
   

―記者発表資料― 

平成２４年１１月６日 

日 本 下 水 道 事 業 団 

 

 

 

 平成２４年度 日本下水道事業団表彰について  

 

 

  日本下水道事業団（ＪＳ）は、毎年当事業団の創立記念日（１１月１日）にあわせ

て日本下水道事業団表彰として、（１）優良工事表彰、（２）優良設計表彰、（３）

功労者（個人・団体）表彰の各表彰を行っています。今年度は、下記の日時、場所に

おいて表彰を行います。 

  なお、各表彰の詳細については別紙のとおりです。 

 

 

記 

 

  日    時 ： 平成２４年１１月９日（金）   10：30～ （１）優良工事表彰 

  日    時 ： 平成１６年１１月５日（金）  09 ：30～ （２）優良設計表彰 

  日    時 ： 平成１６年１１月５日（金）   13：30～ （３）功労者表彰 

                       

 

 

  場    所 ： 本社 表彰式々場（４階） 

 

以上 

 

 



   

【お問い合わせ先】 

日本下水道事業団 

事業統括部 事業課長 長尾 英明 

〒160-0004 

東京都新宿区四谷三丁目3-1富士・国保連ビル 

TEL：03-6361-7829（ダイヤルイン） 

FAX：03-3359-6370 

（１）優良工事表彰について 

 

 

日本下水道事業団（ＪＳ）は、当事業団が発注し前年度に完成した工事に関し、そ

の施工が優秀であって他の模範となる工事を毎年度優良工事として選定し、当該工事

の施工業者を表彰することにより、施工業者の育成及び事業の円滑な推進を図ってい

ます。 

平成２４年度表彰における優良工事は別添資料－１及び２のとおりであり、当該工

事の施工業者を日本下水道事業団表彰規程に基づき、平成２４年１１月９日（金）に

当事業団本社において表彰します。 

なお、今回の優良工事選定の対象となった完成工事及び選定された工事の件数は、

次のとおりです。 

 

選定対象工事件数及び優良工事件数 

工 種       対象となった工事の件数 優良工事件数 

土木建築工事 162 4 

機 械 工 事       220 5 

電 気 工 事       179 2 

合 計       561 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添資料-1　　優良工事一覧表

番
号

委託団体名 工事名 工期自 工期至
 請負金額
（税込：円）

請負者名 総合事務所

1
北海道
置戸町

置戸町置戸浄化センター
電気設備工事その４

平成23年7月26日 平成24年2月24日 36,225,000 株式会社東日本計装 北海道

2
山形県
鶴岡市

鶴岡市羽黒浄化センター
水処理設備工事

平成21年11月14日 平成24年3月16日 267,939,000
株式会社ミゾタ

東北

3 東京都
東京都勝島ポンプ所雨水ポンプ棟
建設工事その１２

平成22年8月27日 平成24年3月14日 505,512,000 前田建設工業株式会社 関東・北陸

4
新潟県
新潟市

新潟市葛塚雨水ポンプ場
建設工事

平成22年4月1日 平成23年5月31日 494,550,000 本間・丸運特定建設共同企業体 関東・北陸

5 長野県
諏訪湖流域下水道豊田終末処理場
汚泥焼却設備工事その１０

平成21年12月29日 平成23年7月29日 498,750,000 月島機械株式会社 関東・北陸

6
愛知県
岡崎市

岡崎市大西汚水中継ポンプ場
建設工事

平成22年11月13日 平成23年7月29日 98,910,000 小原建設株式会社 東海

7
大阪府
堺市

堺市三宝下水処理場
建設工事その21

平成22年3月31日 平成23年9月30日 868,749,000 真柄・国誉特定建設共同企業体 近畿・中国

8 岡山県
児島湖流域下水道浄化センター
水処理設備工事その２５

平成22年10月9日 平成24年2月29日 374,031,000 三機工業株式会社 近畿・中国

9
愛媛県
今治市

今治市合流式下水道緊急改善事業
（今治市下水浄化センター他）
水処理設備工事その２

平成22年10月20日 平成24年1月31日 54,295,500 株式会社ダイキアクシス 四国

10
福岡県

北九州市
北九州市藤田ポンプ場
ポンプ設備工事

平成22年3月6日 平成24年3月16日 1,958,691,000 株式会社酉島製作所 九州

11
福岡県

北九州市
北九州市藤田ポンプ場
電気設備工事

平成22年3月13日 平成24年3月16日 759,087,000 株式会社安川電機 九州



別添資料－２ 優良工事紹介 

 

