
令和3年度 富山県社会福祉功労者表彰 被表彰者一覧
■富山県知事表彰（部門功労）
1．優良民生委員児童委員の部（3名）

富山市 谷　爲　玲　子
〃 葊　田　憲　彦

滑川市 山　岸　玲　子

2．社会福祉施設従事者の部（3名）
富山市 勝　田　敦　子
高岡市 尾　﨑　順　子

立山町 塚　原　早　苗

3．社会福祉事業活動者の部（2名）
富山市 古　本　好　子 滑川市 土　肥　　　保

■富山県知事感謝状の贈呈
1．永年勤続民生委員児童委員（15年以上）の部（6名）

富山市 桶　谷　弘　美
〃 髙　田　範　夫
〃 𠮷　崎　壬　卿

高岡市 磯　野　厚　子
〃 高　橋　正　志

滑川市 寺　田　麗　子

2．優良里親の部（1組）
富山市 匿　名

■富山県社会福祉協議会会長表彰
1．民生委員児童委員功労者の部（3名）

富山市 林　　　喜美代
〃 横　井　徹　哉

小矢部市 松　本　陽　子

2．社会福祉事業関係功労者の部（91名）
【児童福祉施設】

富山市 垣　内　亜津子 幼保連携型認定こども園ささくら保育園
〃 佐　伯　恵　美 富山市立笹津保育所
〃 神　通　　　恵 富山市立堀川保育所
〃 竹　内　英利子 立山町立みどりの森保育園
〃 丸　谷　真紀子 富山市立柳町保育所

高岡市 大　谷　真　已 海清保育園
〃 八十島　美由紀 戸出北部保育園
〃 吉　江　真美子 戸出北部保育園

氷見市 清　水　五　月 氷見市阿尾保育園
滑川市 坪　川　未枝子 上市保育園
砺波市 市　堰　好　美 幼保連携型認定こども園東般若保育園

〃 蓑　輪　利　江 南砺市立井口保育園
小矢部市 明　石　真　澄 小矢部市立大谷こども園

〃 宇治山　晴　恵 小矢部市立石動きらりこども園
〃 小　谷　浩　子 小矢部市立大谷こども園
〃 坂　田　美千代 小矢部市立水島保育所
〃 瀬　川　千寿子 市野瀬保育園
〃 宮　浦　真紀子 小矢部市立蟹谷こども園

南砺市 菊　池　道　代 南砺市立井口保育園
〃 森　田　晴　美 南砺市立福野おひさま保育園

射水市 川　口　佳代子 射水市立太閤山児童館
〃 須　藤　紀代美 射水市立片口保育園

上市町 木　下　さをり 上市町立白萩西部保育所
立山町 桂　　　志津子 幼保連携型認定こども園高原保育園

〃 清　水　真由美 立山町立下段保育所
入善町 長　島　千　秋 黒部市三島保育所

〃 宮　島　文　子 朝日町立いちご保育園
〃 吉　田　昭　子 朝日町立ひまわり保育園
〃 若　島　久美子 入善町立横山保育所

朝日町 村　澤　美智代 朝日町立さくら保育園

【老人福祉施設】
富山市 新　井　登志子 特別養護老人ホームソレイユ

〃 河　口　祐　子 特別養護老人ホームソレイユ
〃 齋　藤　正　美 特別養護老人ホームソレイユ
〃 堂　賀　あけみ 特別養護老人ホームソレイユ
〃 中　島　直　子 喜寿苑居宅介護支援事業所
〃 沼　田　恵　子 特別養護老人ホームソレイユ
〃 平　瀬　孝　一 特別養護老人ホーム喜寿苑
〃 吉　井　信　子 特別養護老人ホーム喜寿苑

高岡市 谷　内　伸　江 特別養護老人ホーム藤園苑
〃 中　川　裕弥子 特別養護老人ホーム二上万葉苑
〃 西　岡　ひとみ ケアホームみどり
〃 林　　　美枝子 ケアホームみどり
〃 本　田　麻　紀 特別養護老人ホーム藤園苑

魚津市 浦　本　美　雪 グループホームちゅうりっぷ
黒部市 谷　　　るり子 新川ヴィーラ訪問介護事業所
砺波市 今　井　靖　子 砺波市地域包括支援センター

〃 北　井　千　枝 砺波市地域包括支援センター
〃 藤　森　敦　子 特別養護老人ホームいなみ

小矢部市 栖　原　洋　一 特別養護老人ホームほっとはうす千羽
〃 羽　広　真由美 特別養護老人ホームほっとはうす千羽

南砺市 荒　井　桂　子 特別養護老人ホームきらら
〃 大　村　小有里 デイサービスセンターいなみ
〃 得　地　弘　美 特別養護老人ホームやすらぎ荘
〃 中　田　恵美子 特別養護老人ホームやすらぎ荘
〃 西　村　恵美子 ふく満デイサービスセンター

