
※故・・・表彰時に故人 （敬称略）

年度 栄誉賞 名誉市民

Ｓ 猪瀬一三 山田忠夫 常田淳作 江口善次

47 西堀　正 宮沢忠志 上野喜一 故　大塚一三

宮本善二郎 江沢雄孝

48 千葉九吾 三井禎一郎 関　　 甲 栗岩　寛

樋口宗二 武田　茂

49 なし 20周年記念事 業で感謝状を贈呈 　 　（37名に）

50 石川伝治 関　太郎 町井治郎 片塩帰市

大口小太郎 山崎兼吉 丸山益夫

弓削春穏

51 小川久夫 高橋行雄 月岡朝太郎 栗山善治

故　高橋　しげる

52 渡辺　巌

53 吉越勝男 北川三代蔵 鈴木平治

松沢要吉

54 春日佳一 上原信重 内山英敏

小林　昇 丸山佳郎

佐藤政男 米持森親

小林正四 江口憲隆 滝沢武治

55 荻原久治 風間善次 島津兼資 坂東政雄

佐々木広士 上野正司 斑尾高原開発㈱

宮本清子 深堀長蔵 小田切武由

56 金沢博伊 望月とき 米持隆治郎

押野みつ 竹内森雄

㈱須坂帝通 坪井二郎

故　桑原　明 福島斗南 宮沢ふ志の

57 中原道雄 清水廣司 村松国敏

久保田哲二郎 丸山義夫

岸　鶴夫 木島平村消防団

58 齊藤幸雄 北沢佳吉 長谷部きりえ

59 日新生コン㈱ 長谷川青澄

県信連

市制30周年記念感謝状：高橋一藏　小林忠一　田中清市郎　服部祥英　松沢吾郎　島津兼資

　　江村重男　高橋一次　関太郎　稲葉長藏　小沢久藏　斑尾高原開発　江口正義

60 森山謙司 栗岩光政 宇田　正 高橋長蔵

佐藤金治郎 荻原　積 足立寅夫

高柳保人 金沢貢一

松澤定男 峰村栄一郎

61 寺瀬黙山 西川こと

鷲森利三郎 池田一榮 栗山　昇

荻野文雄 小野沢健一 故　須藤熊江

62 江村　好 風間　實 長谷川元一 岸田陸象

関　　 甲 浦野照雄 丸山哲三 高橋春雄

出沢尤治郎 上野利夫 服部　達 故　柳　次男　　

金井　弘 今清水昌昭

63 大熊仁策 井上秀夫 松田順次 稲葉長蔵 木内四郎

鷲森義一 荻原彌栄 足立幸一 （S63.6.30）

村越　巌 丸山利男

小川邦夫 大沼　淳 山室信雄

功労表彰 善行表彰

飯山市被表彰者等一覧表



年度 栄誉賞 名誉市民功労表彰 善行表彰

Ｈ 鈴木　稔 上原幸夫 高橋吉春

1 横田　直 樋口克美

長瀬節治 阿部里ん

関　 祐作　　 小賀坂廣治 柳　三代士

市川徳夫 稲葉　博 市川直正

H2 坪根貞良 丸山清一 故　藤沢正平

藤巻滋人 丸山栄吉

吉越文雄 野口俊信 伊達貞子

小川武夫 高津忠衛 上組子供会

中原岩夫 横村忠三郎 田中儀一朗

北岡康隆 伊東建設

3 小野沢静夫 遠山支利司 藤沢嘉一 小坂昭八 宮崎市定

藤沢英雄 阿部武義 ㈲田澤工務店 （H４.１.18）

清水和男 宮沢郁夫

小林一三 湯本芳男 栗岩時雄

清水一洋 浦野昌夫 平井 　剛

宮川清一 滝澤 　勝 鷲森邦弘

4 岸田熊雄 山崎美都技 藤沢登利子 内藤コト

㈱飯山富士 ㈱しなの富士通 内藤慶一

5 金井喜久一郎 内藤政一 丸山哲三 小山　修

古田十一郎 佐藤春夫 滝沢静夫 日新生コン㈱

村田　功 滝沢清志

飯山電気㈱

6 鷲森晴作 村田万吉 清水守男 真島卯太郎

畑山一郎 小池　覚 真島涼子 長谷川青澄

佐藤里子 吉越昭彦 丸山哲三 松沢富英

㈱カネボウ飯山 中野ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ工業㈱ 斑尾高原開発㈱

7 宮澤五郎佐衛門 小林　堯 宮沢鉄蔵 高津忠衛 長谷川青澄

江口　一 清水重右エ門 飯山市民劇団　土 （H７.6.23）

小湊清彦 外山信男 川柳キマロキ吟社

上海徳右衛門 水野　一 長野電材

