、静内町議会議長、新ひだか町議会議員、新ひ

だか町議会議長、日高中部広域連合議会議長、日高中部消防組合議会議長、

静内観光協会副会長・理事、新ひだか観光協会副会長　ほか

【主な経歴】静内町議会議員、静内町議会副議長、新ひだか町議会議員、日

高中部広域連合議会議員、日高中部消防組合議会議員、静内町女性団体連絡

協議会会長・顧問、新ひだか町女性団体連絡協議会会長　ほか

【主な経歴】三石町議会議員、三石町議会副議長、三石町議会議長、新ひだ

か町議会議員、新ひだか町議会副議長、日高中部消防組合議会議員、三石町

商工会理事、三石町商工会会長、新ひだか町商工会監事　ほか

【主な経歴】三石町農業協同組合組合長理事、みついし農業協同組合代表理

事組合長、三石町農業委員会委員、新ひだか町農業委員会委員、三石町森林

組合理事、三石地域協議会副会長、新ひだか町総合計画審議会副会長　ほか

【主な経歴】静内町教育委員会委員長・委員、新ひだか町教育委員会委員長、

静内町社会教育委員、静内町文化連盟副会長、静内町功労者表彰審議会委

員、静内観光協会理事　ほか
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　昭和63年に静内ぺてかり俳句会に入会以来、平成５年に事務局長、
平成15年には会長に就任し、多年にわたり、俳句の普及発展に尽力
されました。また、新ひだか町文芸刊行委員会委員長を務められる
とともに、新ひだか町文化団体協議会理事として、地域文化の振興
と発展に大きく貢献されました。

　平成５年から18年余の永きにわたり、農業委員会委員を務められ
たほか、川合自治会長などの要職を歴任し、地域農業者の意見調整や
農業振興策の推進に努め、本町の農業振興に多大な貢献をされました。

　平成元年から24年の永きにわたり、民生委員・児童委員を務めら
れたほか、新ひだか町営住宅入居者選考委員会委員の要職を歴任され、
率先して地域における諸問題の解決に尽力されるなど、本町の福祉向
上に大きく貢献されました。

　平成元年から24年の永きにわたり、民生委員・児童委員などの要
職を歴任され、率先して地域における諸問題の解決に尽力されるなど、
本町の福祉向上に大きく貢献されました。

　昭和61年から27年の永きにわたり、民生委員・児童委員を務めら
れたほか、社会福祉協議会理事など、数多くの要職を歴任し、率先し
て地域における諸問題の解決に尽力されるなど、本町の福祉の向上に
大きく貢献されました。

　昭和53年から現在までの多年にわたり、交通安全指導員として悲
惨な交通事故から住民を守るために率先して街頭に立ち、運転者等に
対する交通安全啓発を続けられ、本町の交通安全推進に大きく貢献さ
れました。

　昭和58年から29年余の永きにわたり、民生委員・児童委員として、
率先して地域における諸問題の解決に尽力されるなど、本町の福祉向
上に大きく貢献されました。

夛田 正弘 さん　（70歳、静内川合）

千葉 チエ さん　（76歳、静内柏台）

松本 範昭 さん　（75歳、三石川上）

荒木 克己 さん　（72歳、静内東別）

磯貝 征雄 さん　（71歳、三石旭町）

桑島 敏 さん　（81歳、静内神森）
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Tada Masahiro

新
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社会貢献賞

Chiba Chie

新
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社会貢献賞

Matsumoto Noriaki

新
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社会貢献賞

Araki Katsumi

新
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社会貢献賞

Isogai Ikuo

新
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社会貢献賞

Urushihara Tetsuo
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文化賞

Kuwajima Satoshi

　昭和60年の高静サッカースポーツ少年団創設時から選手として活
躍し、その後、多年にわたり指導者として、選手の育成や各種大会
の企画運営のほか、日本サッカー協会公認審判員として、少年サッカー
の普及発展に尽力されています。また、新ひだか町スポーツ少年団
本部事業にも積極的に協力し、少年団活動の推進に貢献されています。

　昭和54年から35年間にわたり体育指導委員（現 スポーツ推進委員）
として活動され、平成13年から平成26年までは委員長として、また、
平成23年からの２年間は、日高管内スポーツ推進委員協議会会長と
して、各種健康づくり教室やスポーツ大会における指導、運営に積極
的に取り組まれ、社会体育の振興発展に大きく貢献されました。

　第66回全日本障害馬術大会2014　ＰａｒｔⅡ　ダービー競技にお
いて優勝を果たされました。

　三石かるた同好会の会長として、サークル活動や町民かるた大会の
開催など、下の句かるたの普及発展に尽力されています。また、多年
にわたり、小中学生を対象にかるた指導を行い、青少年育成に寄与す
るとともに、新ひだか町文化団体協議会理事として、地域文化の振興
と発展に大きく貢献さています。

　平成25年度全国中学校体育大会兼第34回全国中学校スケート大会　
スピードスケート競技　女子3000㍍の部において第３位の成績を収
められました。

　平成４年に三石バレーボール協会に入会以来、指導部長、事務局長、
審判部長を歴任し、幅広い年代への指導にあたるとともに、大会運営、
審判員育成など、バレーボールの普及発展に尽力されています。また、
日本バレーボール協会Ａ級審判員及び日本バレーボールリーグ機構（Ⅴ
リーグ）特別審判員として、多くの国内、国際大会で活躍されています。

