
令和４年県選奨受賞者一覧

No 功　労　名
元
現

役　　職　　名 氏名・団体名 ふりがな

1 自治功労 元周防大島町長 椎木　巧 しいき　たくみ

2 自治功労 現美祢市選挙管理委員会委員長 内藤　正太 ないとう　まさた

3 自治功労 元山口県労働委員会会長 山元　浩 やまもと　ひろし

4 自治功労 元統計調査員 清水　登貴子 しみず　ときこ

5 自治功労 現統計調査員 堀井　松江 ほりい　まつえ

6 自治功労 元山口市明るい選挙推進協議会会長 三好　達人 みよし　たつと

7 芸術・文化・スポーツ功労 現山口県交響楽団顧問 礒村　光生 いそむら　みつお

8 芸術・文化・スポーツ功労 現宇部文化連盟顧問 松本　百合雄 まつもと　ゆりお

9 芸術・文化・スポーツ功労 現能楽師 宮本　隆吉 みやもと　たかよし

10 芸術・文化・スポーツ功労 元山口県文化財保護審議会委員 梅田　幸子 うめだ　さちこ

11 芸術・文化・スポーツ功労 現陶芸家 田中　講平 たなか　こうへい

12 芸術・文化・スポーツ功労 団 - 史都萩を愛する会 しとはぎをあいするかい

13 芸術・文化・スポーツ功労 現山口県ソフトボール協会副会長 上田　豊 うえだ　ゆたか

14 芸術・文化・スポーツ功労 現山口県空手道連盟副会長 沖野　義次 おきの　よしつぐ

15 芸術・文化・スポーツ功労 現山口県山岳・スポーツクライミング連盟副会長 西山　一夫 にしやま　かずお

16 社会福祉功労 現放光保育園園長 井原　善昭 いはら　ぜんしょう

17 社会福祉功労 現田布施町心身障害者協議会会長 今津　邦彦 いまづ　くにひこ

18 社会福祉功労 現保護司 梶原　千寿江 かじはら　ちずえ

19 社会福祉功労 現東牟礼保育園園長 上司　誠一郎 かみつかさ　せいいちろう

20 社会福祉功労 現山口県遺族連盟副会長 塩飽　尚子 しわく　なおこ

21 社会福祉功労 現民生委員・児童委員 森川　繁夫 もりかわ　しげお

22 社会福祉功労 現ボランティア 山田　悦子 やまだ　えつこ

23 社会福祉功労 現山口県身体障害者団体連合会副会長 吉村　隆 よしむら　たかし

24 社会福祉功労 現民生委員・児童委員 米本　律子 よねもと　りつこ

25 社会福祉功労 団 - 岩国点訳あすなろ会 いわくにてんやくあすなろかい

26 社会福祉功労 団 - ポプラの会 ぽぷらのかい

27 社会活動功労 現柳井市消防団団長 藤川　祐治 ふじかわ　ゆうじ

28 社会活動功労 現下松市消防団団長 守田　宜生 もりた　のりお

29 社会活動功労 現長門警察署少年相談員連絡会副会長 佐々木　国生 ささき　くにお

30 社会活動功労 現岩国市青少年育成センター補導員 下坂　マチ子 しもさか　まちこ
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31 社会活動功労 現山口地区防犯連絡所指導員協議会会長 久保田　元一 くぼた　もといち

32 社会活動功労 現山口南交通安全協会会長 淺原　利夫 あさはら　としお

33 社会活動功労 現岩国地域交通安全活動推進委員協議会会長 重本　喜一 しげもと　きいち

34 社会活動功労 団 - 山口県消費者団体連絡協議会
やまぐちけんしょうひしゃだんたい

れんらくきょうぎかい

35 教育功労 現和木町教育委員会委員 太田　俊裕 おおた　としひろ

36 教育功労 現西宝寺学園伊佐中央幼稚園理事長兼園長 作本　照子 さくもと　てるこ

37 教育功労 現山口県連合婦人会副会長 岡部　つや子 おかべ　つやこ

38 教育功労 団 - 国際ソロプチミスト防府 こくさいそろぷちみすとほうふ

39 保健衛生・環境功労 現山口県環境整備事業協同組合理事長 山田　幹二 やまだ　かんじ

40 保健衛生・環境功労 元玖珂医師会会長 河郷　忍 かわさと　しのぶ

41 保健衛生・環境功労 元防府医師会会長 水津　信之 すいつ　のぶゆき

42 保健衛生・環境功労 元山口県薬剤師会会長 中原　靖明 なかはら　やすあき

43 保健衛生・環境功労 現山口県栄養士会副会長 福田　裕子 ふくだ　ひろこ

44 保健衛生・環境功労 元山口市歯科医師会会長 藤井　寬昭 ふじい　ひろあき

45 保健衛生・環境功労 現学校歯科医 田中　悟 たなか　さとる

46 保健衛生・環境功労 現学校歯科医 湊　隆生 みなと　たかお

47 産業功労 現 シンテック代表取締役社長 北村　道夫 きたむら　みちお

48 産業功労 元山口県技能士会連合会会長 辻󠄀村　義光 つじむら　よしみつ

49 産業功労 元山口県物産協会副会長 谷口　幡平 たにぐち　まんぺい

50 産業功労 現観光ボランティア 脇　彌生 わき　やよい

51 産業功労 元山口県農業法人協会会長 梶岡　春治 かじおか　しゅんじ

52 産業功労 元山口県指導農業士 永嶺　克博 ながみね　かつひろ

53 産業功労 元平生町生活改善実行グループ連絡協議会会長 中本　和子 なかもと　かずこ

54 産業功労 元山口県林業研究グループ連絡協議会理事 福田　正志 ふくだ　まさし

55 産業功労 元山口県味噌醤油協同組合理事長 松野　裕一 まつの　ひろいち

56 産業功労 元山口県指導漁業士 吉井　正文 よしい　まさふみ

57 産業功労 団 - 大潮田舎の店加工部 おおしおいなかのみせかこうぶ

58 産業功労 団 - 農事組合法人河原 のうじくみあいほうじんかわら

59 産業功労 現山口県建設業協会理事 塩田　津多子 しおた　つたこ

60 産業功労 元山口県測量設計業協会副会長 長安　卓雄 ながやす　たくお

61 産業功労 現日進電気工事工事部長 末永　博仁 すえなが　ひろひと


