
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度「知事表彰」を実施します 

１ 表彰種別受賞者数 

種   別 受賞者数 種   別 受賞者数 

産業功労者 18 環境保全功労者 ２ 

産業功労団体 １ 景観形成功労団体 １ 

地方自治功労者 12 社会奉仕功労 １ 

教育功労者 ２ 青少年健全育成功労者 ２ 

体育功労者 ２ 納税推進功労者 ２ 

消防功労者 11 防犯功労者 １ 

統計功労者 15 山岳遭難救助功労者 １ 

社会福祉功労者 ７ 警察功労者 １ 

保健衛生功労者 ７ 
合 計 90（個人 88・団体２） 

建設事業功労者 ４ 

２ 受賞者 

 別紙「令和４年度 知事表彰（各界功労）受賞者名簿」のとおり 

３ 表彰式 

(1) 日時 

令和４年６月７日（火）10 時 30 分から 12 時 00 分まで（予定） 

(2) 場所 

長野ホテル犀北館 本館２階「グランドボールルーム」  

(3) 内容 

① 表彰式（10 時 30 分から） 表彰状授与、知事式辞、来賓祝辞、受賞者御挨拶 

② 交流会（11 時 20 分から） 県若手音楽家による祝賀演奏 

 

長野県（総務部）プレスリリース 令和４年（2022 年）５月 31 日  

各分野において顕著な功績をあげられた方々を、県表彰規則に基づき以下のとおり表彰します。 

担  当 総務部 人事課 総務係（栄典担当） 

（課長）根橋幸夫（担当）岩下裕昭 

電  話 026-235-7137（直通） 

ファクシミリ 026-235-7395 

電子メール jinji-eiten@pref.nagano.lg.jp 

mailto:jinji-eiten@pref.nagano.lg.jp
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表彰種別 経歴・職業等 住所

