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告 示

島根県告示第712号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、大社町土地改良区の定款変更を平成28年11月29日

付けで認可したので、同条第３項の規定により告示する。

平成28年12月６日

島根県知事 溝 口 善兵衛

島根県告示第713号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第96条において準用する同法第54条第３項の規定により、３条資格者施行代表者

から波田上地区における換地処分を平成28年11月24日付けで行った旨の届出があったので、同条第４項の規定により告示

する。

平成28年12月６日

島根県知事 溝 口 善兵衛

公 告

平成28年度島根県各種功労者表彰を行ったので、島根県各種功労者表彰規程（昭和28年島根県告示第490号）第３条第

２項の規定により公告する。

平成28年12月６日

島根県知事 溝 口 善兵衛

氏名又は名称 功 績 の 要 旨

多和 敬子 多年統計調査に携わりその質的向上に寄与した。

山本 千惠 多年統計調査に携わりその質的向上に寄与した。

小林 祥泰 多年大学教育の充実と行政への専門的な提言に努め教育行政の伸展と地域の活性化に

寄与した。

前田 裕之 多年学校教育に従事し私立学校教育の振興に寄与した。

出雲救難所 多年水難防止と救済活動に取り組み救助技術の向上や人命救助に寄与した。

青砥 憲子 多年町議会議員を務め地方自治の伸展に寄与した。

安達 幾夫 多年市議会議員を務め地方自治の伸展に寄与した。

石橋 寬 多年町議会議員を務め地方自治の伸展に寄与した。

岩崎 正夫 多年町議会議員を務め地方自治の伸展に寄与した。

大谷 克雄 多年副市長を務め地方自治の伸展に寄与した。

加田 幹男 多年市助役を務め地方自治の伸展に寄与した。

桑原 武富 多年町議会議員を務め地方自治の伸展に寄与した。

齋藤 勲 多年町議会議員を務め地方自治の伸展に寄与した。

竹谷 孝昌 多年町議会議員を務め地方自治の伸展に寄与した。

津戸 千弘 多年町議会議員を務め地方自治の伸展に寄与した。

中林 信夫 多年町議会議員を務め地方自治の伸展に寄与した。

藤田 収作 多年村長を務め地方自治の伸展に寄与した。
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藤原 治義 多年町収入役を務め地方自治の伸展に寄与した。

