
令和４年度練馬区民表彰受賞者

№ 表彰区分 氏名 住所

1 自治功労 市川　惠子 光が丘三丁目

2 自治功労 島田　拓 光が丘三丁目

3 自治功労 山内　隆夫 光が丘七丁目

4 自治功労 山岡　エミ 桜台三丁目

5 地域社会育成功労 赤澤　枝 上石神井四丁目

6 地域社会育成功労 池田　雄幸 小竹町一丁目

7 地域社会育成功労 池田　久美子 東大泉一丁目

8 地域社会育成功労 石井　奈美江 早宮三丁目

9 地域社会育成功労 伊藤　直美 旭町二丁目

10 地域社会育成功労 稲垣　優子 南大泉三丁目

11 地域社会育成功労 今井　澄雄 光が丘三丁目

12 地域社会育成功労 𫝆福　佐喜男 大泉町五丁目

13 地域社会育成功労 岩堀　七郎 豊玉南三丁目

14 地域社会育成功労 内田　壽雄 平和台一丁目

15 地域社会育成功労 遠藤　芳子 中村二丁目

16 地域社会育成功労 大浦　立嘉 上石神井南町

17 地域社会育成功労 太田　茂子 下石神井六丁目

18 地域社会育成功労 大場　巴 土支田三丁目

19 地域社会育成功労 小川　典余 田柄三丁目

20 地域社会育成功労 小野村　美代子 北町二丁目

21 地域社会育成功労 小美濃　清光 大泉学園町二丁目

22 地域社会育成功労 恩田　信男 光が丘二丁目

23 地域社会育成功労 柿澤　勝子 下石神井二丁目

24 地域社会育成功労 樫村　雅信 高松二丁目

25 地域社会育成功労 勝田　修 豊玉中三丁目

26 地域社会育成功労 加藤　桂子 関町北五丁目

27 地域社会育成功労 鴨田　浩 土支田三丁目

28 地域社会育成功労 河口　京一 石神井町四丁目

29 地域社会育成功労 菊池　マツノ 練馬二丁目

30 地域社会育成功労 岸本　憲二郎 石神井町五丁目

31 地域社会育成功労 木寅　典恵 大泉町五丁目

32 地域社会育成功労 木村　實 練馬三丁目

33 地域社会育成功労 小池　直行 南大泉一丁目

34 地域社会育成功労 齋藤　喩 貫井四丁目

35 地域社会育成功労 坂原　利見 谷原三丁目

36 地域社会育成功労 佐々木　俊一 南田中五丁目

37 地域社会育成功労 佐藤　由美子 春日町二丁目

38 地域社会育成功労 重村　隆子 小竹町二丁目

39 地域社会育成功労 篠　幸彦 小竹町一丁目

40 地域社会育成功労 清水　利明 豊玉北五丁目

41 地域社会育成功労 清村　正美 上石神井三丁目

42 地域社会育成功労 白﨑　敏子 氷川台三丁目
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43 地域社会育成功労 鈴木　政清 南大泉三丁目