射水市 渡　邉　里　佳 特別養護老人ホーム射水万葉苑

【障害者福祉施設】
高岡市 井　出　好　美 障がい者相談支援センターかたかご

〃 鉄　山　　　勇 社会福祉法人手をつなぐ高岡 かごめ苑
砺波市 安　藤　幸　子 マーシ園八乙女

〃 樋　掛　博　美 障害者支援施設志貴野ホーム
小矢部市 髙　橋　直　子 志貴野ホーム障害者福祉センター
南砺市 長谷川　京　子 福祉作業所メープル福野

【救護施設】
富山市 五十嵐　有紀子 救護施設八尾園

〃 清　水　京　子 救護施設八尾園
〃 中　川　有為子 救護施設八尾園
〃 中　田　美智子 救護施設八尾園

【市町村（地区）社協役職員】
富山市 大　橋　良　観 富山市社会福祉協議会

〃 小　杉　林　盛 四方校下社会福祉協議会
〃 杉　谷　輝　明 五番町地区社会福祉協議会
〃 杉　林　幸　子 大沢野北部地区社会福祉協議会
〃 高　澤　純　広 富山市社会福祉協議会
〃 野　﨑　拓　哉 四方校下社会福祉協議会
〃 村　上　ふさ子 小羽地区社会福祉協議会

高岡市 京　谷　芳　美 射水市社会福祉協議会
〃 山　嵜　美津技 高岡市社会福祉協議会

魚津市 伊　藤　光　代 魚津市社協居宅介護支援事業所
〃 奥　田　正　明 経田地区社会福祉協議会
〃 根　建　美佐恵 魚津市地域包括支援センター
〃 山　﨑　鈴　代 魚津市社協ヘルパーステーション

滑川市 齊　木　秀　則 滑川市社会福祉協議会
黒部市 大上戸　久　雄 村椿地区社会福祉協議会
南砺市 青　山　哲　子 南山見地区社会福祉協議会
射水市 串　田　伸　男 大江地区社会福祉協議会

〃 佐　藤　悦　子 南太閤山社会福祉協議会
〃 佐　野　武　彦 黒河社会福祉協議会

立山町 中　田　秀　夫 利田地区社会福祉協議会



【社会福祉関係団体役職員】
富山市 礒　好　　　満 富山県肢体不自由児協会

〃 作　田　佳　弘 富山県視覚障害者福祉センター
〃 和　田　俊　子 社会福祉法人相幸福祉会

氷見市 大　橋　能　瑞 氷見市母子寡婦福祉連合会
滑川市 奥　野　幸　男 社会福祉法人かづみ野

3．優良社会福祉協議会及び団体の部（6団体）
富山市 鵜坂地区社会福祉協議会

〃 大庄地区社会福祉協議会
〃 清水町地区社会福祉協議会

魚津市 村木地区社会福祉協議会
射水市 七美社会福祉協議会

〃 庄西地区社会福祉協議会

4．ボランティア活動参加者の部（8名）
富山市 竹　内　正　義
高岡市 髙　橋　陽　子
滑川市 大　田　美　利
南砺市 徳　成　花　枝

南砺市 藤　井　信　子
〃 松　𠩤　 　子

射水市 手　崎　美和子
〃 吉　岡　博　子

5．ボランティア活動参加者（団体）の部（4団体）
富山市 視覚障害者ＩＴサポートとやま
高岡市 高岡らっこの会
砺波市 砺波ファーストブックの会
立山町 立山おはなしの会

■富山県社会福祉協議会会長感謝状の贈呈
1．富山県社会福祉事業振興寄付者の部（1名2団体）
（1）個人

富山市 米　谷　美智子

（2）企業及び団体
富山市 公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会富山県協会

〃 富山県市町村職員年金者連盟

■富山県共同募金会会長表彰
1．奉仕功労者の部（5名）

高岡市 村　井　修　一
氷見市 大　森　征　和

〃 柿　谷　吉　治

氷見市 小　橋　陽　明
〃 畠　中　郁　夫

2．共同募金活動優良地区・団体（1団体）
黒部市 株式会社原信 黒部店

■富山県共同募金会会長感謝状の贈呈
1．篤志寄付者の部（32名、5団体）
（1）個人

富山市 大　橋　八重子
〃 岡　田　邦　義
〃 堅　田　宏　幸
〃 郷　津　　　慎
〃 小　林　　　實
〃 小　俣　直　樹
〃 小　森　ノ　イ
〃 瀬　戸　健　治
〃 中　村　隆　一
〃 林　　　龍　彦
〃 平　木　陽　子
〃 古　河　弘　美
〃 森　田　修　行
〃 山　田　和　子

高岡市 上　杉　清　美
〃 神　嶋　利　夫

高岡市 瀧　内　信　治
〃 田　中　弘　毅

魚津市 堂　口　　　博
氷見市 加　藤　英　一
滑川市 圍　　　久　江
黒部市 清　水　智恵子

〃 滝　林　　　勉
砺波市 老　松　敏　勝
南砺市 太　田　秀　樹
射水市 髙　木　元　二

〃 和田井　満　郎
〃 和田井　芳　子

上市町 樋　口　紀　子
立山町 宝　田　明　芳

〃 寳　田　和　未
入善町 杉　本　節　子

（2）企業及び団体
富山市 社会福祉法人めひの野園

〃 全国農業協同組合連合会富山県本部
氷見市 氷見市農業協同組合
黒部市 株式会社中西電気
朝日町 朝日商業開発株式会社

2．災害義援金協力者の部（6名、5団体）
（1）寄付個人

富山市 大　坪　純　子
〃 郷　津　　　慎

高岡市 川　端　律　子

砺波市 林　　　　　勝
射水市 和田井　満　郎

〃 和田井　芳　子

（2）寄付団体
富山市 株式会社シンソーワ

〃 株式会社トキワ
高岡市 一般財団法人トナミホールディングス松寿会
黒部市 黒部市自治振興会連絡協議会

〃 公益財団法人黒部市国際文化センターコラーレ


