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　11月３日、岩内地方文化センターにおいて町の発展に功績

のあった15個人、４団体の表彰式を行うことになりました。

　表彰は、岩内町表彰条例に基づき、町の自治、経済、社会、

文化等の発展に特に顕著な功績のあった方、自治進展に功績

のあった方、社会福祉、民生安定、教育、文化、体育等の振

興に功績のあった方、産業の振興に功績のあった方、公益に

関する事業の推進に功績のあった方、他の模範となるような

善行又は努力をした方などが岩内町文化賞、岩内町自治功労

賞、岩内町社会功労賞、岩内町産業功労賞、 岩内町公益功労

賞、岩内町善行賞として表彰になります。

　被表彰者については、表彰審議会で慎重に審議した結果に

基づき、 町長が決定しております。

　このたび表彰を受けられる方々の事績の概要を紹介いたし

ます。

 ［順不同・敬称略］



岩内町文化賞

吉　本　正　則（79歳）

事　績

　昭和44年（1969年）より、株
式会社吉本組代表取締役社長
として、町の港湾・漁港・道
路整備等の公共工事を主体と
した社会の基盤整備に努める

ことで、変貌著しい郷土岩内の発展に尽力され
ており、平成28年（2016年）には代表取締役会長
に就任されました。

　氏は、昭和56年（1981年）岩内町総合計画策定
審議会委員、昭和57年（1982年）岩内町雇用問題
対策審議会委員に就任するほか、岩内町スポー
ツ表彰審議会委員、岩内町行政改革推進委員会
委員など、各種委員会、審議会の委員を歴任さ
れ、町の自治・産業振興に大きく貢献されまし
た。

　さらに、昭和49年（1974年）から平成28年（2016
年）まで岩内商工会議所議員・常議員として、
商工会議所の振興・発展に尽力され、地域の活
性化や地域振興の促進に大きく貢献されました。

　このほか、氏が会長を務める株式会社吉本組
は、昭和50年（1975年）以降、永きにわたり、ま
ちづくりの推進、社会福祉事業及び漁業振興等
の多岐にわたる分野において多額の私財を寄附
されました。
　この原動力は、会社の経営理念でもある『地
域社会への貢献と奉仕』によるものであり、氏
が持つ、豊富な識見と卓越なる指導力、そして
旺盛なる実践力を持って、地域の人々の生活を
豊かにすることに大きく貢献されました。

　また、氏が代表者となり、昭和58年（1983年）
に設立した若旺会は、地域社会で活躍するボラ
ンティア団体として活動されており、岩内地方
から犯罪をなくし、地域住民が安心して生活で
きるようにするため、児童生徒の登下校時に
パトロールを行うなど、地域の安全・安心を
守る活動に尽力されました。