１．置戸町置戸浄化センター電気設備工事その４ 

 

〔工事概要〕 

 置戸浄化センターは、平成 7年 3月に供用開始し、全体計画処理水量、既設処理水量共に 837m3/

日の処理能力である。今回は、受変電設備、水処理計装設備および遠方監視制御設備の改築更新

工事である。 

 

〔選定理由〕 

本工事は、稼動施設の更新工事であったが、維持管理実態の十分な調査、打合せを行い、緻密

な作業手順書を作成し、仮設による水替や停電作業時間・回数等の調整をしながら、効率の良い

切替工事を行った。また、工夫提案により、維持管理性や品質の向上が図られており、工事関係

書類も全般的に良くまとめられていた。極寒期の屋外作業が多かったが、現場における出来形・

出来ばえ共に良好であった。 

以上のように、創意工夫と維持管理性の向上の取り組みにおいて、特に優れていた本工事を優

良工事として選定した。 

 

 

２．鶴岡市羽黒浄化センター水処理設備工事 

 

〔工事概要〕 

 羽黒浄化センターは、昭和 60 年 6 月に供用開始し、全体計画処理水量、既設処理水量共に

2,200m3/日の処理能力である。今回は、処理場設備全体の改築更新工事である。 

 

〔選定理由〕 

本工事は、豪雪地帯にある処理場で、突発的な豪雨も多いという、厳しい環境条件の中、狭隘

な場内で、既設の処理機能を損なうことなく、3ヵ年で全面改築を行うという、非常に困難な工

事であった。受注者は他工事との調整を積極的に行い、主体となって計画・工事を進め、運転管

理者とも綿密な協議を行い、懸案事項にもしっかりと対応しながら、定められた工期内に良好な

出来ばえで完成させた。 

以上のように、自然的、社会的な施工条件が極めて困難な工事を優れた技術力により克服した

本工事を優良工事として選定した。 

 

 

３．東京都勝島ポンプ所雨水ポンプ棟建設工事その１２ 

 

〔工事概要〕 

勝島ポンプ所は、全体計画水量 汚水：1.65 m3/s ，雨水：24.44 m3/s であり、平成 12 年度

から工事が始まり、平成 24 年 3 月に供用開始している。今回は、当該ポンプ所の 終工事とな

る場内整備工事である。 

 

〔選定理由〕 

 本工事では、10 社近い業者間の工事調整が必要となるなか、発注者及び受注者が一同に介す

る工程調整会議を幹事となって立ち上げ、工事進捗状況や問題点の抽出など、工事間での調整を

主体となって行った。また、環境美化運動への参加、施設見学会開催などの地域貢献を積極的に

行っており、近辺で発生した幹線陥没事故への支援・協力を行い、東京都から感謝状も授与され

ている。 

 以上のように当該工事の施工中における周辺環境への対応や魅力アップ活動が特に優れてい

た本工事を優良工事として選定した。 



４．新潟市葛塚雨水ポンプ場建設工事 

 

〔工事概要〕 

葛塚雨水ポンプ場は、平成24年 3月に完成し、計画雨水流出量8.759ｍ3/sの処理能力である。

今回は、当該ポンプ場の躯体構築工事である。 

 

〔選定理由〕 

本工事では、地域清掃への参加、工事だよりの定期刊行、見学会開催等を提案・実施し、工事

期間中は地元からの理解と信頼を維持して工事を完成させた。また、施工中の振動・騒音につい

ての調査・対応を積極的に行い、周辺住民への理解をさらに深めると共に、後続の工事に信頼関

係を引継ぐことが出来た。 

以上のように、当該工事の施工中における周辺環境への対応や魅力アップ活動が特に優れてい

た本工事を優良工事として選定した。 

 

 

５．諏訪湖流域下水道豊田終末処理場汚泥焼却設備工事その１０ 

 

〔工事概要〕 

 豊田終末処理場は、昭和 54 年 10 月に供用開始し、計画汚水量・処理能力ともに 137,700 m3/

日である。今回は、汚泥焼却設備 1 号炉の更新工事である。 

 

