
令和３年度練馬区民表彰受賞者

№ 表彰区分 氏名 住所

1 自治功労 河口　浩 中野区

2 自治功労 柴﨑　晃一 石神井町七丁目

3 自治功労 草栁　英二 関町北一丁目

4 自治功労 濱渦　江美子 -

5 自治功労 植松　正一 春日町二丁目

6 自治功労 田中　友子 旭丘二丁目

7 地域社会育成功労 土屋　和三 立野町

8 地域社会育成功労 泉　忠一 東大泉二丁目

9 地域社会育成功労 加藤　晶司 大泉学園町五丁目

10 地域社会育成功労 尾崎　一好 関町南三丁目

11 地域社会育成功労 豊田　勝良 石神井町八丁目

12 地域社会育成功労 手塚　昭 東大泉五丁目

13 地域社会育成功労 関本　公隆 錦一丁目

14 地域社会育成功労 林　三郎 大泉町二丁目

15 地域社会育成功労 大野　秀雄 平和台二丁目

16 地域社会育成功労 永井　富士明 三原台二丁目

17 地域社会育成功労 榎本　重恭 南田中二丁目

18 地域社会育成功労 蟹澤　保 大泉町二丁目

19 地域社会育成功労 谷治　章吉 南田中一丁目

20 地域社会育成功労 𫝆井　光男 向山四丁目

21 地域社会育成功労 渡邉　弘 石神井町二丁目

22 地域社会育成功労 高橋　正三 大泉町四丁目

23 地域社会育成功労 野﨑　延江 大泉町四丁目

24 地域社会育成功労 関口　守正 向山四丁目

25 地域社会育成功労 大沢　常男 富士見台一丁目

26 地域社会育成功労 小馬　かをる 小竹町一丁目

27 地域社会育成功労 知地　智恵子 小竹町二丁目

28 地域社会育成功労 大野　惣一 -

29 地域社会育成功労 宇多川　久治 富士見台二丁目

30 地域社会育成功労 北原　武司 三原台三丁目

31 地域社会育成功労 石井　進 富士見台四丁目

32 地域社会育成功労 大沢　葉子 富士見台三丁目

33 地域社会育成功労 杉田　晴美 富士見台一丁目

34 地域社会育成功労 田中　和子 桜台四丁目

35 地域社会育成功労 大野　由美子 富士見台三丁目

36 地域社会育成功労 辻󠄀田　紀代志 中村二丁目

37 地域社会育成功労 古澤　シゲ子 大泉町六丁目

38 地域社会育成功労 茂木　千代子 関町南三丁目

39 地域社会育成功労 丹羽　亮三 関町北一丁目

40 地域社会育成功労 塩部　ちよ 大泉町四丁目

41 地域社会育成功労 小井土　金蔵 中村北二丁目

42 地域社会育成功労 西山　昭作 小竹町一丁目
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43 地域社会育成功労 秋元　幸一 東大泉三丁目

44 地域社会育成功労 森永　由男 中村一丁目

45 地域社会育成功労 並木　一久 小竹町一丁目

46 地域社会育成功労 平林　倉男 貫井四丁目

47 地域社会育成功労 佐藤　すい 中村北一丁目

48 地域社会育成功労 長田　充永 小竹町一丁目

49 地域社会育成功労 寺西　節子 富士見台一丁目

50 地域社会育成功労 豊橋　静代 富士見台一丁目

51 地域社会育成功労 茅根　正明 -

52 地域社会育成功労 尾越　留美子 -

53 地域社会育成功労 関口　幸枝 向山四丁目

54 地域社会育成功労 加藤　順子 -

55 地域社会育成功労 篠田　千惠子 春日町二丁目

56 地域社会育成功労 小島　時子 高松六丁目

57 地域社会育成功労 本橋  市郎 石神井台六丁目

58 地域社会育成功労 永井　あけみ 下石神井一丁目

59 地域社会育成功労 高山　裕子 立野町

60 地域社会育成功労 田村　眞由美 関町南四丁目

61 地域社会育成功労 石塚　貴代美 上石神井二丁目

62 地域社会育成功労 内田　光雄 東大泉三丁目

63 税務功労 町田　光 上石神井三丁目

64 税務功労 髙須　光代 -

65 税務功労 山田　國雄 大泉学園町五丁目

66 消防・防犯・交通安全功労 兼子　正人 練馬一丁目

67 消防・防犯・交通安全功労 風祭　幹雄 桜台三丁目

68 消防・防犯・交通安全功労 森永　英男 中村南一丁目

69 消防・防犯・交通安全功労 工藤　和江 中村三丁目

70 消防・防犯・交通安全功労 松浦　勝利 春日町四丁目

71 消防・防犯・交通安全功労 平谷　隆子 小竹町二丁目

72 消防・防犯・交通安全功労 新井　俊範 春日町五丁目

73 消防・防犯・交通安全功労 髙橋　清美 中村二丁目

74 消防・防犯・交通安全功労 柄本　廣央 羽沢二丁目

75 消防・防犯・交通安全功労 足立　博隆 北町五丁目

76 消防・防犯・交通安全功労 小松崎　勝美 北町二丁目

77 消防・防犯・交通安全功労 渡邊　忠雄 北町三丁目

78 消防・防犯・交通安全功労 五十嵐　俊昭 土支田四丁目

79 消防・防犯・交通安全功労 瀧澤　好雄 南田中一丁目

80 消防・防犯・交通安全功労 莊埜　彰 大泉町一丁目

81 消防・防犯・交通安全功労 鈴木　昌一 南大泉三丁目

82 消防・防犯・交通安全功労 井口　真 関町北四丁目

83 消防・防犯・交通安全功労 尾崎　賀一 石神井台四丁目

84 消防・防犯・交通安全功労 伊東　輝明 大泉町五丁目

85 消防・防犯・交通安全功労 加藤　和宏 南大泉四丁目
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86 消防・防犯・交通安全功労 塚原　実 西東京市

