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赤穂市制施行７０周年記念式典の開催について 

 

１．趣 旨 

令和３年９月１日に市制施行７０周年を迎えるにあたり、記念すべき節目を祝うととも

に、長年にわたり本市の発展にご貢献いただいた方々の功績を顕彰するため、記念式典を

開催します。 

 

２．内 容 

（１）日 時  令和３年９月１日（水）午前１０時開式  

（２）場 所  赤穂市文化会館 大ホール 

（３）式次第  オープニング（陸上自衛隊 第３音楽隊 吹奏楽演奏） 

開式 

国歌斉聴 

市長式辞 

議長あいさつ 

市制施行７０周年記念表彰 

市政特別功労者顕彰 

市政特別感謝状贈呈 

感謝状贈呈 

来賓祝辞 

祝電披露 

姉妹都市メッセージ披露 

市政ＰＲ動画上映 

記念講演（赤穂観光大使 小林太玄氏） 

閉式 

 

（４）その他  新型コロナウイルス感染症対策のため、出席者は招待者のみとし、 

当日は YouTube Live によるインターネットライブ配信を行います。 

  

会 見 年 月 日 令和３年８月２７日（金） 

担 当 課 市長公室秘書広報課 

問い合わせ先 

電話：0791-43-6870 

（内線：2421） 

F A X：0791-43-6822 

（担当者名：池尾） 



市制施行７０周年記念表彰受賞者 

（五十音順・敬称略） 

 

１．顕彰状受賞者 

 

市政特別功労者（１２名） 

有田 光一  赤穂市議会議員さらには市議会議長として市政の発展に尽くされました。 

樫本 大進  ル・ポン国際音楽祭音楽監督として芸術文化の振興に尽くされました。 

亀井 義明  地区自治会長さらには赤穂市自治会連合会副会長として市民福祉の向上に

尽くされました。 

重松 英二  赤穂市議会議員さらには市議会議長として市政の発展に尽くされました。 

住所 知之  赤穂市自治会連合会副会長また赤穂市公害等紛争調整委員会委員として市

民福祉の向上に尽くされました。 

高田 國弘  地区自治会長また赤穂市青少年育成推進委員として市民福祉の向上に尽く

されました。 

多田 憲子  赤穂市選挙管理委員会委員長また民生委員児童委員として市民福祉の向上

に尽くされました。 

田端 智孝  赤穂市議会議員さらには市議会議長として市政の発展に尽くされました。 

永安  弘  赤穂市議会議員さらには市議会議長として市政の発展に尽くされました。 

豆田 正明  赤穂市長として市政の発展に尽くされました。 

望月 昌次  赤穂市消防団長として市民福祉の向上に尽くされました。 

涌元 雅代  赤穂市スポーツ推進委員委員長また民生委員児童委員として市民福祉の向

上に尽くされました。 

 

２．特別感謝状受賞者 

 

市政特別功労者（７名） 

木村 音彦  高井    中村 文代  平野 新作  邉見 公雄   

萬代新一郎  睦谷  博 

  

  



３．感謝状受賞者（３１９名・１１団体） 

 

総括部門 ３９名 

明石 元秀  有吉 一美  家入 時治  江見 美里  大島 靖彦  

奥道 義巳  籠谷 義則  川本 孝明  国澤 一男  小林 篤二  

宍戸 一雅  竹内 友江  武本 敬子  谷山  甫  釣  昭彦  

長岡 壯壽  中西  優  西田 隆男  根来 良一  橋本 勝利  

林  直樹  林  賴夫  瓢  敏雄  廣瀬  充  藤本 敏弘  

北條  脩  本田  潤  松田 正久  松原  宏  松本 隆博  

眞殿 二充  溝田  忍  三谷 幸雄  宮本 邦夫  村阪やす子  

山﨑 正信  山田 孝志  山手 良友  横田 則征 

 

教育部門 ５５名 

赤井 高之  赤井  亨  尼子 勝義  尼﨑 博正  井口 昌彦  

入江 秀史  氏平 源吾  内田  享  内田  学  梅本 夫  

上崎久美子  大嶋  芬  大鷹 正明  岡島 三郎  起塚 典子  

折方 啓三  柿本 鈴子  金碇 庄平  亀井 利信  亀井 直就  

木曽 文人  木南  寛  木村 重圭  葛島 好巳  黒田 和司  

黒田 龍二  小西 利夫  米谷 安史  篠宮 欣子  髙瀨 愛子  

髙瀬 要一  田邊 悦生  谷中  進  田淵 誠一  茶谷 勝也  

寺内多希子  冨田三惠子  長谷川 徹  濱田  学  久田 秀子  

平井 正彦  畑  誠  深井 光浩  藤田 晴基  正木 善告  

三木 宏志  峯近 高明  三宅 一代  目木 達也  森本 晋平  

山田 昌弘  山本  亮  山本 亜生  横川 晶子  渡邉 節雄 

 