〔選定理由〕 

 本工事は、複雑なシステムで、機器点数も多い中、既存の焼却炉棟内に更新炉を設置するとい

う、設計・施工の難易度が極めて高い工事であったが、設計段階より、流動ブロワの制御方法な

ど、省エネルギー化や発生熱の有効利用に関して積極的な検討を行い、従来の焼却設備より環境

に配慮した内容となっている。また、現場着手前の事前調査を徹底し、複数工事との調整を主体

的に行い、維持管理者との連携を積極的に図りながら、長期に渡る現場施工期間において、事故

なく安全に工事を完成させた。 

以上のように総合的品質が特に優れている本工事を優良工事として選定した。 

 

 

６．岡崎市大西汚水中継ポンプ場建設工事 

 

〔工事概要〕 

大西汚水中継ポンプ場は、全体計画水量 0.297 m3/s、既設処理水量 0.147ｍ3/s であり、平成

8 年より供用開始している。今回は、当該ポンプ場の耐震補強工事である。 

 

〔選定理由〕 

 本工事は、周辺の建物が近接している狭隘な現場で耐震補強工事を行うものであったが、騒音

を極力抑え、やむなく騒音を発する際には、事前に地元住民に周知し、併せて現場掲示板にわか

りやすく工程を示すなどの配慮を行い、周辺住民の理解を得ながら工事を行った。また、現場見

学会や清掃ボランティア活動など、地域貢献も積極的に行った。 

以上のように、当該工事の施工中における周辺環境への対応や魅力アップ活動が特に優れてい

る本工事を優良工事として選定した。 



７．堺市三宝下水処理場建設工事その２１ 

 

〔工事概要〕 

 三宝下水処理場は、全体計画処理水量 138,500 m3/日の処理場で、うち 80,000 m3/日を移転新

設している。今回は、処理場内の放流渠や各施設を接続する配管等を設置する工事である。 

 

〔選定理由〕 

本工事は、周辺大規模工場に関わる電線管、ガス管、工業用水管等の重要埋設管が交差する箇

所に大口径配管を敷設し、さらに、供用している既設処理場へ接続するという難工事であったが、

関係各所との綿密な打ち合わせを行い、効率的な接続方法や仮設工を提案しながら、無事に完了

させた。また、非常に厳しい工程管理が求められる中、人員の増員を行い、騒音対策にも様々な

工夫を行いながら、住宅地に近い昼夜間工事も苦情等なく工事を完成させている。 

以上のように、自然的、社会的な施工条件が極めて困難な工事を優れた技術力により克服した

本工事を優良工事として選定した。 

 

 

８.児島湖流域下水道浄化センター水処理設備工事その２５ 

 

〔工事概要〕 

 児島湖流域下水道浄化センターは、平成元年 3月に供用開始し、全体計画能力 432,000 m3/日、

既設能力 255,125 m3/日である。今回は、1 系列（12 池）のうちの 4 池（能力 26,166 m3/日)を

従来の凝集剤添加型活性汚泥循環法から、凝集剤併用型ステップ流入式多段硝化脱窒法に改築更

新工事するものである。 

 

〔選定理由〕 

 本工事は、既設施設を稼動させながらの水処理設備更新工事であり、施設管理者との運転調整

を密に行い、維持管理導線と作業エリアの明確な区分、作業内容の綿密な説明、維持管理業務に

支障が生じないよう、十分な配慮と調整を行いながら工事を進めた。また、工事管理においても

細心の注意を払い、関連工事全体の調整、受注者間の作業工程等の取りまとめ及び安全推進活動

に積極的に参加・推進し、円滑で安全な施工に寄与した。 

以上のように、総合品質が優れている本工事を優良工事として選定した。 

 

 

９．今治市合流式下水道緊急改善事業（今治市下水浄化センター他）水処理設備工事その２ 

 

〔工事概要〕 

 今治市下水浄化センターは、昭和 51 年に供用開始し、晴天日 大処理能力 54,750m3/日、雨

天日 大処理能力 158,720m3/日の処理場である。今回は合流改善対策として雨天時活性汚泥法

（3W 処理法）の運転を可能にするための機械設備の増設・更新工事である。 

 

〔選定理由〕 

本工事では、既設の水処理機能を損なうことなく、系列毎に順次停止しながら施工を進める必

要があったが、受注者は維持管理実態の十分な調査、打合せを行い、速やかに停止池の切換え・

施工を行うことで、既設水処理停止期間を約三ヶ月間短縮し、運転・維持管理への影響を 小限

にすることが出来た。  

以上のように優れた創意工夫により、工期の短縮、維持管理性の向上を達成した本工事を優良

工事として選定した。 

 