44 地域社会育成功労 須永　康 高松二丁目

45 地域社会育成功労 田中　康雄 石神井台八丁目

46 地域社会育成功労 千葉　晴子 豊玉南三丁目

47 地域社会育成功労 粒良　三夫 旭町二丁目

48 地域社会育成功労 當房　秀俊 南大泉一丁目

49 地域社会育成功労 冨張　國守 錦二丁目

50 地域社会育成功労 豊田　誠 高野台五丁目

51 地域社会育成功労 永井　文子 南大泉五丁目

52 地域社会育成功労 西澤　忠一 栄町

53 地域社会育成功労 丹羽　幸男 北町三丁目

54 地域社会育成功労 藤田　フミ子 大泉町一丁目

55 地域社会育成功労 二葉　幸三 光が丘六丁目

56 地域社会育成功労 堀　和雄 北町三丁目

57 地域社会育成功労 水島　磐男 上石神井一丁目

58 地域社会育成功労 山川　徳次 南田中五丁目

59 地域社会育成功労 山根　孝 板橋区

60 地域社会育成功労 吉川　進一 北町三丁目

61 地域社会育成功労 𠮷村　厚子 桜台一丁目

62 税務功労 金澤　豊 田柄一丁目

63 税務功労 金山　友也 石神井台四丁目

64 消防・防犯・交通安全功労 岩田　公子 豊玉中三丁目

65 消防・防犯・交通安全功労 内堀　雅巳 西大泉二丁目

66 消防・防犯・交通安全功労 大山　暁司 三原台三丁目

67 消防・防犯・交通安全功労 加藤　康夫 －

68 消防・防犯・交通安全功労 塩谷　正仁 関町北五丁目

69 消防・防犯・交通安全功労 冨岡　和子 石神井町七丁目

70 消防・防犯・交通安全功労 牧野　昌克 －

71 消防・防犯・交通安全功労 元井　敬一 －

72 消防・防犯・交通安全功労 山下　和雄 －

73 消防・防犯・交通安全功労 吉田　聡 田柄一丁目

74 消防・防犯・交通安全功労 吉田　聡志 練馬二丁目

75 社会福祉功労 佐藤　德枝 石神井台七丁目

76 社会福祉功労 西川　英次 －

77 社会福祉功労 能登　信孝 早宮一丁目

78 保健衛生功労 小田　真也 中野区

79 環境保全功労 大泉住宅共栄会 東大泉三丁目

80 環境保全功労 大泉町二丁目町会 大泉町二丁目

81 環境保全功労 春日なかよし公園花壇管理委員会 春日町一丁目

82 環境保全功労 上久保児童遊園花壇委員会 －

83 環境保全功労 石神井小関町会 石神井台八丁目

84 環境保全功労 竹のこ児童遊園花壇管理委員会 －

85 環境保全功労 仲一自治会 錦一丁目
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86 環境保全功労 仲町五丁目町会 早宮二丁目

87 環境保全功労 練馬区北園町会 大泉町五丁目

88 環境保全功労 練馬区小学校PTA連合協議会OB会花壇管理委員会 －

89 環境保全功労 練馬みどりの会 小竹町一丁目

90 環境保全功労 平和台一丁目町会 平和台一丁目

91 環境保全功労 南田中団地第四自治会 石神井町一丁目

92 農林水産功労 小美濃　敏夫 大泉学園町三丁目

93 農林水産功労 加藤　憲明 －

94 農林水産功労 小林　美知子 谷原一丁目

95 農林水産功労 橋本　枝 田柄四丁目

96 農林水産功労 水橋　義輝 春日町二丁目

97 農林水産功労 宮部　淑江 谷原二丁目

98 農林水産功労 宮本　茂昭 髙松一丁目

99 商工業功労 井口　薫 －

100 商工業功労 鈴木　浩 大泉町一丁目

101 商工業功労 角　德浩 桜台二丁目

102 商工業功労 関根　秀男 旭丘一丁目

103 商工業功労 髙橋　修一 桜台四丁目

104 商工業功労 西山　敦 －

105 商工業功労 砂　由美 －

106 商工業功労 本橋　章一郎 下石神井一丁目

107 学校教育功労 浅村　信二 渋谷区

108 学校教育功労 石塚　亨 石神井町二丁目

109 学校教育功労 伊藤　佳子 谷原二丁目

110 学校教育功労 小西　佐知子 上石神井三丁目

111 学校教育功労 小林　宏至 田柄三丁目

112 学校教育功労 権藤　守男 東大泉六丁目

113 学校教育功労 清水　武 石神井町三丁目

114 学校教育功労 中島　裕美 板橋区

115 学校教育功労 中村　雅史 練馬一丁目

116 学校教育功労 濱田　実 羽沢一丁目

117 学校教育功労 藤澤　孝人 －

118 社会教育体育功労 安部　隆行 向山三丁目

119 社会教育体育功労 猪俣　保 高野台一丁目

120 社会教育体育功労 長内　康生 埼玉県入間市

121 社会教育体育功労 加藤　明 豊玉南一丁目

122 社会教育体育功労 寺下　雄二 大泉学園町一丁目

123 文化事業功労 綱　まり子 三原台一丁目

124 文化事業功労 皆葉　五男 旭町一丁目

125 人命救助 糀谷　健二 東久留米市

126 人命救助 糀谷　直美 東久留米市

127 寄附 稲垣　靜江 南大泉四丁目

128 寄附 稲垣　百合子 南大泉四丁目
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129 保健衛生・地域医療に関する功労 髙久　史麿 －

130 高齢者による防犯活動に関する功労 豊玉西寿会 豊玉中三丁目

※本人の都合により、３名を非掲載、14名を一部非掲載としています。
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