高齢者叙勲
瑞 宝 双 光 章

秋の叙勲
旭 日 単 光 章

洋子 さん

年に羽

章
綬

褒

章

ノ浦町消防団員を拝命されて
以来、 年にわたり消防団活
動に従事。羽ノ浦分団長や市
消防団副団長を務められ、積
極的に職務遂行に当たりまし
た。率 先 し た 消 防 活 動 の ほ
か、常日頃は消防操法での鍛
錬・技術の向上を欠かさず、
消防水利の点検や危険箇所を
見回るなど、地域に根ざした
防災意識の向上に貢献されま
した。

褒
藍

島さんは、平成９年に阿南
市明るい選挙推進協議会委員
に就任されて以来、委員長を
務めるなど、各種選挙におい
て地域における明るい選挙の
推進啓発に尽力されていま
す。他の委員と共に積極的に
明るい選挙と投票、参加を呼
び掛けるほか、出前授業や模

育みクラブ
育みクラブは、平成 年度
に文部科学省より委託され、
電話・来所・訪問等の子育て
に関する相談事業、講演、育
み通信による啓発活動を開始
しました。相談内容は多岐に
わたり複雑化する中、相談員
たちは熱意と豊富な経験・専
門知識で、悩む保護者や家族
を支援。長きにわたり地域の
子育て応援団としてボランテ
ィア活動をされたことが評価
されました。

厚生労働大臣表彰

擬投票を実施し、将来を担う
若い世代への選挙啓発に注力
されています。

危険業務
従事者叙勲
瑞 宝 双 光 章

岡本さんは、昭和 年に海
上自衛隊に入隊して以来、
年の長きにわたり、国防のた
め に 尽 力 さ れ ま し た。こ の
間、徳島、岩国、小松島、舞
鶴の各航空隊において、航空
機整備員および整備幹部とし
て整備補給業務を遂行。豊富
な経験と優れた知識・技能を
有 し、特 に 東 日 本 大 震 災 で
は、円滑な支援物資輸送に貢
献されました。

椿町中学校
椿町中学校は、長年にわた
り定期的にアカウミガメの産
卵場所である蒲生田海岸の清
掃を実施。ごみを取り除くこ
とで、上陸・産卵しやすい環
境づくりに貢献されていま
す。また、外部講師を招いた
ウミガメ環境
講座の実施や
生きたウミガ
メの観察を通
じて、生態系
への理解・知
識を深めてい
ます。

環境大臣表彰

喜来環境美化組合
喜来環境美化組合は、平成
９年から長年にわたり、広域
農道の周辺の草刈り、喜来ト
ンネル周辺の公園造成整地、
清掃管理を行う等、地域の美
化に貢献されています。会員
のボランティ
ア活動促進に
ついての意識
は高く、その
姿勢や活躍ぶ
りは他の模範
となっていま
す。
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阿南市加茂谷地区民生委員
児童委員協議会
加茂谷地区
民生委員児
童委員協議
会は、昭和
年から多岐に
わたる社会福
祉活動を実
施。新小学１
年生に入学祝いのプレゼント
や幼稚園児たちとのお楽しみ
会の開催、一人暮らしの高齢
者へ配食サービスを行うな
ど、地区住民の暮らしやすい
生活のため献身的に取り組ま
れています。

直樹さん
羽ノ浦町（61歳）
岡本

の発展に貢献されました。こ
の間、同局集配営業課上席課
長代理等を歴任するなど、主
に配達業務に従事。正確かつ
迅速に郵便物をお届けし、お
客さまへの声掛けを率先する
など、地域に密着した郵便局
づくりに尽力されました。

仁美 さん

文部科学大臣表彰
井澤

玉岡

玉岡さんは、
（旧）知的障害
幼児通園施設の指導員、園長
を長年務め、平成 年から、
年間、阿南市教育委員、教
育委員長を歴任。児童福祉の
視点で本市の教育行政の進展
に尽力されました。女性教員
の積極的な管理職登用への進
言や、子どもも先生も大切に
する学校教育の充実実現に心
を寄せてきました。