１０．北九州市藤田ポンプ場ポンプ設備工事 

 

〔工事概要〕 

 藤田ポンプ場は、既設全体計画水量 14.576 m3/s であり、昭和 38 年 4 月に供用開始している。

今回は、既設ポンプ場を新たに 23.161m3/s の吐出能力を持つ主ポンプ設備に更新増強する機械

設備工事である。 

 

〔選定理由〕 

 本工事は、機械・土木・建築・建築機械設備の合体工事であり、施工箇所が多岐に亘り、他工

事との取り合いも多かったが、機器配置、配管ダクトルートを再検討し、維持管理動線に配慮し

た提案や、塩害腐食対策検討を積極的に行い、品質の高い施設を完成させた。また、消防訓練・

交通安全訓練、近隣市町や地域住民への見学会や地元活動への参加を中心となって実施し、地域

への本工事の理解向上にも努めた。 

以上のように、創意工夫と維持管理性の向上の取り組みにおいて、特に優れていた本工事を優

良工事として選定した。 

 

 

１１．北九州市藤田ポンプ場電気設備工事 

 

〔工事概要〕 

 藤田ポンプ場は、既設全体計画水量 14.576 m3/s であり、昭和 38 年 4 月に供用開始している。

今回は、既設ポンプ場を更新増強する、水処理設備、ポンプ設備に係る電気設備、計装設備、監

視制御設備である。 

 

〔選定理由〕 

 本工事では、監視設備更新時期の変更に対する仮設監視設備の提案や、雨水流入ゲートや先行

待機形主ポンプの運転制御提案などが積極的になされ、かつ、第三者にもわかりやすい資料が作

成された。関係機関からの要望や指示についても真摯に受け止め、実行され、現場の特殊性によ

り、交通量の多い一般公道の道路横断部の掘削作業が行われたが、問題なく掘削・配管布設工事

を完了させた。 

以上のように総合的品質が特に優れている本工事を優良工事として選定した。 

 

 

 



   

【お問い合わせ先】 

日本下水道事業団 

事業統括部 事業課長 長尾 英明 

〒160-0004 

東京都新宿区四谷三丁目3-1富士・国保連ビル 

TEL：03-6361-7829（ダイヤルイン） 

FAX：03-3359-6370 

（２）優良設計表彰について 

 

 

日本下水道事業団（ＪＳ）は、当事業団が発注し前年度に完了した基本設計及び基

本設計の見直しを含む実施設計３５件の中から、総合的品質が特に優れているものの

他、難度の高い設計条件の克服、施設に求められる機能の達成・向上、コスト縮減、

周辺環境との調和のいずれかにおいて、設計業者の技術力・創意工夫により優れた成

果をあげた設計を毎年度優良設計として選定し、当該設計の受託業者を表彰すること

により設計業者の育成及び事業の円滑な推進を図っています。 

平成２４年度表彰における優良設計は別添資料－３及び４のとおりであり、当該設

計の受託業者を日本下水道事業団表彰規程に基づき、平成２４年１１月９日（金）に

当事業団本社において表彰します。 

 

選定対象設計件数及び優良設計件数 

設計業務 対象となった設計の件数 優良設計数

実施設計（基本設計及び基本設計の見直しを含む） 35 2 

 

 

 

 

 



別添資料-3　優良設計一覧表

No. 委託団体 業務委託名 工期自 工期至
委託業務料
（税込：円）

設計業者名
担当

設計センター

1
栃木県
那須町

平成23年度
那須町黒田原水処理センター
実施設計業務委託

平成23年6月8日 平成23年12月15日 34,650,000 日本水工設計株式会社 東日本

2
兵庫県
洲本市

平成22年度
洲本市洲本環境センター
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別添資料－４ 優良設計紹介 

 

１．那須町黒田原水処理センター実施設計業務委託 
 

〔設計概要〕 

本業務は、那須町黒田原浄化センターの増設に係る詳細設計、並びに全体計画の見直しによる

基本設計である。 

 

