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公 告

平成20年度島根県各種功労者表彰を行ったので、島根県各種功労者表彰規程（昭和28年島根県告示第490号）第３条第

２項の規定により公告する。

平成20年12月５日

島根県知事 溝 口 善兵衛

氏名又は名称 功 績 の 要 旨

寺本 慶子 多年統計調査に携わりその質的向上に寄与した。

永田 三日人 多年統計調査に携わりその質的向上に寄与した。

山根 寿栄 多年統計調査に携わりその質的向上に寄与した。

植田 稔 多年高圧ガスによる災害事故防止に努め保安意識の高揚と安全管理の推進に寄与した。

加芝 誠 多年高圧ガスによる災害事故防止に努め保安意識の高揚と安全管理の推進に寄与した。

多年地域産品の開発・販路拡大や国際貿易伸展などに携わり石見地域の振興に寄与し
大田 肇雄

た。

綾部 正 市議会議員等を務め多年地方自治の伸展に寄与した。

荒銀 祐吉 町議会議員等を務め多年地方自治の伸展に寄与した。

池田 高明 村長等を務め多年地方自治の伸展に寄与した。

太田 久人 町議会議員等を務め多年地方自治の伸展に寄与した。

大中 八臣 町議会議員等を務め多年地方自治の伸展に寄与した。

門脇 康雄 町長等を務め多年地方自治の伸展に寄与した。

木ノ下 晴重 町議会議員等を務め多年地方自治の伸展に寄与した。

齋藤 武男 町議会議員等を務め多年地方自治の伸展に寄与した。

齋藤 久男 村議会議員等を務め多年地方自治の伸展に寄与した。

佐々木 健 町長等を務め多年地方自治の伸展に寄与した。

新宮 義忠 町助役等を務め多年地方自治の伸展に寄与した。

井 博 市議会議員等を務め多年地方自治の伸展に寄与した。

中島 宏喜 市議会議員等を務め多年地方自治の伸展に寄与した。

中谷 文一 町長等を務め多年地方自治の伸展に寄与した。

前野 忠教 町助役等を務め多年地方自治の伸展に寄与した。

松尾 光浩 市収入役等を務め多年地方自治の伸展に寄与した。

矢田 勉 町議会議員等を務め多年地方自治の伸展に寄与した。

吉賀 孝夫 町議会議員等を務め多年地方自治の伸展に寄与した。

有田 誠孝 多年交通安全活動に取り組み交通安全意識の高揚に寄与した。

加藤 武男 多年交通安全活動に取り組み交通安全意識の高揚に寄与した。

小林 正治 多年交通安全活動に取り組み交通安全意識の高揚に寄与した。

米谷 洋 多年交通安全活動に取り組み交通安全意識の高揚に寄与した。

仙田 喜久雄 多年交通安全活動に取り組み交通安全意識の高揚に寄与した。

江下 芳久 多年交通安全活動や民生児童委員活動に取り組み安全で安心な地域づくりに寄与した。

石飛 友江 多年婦人会活動を通じ女性の地位の向上と社会参加の推進に寄与した。

定秀 恵子 多年商工会女性部活動を通じ女性の地位の向上と社会参加の推進に寄与した。

三浦 三枝 多年婦人会や母子会活動を通じ女性の地位の向上と社会参加の推進に寄与した。
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吉田 フサコ 多年人権教育の実践に努め女性の地位の向上と社会参加の推進に寄与した。