福祉部門 ８７名 

穐本千津子  有田 勝美  有田きみ子  池田 正男  伊東 康子  

今井久美子  井本千代子  魚住 昌生  浮田 和子  丑田 洋二  

氏平美智子  浦池 伸朔  太田  史  大西 則子  大西平八郎  

尾﨑 司  籠谷 伸策  梶 聖志  柏原 博子  金丸 町子  

亀井紀代子  川原 洋三  河部登史子  木村 繁滿  木村 佳史  

木本 岩夫  桐谷 宙佳  久須  暉  久須 律子  小池りさ子  

小島 愛子  小島由美子  米谷 康子  材木 敏夫  斯波 随覚  

島田 玲子  霜尾 孝紹  末政埵眞子  炭田喜久美  髙木 啓子  

髙田 裕弘  髙力 久枝  谷  正行  團  増治  釣本 清司  

出口  卓  寺脇 治夫  頭金彌壽子  鳥羽 弘晃  虎津 禎一  



中道 昭之  長棟千代子  中村眞理子  中元 龍己  中森 逸彌  

名田美佐枝  鳴神 義量  西﨑  要  沼田  覚  野山貴久子 

萩原 博志  橋本チヅコ  長谷起世子  服部 洋子  久野 朝代  

藤田 佳子  前田 一江  前原喜和子  槙 美智代  松尾千ず子  

真殿 澄江  萬代 一三  三島 市雄  水野  亮  溝口  將  

村上 順照  本家 洋史  森田 珠惠  森田みよ子  安井 絹代  

山家 志穂  山﨑 悦男  山谷 義光  山根寿美子  横山 文子  

横山菜穂子  米田 絹子 

  

保健衛生部門 １９名 

今井 眞治  小野 成樹  菅野 新治  北川 佳永  小林 枝美  

實光  章  津村 文洋  寺田晋一郎  寺田 祐三  長棟 勝代  

房 幸一  房 生  馬場 清志  平田 一典  前川  渉  

水野 和子  山田 和子  山根知代子  山本 俊郎 

 

産業部門 ２５名 

赤松長四郎  庵原 喜助  岩野 敏樹  大木 慶生  大西 龍彦  

岡田 房子  奥道 芳博  酒谷 明良  清山美千子  髙田 和郎  

高見 成志  團  武司  中島 正輝  橋本捷一郎  平岡登美子  

門 幸司  前田  哲  松田 光司  水野 純夫  宮﨑 正光  

柳原 昭宏  山﨑 靖夫  山田 忠行  横山 和弘  吉川 克之 

 

消防公安部門 １４名 

大橋 博文  籠谷  健  後藤 利樹  酒田 宗一  土手 一弘  

富田 義則  中 総一郎  中西    中村 裕彦  藤野 高之  

柳原 義宏  山脇 明男  横田 孝敏  吉田 清光 

 

自治振興部門 ８０名 

秋山 義之  尼子 公一  池田 勝  伊多 義典  植村 洋輔  

梅本 弘幸  江端 正雄  大河 廣明  大崎  清  大鹿 雄康  

太田 孝雄  大野 重德  岡   榮  岡野 良治  沖  知道  

加賀 宏之  笠木 大海  柏野 幸男  勝田 三好  角岡 一賴  

金谷 芳紀  鎌田 正彰  河西 義勝  河原 忠善  木虎 春男  

木村 繁之  國重 正義  粂田 幸男  黒田 慶二  光庵 豊一  

小林 達郎  米谷 豊彦  榊   敏  佐藤 正明  澁谷  守  

嶋田 健剛  島田 裕弘  清水 政幸  末政 拓雄  高田 耕吉  



田川 芳弘  竹本  隆  谷口 重雄  寺井 秀光  寺田 耕二  

頭巾 嘉  内藤 茂男  永石 正勝  長田  進  中村 政好  

西江紘一郎  西川 瑞穂  橋本 博幸  畑中 靖之  浜野 好正  

平野 孝昭  平野  勝  福田 洋三  古江 實夫  旧林 茂存  

本田 勝一  前田 政一  前田  護  松原  貞  三島 芳延  

溝田 泰司  宮地 信作  村下 龍彦  牟 宗弘  室井眞智子  

目木 敏明  門田 昌弘  八木 洋造  矢野 喬司  山﨑  昇  

山下 周治  山下 豊行  山田 勝利  山本  薫  渡代 嘉継 

 

地域振興部門 １１団体 

アース製薬株式会社   あこう絵マップコンクール実行委員会  赤穂化成株式会社 

有年駅周辺地区まちづくり協議会  尾崎のまちを考える会   

加里屋川ふるさとの川整備連絡協議会  坂越のまち並みを創る会   

品川リフラクトリーズ株式会社  住みよい塩屋をつくる会  

タテホ化学工業株式会社  株式会社日本海水 


