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　■　２００５年２月７日（月曜日）

　このたび、県では、常脇恒一郎氏に、「福井県県民賞」を贈
ります。
　「福井県県民賞」は、広く県民の模範として卓絶した功績が
あり、県民の誇りとして尊敬する人に贈られる賞で、昭和63年
1月に創設されました。
　常脇氏は本県出身で、植物遺伝学者としてすばらしい功績を
収められ、これまでにも数々の輝かしい賞を受賞されていま
す。2月7日に武生商工会館で開催する第23回「ふるさとの日」
記念行事において、贈呈式を行い、その功績を讃えます。

　常脇氏は、コムギの起源と分化に関する
多くの独創的かつ先駆的な業績が世界的に
高く評価され、平成7年に紫綬褒章を受
章、平成14年には文化功労者に選ばれる
など、植物遺伝学の権威として世界的に卓
越した業績をあげられました。また、平成
14年1月の「講書始の儀」において、進講
者を務められ、天皇皇后両陛下に進講され
ました。
　福井県立大学名誉教授、京都大学名誉教
授。74歳。

　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。今年は、個人47
人と2団体の皆さんが知事
表彰を受けられます。

福井県議会議員として14年余
りにわたり、県政の各分野で
幅広い活動を続け、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。
福井市。

　勝山市議会議員および同議
長として28年間務め、各分野
での幅広い活動を通じ、地方
自治の進展に尽力し、市勢の
発展に寄与しました。元勝山
市議会議員。 勝山市。

　武生市議会議員および同副
議長として16年間務め、各分
野での幅広い活動を通じ、市
民福祉の向上と市勢の発展に
寄与しました。元武生市議会
議員。武生市。

　芦原町長として12年余務
め、公正かつ適切な行政手腕
で地方自治の進展に尽力し、
町民福祉の向上と町勢の発展
に寄与しました。元芦原町
長。あわら市。

　春江町議会議員および同議
長として32年間務め、各分野
での幅広い活動を通じ、町民
福祉の向上と町勢の発展に寄
与しました。元春江町議会議
員。春江町。

　勝山市議会議員および同副
議長として16年間務め、各分
野での幅広い活動を通じ、地
方自治の進展に尽力し、市勢
の発展に寄与しました。元勝
山市議会議員。勝山市。

ひらおまさゆき

　小浜市吏員として34年余精
励した後、昭和63年から12年
間小浜市助役を務め、市行政
の進展等に尽力し、市勢の発
展に寄与しました。元小浜市
助役。小浜市。

　小浜市議会議員および同副
議長として31年にわたり、各
分野で幅広い活動を続け、地
方自治の進展に尽力し、市勢
の発展に寄与しました。現小
浜市議会議員。小浜市。

　河野村議会議員、同議長、
同副議長として24年間務め、
各分野での幅広い活動を通
じ、村民福祉の向上と村勢の
発展に寄与しました。元河野
村議会議員。南越前町。

　自宅を残留婦人等の「集い
の場」として開放するなど献
身的に活動し、ボランティア
の育成に寄与しました。現
（特）ヤングオールドほのぼ
の家族いまい理事長。美浜
町。

　昭和57年に福井県言語障害
児を持つ親の会の事務局長に
就任以来、親の悩みの相談役
として福祉向上に寄与しまし
た。現福井せせらぎ会事務局
長。福井市。



　警察官として39年余、警察
業務各般にわたり積極的に職
務を遂行し、特に刑事部門に
おいて顕著な功績を収め、治
安維持に寄与しました。現福
井県警視。福井市。

　昭和54年警察医として嘱託
を受けて以来、昼夜の別なく
検視等に協力し、豊富な経験
と卓越した法医学により、事
件等の解明に寄与しました。
現警察嘱託医。福井市。

　昭和61年結成以来、18年余
にわたり、越前町の沿岸線に
おける犯罪の未然防止のた
め、沿岸監視活動等に努め、
海岸線の安全確保に寄与しま
した。越前町。

　昭和30年発足以来、49年余
にわたり、住民の防犯思想の
普及向上および各種防犯活動
の推進に努め、地域住民の安
全確保等治安維持に寄与しま
した。敦賀市。

　福井地区消防本部消防吏員
として41年余、消防組織の強
化、消防施設の充実等に取り
組み、消防行政の発展に寄与
しました。現福井地区消防本
部消防長。福井市。

　昭和30年に武生市消防団入
団以来49年余、消防団員の資
質向上等に取り組み、地域消
防活動の発展に寄与しまし
た。現南越消防組合武生消防
団団長。武生市。

　民生児童委員として32年
間、地域住民の相談や要保護
世帯の援助指導に尽力するな
ど、組織の発展と活性化に寄
与しました。元民生児童委
員。福井市。

　民生児童委員として36年
間、地域住民の相談や要保護
世帯の援助指導に尽力するな
ど、組織の発展と活性化に寄
与しました。元民生児童委
員。敦賀市。

　昭和54年に特別養護老人ホ
ーム「和上苑」施設長に就任
以来、利用者の視点に立った
施設運営に努め、福祉の向上
に寄与しました。現（福）和
上苑施設長。南越前町。

　35年余園長として、乳幼児
の健全な育成に努め、お年寄
りと幼児の世代間交流を図る
など、児童福祉の向上に寄与
しました。現（福）東保育園
園長。武生市。

　昭和42年に（福）足羽福祉
会足羽学園に勤務して以来、
37年余にわたり、知的障害児
（者）の福祉向上に寄与しま
した。現（福）足羽更生園園
長。丸岡町。

　22年の永きにわたり、福井
県遺族連合会理事等として遺
族援護事業等を指導するな
ど、組織の強化、会の発展に
寄与しました。元福井県遺族
連合会副会長。勝山市。

　25年余園長として、積極的
な保育活動を展開するととも
に、町保育所連絡協議会長を
務めるなど、児童福祉の向上
に寄与しました。現（福）本
郷保育園園長。大飯町。