羽ノ浦町（

歳）

井澤さんは、平成 年に那
賀川町総合型地域スポーツ・
レクリエーションクラブの役
員を務められて以来、多年に
わたり生涯スポーツ振興に貢
献。ウオーキング大会等、多
世代・多志向にわたる会員が
参加できるイベントの実施を
はじめ、交流促進や日常的に
活動できる環境整備を図られ
ています。

那賀川町（

歳）

実施と正確性の確保に尽力さ
れました。調査に対して積極
的で、緻密な仕事内容が高く
評価されました。

中野さんは、昭和

岩淺さんは、平成 年に阿
南市監査委員に就任されて以
来、４期 年の長きにわたり、
的確な判断で監査、審査を実
高島さんは、昭和 年に工
施し、本市の財政健全化に貢
献されました。この間、厳し 業統計調査員に任命されて以
い財政運営や１市２町の合併 来 長 き に わ た り、経 済 産 業
に直面するも、効果的な行政 省、総務省、厚生労働省関係
運営に努めるよう積極的に提 等、多岐にわたる統計調査に
言を行う等、新阿南市の発足 従事し、調査の円滑な実施と
に大きな功績を残されました。 正確性の確保に尽力されまし
た。その姿は他の調査員の模
範となっています。また、民
瑞 宝 単 光 章
生・児童委員として、社会福
祉の増進に寄与されました。

島谷さんは、昭和 年から
徳島中央郵便局に勤務されて
以来、長きにわたり郵政事業

の充実に取り組み、保護者、
地域社会から厚い信望を受け
ました。退職後は、市民生・
児童委員協議会の代表として
運営の中核を担い、社会福祉
活動の充実に尽力されました。

大臣表彰

仁美 さん
歳）

総務大臣表彰
原田さんは、昭和 年から
徳島県内小学校の教諭、教頭、
校長として長きにわたり、学 湯浅 美雪 さん
那賀川町（ 歳）
校教育の発展に尽力されまし
た。特に児童の自主的学習態
湯浅さんは、統計調査員と
度の育成に注力したほか、
「お して長きにわたり、労働力調
はよう運動」の率先や他校児 査をはじめ、国勢調査、就業
童との交流学習にも取り組み 構造基本調査、農林業センサ
ました。退職後は積極的に世 ス等、多岐にわたる統計調査
話役を引き受ける等、地域社 に従事し、調査の円滑な実施
会の向上に貢献されています。 と正確性の確保に尽力されま
した。仕事内容が正確で、調
査票の高い回収率が高く評価
されました。
奥井

那賀川町（

羽ノ浦町（65歳）

63
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敏子さん
津乃峰町（76歳）

高島

57

善文さん

51

那賀川町（65歳）

島 優德さん
福村町（81歳）

二郎さん
宝田町（82歳）

52
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椿町（88歳）

中野
75

20

16

奥井さんは、統計調査員と
して長きにわたり、労働力調
査をはじめ、国勢調査、就業
構造基本調査、住宅・土地統
計調査等、多岐にわたる統計
調査に従事し、調査の円滑な

37

岩淺

15

喜久雄さん

58

28

進さん

粟田

30

16

19

おめでとうございます

粟田さんは、昭和 年から
徳島県内小・中学校の教諭、
教頭、校長として長きにわた
り、学校教育の発展に貢献さ
れました。この間、教育環境

12

令和２年秋の叙勲受章者が発表され、本市では次の方々が受章されました。その他の表彰等と併せてご披露します。

龍二さん
原田

島谷
62

（11 月 30 日発表分まで、掲載のご了解が得られた方を紹介しています。一部敬称略）

富岡町（88歳）

栄えある受章
長年の功績

その他の表彰

■県社会福祉協議会会長表彰
民生委員・児童委員功労者
久田 哲郎（長生町）
社会福祉事業功労者
生島 伸子（羽ノ浦町）
井上 幸枝（那賀川町）

敬老県民のつどい
■県知事表彰
高齢者福祉功労者
大橋 幸江（日開野町）
友成 真弓（羽ノ浦町）
友愛訪問活動功労者（感謝）
木里 望成（宝田町）
粟飯原仁子（中林町）
福良チヱ子（見能林町）

