
■ ２０１１年２月７日（月曜日）

　県では、毎年「ふるさとの日」（2月7日）に地方自治の振興および社

会福祉、産業、教育、文化などの発展に貢献して、その功績が顕著

な個人または団体の表彰を行っています。福井県が誕生して130年

目の記念の年に当たる今年は、個人64人と1団体の皆様が知事表

彰を受けられます。

　勝山市議会議員および福井県議会議員

として19年余務め、幅広い分野で活動を続

け、県民福祉の向上と県勢の発展に寄与

しました。現福井県議会議員。勝山市。

　福井県議会議員として12年間務め、幅広

い分野で活動を続け、県民福祉の向上と

県勢の発展に寄与しました。元福井県議会

議員。鯖江市。

　春江町長として6年余務め、幅広い分野

で公正かつ適切な行政運営に尽力し、町

民福祉の向上と町勢の発展に寄与しまし

た。元春江町長。坂井市。

　和泉村長として12年間務め、幅広い分野

で地域住民の視点に立った行政運営に尽

力し、村民福祉の向上と村勢の発展に寄

与しました。元和泉村長。大野市。

　武生市議会議員および越前市議会議

員、同議長として21年余務め、観光振興等

に尽力し、市民福祉の向上と市勢の発展

に寄与しました。元越前市議会議員。越前

市。

　武生市議会議員および越前市議会議員

として16年間務め、都市基盤の整備等に

尽力し、市民福祉の向上と市勢の発展に

寄与しました。元越前市議会議員。越前

市。

　永平寺町議会議員および同議長として23

年余務め、生活環境の基盤整備等に尽力

し、町民福祉の向上と町勢の発展に寄与し

ました。元永平寺町議会議員。永平寺町。

　河野村議会議員、同議長および南越前

町議会議員、同議長として27年間務め、町

民福祉の向上と町勢の発展に寄与しまし

た。元南越前町議会議員。南越前町。

　今庄町議会議員、同議長および南越前

町議会議員、同議長として26年余務め、町

民福祉の向上と町勢の発展に寄与しまし

た。元南越前町議会議員。南越前町。

　鯖江市吏員として38年余精励した後、平

成5年から同収入役を8年余務め、市民福

祉の向上と市勢の発展に寄与しました。元

鯖江市収入役。鯖江市。

　大野市吏員として35年余精励した後、平

成6年から同収入役を8年間務め、市民福

祉の向上と市勢の発展に寄与しました。元

大野市収入役。大野市。

　敦賀市吏員として34年余精励した後、平

成9年から同収入役、同助役を8年間務め、

市民福祉の向上と市勢の発展に寄与しま

した。元敦賀市助役。敦賀市。

　池田町吏員として32年余精励した後、同

収入役、同助役、同副町長を21年余務め、

町民福祉の向上と町勢の発展に寄与しま

した。元池田町副町長。池田町。

　名田庄村吏員として36年余精励した後、

平成7年から同収入役を10年余務め、村民

福祉の向上と村勢の発展に寄与しました。

元名田庄村収入役。おおい町。



　美浜町吏員として39年余精励した後、平

成9年から同収入役を9年余務め、町民福

祉の向上と町勢の発展に寄与しました。元

美浜町収入役。美浜町。

　長年、福祉ボランティアとして障害者や高

齢者の外出付添いや福祉施設の手伝いな

どの奉仕活動を行い、福祉向上に寄与しま

した。現福祉ボランティア。大野市。

　警察官として42年間、職務に精励し、特

に交通警察・地域警察部門において警察

活動で顕著な功労があり、治安維持に寄

与しました。元福井県警視。福井市。

　長年、交通事故防止活動や交通安全思

想の普及などに尽力し、交通秩序の確立

に寄与しました。現福井県地域交通安全活

動推進委員協議会連絡会会長。福井市。

　昭和63年以来、福井県少年警察協助員

として少年の犯罪被害防止に尽力し、少年

の健全育成に寄与しました。現福井県少年

警察協助員会連合会会長。越前町。

　昭和24年に結成以来、61年余にわたり、

交通安全の街頭啓発活動の実施や交通安

全講習会の開催など、交通マナー向上に

寄与しました。福井市。

　鯖江・丹生消防組合消防吏員として41年

間務め、消防設備の充実等に尽力し、消

防防災行政の進展に寄与しました。元鯖

江・丹生消防組合消防本部消防長。鯖江

市。

　越前市消防団に入団以来、48年余にわ

たり、団員の資質向上等に尽力し、地域消

防活動の発展に寄与しました。現南越消防

組合越前市消防団団長。越前市。

　昭和48年に福井市婦人福祉協議会理事

に就任以来、女性の人権を守る活動に尽

力し、婦人福祉の向上に寄与しました。現

福井県婦人福祉協議会会長。福井市。