〔選定理由〕 

 本業務では、全体計画の見直しにより、計画水量が半分以下に減少することとなったが、現計

画に対応するための適切な増設計画並びに更新計画が立案され、また、計画水量減による処理場

用地の有効活用案（震災対応や創エネルギー）が出されるなど、適切な提案がなされた。当初は、

流入ポンプ場を建設する計画であったが、マンホールポンプでの対応とするなど、コスト縮減に

も努めた。また、現場状況の把握に努め、第一期建設時の施工状況等の情報を収集し、基礎等に

ついても有効な提案がなされている。 
 以上のように、優れた創意工夫により、施設に求められる機能の向上、コスト縮減を図り、優

れた成果を上げた本業務を優良設計として選定した。 
 
 
２．洲本市洲本環境センター実施設計業務委託その 2  
 
〔設計概要〕 

本業務は、大阪湾流総に基づいて、水質改善を目的とした高度処理化に対応するための既存 

施設の改築及び、流入量の増加に併せた水量の見直しに伴う増設の基本設計業務である。 

 

〔選定理由〕 

 本業務では、既存水処理施設の改築更新を考慮した高度処理施設化の移行計画、汚泥処理施設

の改築更新計画、新規管理棟計画、汚水調整池計画等についての幅広い検討はもとより、限られ

た処理場用地内で、長期的な視点に基づき、環境センター構造物の耐用年数経過後の再配置計画

についても検討を行うなど、多岐にわたり技術力を発揮し、作業、日程を遅らせることなく要求

を着実に達成した。また、手戻りも無く、極めて良好に作業を進め、委託団体の要望や提案など

に対しても的確で迅速な対応を行うことで高い信頼を得られた。資料作成においても、膨大な資

料を解り易い内容で取りまとめを行い、努力と成果が見られた。 
 以上のように、優れた技術力で設計を行い、総合的品質に特に優れていた本業務を優良設計と

して選定した。 
 
 
 



   

 （３）功労者表彰について  

 

 