　福井県商工会連合会理事に
就任以来、商工会行動戦略推
進本部副議長等として商工会
活性化に尽力し、産業振興に
寄与しました。現福井県商工
会連合会副会長。清水町。

　三国港機船底曳網漁協理事
に就任以来、漁業の操業秩序
の確立など、底曳網漁業の発
展に寄与しました。現三国港
機船底曳網漁業協同組合代表
理事組合長。三国町。

　昭和58年に福井県電気工事
工業組合理事に就任以来、電
気事業の安全性の向上に尽力
し、業界の振興に寄与しまし
た。現福井県電気工事工業組
合理事長。越前町。

　昭和59年（社）福井県眼鏡
協会理事に就任以来、全国お
よび海外への販路開拓やＰＲ
に取り組み、業界の発展に寄
与しました。現（社）福井県
眼鏡協会会長。鯖江市。

　昭和59年に丸岡東部土地改
良区理事に就任以来、営農作
業の効率化の増進、土地改良
区の運営基盤の強化に寄与し
ました。現丸岡東部土地改良
区理事長。丸岡町。

　昭和40年に福井県豆腐油揚
商工組合理事に就任以来、製
品の品質向上等に取り組み、
業界の発展に寄与しました。
元福井県豆腐油揚商工組合理
事長。あわら市。

　昭和56年に内浦漁業協同組
合理事に就任以来、トラフグ
養殖の導入を図り、地域の養
殖漁業の発展に寄与しまし
た。元内浦漁業協同組合代表
理事組合長。高浜町。

　昭和58年に富田土地改良区
理事に就任以来、灌漑排水整
備による安定した農業用水の

　昭和54年（社）発明協会福
井県支部理事に就任以来、発
明の奨励等に取り組み、本県

　昭和58年福井県眼鏡卸商協
同組合理事に就任以来、展示
会等に積極的に参加し、本県

　（社）福井県獣医師会理事
に就任以来、獣医師の受精卵
移植技術の向上と研鑽に尽力



確保など、農業経営の拡大に
寄与しました。現富田土地改
良区理事長。大野市。

産業の振興に寄与しました。
現（社）発明協会福井県支部
副支部長。武生市。

産眼鏡の販路拡大等に寄与し
ました。元福井県眼鏡卸商協
同組合理事長。鯖江市。

し、本県の畜産業の振興に寄
与しました。元（社）福井県
獣医師会会長。三国町。

　福井県左官工業組合理事に
就任以来、組織の拡充、技能
の向上などに取り組み、業界
の基盤強化と発展に寄与しま
した。現福井県左官工業組合
副理事長。福井市。

　福井県管工事設備工業協会
会長に就任以来、技術力の向
上に尽力するなど、業界の基
盤強化と発展に寄与しまし
た。元（社）福井県管工事設
備工業協会会長。福井市。

　平成６年に宮崎村教育委員
に就任以来、障害児教育や小
学校の全面改築等に取り組む
など、本県の教育行政の発展
に寄与しました。元宮崎村教
育委員会教育長。越前町。

　永年、理科教育の発展に尽
力し、指導法の工夫改善に努
力するとともに、本県特殊教
育の充実・発展にも寄与しま
した。元鯖江市惜陰小学校
長。鯖江市。

　永年、家庭科教育の発展に
尽力し、県立学校初の女性校
長として学校運営等に取り組
むなど、学校教育の充実に寄
与しました。元福井県立武生
東高等学校長。福井市。

　昭和56年に日本ボーイスカ
ウト福井連盟の理事に就任以
来、青少年の健全育成や指導
者の資質向上に寄与しまし
た。現日本ボーイスカウト福
井連盟理事長。福井市。

　昭和37年福井陸上競技協会
の理事に就任以来、選手の育
成や審判員として活躍するな
ど、陸上競技の充実・発展に
寄与しました。現福井陸上競
技協会理事。福井市。

　（社）日本助産師会福井県
支部理事に就任以来、育児の
指導助言を積極的に行い、母
子保健事業の推進に寄与しま
した。現（社）日本助産師会
福井県支部会長。福井市。

　平成９年に福井県理容環境
衛生同業組合理事長に就任以
来、業界の資質向上および公
衆衛生の向上に寄与しまし
た。元福井県理容環境衛生同
業組合理事長。あわら市。

　平成元年に（社）福井県栄
養士会会長に就任以来、栄養
分野の研究・発展に貢献し、
栄養改善の普及向上に寄与し
ました。現（社）福井県栄養
士会会長。福井市。

　（社）福井県鍼灸マッサー
ジ師会理事に就任以来、鍼灸
マッサージの普及振興等、保
健衛生の向上に寄与しまし
た。現（社）福井県鍼灸マッ
サージ師会会長。福井市。

　福井県寿司商生活衛生同業
組合理事長に就任以来、意欲
的に福井の寿司をＰＲするな
ど、業界の発展に寄与しまし
た。元福井県寿司商生活衛生
同業組合理事長。福井市。

　福井県評センター事務局
長、連合福井副会長を歴任
し、県内労働組合の発展と労
働者の地位向上に尽力しまし
た。元日本労働組合総連合会
福井県連合会副会長。福井
市。

　昭和46年福井県公害審査会
委員に就任以来、33年の永き
にわたり、本県における公害
紛争の迅速かつ適正な解決に
寄与しました。元福井県公害
審査会委員。福井市。
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