
和光市 報道発表資料 平成２８年１０月２４日

タ イ ト ル
平成２８年度和光市表彰式、和光市優秀建設工事施工者表彰

式及び平成２８年度技能者表彰式の挙行について

い つ

実施日時・工期

平成２８年１０月３１日（月）

和光市表彰式・和光市優秀建設工事施工者表彰式

１０：００～

技能者表彰式 １６：００～

ど こ で

会場・開催地等
和光市役所５階 ５０２会議室

だ れ が

主催者・関係者
和光市

な に を

事業内容など

和光市の行政に多年に渡って貢献いただいた方・団体、和

光市が発注した工事施工者の中で、工事成績評定制度による

評定点が高く他の模範となる施工者、また長年に渡って同一

職種に従事して市の商工業発展に貢献した方を表彰する。

な ぜ

目的・理由
和光市の発展向上に資することを目的とする。

ど う し た

経緯・経過

金 額

そ の 他

【受賞者一覧は別紙を参照ください。】

第三十一回リオ・デ・ジャネイロオリンピック競技大会出場

した自衛隊体育学校の３選手（荒井 広宙選手（五十キロメ

ートル競歩）、岩元 勝平選手（近代五種競技）、森 栄太選

手（ラピッドファイアピストル））が和光市表彰式に参加す

る予定です。

問い合わせ先

担 当 課

和光市表彰式：企画部秘書広報課

課長 松戸 克彦(電話 048－424－9084)

和光市優秀建設工事施工者表彰式

課長 奥山 寛幸（電話 048-424-9100）

技能者表彰式：市民環境部産業支援課

課長 深野 素明(電話 048－424－9114)



自治功労 功績の概要

1

選挙管理委員会委員とし
て、多年にわたり適正か
つ厳正な管理、執行に尽
力された。

2

固定資産評価審査委員と
して、多年にわたり公平
かつ適正な評価、執行に
尽力された。

3
松原会の会長として、多
年にわたり地域の振興発
展に尽力された。

4
統計調査員として、多年
にわたり適正な調査に尽
力された。

5
統計調査員として、多年
にわたり適正な調査に尽
力された。

6

介護認定審査会委員とし
て、多年にわたり介護保
険事業の安定的な運営に
寄与した。

7

介護保険運営協議委員と
して、多年にわたり介護
保険事業の安定的な運営
に寄与した。

8

9

教育功労 功績の概要

10

和光市地域青少年を育て
る会連合会の会長とし
て、多年にわたり地域振
興、発展に貢献された。

11

英語絵本の読み聞かせボ
ランティアの団体とし
て、多年にわたり教育及
び文化振興、発展に尽力
された。

平成２８年度　和光市表彰　受賞者名簿
個人　９名 基準職

鳥飼　孝行 選挙管理委員会委員

上原　徳之 固定資産評価審査委員

高野　洋志郎 元自治会会長（松原会）

佐久間　真理子 統計調査員

小山　一暁 統計調査員

山口　一裕 介護認定審査会委員

木暮　晃治 介護保険運営協議会委員

鈴木　正敏 国民健康保険運営協議会委員
国民健康保険運営協議会
委員として、多年にわた
り国保事業の振興発展に
尽力された

和田　百合子 国民健康保険運営協議会委員

個人　１名　団体　１団体 基準職

斎藤　和康
元和光市地域青少年を育てる会連合
会会長

ワンダークラブ
（代表　矢部　文
子）

図書館での英語絵本の読み聞かせボ
ランティア



スポーツ功労 功績の概要

12

第三十一回リオ・デ・
ジャネイロオリンピック
競技大会に出場し、陸上
競技五十キロメートル競
歩においてみごと銅メダ
ルを獲得され市民に大き
な夢と感動を与えた。

13

第三十一回リオ・デ・
ジャネイロオリンピック
競技大会に出場し、市民
に大きな夢と感動を与え
た。

14

第三十一回リオ・デ・
ジャネイロオリンピック
競技大会に出場し、市民
に大きな夢と感動を与え
た。

建設功労 功績の概要

15

和光市指定上下水道組合
組合長として、多年にわ
たり上下水道事業の普及
と維持管理に尽力され
た。

16

和光市指定上下水道組合
副組合長として、多年に
わたり上下水道事業の普
及と維持管理に尽力され
た。

17

和光市指定上下水道組合
副組合長として、多年に
わたり上下水道事業の普
及と維持管理に尽力され
た。

環境保全功労 功績の概要

18

多年にわたり市内清掃活
動に尽力され、和光市の
環境保全に多大なる貢献
をされた。

篤志功労 功績の概要

19

「和光市まちづくり寄附
条例」に基づき、文化振
興に関する事業に対する
寄附をされた。

個人　３名 基準職

荒井　広宙
第三十一回リオ・デ・ジャネイロオ
リンピック競技大会出場

岩元　勝平
第三十一回リオ・デ・ジャネイロオ
リンピック競技大会出場

森　栄太
第三十一回リオ・デ・ジャネイロオ
リンピック競技大会出場

個人　３名 基準職

伊原　優 和光市指定上下水道組合組合長

三瓶　雄二 元和光市指定上下水道組合副組合長

深井　健治 元和光市指定上下水道組合副組合長

小林　繁雄
「和光市まちづくり寄附条例」に基
づく寄附

合計　　個人　１８名　団体　１団体　　１９件

個人　１名 基準職

長谷川　昭二 市内清掃活動

個人　１名 基準職



土木工事部門 対象工事

1
市道５２９号線舗装補修工事（他２
工事）

建築工事部門 対象工事

2
和光市新設小学校建設工事（他１工
事）

北野建設株式会社埼玉営業所

所長
村田　有三

平成27年度
優秀施工者

合計　　個人　０名　団体　２団体　　２件

和光市優秀建設工事施工者　受賞名簿
受賞内容

岩田建設株式会社
代表取締役
岩田　将雄

平成27年度
優秀施工者

受賞内容



平成２８年度技能者表彰者名簿

技能功労

表彰者 勤務先 職種 経験年数

1
はなみ しげる

花見　茂 ㈲永信光機 精密機械加工 45年4月

2
あんどうはるお

安藤　晴雄 ㈱仲村電気 電気工事士 35年11月

3
のぐち かつひろ

野口　勝広 ㈱茂木機械製作所 機械工 39年5月

4
やすい さだお

安井　貞男 ㈱茂木機械製作所 機械工 38年5月

優良技能

表彰者 勤務先 職種 経験年数

1
きゅうとくひろたか

久得　博隆 丸勤商事㈱ 配管工 20年5月

2
いずみだ　しょうご

泉田　昇吾 丸勤商事㈱ 配管工 20年2月

3
たんば　まさより

丹波　真和 ㈱まつもと電機 電気工事士 24年5月

4
い で こうじ

井出　浩二 ㈱森紙工 製本工 20年11月

5
とみざわ　あつし

富澤　敦 ㈱森紙工 製本工 20年4月

6
しゅとう　るりこ

首藤　るり子 ㈱森紙工 製本工 25年7月