湯浅 一代（橘町）
岡本 賀代（上中町）
四国防犯協会連絡協議会表彰
社会福祉大会表彰
■県老連会長表彰
小
濱
重
幸
（
見
能
林
町
）
■四国管区警察局長・
団体の部
尾畑 治子（那賀川町）
四国防犯協会連絡協議会
津乃峰セニヤクラブ
蔭佐恵美子（津乃峰町）
会長連名表彰
全国社会福祉大会
安全衛生徳島労働局長表彰
（津乃峰町）
佐野 公子（那賀川町）
日下 廣子
■ 全国社会福祉協議会会長表彰
佐野
忍（畭町）
（自警団・はのうら副会長） 永年勤続功労者
宝田南部長寿クラブ
株式会社岡部機械工業
塩﨑紀久子（羽ノ浦町）
森本真由美（福井町）
（宝田町）
株式会社岡部機械工業は、
田中 祐代（那賀川町）
近藤 泰司（下大野町）
桑野西部セニヤクラブ
徳島県安全で安心な
長年継続して避難訓練、消火
敦賀加奈子（見能林町）
山﨑 師郎（福村町）
（桑野町）
訓練、ＢＣＰ（事業継続計画） まちづくりに関する知事表彰
齋
芳宏（羽ノ浦町）
森田真由美（富岡町）
個人の部
の図上訓練を実施するなど、 ■徳島県安全で安心なまちづ
藤井 佳典（宝田町）
柏木 多恵（見能林町）
くり推進協議会会長（徳島
吉原都由子（那賀川町）
労使協力して労働安全衛生活
山西智恵子（山口町）
県知事）表彰
動を活発に推進しています。
与能本ふく江（上中町）
ＡＢＯ
徳島県社会福祉大会
■名誉大会長表彰（知事表彰） ボランティア功労者・団体
阿南市文化祭優秀作品表彰
四国地方整備局長表彰
逢坂 陽子（新野町）
民生委員・児童委員功労者
徳島県交通安全功労者表彰
久保
猛（下大野町）
今年度の文化祭の俳句大会
栗本 治郎（長生町）
■徳島県交通安全対策協議会
椿泊小学校

辻󠄀本壽美子（那賀川町）
と短歌大会は、新型コロナウ
社会福祉事業功労者
会長（徳島県知事）表彰
椿泊小学校は、 年以上に
中田 茂樹（宝田町）
イルス感染症拡大の影響のた
表原亜希子（畭町）
阿南地域交通安全活動推進
わたり椿泊漁港海岸におい

め、誌上展により開催されま
阪牧 生子（長生町）
委員協議会
岩脇公園を美しく志隊
て、流れ着いたごみを網など

澤田 康幸（那賀川町）
（羽ノ浦町） した。
で回収、またその分別に取り
■俳句大会
田中 敬子（長生町）
片山サロン（新野町）
非行防止及び
組み、海をきれいにしようと
健全育成活動功労者表彰
【市長賞】 喜来富士子
ボランティア功労者・団体
心のケアーをすすめる会
する清掃奉仕活動を行ってい

阿南市ボランティア
■徳島県防犯協会会長（徳島
（柳島町）
【議長賞】 中富はるか
ます。
連絡協議会（富岡町）
東町花の散歩道（那賀川町） 【教育長賞】 谷中喜代子
県 知 事）・徳 島 県 警 察 本 部
福井おはなしグループ
長連名表彰
■短歌大会
防犯功労者表彰
たけのこ（福井町）
兼田 茂樹（新野町）
【市長賞】 佐野 幸子
美尺会（羽ノ浦町）
岸田 永子（富岡町）
【議長賞】 中山 義嗣
【教育長賞】 西崎まき子

全国防犯協会連合会表彰
防犯栄誉銅章
■全国防犯協会連合会
会長表彰
間谷 博人
（桑 野 町 駐 在 所 管 内 長 生 上
中地域の安全を守る会副会長）
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