赤羽　眞太郎 あかはね　しんたろう 松本商工会議所常議員 松本市

宇治　正皓 うじ　まさひろ 県中小企業団体中央会理事 塩尻市

大久保　典昭 おおくぼ　のりあき 松本商工会議所常議員 松本市

小林　健一 こばやし　けんいち 県中小企業労働問題協議会会長 長野市

佐藤　郁男 さとう　いくお （元）麻績村商工会会長 麻績村

重田　元一 しげた　もといち 浅科商工会会長 佐久市

西村　源一郎 にしむら　げんいちろう 松本商工会議所常議員 松本市

濱島　弘尚 はましま　ひろなお 阿智村商工会会長 阿智村

古屋　源吾 ふるや　げんご 小川村商工会会長 小川村

まえざわ　よしみ （前）信州新町商工会会長 長野市

水本　正俊 みずもと　まさとし 県経営者協会専務理事 長野市

村田　宏和 むらた　ひろかず 松本広域調理師会会長 松本市

山浦　友二 やまうら　ともじ 県中小企業団体中央会理事 小諸市

依田　幸光 よだ　ゆきみつ 佐久商工会議所常議員 佐久市

雨宮　勇 あめみや　いさむ （前）県農業協同組合中央会会長 富士見町

胡桃澤　健 くるみざわ　けん （前）県小渋川土地改良区理事長 豊丘村

すがはら　さとし （元）長野県林業士認定審査委員会委員長 松本市

町田　光幸 まちだ　みつゆき
（前）北信木材生産センター協同組合代表
理事

千曲市

産業功労団体 テクノネット駒ヶ根 てくのねっとこまがね 駒ヶ根市

市村　良三 いちむら　りょうぞう （前）小布施町長 小布施町

唐木　一直 からき　かずなお （前）南箕輪村長 南箕輪村

小池　正充 こいけ　まさみつ （前）平谷村長 平谷村

髙野　忠房 たかの　ただふさ （前）麻績村長 麻績村

宮澤　宗弘 みやざわ　むねひろ （前）安曇野市長 安曇野市

柳島　貞康 やなぎしま　さだやす （前）大鹿村長 大鹿村

池田　勝衛 いけだ　かつえ （前）小諸市議会議員 小諸市

木下　容子 きのした　ようこ （前）飯田市議会議員 飯田市

　令和４年度　知事表彰（各界功労）　受賞者名簿

氏名・団体名
（敬称略）

産業功労者

地方自治功労者



2/4

表彰種別 経歴・職業等 住所
氏名・団体名
（敬称略）

小池　三四郎 こいけ　さんしろう （前）小海町議会議員 小海町

福原　和人 ふくはら　かずひと （前）栄村議会議員 栄村

堀内　克美 ほりうち　かつみ （前）飯島町議会議員 飯島町

山本　悟 やまもと　さとる （前）青木村議会議員 青木村

内川　小百合 うちかわ　さゆり 丸の内ビジネス専門学校校長 松本市

松下　擴 まつした　ひろむ （元）松川町公民館主事兼社会教育主事 松川町

加藤　邦人 かとう　くにと 県スケート連盟会長 小海町

根橋　寬 ねばし　ひろし 県空手道連盟会長 上田市

上條　裕幸 かみじょう　ひろゆき （元）松本市消防団副団長 松本市

久保井　淳 くぼい　あつし （元）富士見町消防団団長 富士見町

武居　和彦 たけい　かずひこ 下諏訪町消防団分団長 下諏訪町

永野　悟 ながの　さとる （前）松本市消防団分団長 松本市

中村　公彦 なかむら　きみひこ 須坂市消防団団長 須坂市

宮坂　明直 みやさか　あきなお 松本市消防団副団長 松本市

みやさか　よしのり 岡谷市消防団分団長 岡谷市

山田　弘 やまだ　ひろし （元）上松町消防団団長 上松町

吉江　速人 よしえ　はやと （前）松本市消防団分団長 松本市

米窪　潤司 よねくぼ　じゅんじ （前）塩尻市消防団団長 塩尻市

齋藤　重一郎 さいとう　じゅういちろう （前）上田地域防火協会会長 上田市

赤羽　壽美子 あかはね　すみこ 統計調査員 松本市

伊藤　正彦 いとう　まさひこ 統計調査員 上田市

伊藤　芳子 いとう　よしこ 統計調査員 松本市

小松　冨士子 こまつ　ふじこ 統計調査員 駒ヶ根市

塩田　なを子 しおだ　なをこ 統計調査員 長野市

筒井　菊世 つつい　きくよ 統計調査員 松本市

永江　睦子 ながえ　むつこ 統計調査員 長野市

ひろた　みどり 統計調査員 長野市

地方自治功労者

教育功労者

体育功労者

消防功労者

統計功労者
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表彰種別 経歴・職業等 住所
氏名・団体名
（敬称略）

本田　富子 ほんだ　とみこ 統計調査員 松本市

丸山　久美子 まるやま　くみこ 統計調査員 上田市

丸山　春行 まるやま　はるゆき 統計調査員 諏訪市

宮澤　陽子 みやざわ　ようこ 統計調査員 上田市

宮島　洋子 みやじま　ようこ 統計調査員 長野市

依田　実 よだ　みのる 統計調査員 佐久市

土屋　珠江 つちや　たまえ 佐久市中込地区民生児童委員協議会会長 佐久市

永田　繁江 ながた　しげえ 須坂市民生児童委員協議会会長 須坂市

堀篭　幸子 ほりごめ　さちこ 御代田町民生児童委員協議会副会長 御代田町

横山　百合子 よこやま　ゆりこ
松本市城北地区民生委員・児童委員協議会
副会長

松本市

いで　かずしげ (前)県聴覚障害者協会理事長 千曲市

岩原　勝 いわはら　まさる ボランティア 松本市

岩原　亮子 いわはら　りょうこ ボランティア 松本市

伊藤　一人 いとう　かずと 飯綱町立飯綱病院院長 飯綱町

古田　仁志 ふるた　ひとし （前）県料理業生活衛生同業組合理事長 下條村

牧山　尚也 まきやま　なおや
（前）軽井沢町国民健康保険軽井沢病院院
長

軽井沢町

松下　秀正 まつした　ひでまさ 県興行生活衛生同業組合理事長 諏訪市

まつだ　くにまさ 県食品衛生協会会長 大町市

宮下　憲治 みやした　けんじ 県公衆浴場業生活衛生同業組合理事長 上田市

横沢　伸 よこさわ　しん （前）大北医師会会長 白馬村

唐澤　正幸 からさわ　まさゆき 県建設業協会常任理事 小諸市

北沢　資謹 きたざわ　もとのり 長野県建設業協会飯田支部顧問 飯田市

檀原　隆宣 だんばら　たかのぶ 県宅地建物取引業協会副会長 辰野町

成田　秀文 なりた　ひでふみ 県消防設備協会副会長 松本市

酒井　悟 さかい　さとる 県浄化槽協会理事 駒ヶ根市

藤原　保 ふじはら　たもつ 県浄化槽協会理事 上松町

景観形成功労団体
歴史の路景観形成長沢
町住民協定運営委員会

れきしのみちけいかんけいせい
ながさわちょうじゅうみんきょ
うていうんえいいいんかい

諏訪市

統計功労者

社会福祉功労者

保健衛生功労者

建設事業功労者

環境保全功労者
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表彰種別 経歴・職業等 住所
氏名・団体名
（敬称略）

社会奉仕功労者 宮下　滿榮 みやした　みつえ 長野県ライオンズ（元）334-E地区ガバナ 長野市

遠藤　祥江 えんどう　よしえ 大町市青少年補導委員協議会会長 大町市

岡　秀子 おか　ひでこ （元）大町市青少年補導委員協議会副会長 大町市

上條　光信 かみじょう　みつのぶ 関東信越税理士会長野県支部連合会会長 松本市

山口　高史 やまぐち　たかし 県納税貯蓄組合連合会副会長 安曇野市

防犯功労者 北澤　勝始 きたざわ　かつはる （元）大町市大町地区防犯協会理事 大町市

山岳遭難救助功労者 畠山　憲一郎 はたけやま　けんいちろう
北アルプス南部地区山岳遭難防止対策協会
指導部長

安曇野市

警察功労者 飯塚　康彦 いいづか　やすひこ 長野南警察署検視等立会医師 長野市

納税推進功労者

青少年健全育成功労者