安田 増憲 多年町長を務め地方自治の伸展に寄与した。

山本 敏熙 多年市議会議員を務め地方自治の伸展に寄与した。

田 十二 多年町議会議員を務め地方自治の伸展に寄与した。

宇田川 茂道 多年交通安全活動に取り組み交通安全意識の高揚に寄与した。

中 勉 多年交通安全活動に取り組み交通安全意識の高揚に寄与した。

布野 良男 多年交通安全活動に取り組み交通安全意識の高揚に寄与した。

松岡 誠 多年交通安全活動に取り組み交通安全意識の高揚に寄与した。

三浦 博志 多年交通安全活動に取り組み交通安全意識の高揚に寄与した。

米原 愛雄 多年交通安全活動に取り組み交通安全意識の高揚に寄与した。

青野 幸子 多年商工会女性部の活動を通じ女性の地位の向上と社会参加の推進に寄与した。

沖田 敏子 多年婦人会活動を通じ女性の地位の向上と社会参加の推進に寄与した。

安田 兼子 多年婦人会活動を通じ女性の地位の向上と社会参加の推進に寄与した。

中原 信登 多年人権教育の実践に努め人権尊重意識の啓発に寄与した。

山本 學 多年人権教育の実践に努め人権尊重意識の啓発に寄与した。

山本 瞳 多年創作活動に取り組み地域における文化芸術の振興に寄与した。

宮本 美保子 多年行政と協力して地域住民の健康増進に努め地域保健の向上に寄与した。

青笹 之夫 多年地域歯科医療の推進に努め保健医療の向上に寄与した。

河原 民宜 多年地域歯科医療の推進に努め保健医療の向上に寄与した。

武田 妙子 多年医薬分業の推進に努め保健医療の向上に寄与した。

馬庭 昌人 多年臨床検査技術の向上に努め地域医療の発展に寄与した。

伊東 孝子 多年民生の安定と福祉の増進に努め社会福祉の向上に寄与した。

稻田 昌市 多年民生の安定と福祉の増進に努め社会福祉の向上に寄与した。

井上 義樹 多年民生の安定と福祉の増進に努め社会福祉の向上に寄与した。

恩田 祥雄 多年民生の安定と福祉の増進に努め社会福祉の向上に寄与した。

川 アキヨ 多年民生の安定と福祉の増進に努め社会福祉の向上に寄与した。

川谷 吉正 多年民生の安定と福祉の増進に努め社会福祉の向上に寄与した。

佐藤 昭雄 多年民生の安定と福祉の増進に努め社会福祉の向上に寄与した。

須山 春雄 多年民生の安定と福祉の増進に努め社会福祉の向上に寄与した。

谷岡 美榮子 多年民生の安定と福祉の増進に努め社会福祉の向上に寄与した。

永佐 悦雄 多年民生の安定と福祉の増進に努め社会福祉の向上に寄与した。

宗内 佳鳳 多年里親会の発展と里親の資質向上に努め子どもの健全育成と自立に寄与した。

宗内 コトミ

ＮＴＴＯＢボランティア雲の 多年地域を支えるボランティア活動に努め社会福祉の向上に寄与した。

会

ＪＡしまね出雲やすらぎ会 多年地域を支えるボランティア活動に努め社会福祉の向上に寄与した。

点字ボランティアブライユ 多年地域を支えるボランティア活動に努め社会福祉の向上に寄与した。

要約筆記サークルいずもかけ 多年地域を支えるボランティア活動に努め社会福祉の向上に寄与した。

はし

朗読ボランティアひばりのう 多年地域を支えるボランティア活動に努め社会福祉の向上に寄与した。

た

京村 真光 多年後継者の育成と食農教育の推進に努め農業の振興に寄与した。
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住田 富美子 多年後継者の育成と食農教育の推進に努め農業の振興に寄与した。

住田 益三 多年後継者の育成と食農教育の推進に努め農業の振興に寄与した。

北川 恒夫 多年鳥獣の保護と被害対策に努め鳥獣対策の向上に寄与した。

小草 伸春 多年協同組合の運営と経営基盤の確立に努め地域経済の振興に寄与した。

中島 新吾 多年協同組合の運営と経営基盤の確立に努め地域経済の振興に寄与した。

佐藤 幸一 多年技能水準の向上と人材育成に努め産業振興と技能振興に寄与した。

高橋 英一 多年測量設計業協会の運営と会員の育成指導に努め測量設計業の発展に寄与した。

前田 清行 多年建築業の健全な発展に努め社会基盤の整備に寄与した。

宮地 正浩 多年建設業の健全な発展に努め社会基盤の整備に寄与した。

山下 安夫 多年建設業の健全な発展に努め社会基盤の整備に寄与した。

杉原 宏敦 多年学校教育の充実と社会教育の推進に努め教育行政の伸展に寄与した。

庄司 肇 多年学校教育の充実と社会教育の推進に努め教育行政の伸展に寄与した。

月森 宏 多年学校教育の充実に努め教育行政の伸展に寄与した。

坪内 邦至 多年学校教育の充実に努め教育行政の伸展に寄与した。

野々村 恒夫 多年学校教育の充実に努め教育行政の伸展に寄与した。

和田 惇子 多年学校教育の充実に努め教育行政の伸展に寄与した。

小川 正道 多年学校教育の充実に努め教育行政の伸展に寄与した。

山﨑 享二 多年学校教育の充実に努め教育行政の伸展に寄与した。

有馬 毅一郎 多年社会教育の充実と推進に努め社会教育行政の伸展に寄与した。

園山 勝久 多年園児児童生徒の健康管理と保健衛生指導に努め学校保健の向上に寄与した。

寺井 勇 多年児童生徒の健康管理と保健衛生指導に努め学校保健の向上に寄与した。

半田 貢雪 多年児童生徒の健康管理と保健衛生指導に努め学校保健の向上に寄与した。

領家 一如 多年児童生徒の健康管理と保健衛生指導に努め学校保健の向上に寄与した。

小林 貞俊 多年鍛刀技術の継承活動に努め文化財の保護に寄与した。

小林 力夫 多年鍛刀技術の継承活動に努め文化財の保護に寄与した。

糸賀 昇 多年青少年の健全育成に努め地域住民の防犯意識の高揚に寄与した。

大畑 秀憲 多年青少年の健全育成に努め地域住民の防犯意識の高揚に寄与した。

永岡 美惠子 多年青少年の健全育成に努め地域住民の防犯意識の高揚に寄与した。

出雲警察署管内少年補導委員 多年青少年の健全育成に努め地域住民の防犯意識の高揚に寄与した。

連絡会出雲支部かわと地区

浜田市少年補導委員連絡会西 多年青少年の健全育成に努め地域住民の防犯意識の高揚に寄与した。

支部

二岡 浩 多年在アルゼンチン島根県人会役員として組織の発展に努めるとともに国際交流の推

進に寄与した。
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