
問い合わせ先 

市長公室 秘書広報課 秘書係 

担当：係長 雨宮秀樹、松平浩子 

電話：0265-22-4511 内線：2311 

F A X : 0265-53-4511 

Email:hisho@city.iida.nagano.jp 

【内容（基本事項）】 

１．日  時  平成 30年 10月 1日（月） 午前 10時 30分～ 

２．場  所  飯田市役所 Ｃ棟 311.312会議室 

３．受賞者  表彰状 22件、感謝状 21件（詳細は別紙のとおり） 

４．内  容 

  市長あいさつ 

  表彰状・感謝状贈呈 

  来賓祝辞 

  受賞者代表謝辞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度飯田市市政功労者表彰式の開催について 

 

平成 30年９月 18日（火） 

発表の趣旨 

□ 政策・施策・事業等の発表 

■ イベント等の事前告知 

■ 当日の取材依頼    □ 市民・対象者等に対する周知依頼 

□ イベント・事故等の事後告知      □ その他 

添付資料の有無 

□なし  ■あり（別添のとおり） 

飯田市ウェブサイトへの掲載 

□なし  □あり 

■後日掲載（10月 3日頃） 

永年にわたり飯田市の政治、経済、文化、社会その他の各分野において、市政の振興に貢献や協力いただ

き、その功績について顕著と認める方に対して、飯田市表彰規定に従い表彰状、または感謝状を贈呈しま

す。表彰式は 10月 1日に開催し、今年度は表彰状の贈呈が 22件、感謝状の贈呈が 21件となります。 



【表彰】

氏名 年齢 表彰理由 居住地等

1 細沢　勝義 75 丸山地域協議会の委員を永年務められた 滝の沢

2 外谷　一夫 80 東野地域協議会の委員を永年務められた 宮ノ上

3 熊谷　八千代 77 飯田市福祉委員を永年務められた 座光寺

4 大倉　剛 76 飯田市福祉委員を永年務められた 桐林

5 奥村　哲也 77 飯田市福祉委員を永年務められた 東和町一丁目

6 熊谷　貴美子 64 飯田市福祉委員を永年務められた 上村

7 棚橋　健二 75 飯田市福祉委員を永年務められた 鼎西鼎

8 久田　惠子 70 飯田市福祉委員を永年務められた 知久町四丁目

9 森山　祐子 64 飯田市福祉委員を永年務められた 浜井町

10 宮内　早希子 59 国民健康保険運営協議会の委員を永年務められた 鼎中平

11 阿部　吉数 75 飯田市東野財産区の管理委員を永年務められた 松尾町四丁目

12 栗林　一彦 75 飯田市羽場財産区の管理委員を永年務められた 羽場町二丁目

13 丹羽　邦勝 81 飯田市羽場財産区の管理委員を永年務められた 正永町二丁目

14 吉澤　悦史 64 飯田市産業振興審議会の委員を永年務められた 泰阜村

15 伊藤　朝樹 62 学校医を永年務められた 龍江

16 宮澤　 秀三 58 学校医を永年務められた 通り町四丁目

17 堀田　浩三 60 学校歯科医を永年務められた 桐林

18 宮﨑　順子 59 学校歯科医を永年務められた 高羽町二丁目

19 松村　圭章 59 学校歯科医を永年務められた 上郷別府

20 新井　盛博 59 学校歯科医を永年務められた 育良町一丁目

21 伊壺　悦子 59 学校歯科医を永年務められた 山本

22 後藤　晃 80 飯田市休日夜間急患診療所の執務医を永年務められた 高森町

№４「倉」、№21「壺」は旧字体

平成３０年度飯田市市政功労者表彰　対象者一覧



【感謝状】

氏名 感謝状贈呈理由 居住地等
0 飯田 太郎 飯田市教育委員会委員を永年務められ 大久保町２５３

1 伊藤　邦幸 とけい塔整備のための寄附 中央通り四丁目

2 大森　喜美子 文化振興のための寄附 千葉県船橋市

3 キノシタ開発　株式会社 長志育英会奨学資金としての寄附 北方

