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川崎市自治功労賞受賞者（昭和63年～平成22年）

青山　清次 （川崎区）
吉野　辰男 （川崎区）
佐藤　曻作 （幸　区）
高　　昇三 （中原区）
原　　雲平 （中原区）
大島　　保 （高津区）
町田　堯順 （宮前区）
山口　　武 （多摩区）
箕輪　芳雄 （麻生区）

第１回 昭和63年度
福嶋 治郎吉 （川崎区）
大根田 春吉 （幸　区）
古尾谷 盛太郎 （中原区）
宮坂　芳孝 （中原区）
相原　常二 （高津区）
宮田　良辰 （高津区）
篠田　茂男 （宮前区）
井上　金一 （多摩区）
石井 伊三郎 （麻生区）

第２回 平成元年度
片野　光雄 （川崎区）
野崎　信春 （川崎区）
和田　作造 （幸　区）
小浪　久衛 （中原区）
越水　照男 （高津区）
小島　　隆 （宮前区）
蜷木　春代 （宮前区）
髙橋 與惣太 （多摩区）
壁　　義彰 （麻生区）

第３回 平成２年度

田村　秀雄 （川崎区）
吉浜　照冶 （川崎区）
浅野　一郎 （幸　区）
小宮　金吾 （中原区）
小林 十三雄 （高津区）
中尾　治夫 （宮前区）
手塚　三義 （多摩区）
井田　敦巳 （多摩区）
中島　豪一 （麻生区）

第４回 平成３年度
佐藤　　薫 （川崎区）
青山　　一 （幸　区）
小島　春男 （幸　区）
水嶋　新三 （中原区）
遠藤　宗一 （高津区）
本間　一雄 （高津区）
石原 平太郎 （宮前区）
田口　侑司 （多摩区）
的場　　寳 （麻生区）

第５回 平成４年度
井上 和三郎 （川崎区）
石渡 與惣右衛門 （川崎区）
深瀬　政治 （幸　区）
鹿島　一郎 （中原区）
市川　昌三 （中原区）
小島　恵一 （高津区）
上村　秀ニ （宮前区）
柴田　直夫 （多摩区）
渡邊 吉太郎 （麻生区）

第６回 平成５年度

柴﨑　俊雄 （川崎区）
目﨑　長男 （川崎区）
小島　卓藏 （幸　区）
正林　フサ （幸　区）
田中　　明 （中原区）
河野　桃一 （高津区）
中野　　貢 （宮前区）
松本　利夫 （多摩区）
小島　忠衛 （麻生区）

第７回 平成６年度
小野　満章 （川崎区）
石川　義雄 （川崎区）
小林　達治 （幸　区）
村　　榮 （中原区）

木所　榮一 （高津区）
飯田　尚敏 （宮前区）
竹内　善作 （多摩区）
内山　春夫 （麻生区）

第８回 平成７年度
長谷　廣茂 （川崎区）
田邉　 吉 （中原区）
鈴木　　勇 （高津区）
長田　忠  （高津区）
北村　勝美 （宮前区）
小宅　三雄 （多摩区）

第９回 平成８年度

彈塚　　誠 （川崎区）
當麻　喜代 （川崎区）
加藤　昭一 （幸　区）
森山　信吉 （中原区）
原　　　薫 （中原区）
山本　　清 （高津区）
村野　五郎 （宮前区）
伊藤　秀博 （多摩区）
関口　鐘雪 （多摩区）

第10回 平成９年度
升田　　保 （川崎区）
菊池 政太郎 （川崎区）
金子　脩一 （幸　区）
武田　留吉 （中原区）
重田　良平 （高津区）
長瀬　勇吉 （高津区）
藤島　芳雄 （宮前区）
吉澤　　豊 （多摩区）
柴﨑　　正 （麻生区）

第11回 平成10年度
鈴木 友次郎 （川崎区）
幸田　晋一 （幸　区）
小林　ナカ （幸　区）
長瀬　精一 （中原区）
石塚 卯三夫 （高津区）
猪岡 カツ子 （高津区）
持田　周一 （宮前区）
佐伯 喜世志 （多摩区）
笠原　勝利 （麻生区）

第12回 平成11年度
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榎本　利八 （川崎区）
沼田　孝夫 （幸　区）
熊倉 忠三郎 （中原区）
齋藤　美代 （中原区）
関口　　弘 （高津区）
山田　　均 （宮前区）
佐野 美智子 （多摩区）
圡方　　博 （麻生区）

第13回 平成12年度
大竹　幸雄 （川崎区）
安岡　信一 （幸　区）
小宮　雄次 （中原区）
佐保田　實 （高津区）
持田　　勲 （宮前区）
井上　　榮 （宮前区）
丸島　常隆 （多摩区）
田村　賢治 （多摩区）
渋谷 益 右 （麻生区）

第14回 平成13年度
島田　潤二 （川崎区）
渡辺　春男 （幸　区）
関　金二郎 （中原区）
西海石 寅藏 （高津区）
秋山　義隆 （宮前区）
川﨑 善太郎 （多摩区）
関口　永吉 （麻生区）

第15回 平成14年度

藍原　　晃 （川崎区）
小林　　豊 （幸　区）
八重森 秀雄 （中原区）
𠮷﨑　隆男 （高津区）
黒沢　一之 （宮前区）
横田　貞夫 （多摩区）
宮田　　一 （麻生区）

第16回 平成15年度
相澤　弘保 （川崎区）
池田　　満 （幸　区）
荻野　喜一 （中原区）
森　　　正 （高津区）
大津　三郎 （宮前区）
秦　　松雄 （多摩区）
柳島　五郎 （麻生区）

第17回 平成16年度
髙遠　正道 （川崎区）
榎本　　武 （幸　区）
𠮷房　正三 （中原区）
瀧村　治雄 （高津区）
工藤　正興 （宮前区）
岸　　　嶐 （多摩区）
山﨑　清壽 （麻生区）

第18回 平成17年度

吉沢　　孝 （川崎区）
山下　昭夫 （幸　区）
中川　義榮 （中原区）
𠮷田　知敬 （高津区）
比留間 輝行 （宮前区）
井田　　肇 （多摩区）
飯塚　　馨 （麻生区）

第19回 平成18年度
吉本　　亨 （川崎区）
大舘　　清 （幸　区）
石渡　顯明 （中原区）
冨田　　誠 （高津区）
大木　　豊 （宮前区）
齊藤　彌平 （多摩区）
角山　雅計 （麻生区）

第20回 平成19年度
田辺　冨夫 （川崎区）
猪股　清二 （幸　区）
遠藤　長治 （中原区）
木村　俊道 （高津区）
村野　　博 （宮前区）
井出　正彦 （多摩区）
志田　弘一 （麻生区）

第21回 平成20年度

長島　　亨 （川崎区）
大久保 金吉 （幸　区）
青木　英光 （中原区）
長谷川　功 （高津区）
川口　尊志 （宮前区）
島藤　英一 （多摩区）
渡邊　　利 （麻生区）

第22回 平成21年度
森　　　清 （川崎区）
伊藤　善通 （幸　区）
大谷　忠司 （中原区）
佐藤　　忠 （高津区）
⻆田　勝男 （宮前区）
吉岡　　巖 （多摩区）
岡野　幸雄 （麻生区）

第23回 平成22年度