橋本 清志 多年人権教育の実践に努め人権尊重意識の啓発に寄与した。

滝川 正 多年人権教育の実践に努め人権尊重意識の啓発に寄与した。

富田 郁子 多年俳句協会会長として創作活動の先頭に立ち芸術文化の振興に寄与した。

田村 道子 多年日本語教育の指導者として地域における国際交流の推進に寄与した。

野津 大 多年自然保護活動に取り組み地域における環境保全に寄与した。

狩野 治三 多年配置販売業の健全な発展に努め保健衛生の向上に寄与した。

浜田市食生活改善推進協
多年行政と協力して地域住民の健康増進に努め地域保健の向上に寄与した。

議会浜田支部

河上 登紀子 多年看護師の養成と看護の質的向上に努め保健医療の向上に寄与した。

齋藤 克彦 多年地域歯科医療の推進に努め保健医療の向上に寄与した。

佐 方則 多年地域医療の推進に努め保健医療の向上に寄与した。

仲佐 善昭 多年地域歯科医療の推進に努め保健医療の向上に寄与した。

永松 幹夫 多年地域医療の推進に努め保健医療の向上に寄与した。

原 敬親 多年地域医療の推進に努め保健医療の向上に寄与した。

細貝 修二 多年医薬分業の推進に努め保健医療の向上に寄与した。

松本 英俊 多年医薬分業の推進に努め保健医療の向上に寄与した。

青戸 稔 多年障害者の自立と社会参加への支援に努め障害者福祉の向上に寄与した。

井上 明男 多年民生の安定と福祉の増進に努め社会福祉の向上に寄与した。

今岡 隆子 多年民生の安定と福祉の増進に努め社会福祉の向上に寄与した。

寺戸 花代 多年民生の安定と福祉の増進に努め社会福祉の向上に寄与した。

中島 春重 多年民生の安定と福祉の増進に努め社会福祉の向上に寄与した。

山本 道典 多年民生の安定と福祉の増進に努め社会福祉の向上に寄与した。

岸 洋造 多年里親会の発展と里親の資質向上に努め子どもの健全育成と自立に寄与した。

御神本 啓一
多年里親会の発展と里親の資質向上に努め子どもの健全育成と自立に寄与した。

御神本 俊子

井上 靜子 多年農産物の産地直送体制の強化に努め地域の活性化と農業の振興に寄与した。

木村 武志 多年農業後継者の育成に努め地域の活性化と農業の振興に寄与した。

内田 裕之 多年商工業者の指導育成に努め地域経済の振興に寄与した。

岡田 耕作 多年商工業者の指導育成に努め地域経済の振興に寄与した。

加藤 喜久 多年協同組合の運営と経営基盤の確立に努め地域経済の振興に寄与した。

兒玉 泰州 多年協同組合の運営と経営基盤の確立に努め地域経済の振興に寄与した。

杉原 嘉治久 多年商工業者の指導育成に努め地域経済の振興に寄与した。

長谷川 秀雄 多年商工会議所の運営と経営基盤の確立に努め地域経済の振興に寄与した。

原本 達治 多年協同組合の運営と経営基盤の確立に努め地域経済の振興に寄与した。

吉田 稔 多年協同組合の運営と経営基盤の確立に努め地域経済の振興に寄与した。

西本 俊司 多年ボランティアによる観光案内活動に携わり地域の活性化に寄与した。

いずも大社観光ガイドの
多年ボランティアによる観光案内活動を展開し地域の活性化に寄与した。

会

益田観光ガイド友の会 多年ボランティアによる観光案内活動を展開し地域の活性化に寄与した。

安部 廣 多年電気工事業の健全な発展に努め社会基盤の整備に寄与した。

中筋 豊通 多年建設業の健全な発展に努め社会基盤の整備に寄与した。
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号外第155号 島 根 県 報 平成20年12月５日

伊藤 若美 多年児童生徒の健康管理と保健衛生指導に努め学校保健の向上に寄与した。

井原 泰 多年学校教育の充実と社会教育の推進に努め教育行政の伸展に寄与した。

塩毛 忠之 多年学校教育の充実と特別支援教育の推進に努め教育行政の伸展に寄与した。

角 汎 多年児童生徒の口腔衛生指導に努め学校歯科保健の向上に寄与した。

長野 忠 多年社会教育の充実と推進に努め社会教育行政の伸展に寄与した。

西村 武 多年学校教育の充実と社会教育の推進に努め教育行政の伸展に寄与した。

藤原 徹知 多年学校教育の充実と農業教育の推進に努め教育行政の伸展に寄与した。

吉川 公貫 多年学校教育の充実と水産教育の推進に努め教育行政の伸展に寄与した。

吉野 健二 多年児童生徒の健康管理と保健衛生指導に努め学校保健の向上に寄与した。

安部 吉弘 多年伝統美術工芸の適切な保存に努め文化財の保護に寄与した。

児島 俊平 多年石見地域の歴史文化等の調査研究と啓発に努め文化財の保護に寄与した。

竹中 余志一 多年青少年の健全育成に努め地域住民の防犯意識の高揚に寄与した。

井 一顕 多年青少年の健全育成に努め地域住民の防犯意識の高揚に寄与した。

安田 照光 多年青少年の健全育成に努め地域住民の防犯意識の高揚に寄与した。

山内 良行 多年青少年の健全育成に努め地域住民の防犯意識の高揚に寄与した。

渡部 敏夫 多年青少年の健全育成に努め地域住民の防犯意識の高揚に寄与した。
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