8 西沢清士 佐藤末廣 飯山市森林組合

大野修正 飯山こどもと本をよむ会

9 佐藤志げ子 阿部雄治 長谷川青澄

常盤井和正 春日久芳

猪瀬　渡

10 西沢賢治 田中克己 沼田　宏

川谷　功 真篠信治

菊池定義

11 福沢廣志 岩崎　彌 堀川文雄 山田大起

手塚良治 丸山豊雄 湯本浩美 ←H12.4.27授与

川久保廣良 山本茂樹 山室　忠

田中隆子

12 渡辺吉晴 斉藤二六 鈴木直明 青木純平

中野寅助 山田大起 ←H13.3.26授与

飯山南高校

13 菊池　渡 松澤吾郎 米持邦雄

市村篤二 金崎昭夫

宮﨑淳一郎

市政40周年で５名に感謝状 田中健一郎、杉山恒男、田村城、内藤ｺﾄ、内藤慶一

玉川大学赤十字奉仕団



年度 栄誉賞 名誉市民功労表彰 善行表彰

14 水野光男 中町北部区 山田大起

坪井　剛 野田鉄平

下水内中部土地改良区 益川　雄

飯山市有線農協 成瀬野生

中澤章一郎

15 小山邦武 山田吉太郎 武田國藏 滝沢喜洋 小出徹

佐藤重義 峰村芳彦 古澤博 上松正已

福澤龍彦 猪瀬清德 髙橋桂

丸山忠紀 故藤巻泰雄

16 高橋勸 飯山市芸術文化協会 大沼淳

17 故）丸山惣平 関口信男 斉藤亮

水野久雄 石田正人 山室忠

須田勇 小林俊明 竹内択

作山憲斗

丸山未紀

長野県飯山南高等学校

山室忠

18 千代澄子 学校法人文化学園 柏原暢仁
小田佳奈里

長野県飯山南高等学校
山室忠
竹内択

19 田中清見 田邉謹治 長野自動車産業株式会社
大塚武志 長瀨哲
高山功 寺の町いいやま学習会

20 上村力 南澤久 湯越金吾
大口千春 竹内義則 株式会社　しなの富士通
山崎正孝 中澤忠夫
大塚博子 川久保貞雄

21 桑原定男
長谷川由子

22 鷲森猛 佐藤俊平 竹内択 杉山茜
小野沢さつき 服部三治 阿部杏子
飯山食文化の会

長野県飯山高等学校
23 中澤利夫 坂原シモ 古田美智子・透 中嶋ミツ 小山祏

高橋正治 小林洋之 高橋豊 作山憲斗
24 学校法人文化学園 秦井　治子 竹内択

福島棚田保存会「棚田の里　三部」 箕口　百合子 高橋政幸
松澤富英

25 市村　明彦 飯山くらしの会 竹内　択 北澤宏一
江尻　浩和 菜の花さかせるかい 竹田　光一 (H25.5.18）

26 田中　精司 田村涀城 柴田　長俊 岩上　敦子 長野県立飯山高等学校
常盤井　智海
公益財団法人　東日本鉄道文化財団 斉藤　亮 小林　竜登

小林　千佳
27 西條　豊致 株式会社　本木建設 嶺貞子

水野　晴光 (H27.10.31）
水野　英夫 小林　千佳
笹本　正治 長野県飯山高等学校
門脇　六男

28 吉越　㝫師 飯山市ゲートボール連盟 祖父江　凜
岡本　忠夫 花咲く会
岡本　弘
高橋　眞由美 柳本　利雄

飯山高校クロカン女子リレーチーム

愛宕寺町つくろう会  清水光代

飯山南高等学校女子リレーチーム

H17.7.30授与→

H15.3.24授与→

飯山南高（女子総合）

飯山南クロカン男子リレーチーム

飯山高校クロカン女子リレーチーム

飯山南クロカン女子リレーチーム

飯山南クロカン女子リレーチーム

H18.3.7/13授与→

いいやま雪まつり実行委員会

飯山高校クロカン女子リレーチーム

H14.8.3授与→

飯山南クロカン男子リレーチーム
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29 池田　玲子 松本　廣四 小林　千佳
長岡　照正 足立　　福二 小林　皓生
清水　一輝 長野県飯山高等学校
吉田　正紀 長野県飯山高等学校

スキー部クロスカントリー
女子リレーチーム