  日本下水道事業団（ＪＳ）は、当事業団の事業の発展に貢献された個人及び団体に

対し、毎年度感謝の意を表することとしています。 

  本年は、長年にわたりその功績が顕著な個人４２名及び５３団体（別添資料-5及び

６参照）を日本下水道事業団表彰規程に基づき、平成２４年１１月９日（金）に当事

業団本社において表彰します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

 日本下水道事業団   

  経営企画部人事課長  金子 祐造 

  〒160－0004 

  東京都新宿区四谷三丁目3－1 富士・国保連ビル 

   TEL:03－6361－7813（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

   FAX:03－3359－6363 



別添資料－５

氏　　名 主 な 経 歴 表 彰 理 由

まつお　とものり

松尾　友矩 東洋大学常勤理事 技術評価委員会委員長

としての御貢献
あかはね　たかし

赤羽　貴 弁護士 総合評価制度等検討委員会

委員としての御貢献
おおさこ　けんいち

大迫　健一 月島機械株式会社技術顧問 同上

ありかわ　ひろし

有川　博 日本大学総合科学研究所教授 入札監視委員会委員長

としての御貢献
こいずみ　あつし

小泉　淳 早稲田大学理工学部教授 入札監視委員会委員

としての御貢献
ひぐち　きよひで

樋口　清秀 早稲田大学国際教養学部教授 同上

ふるまい　ひろあき

古米　弘明 東京大学大学院工学系研究科教授 同上

さじ　はじめ

佐治　玄 前 産業医 産業医としての御貢献

やまだ　すけよし

山田　助義 前　東京都下水道局北部建設事務所工事第一課工務係長 長年事業団の研修業務の

推進に御貢献
かしわせ　やすお

柏瀬　保夫 前　足利市上下水道部下水道課主幹 同上

たつみ　よしお

巽　良雄 前　横浜市下水道局建設部長 同上

わたなべ　かつひろ

渡邉　克宏 前　尼崎市下水道部長 同上

じん　のりひこ

神　憲彦 前 沼田町総務課長 長年事業団の業務に御貢献

ほしの　たかし

星野　隆 前 秋田県建設交通部次長 同上

ささき　まさみつ

佐々木　雅充 前 盛岡市上下水道局下水道施設管理課長 同上

ふくし　まさゆき

福士　正行 前 釜石市建設部下水道課長兼大平下水処理センター所長 同上

あさの　ひであき

浅野　秀明 前 仙台市建設局下水道事業部下水道調整課長 同上

すずき　まもる

鈴木　守 前 茨城県土木部技監 同上

だいぼう　ひろゆき

大坊　博幸 前 千葉県県土整備部都市整備局下水道課長 同上

【外部功労者】　　４２名



氏　　名 主 な 経 歴 表 彰 理 由

きみつか　かんじ

君塚　寛治 前 千葉市建設局次長 長年事業団の業務に御貢献

すぎた　たつのぶ

杉田　龍宣 前 東京都下水道局北部下水道事務所長 同上

いとう　ゆうじ

伊藤　雄二 前 東京都下水道局第一基幹施設再構築事務所工事第一課長 同上

おがた　たかつぐ

緒方　孝次 前 東京都下水道局東部第一下水道事務所ポンプ施設課長 同上

たけ　とおる

武　亨 前 川崎市上下水道局下水道部長 同上

なかむら　はるお

中村　治雄 前 長野市上下水道事業管理者 同上

そね　やすひろ

曽根　康弘 前 静岡県企業局西部事務所長 同上

ふくしま　たかお

福島　孝夫 前 静岡市上下水道局下水道部長 同上

もちづき　しげる

望月　茂 前 静岡市経営管理局危機管理部理事 同上

ふるた　のりお

古田　規雄 前 愛知県知立建設事務所長 同上

おちあい　ひろかず

落合　博和 前 名古屋市上下水道局企画部長 同上

さじ　ゆきかず

佐治　享一 前 名古屋市港区長 同上

うちだ　よしあき

内田　義昭 前 岡崎市下水道部長 同上

つつい　まさはる

筒井　正治 前 常滑市水道部長 同上

いわつき　あけみ

岩月　明美 前 豊田市建設部調整監 同上

たなか　ひろあき

田中　祐章 前 四日市市上下水道局技術部長 同上

まえだ　くにのり

前田　邦典 前 大阪市水道局理事 同上

しもむら　あきら

下村　昭 前 泉大津市上下水道局長 同上

さかじり　よしろう

坂尻　好朗 元 神戸市道路公社専務理事 同上



氏　　名 主 な 経 歴 表 彰 理 由

おおい　きょうじ

大井　恭二 前 江津市上下水道部長 長年事業団の業務に御貢献

やまもと　きょうじ

山本　教司 前 岡山市下水道局審議監 同上

たにだ　たかし

谷田　孝史 前 瀬戸内市上下水道部長 同上

いそべ　よういち

磯部　洋一 前 徳島市土木部長 同上



別添資料－６

団　体　名 表 彰 理 由

千葉市（千葉県） 長年事業団の研修業務の推進に御貢献

草加市（埼玉県） 同上

新座市（埼玉県） 同上

さいたま市（埼玉県） 同上

日本工営株式会社 同上

パシフィックコンサルタンツ株式会社 同上

登別市（北海道） 長年事業団の事業の発展に御貢献

紫波町（岩手県） 同上

由利本荘市（秋田県） 同上

能代市（秋田県） 同上

大崎市（宮城県） 同上

山形県 同上

鶴岡市（山形県） 同上

酒田市（山形県） 同上

新庄市（山形県） 同上

栃木県 同上

【外部功労者】　　５３団体



団　体　名 表 彰 理 由

宇都宮市（栃木県） 長年事業団の事業の発展に御貢献

小山市（栃木県） 同上

埼玉県 同上

羽生市（埼玉県） 同上

習志野市（千葉県） 同上

君津富津広域下水道組合（千葉県） 同上

東京都 同上

横浜市（神奈川県） 同上

川崎市（神奈川県） 同上

鎌倉市（神奈川県） 同上

秦野市（神奈川県） 同上

新潟市（新潟県） 同上

富山県 同上

長野県 同上

長野市（長野県） 同上

上田市（長野県） 同上

静岡県 同上



団　体　名 表 彰 理 由

浜松市（静岡県） 長年事業団の事業の発展に御貢献

沼津市（静岡県） 同上

愛知県 同上

名古屋市（愛知県） 同上

東海市（愛知県） 同上

一宮市（愛知県） 同上

四日市市（三重県） 同上

滋賀県 同上

宇治市（京都府） 同上

大阪市（大阪府） 同上

堺市（大阪府） 同上

神戸市（兵庫県） 同上

西宮市（兵庫県） 同上

鳥取市（鳥取県） 同上

岡山市（岡山県） 同上

広島市（広島県） 同上

今治市（愛媛県） 同上



団　体　名 表 彰 理 由

八幡浜市（愛媛県） 長年事業団の事業の発展に御貢献

北九州市（福岡県） 同上

福岡市（福岡県） 同上