4 有限会社　SANAA事務所 小笠原資料館修繕のための寄附 東京都江東区

5 塩尻鉄工　株式会社 　教育振興のための寄附 岡谷市

6 シチズン時計　株式会社 とけい塔整備のための寄附 東京都西東京市

7
シチズン時計マニュファクチャ

リング株式会社　飯田工場
とけい塔整備のための寄附 下殿岡

8 株式会社  シノダ設備 災害対策のための寄附 今宮町二丁目

9 清水　史郎 文化振興のための寄附 東京都練馬区

10 白鳥　秀樹 飯田市政のための寄附 東京都西東京市

11 塚原　琢哉 文化振興のための寄附 東京都港区

12 野原ホールディングス株式会社 龍峡育英会奨学資金としての寄附 東京都新宿区

13
特定非営利活動法人

飯伊学生防犯対策支援協会
防犯対策向上のための寄附 中央通り四丁目

14 菱田　厚 文化振興のための寄附 東京都足立区

15 ミナト光学工業株式会社 　教育振興のための寄附 時又

16 みなみ信州農業協同組合 市民の安全確保のための寄附 北方

17 綿半ホールディングス株式会社 龍峡育英会奨学資金としての寄附 東京都新宿区

18 下平　 勤司 東野まちづくり会議会長を務められた 吾妻町

19 小木曽　博人 松尾地区まちづくり委員会会長を務められた 毛賀

20 水口　芳昭 鼎地区まちづくり委員会会長を務められた 鼎中平

21 山田　雅士 上郷地域まちづくり委員会会長を務められた 上郷飯沼

№1「邦」は旧字体



表彰の種類及び基準 

名称 期間 

飯田市教育委員会の委員 ８年以上（消防団長にあっては、分団長

であった期間を含む。） 飯田市選挙管理委員会の委員 

監査委員 

飯田市農業委員会の委員 

自治会長（市長が認める範囲以上の区域に係るもの

に限る。）又は区長以上の委員 

消防団長 

公民館の館長 

飯田市議会の議員 10年以上（飯田市議会の議員にあっては

市町村合併前の期間を、赤十字奉仕団委

員長にあっては分団長であった期間を含

む。） 

飯田市公平委員会の委員 

地域協議会の委員 

飯田市男女共同参画推進委員会の委員 

飯田市再生可能エネルギー導入支援審査会の委員 

福祉委員 

国民健康保険運営協議会の委員 

飯田市農業振興地域整備推進審議会の委員 

飯田市都市計画審議会の委員 

赤十字奉仕団委員長 

交通指導員 

飯田市就学相談委員会の委員 

飯田市スポーツ推進審議会の委員 

スポーツ推進委員 

社会教育委員 

青少年育成推進委員 

飯田市文化財審議委員会の委員 

飯田市文化財専門委員会の委員 

飯田市公民館運営審議会の委員 

飯田市図書館協議会の委員 

飯田市の区域に存する財産区の議会の議員 

飯田市の区域に存する財産区の管理委員 

飯田市固定資産評価審査委員会の委員 12年以上（飯田市固定資産評価審査委員

会の委員にあっては、特別土地保有税審

議会委員であった期間を含む。） 

飯田市情報公開審査会の委員 

飯田市人権尊重推進審議会の委員 

消費者問題協議会の委員 

飯田市環境審議会の委員 

飯田市産業振興審議会の委員 

労政協議会の委員 

飯田市勤労者福祉施設運営協議会の委員 

飯田市地方卸売市場運営審議会の委員 



名称 期間 

飯田市中小企業振興資金あつせん審議会の委員  

飯田市上下水道事業運営審議会の委員 

飯田市防災会議の委員 

交通災害相談員 

飯田市消防委員会の委員 

飯田市青少年問題協議会の委員 

飯田市歴史研究所協議会の委員 

飯田市美術博物館協議会の委員 

学校医 20年以上 

学校歯科医 

学校薬剤師 

（備考） 

１ 職の名称の変更があった場合において、同一の職であると市長が認めるときは、その期

間を通算する。 

２ 期間に１月未満の端数があるときは、１月として計算する。 

 