岡﨑 猛 さん　（73歳、静内緑町）

楢岡 定雄 さん　（40歳、静内高砂町）

瀧上 つくし さん　（16歳、静内第三中学校、本年3月卒業）

本夛 忠明 さん　（73歳、三石歌笛）

小瀧 健二 さん　（41歳、静内ときわ町）

白浜 裕一 さん　（38歳、静内高砂町）
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Okazaki Takeshi
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Naraoka Sadao
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Takigami Tsukushi
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Honda Tadaaki
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スポーツ奨励賞

Kotaki Kenji
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Shirahama Yuuichi

スポーツ奨励賞

　第59回北海道吹奏楽コンクール高等学校
Ｃ編成の部において金賞を受賞されました。

静内高等学校吹奏楽部新
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だか
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彰

文化奨励賞

Shizunai high school

brass band club

漆原 哲雄 さん　（70歳、静内こうせい町）
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Matsuki Kaho

松木 佳穂 さん（16歳、静内第三中学校、本年3月卒業）

　第34回全道中学校英語暗唱大会において第２位の成績を収めら
れました。
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Tsushima Ayaka
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Tsushima Mitsuki
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Arearea football club
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Mitsuishihourai no fuji
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Mitsuishihourai no ouka
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教育奨励賞

Mitsuishihourai no yamato

　平成26年度北海道中学校体育大会兼第35回北海道中学校ソフ
トテニス大会女子個人戦の部において第３位の成績を収められま
した。

對馬 綾華 さん（14歳、静内第三中学校３年生）

　平成26年度北海道中学校体育大会兼第35回北海道中学校ソフ
トテニス大会女子個人戦の部において第３位の成績を収められま
した。

津島 みつき さん（14歳、静内第三中学校３年生）

　平成26年度北海道中学校体育大会兼第35回北
海道中学校ソフトテニス大会女子団体戦の部にお
いて第３位の成績を収められました。

静内第三中学校
女子ソフトテニス部

　バーモントカップ第23回全日本少年フットサ
ル大会北海道予選において優勝を果たされました。

Ａｒｅａｒｅａ Ｆ･Ｃ

スポーツ少年団

　第17回北海道子どもかるた大会中学生の部に
おいて準優勝を果たされました。

三石蓬莱の富士

　第17回北海道子どもかるた大会中学生の部に
おいて第３位の成績を収められました。

三石蓬莱の桜花

　第17回北海道子どもかるた大会小学生の部に
おいて第３位の成績を収められました。

三石蓬莱の大和
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教育奨励賞

Shizunai third junior high school

girl soft tennis club

　宮崎さんは、昭和47年に自衛官として自衛隊に入隊し、札幌と
名寄の駐屯地で教育訓練を受けたあと、48年から静内駐屯地に勤
務。55年に防衛技官になり、平成25年に定年退職するまでの長
きにわたり、ボイラーの運転や管理業務に尽力されました。
　「機械が相手なので、一番怖いのが大きな地震。平成15年の十
勝沖地震の時は飛んで行った」と振り返り、受章について「同僚
や家族の支えがあったおかげで感謝している」と語りました。

　長年、町防犯協会役員を務め、防犯活動に取り組む泊義一さん
が、財団法人全国防犯協会連合会長表彰の防犯栄誉銅章を受章
し、11月14日に役場静内庁舎で、酒井町長から表彰状と銅章が
伝達されました。
　泊さんは、昭和35年から当時の東静内防犯協会に所属し、同協
会会長、旧静内町防犯協会副会長、新ひだか町防犯協会副会長な
どを歴任。自ら青色回転灯装着車でパトロールを実施するなど、
半世紀以上の長きにわたり地域住民の防犯意識を高める活動に尽
力されています。

　40年間の長きにわたり、子どもたちへの読み聞かせ活動をし
ている、読み聞かせの会「おはなしつくしんぼ」（村上こず枝代表、
会員9人）が、公益社団法人読書推進運動協議会の優良読書グルー
プ全国表彰を受賞し、11月18日に女性センター・みらいで、河
村教育長から表彰状が伝達されました。
　同団体は「絵本と子どもの橋渡し役」として、乳幼児や小学低
学年を対象とした絵本の読み聞かせや図書館行事への協力など、
子どもが楽しく本と接する機会を提供しています。

宮崎 義則 さん　（61歳、静内柏台）

秋の叙勲　瑞宝単光章（防衛業務功労）

全国防犯功労者等表彰　防犯栄誉銅章

　10月17日から21日に長崎県で行われた『第69回全国国民体育
大会』の馬術競技の少年団体障害飛越に北海道代表で出場し、見
事優勝を果たした小山達平君が10月27日に役場静内庁舎を訪れ、
酒井町長に報告しました。
　チームは２回戦、準決勝を順調に勝ち上がり、決勝で福島県と
対戦。北海道、福島ともに得点は12点で、タイム０秒04差で北
海道が見事勝利。小山君は静内農業高校が生産・飼育しているサ
クラホウジュに騎乗し、準決勝、決勝とともにノーミスの人馬一
体となった飛越を披露し、栄光を勝ち取りました。

泊　義一 さん　（85歳、静内西川）

優良読書グループ全国表彰

読み聞かせの会「おはなしつくしんぼ」

長崎国体・馬術少年団体優勝

７ ６

小山 達平 さん　（静内農業高校３年）