87 消防・防犯・交通安全功労 野瀬　正二 西大泉三丁目

88 消防・防犯・交通安全功労 西方　武美 上石神井二丁目

89 消防・防犯・交通安全功労 木村　尚之 東大泉六丁目

90 消防・防犯・交通安全功労 篠崎　洋幸 大泉町二丁目

91 消防・防犯・交通安全功労 大山　裕久 石神井町二丁目

92 消防・防犯・交通安全功労 新井　髙史 南田中四丁目

93 消防・防犯・交通安全功労 櫻井　貞夫 石神井台八丁目

94 消防・防犯・交通安全功労 岩瀨　正美 上石神井三丁目

95 消防・防犯・交通安全功労 小野塚　悦雄 石神井台六丁目

96 消防・防犯・交通安全功労 櫻井　健司 関町北五丁目

97 消防・防犯・交通安全功労 山下　嘉正 下石神井五丁目

98 消防・防犯・交通安全功労 尾崎　義則 関町南三丁目

99 消防・防犯・交通安全功労 塚田　善幸 石神井台三丁目

100 消防・防犯・交通安全功労 小林　輝道 下石神井二丁目

101 消防・防犯・交通安全功労 大野　晴央 富士見台二丁目

102 消防・防犯・交通安全功労 大沢　延行 富士見台一丁目

103 消防・防犯・交通安全功労 笹渕　浩二 富士見台四丁目

104 消防・防犯・交通安全功労 五十嵐　和代 三原台二丁目

105 社会福祉功労 佐藤　尚子 高松二丁目

106 社会福祉功労 川村　明美 関町北三丁目

107 社会福祉功労 牧野　郁夫 桜台一丁目

108 保健衛生功労 伊藤　大介 -

109 保健衛生功労 山田　充訓 -

110 保健衛生功労 市毛　雅之 関町北三丁目

111 保健衛生功労 池島　一十衣 関町北

112 保健衛生功労 伊藤　浩明 田柄二丁目

113 環境保全功労 小竹町会 小竹町一丁目

114 環境保全功労 練馬区向山町会 向山三丁目

115 環境保全功労 練馬区栄町町会 栄町

116 環境保全功労 大泉学園緑町会 大泉学園町六丁目

117 環境保全功労 豊玉第一町会 豊玉上一丁目

118 環境保全功労 都営上石神井団地自治会 石神井台四丁目

119 農林水産功労 五十嵐　ナツ子 土支田一丁目

120 農林水産功労 篠田　スゞ子 春日町二丁目

121 農林水産功労 鹿嶋　藤枝 春日町六丁目

122 農林水産功労 櫻井　秀子 関町北五丁目

123 農林水産功労 田中　正春 西大泉五丁目

124 農林水産功労 田中　行夫 大泉町二丁目

125 商工業功労 渡邊　𠮷行 清瀬市

126 商工業功労 小島　滋 桜台六丁目

127 商工業功労 丸山　晶子 関町北二丁目

128 商工業功労 武藤　正子 光が丘三丁目
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129 商工業功労 坂井　克行 -

130 商工業功労 石澤　茂 石神井町八丁目

131 商工業功労 古屋　亨 埼玉県和光市

132 学校教育功労 海野　潤 -

133 学校教育功労 大野　邦彦 -

134 学校教育功労 藤野　遵　 大泉学園町六丁目

135 学校教育功労 麦島　清純 錦一丁目

136 学校教育功労 妹尾　一恵 東大泉五丁目

137 学校教育功労 栗田　正明 南大泉二丁目

138 学校教育功労 髙梨　登 杉並区

139 学校教育功労 丹野　和彦 関町北四丁目

140 学校教育功労 渡邉　久幸 -

141 社会教育（体育功労） 志村　雅 谷原三丁目

142 社会教育（体育功労） 加藤　源八 早宮二丁目

143 社会教育（体育功労） 坂井田　澄雄 桜台四丁目

144 社会教育（体育功労） 伊藤　武司 石神井町七丁目

145 文化事業功労 柴﨑　正義 東大泉五丁目

146 文化事業功労 田中　江月 北町八丁目

147 寄附 加藤　キミ子 東大泉一丁目

148 寄附 加藤　美弥子 東大泉一丁目

149 寄附 加藤　和江 東大泉四丁目

150 寄附 西田　朗子 兵庫県宝塚市

151 寄附 東財建設株式会社 大泉学園町五丁目

152 ワクチン接種「練馬区モデル」に関する功労 一般社団法人　練馬区医師会 高野台二丁目

153 ワクチン接種「練馬区モデル」に関する功労 公益社団法人　練馬区歯科医師会 豊玉北六丁目

154 ワクチン接種「練馬区モデル」に関する功労 一般社団法人　練馬区薬剤師会 富士見台三丁目

※本人の都合により、13名を一部非掲載としています。
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