　民生児童委員として30年余にわたり、地

域住民の相談や要保護世帯の援助に尽力

し、地域福祉の向上に寄与しました。現民

生児童委員。永平寺町。

　民生児童委員として30年余にわたり、地

域住民の相談や要保護世帯の援助に尽力

し、地域福祉の向上に寄与しました。現民

生児童委員。福井市。

　民生児童委員として30年余にわたり、地

域住民の相談や要保護世帯の援助に尽力

し、地域福祉の向上に寄与しました。現民

生児童委員。勝山市。

　昭和50年に（福）新横江保育園園長に就

任以来、地域のニーズに応えた保育サー

ビスを展開し、児童福祉の向上に寄与しま

した。現（福）新横江保育園園長。鯖江市。

　昭和54年に（福）あさかぜ保育園園長に

就任以来、乳幼児保育など多様な保育を

展開し、児童福祉の向上に寄与しました。

現（福）あさかぜ保育園園長。福井市。

　昭和46年に（福）光道園に勤務以来、障

害者療護施設等の指導員や施設長を務め

るなど、障害者・高齢者福祉の向上に寄与

しました。元（福）光道園副園長。福井市。

　昭和49年に福井県和紙工業協同組合理

事に就任以来、越前和紙の利用拡大に尽

力し、業界の発展に寄与しました。現福井

県和紙工業協同組合理事長。越前市。

　平成8年に（社）福井県眼鏡協会理事に

就任以来、産地統一ブランドの確立や販路

　平成13年に福井県商工会連合会理事に

就任以来、商工会組織の機能強化などに

　昭和58年に福井県縫製産業協同組合理

事に就任以来、労働者の労働条件改善な

　昭和62年に福井県家具建具協同組合理

事に就任以来、組合員の技能向上に尽力



開拓に尽力し、業界の発展に寄与しまし

た。現（社）福井県眼鏡協会副会長。鯖江

市。

尽力し、地域経済の発展に寄与しました。

現福井県商工会連合会副会長。越前町。

どに尽力し、業界の発展に寄与しました。

現福井県縫製産業協同組合理事長。福井

市。

し、業界の発展に寄与しました。現福井県

家具建具協同組合理事長。越前市。

　平成2年に福井県眼鏡卸商協同組合理

事に就任以来、眼鏡産地福井のＰＲや販

路拡大に尽力し、業界の発展に寄与しまし

た。元福井県眼鏡卸商協同組合理事長。

福井市。

　昭和62年に敦賀商工会議所副会頭、平

成16年に会頭就任以来、商工業や観光の

振興に尽力し、地域経済の活性化に寄与

しました。現敦賀商工会議所会頭。敦賀

市。

　平成2年に福井県菓子工業組合理事に

就任以来、福井銘菓のＰＲと販路拡大に尽

力し、業界の発展に寄与しました。現福井

県菓子工業組合副理事長。福井市。

　昭和62年に福井県瓦工業協同組合理事

に就任以来、新洋風瓦の開発などに尽力

し、業界の発展に寄与しました。現福井県

瓦工業協同組合理事長。越前町。

　平成9年に小浜商工会議所副会頭、平成

16年に会頭就任以来、商工業や観光の振

興に尽力し、地域経済の活性化に寄与しま

した。現小浜商工会議所会頭。小浜市。

　昭和62年に加戸排水土地改良区理事に

就任以来、農業用排水路の維持管理など

に尽力し、農業の振興に寄与しました。元

加戸排水土地改良区理事長。坂井市。

　昭和58年に福井県農業協同組合中央会

理事に就任以来、農家所得・福祉の向上

に尽力し、農業の振興に寄与しました。現

福井県農業協同組合中央会会長。福井

市。

　昭和57年に芦原土地改良区理事に就任

以来、農業生産基盤の整備などに尽力し、

農業の振興に寄与しました。現芦原土地改

良区理事長。あわら市。

　平成12年に福井県木材組合連合会副会

長に就任以来、県産材の利用拡大に尽力

し、木材産業の振興と発展に寄与しまし

た。現福井県木材組合連合会会長。福井

市。

　昭和57年に(社)福井県建築士会理事に

就任以来、建築技術者の資質向上などに

尽力し、業界の発展に寄与しました。元

（社）福井県建築士会会長。敦賀市。

　昭和61年に(社)福井県建築組合連合会

理事に就任以来、技術力の向上などに尽

力し、業界の発展に寄与しました。元（社）

福井県建築組合連合会会長。福井市。

　昭和63年に福井県左官工業組合理事に

就任以来、技能の伝承、後継者の育成な

どに尽力し、業界の発展に寄与しました。

現福井県左官工業組合副理事長。福井

市。

　平成16年から鯖江市教育委員会教育長

として、農業体験など食育の推進に尽力

し、教育行政の進展に寄与しました。元鯖

江市教育委員会教育長。鯖江市。

　平成8年に高浜町教育委員会委員に就

任以来、学校の耐震化や国際教育、学校