　このように、町の自治、経済、社会等の振興・
発展に寄与された功績は高く評価されるもので
あります。



岩内町自治功労賞

加　藤　朋　子（72歳）

事　績

　平成19年(2007年)８月に岩

内町社会福祉委員会委員に委

嘱されて以来、15年以上の永

きにわたり、地域住民の世話

役として高齢者の見守りや生

活困窮者への支援、指導のほか、安全・安心を

守るための諸活動の普及等に尽力されるなど、

町の福祉向上に貢献された功績は顕著なもので

あります。

櫻　井　利　通（71歳）

事　績

　平成19年(2007年)６月に岩

内町農業委員会委員に就任さ

れて以来、15年以上の永きに

わたり、農業者の代表として

農地利用の関係調整や遊休農

地の解消など、農業全般にわたる諸問題解決の

ため尽力され、町の農業行政推進に貢献された

功績は顕著なものであります。



岩内町社会功労賞

久　米　留李子（75歳）

事　績

　平成９年(1997年)１月に岩

内町社会福祉委員会委員兼民

生委員・児童委員に委嘱され

て以来、25年以上の永きにわ

たり、地域住民の世話役とし

て高齢者の見守りや生活困窮者への支援、指導

のほか、安全・安心を守るための諸活動の普及

等に尽力されるなど、町の福祉向上に貢献され

た功績は顕著なものであります。

佐々木　和　彦（78歳）

事　績

　昭和58年(1983年)12月に岩

内町社会福祉委員会委員兼民

生委員・児童委員に委嘱され

て以来、38年以上の永きにわ

たり、地域住民の世話役とし

て高齢者の見守りや生活困窮者への支援、指導

のほか、安全・安心を守るための諸活動の普及

等に尽力されるなど、町の福祉向上に貢献され

た功績は顕著なものであります。

三　上　八重子（82歳）

事　績

　平成13年(2001年)12月に岩

内町社会福祉委員会委員兼民

生委員・児童委員に委嘱され

て以来、20年以上の永きにわ

たり、地域住民の世話役とし

て高齢者の見守りや生活困窮者への支援、指導

のほか、安全・安心を守るための諸活動の普及

等に尽力されるなど、町の福祉向上に貢献され

た功績は顕著なものであります。

舟　見　　　晃（69歳）

事　績

　平成10年(1998年)12月に岩

内町社会福祉委員会委員兼民

生委員・児童委員に委嘱され

て以来、23年以上の永きにわ

たり、地域住民の世話役とし

て高齢者の見守りや生活困窮者への支援、指導

のほか、安全・安心を守るための諸活動の普及

等に尽力されるなど、町の福祉向上に貢献され

た功績は顕著なものであります。

木　森　まゆみ（70歳）

事　績

　平成13年(2001年)12月に岩

内町社会福祉委員会委員兼民

生委員・児童委員に委嘱され

て以来、20年以上の永きにわ

たり、地域住民の世話役とし

て高齢者の見守りや生活困窮者への支援、指導

のほか、安全・安心を守るための諸活動の普及

等に尽力されるなど、町の福祉向上に貢献され

た功績は顕著なものであります。

遠　藤　まり子（73歳）

事　績

　平成13年(2001年)12月に岩

内町社会福祉委員会委員兼民

生委員・児童委員に委嘱され

て以来、20年以上の永きにわ

たり、地域住民の世話役とし

て高齢者の見守りや生活困窮者への支援、指導

のほか、安全・安心を守るための諸活動の普及

等に尽力されるなど、町の福祉向上に貢献され

た功績は顕著なものであります。



岩内町産業功労賞

小　林　正　広（66歳）

事　績

　平成16年(2004年)11月に岩

内商工会議所議員に就任され

て以来、18年以上の永きにわ

たり商工会議所活動に尽力さ

れてまいりました。この間、

平成19年(2007年)から岩内商工会議所常議員と

して、商工会議所の発展、商工業者の経営意識

の向上及び地域経済の振興・発展に努められ、

町の産業振興に大きく貢献されております。

岩　城　直　人（64歳）

事　績

　平成13年(2001年)11月に岩

内商工会議所議員に就任され

て以来、21年以上の永きにわ

たり商工会議所活動に尽力さ

れてまいりました。この間、

平成19年(2007年)から岩内商工会議所常議員と

して、商工会議所の発展、商工業者の経営意識

の向上及び地域経済の振興・発展に努められ、

町の産業振興に大きく貢献されております。　　

荒　井　靖　子（69歳）

事　績

　平成16年(2004年)11月に岩

内商工会議所議員に就任され

て以来、18年以上の永きにわ

たり商工会議所活動に尽力さ

れてまいりました。この間、

平成19年(2007年)から岩内商工会議所常議員と

して、商工会議所の発展、商工業者の経営意識

の向上及び地域経済の振興・発展に努められ、

町の産業振興に大きく貢献されております。



岩内町公益功労賞

有　馬　　  眞（74歳）

事　績

　木田金次郎美術館へ　

　木田金次郎油彩画１点寄贈

中　野　幸　一（92歳）

事　績

　障害者福祉資金寄附　

   6,000,000円

諏　訪　友　久（90歳)

事　績

　岩内町字万代29番地 3　

  土地寄附

岩内ロータリークラブ

創立60周年記念事業実行委員会

事　績

　公共施設における防犯対策として

　防犯カメラ10台寄贈

矢口港湾建設ヤグチダイバー　

株式会社

事　績

　企業版ふるさと納税寄附

　（ニシン稚魚放流事業及びナマコ資源生産

   基盤強化事業）

　 1,000,000 円

株式会社　シビテック

事　績

　企業版ふるさと納税寄附

　（都市公園（含翠園）改修事業）

　 1,000,000円　



ポッポ食堂の会

事　績

　平成29年（2017年）から非営利の団体として活
動しており、子どもの孤食対策に取り組むこと、
地域住民の交流の場を設置することを目的に、
子どもから高齢者に無償で食事を提供する『子
ども食堂』の開催や、放課後の中学生を対象に
学習支援の実施を、それぞれ月２回程度行って
おります。
　こうした活動により、訪れた人たちが笑顔で
交流できる機会を提供しており、地域貢献活動
の推進に尽力された功績は多大なものでありま
す。

岩内町善行賞

村　田　京　亮（29歳）

事　績

　平成29年（2017年）９月株式
会社北一北成建設に入社以来、
事務員として会社の労務・安
全管理に従事しているほか、
社会活動にも積極的に貢献し
ようとしているなど、上司や

同僚から厚い信頼を得ております。
　また、困っている家族・友人を助けようとす
る優しさを常に備え、地域の方々と協力し様々
な活動を積極的に取り組む姿勢は、他の模範で
あり、将来を大いに嘱望されております。

岩内町優良勤労青少年顕彰

村　田　大　輔（32歳）

事　績

　平成30年（2018年）12月株式
会社富士電気に入社以来、電
気工事士見習いとして業務に
従事し、常に社会人として
の自覚を持った責任ある行
動と業務に対する前向きな姿

は、上司や同僚から厚い信頼を得ております。
　また、現在、電気工事業務に必要な資格取得
に向けて日々努力しており、こうした向上心を
もって何事にも研究熱心に取り組む姿勢は、他
の模範であり、将来を大いに嘱望されておりま

す。

この顕彰は、郷土の未来を担う自覚と、たくましい勤労意欲をもって職域の発

展にたゆみない努力をしている青少年を顕彰するものであります。

竹　田　麻　弥（28歳）

事　績

　平成30年（2018年）９月社会
福祉法人あけぼの福祉会に勤
務以来、事務員として専門性
を必要とする多様な業務を正
確かつ迅速に遂行しており、
上司や同僚から厚い信頼を得

ております。
　また、利用者の方々への対応も常に丁寧かつ
親切であり、複雑な障がい者制度についても日
頃から熱心に勉強しているなど、向上心をもっ
て業務に取り組む姿勢は、他の模範であり、将
来を大いに嘱望されております。