の統廃合に尽力し、教育行政の進展に寄

与しました。元高浜町教育委員会委員長。

高浜町。

　長年、本県の高等学校教育の充実・発展

に努めるとともに、特色ある学校づくりに尽

力し、本県学校教育の発展に寄与しまし

た。元福井県立藤島高等学校長。敦賀市。

　長年、本県の小中学校教育の充実・発展

に努めるとともに、教員の資質向上に尽力

するなど、本県学校教育の発展に寄与しま

した。元福井県教育研究所長。福井市。



　長年、幼児教育の充実に努めるととも

に、福井市私立幼稚園協会会長等を務め

るなど、私学教育の発展に寄与しました。

現福井県私立幼稚園協会副会長。越前

町。

　個展の開催や書道関係書の執筆など書

の研鑽に努めるとともに、後進の指導・育

成に尽力し、書道文化の発展に寄与しまし

た。現福井県書作家協会名誉顧問。敦賀

市。

　長年、後進の指導・育成に尽力するととも

に、福井県華道協会理事等を務めるなど、

華道文化の振興に寄与しました。元華道家

元池坊福井連合支部長。坂井市。

　長年、福井叙情派の詩人として作品を発

表するとともに、文学コンクールの審査員

等を務めるなど、文学の振興に寄与しまし

た。元福井県詩人懇話会副代表。福井市。

　県内の民話をもとにした剣詩舞の創作を

行い、伝統芸能として継承・普及に尽力す

るなど、剣詩舞道の発展に寄与しました。

現福井県剣詩舞道連盟会長。福井市。

　平成10年に福井県連合婦人会理事に就

任以来、婦人会の育成や明るい社会づくり

の推進に尽力し、社会教育の振興に寄与

しました。元福井県連合婦人会理事。敦賀

市。

　平成7年に福井県子ども会育成連合会副

会長に就任以来、青少年の健全育成に尽

力し、社会教育の振興に寄与しました。現

福井県子ども会育成連合会副会長。若狭

町。

　昭和44年に福井県バレーボール協会理

事に就任以来、競技力向上等に尽力し、バ

レーボール競技の振興に寄与しました。現

福井県バレーボール協会副会長。福井

市。

　昭和42年に福井県バドミントン協会理事

に就任以来、競技力向上等に尽力し、バド

ミントン競技の振興に寄与しました。現福井

県バドミントン協会副会長。福井市。

　昭和62年に（社） 鯖江市医師会理事に就

任以来、地域住民の健康増進に尽力し、

保健衛生の向上に寄与しました。元（社）鯖

江市医師会会長。鯖江市。

　昭和59年に（社)福井県調理師萌友会理

事に就任以来、後進の調理技術の向上に

尽力し、食品衛生の向上に寄与しました。

元（社）福井県調理師萌友会会長。福井

市。

　昭和59年に勝山保健協会理事に就任以

来、自主衛生管理の推進や食品衛生意識

の高揚に尽力し、食品衛生の向上に寄与

しました。元勝山保健協会会長。勝山市。

　平成2年に福井県美容業生活衛生同業

組合副理事長に就任以来、衛生管理など

公衆衛生の向上に寄与しました。元福井県

美容業生活衛生同業組合理事長。あわら

市。

　平成3年に（社）福井県歯科医師会理事

に就任以来、地域住民の歯科医療に尽力

し、口腔衛生の向上に寄与しました。元

（社）福井県歯科医師会会長。福井市。

　平成6年に福井県地方労働委員会使用

者委員に就任以来、労働争議の調整等に

尽力し、産業経済の発展に寄与しました。

元福井県地方労働委員会使用者委員。福

井市。

　福井県は、明治14年2月7日、太政官布告により誕生し、昭和56年に置県百年を迎えました。これを機に昭和57年に「ふる

さとの日に関する条例」を制定し、2月7日を「ふるさとの日」と定めました。

　県民の皆さんに郷土について理解と関心を深めていただき、明日のふるさと福井への思いを新たにするための日とされ



第29回「ふるさとの日」記念行事

日時／ 2月7日（月）13：00～16：20

場所／ 福井県県民ホール(アオッサ8階)

◇ふるさと琵琶語り「那須与一」「実盛最期」（熊田かほり氏）

◇ふるさと講演「お江が生きた戦国ふくい」（作家　植松三十里氏） 

◇福井県科学学術大賞表彰式　 ◇野の花文化賞表彰式　など

※先着300名様に各市町の特産品をプレゼント

（配布商品は抽選で決定し、イベント終了後配布）

問／ ふるさと営業課 0776（20）0286

2月7日は次の県立施設が入場無料！

常設展／ 恐竜博物館、

歴史博物館、

美術館、

若狭歴史民俗資料館、

一乗谷朝倉氏遺跡資料館

ています。
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