
釧路総合振興局記者クラブ配付資料

報道発表資料の配付日時 令和４年（2022年）１月28日（金）15：00

令和３年度（2021年度）北海道社会貢献賞（交通安全功労者・交通安全優良実
発 表 項 目 践団体）及び北海道善行賞（交通安全実践者）の受賞者について

記者ﾚｸﾁｬｰ （実施日時） 発 表 者
月 日（ ） 時 分

のお知らせ 発 表 場 所

北海道では、交通安全実践団体の指導育成等に献身的な尽力をした指導者、交通
安全運動を積極的に展開している団体、交通安全運動に積極的に参加している個人
に対し、北海道知事表彰を行っております。この度、令和３年度（2021 年度）北海
道社会貢献賞（交通安全功労者・交通安全優良実践団体）及び北海道善行賞（交通
安全実践者）の受賞者を決定しましたので、お知らせします。
なお、例年、北海道社会貢献賞（交通安全功労者・交通安全優良実践団体）及び

北海道善行賞（交通安全実践者）の表彰式は、札幌市内において行っておりました
が、今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本表彰式を行わないこ
とといたしました。

○ 表彰の概要
別添「表彰の概要」のとおり

○ 受賞者（詳細は別添「受賞者名簿」のとおり）

全道 うち釧路管内
概 要

北海道社会貢献賞（交通安全功労者・ 個人 ９名 該当なし
交通安全優良実践団体) 団体 １団体 該当なし

北海道善行賞（交通安全実践者） 個人 ８４名 個人 ７名

※釧路総合振興局関係分
北海道善行賞（交通安全実践者）

市町村名 氏 名 （ふりがな）

釧路市 石丸 睦 （いしまる あつし）
釧路市 伊藤 隆 （いとう たかし）
釧路市 佐藤 忠親 （さとう ただちか）
釧路市 髙橋 勳 （たかはし いさお）
釧路市 髙松 壱 （たかまつ はじめ）
標茶町 松本 禎浩 （まつもと よしひろ）
鶴居村 ※都合により公表を希望しない。

本表彰は、交通安全運動の指導者、交通安全運動を積極的に展開している団体、
参 考 交通安全運動に積極的に参加している個人等を対象としています。

表彰は昭和３９年から始まり、今回で５８回目となります。

報道(取材) 全道各地で交通安全の推進に寄与された方々を表彰し、事故のない安全・安心な
に当たって 地域づくりを促進するものでありますので、報道についてよろしくお願いします。

他の ｸ ﾗ ﾌ ﾞ 同 時 配 付 道政記者クラブ及び関係振興局記者クラブにおいても同時配布し
と の 関 係 同 時 レ ク ています。

環境生活部くらし安全局道民生活課 交通安全担当 主幹 冨樫
担 当 電話 ０１１－２０４－５２１９（内線 ２４－１６０）
（連絡先）

釧路総合振興局保健環境部環境生活課 課長 木村
電話 ０１５４－４３－９１５０（内線 ２９５０）



表彰の概要

（北海道知事表彰関係分）

１ 北海道社会貢献賞

(1) 表彰の対象

ア 指導者として、交通安全実践団体の指導育成等に献身的な尽力をし、特に顕著な功

績があったもの

イ 交通安全運動を積極的に展開し、交通事故防止に顕著な効果を上げている地域実践

団体

ウ 交通事故防止のための組織を設け、組織ぐるみの交通安全運動を積極的に推進し、

交通事故防止に顕著な効果を上げている会社、事業所等

エ 交通安全教育を積極的に実践し、交通安全思想の普及等に顕著な成績を上げている

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等

(2) 表彰の基準

交通安全功労者（個人） 活動歴１５年以上

交通安全優良実践団体（団体） 活動歴１０年以上

２ 北海道善行賞

(1) 表彰の対象

ア 交通安全指導員・奉仕員として、多年にわたり継続して交通指導等の実践活動を行

い、その行為が他の模範となるもの

イ 交通安全運動に率先して参加し、その努力が他の模範となるもの

ウ 自動車運転者として常に安全運転に徹し、交通法令違反、交通事故がなく、人格、

技能ともに優れ、交通安全運動に寄与し、他の模範となるもの

(2) 表彰の基準

交通安全実践者 活動歴１０年以上



北海道善行賞
番号 市区町村名 氏　　名 功績の内容

1 三笠市 梶浦　香代子 交通安全実践者

2 三笠市 小泉　奈々子 同上

3 三笠市 谷内　純哉 同上

4 三笠市 根本　正光 同上

5 三笠市 松田　満雄 同上

6 砂川市 中村　美智子 同上

7 南幌町 𠮷田　義哉 同上

8 札幌市中央区 辻󠄀　盛義 同上

9 札幌市中央区 長沼　初恵 同上

10 札幌市中央区 廣井　晃 同上

11 札幌市北区 大沼　和徳 同上

12 札幌市東区 位田　美沙子 同上

13 札幌市東区 櫻井　和子 同上

14 札幌市東区 菖蒲川　正広 同上

15 札幌市白石区 成澤　和男 同上

16 札幌市白石区 丸亀　孝行 同上

17 札幌市豊平区 北角　繁 同上

18 札幌市豊平区 髙橋　英治 同上

19 札幌市豊平区 邉見　正明 同上

20 札幌市南区 小泉　光司 同上

21 札幌市南区 坂東　和浩 同上

22 札幌市清田区 斉藤　勤 同上

23 札幌市清田区 松本　芳子 同上

24 札幌市清田区 皆木　静江 同上

令和３年度北海道善行賞受賞者名簿



北海道善行賞
番号 市区町村名 氏　　名 功績の内容

25 小樽市 千葉　進 同上

26 黒松内町 工藤　學 同上

27 黒松内町 成田　正弘 同上

28 黒松内町 花岡　隆芳 同上

29 共和町 岩野　義人 同上

30 共和町 福井　満 同上

31 登別市 有坂　了堅 同上

32 登別市 下風　征治 同上

33 登別市 土田　かおり 同上

34 伊達市 早川　直志 同上

35 厚真町 鹿間　正榮 同上

36 厚真町 森本　早苗 同上

37 函館市 齊藤　洋子 同上

38 北斗市 長谷川　一夫 同上

39 福島町 乳井　英男 同上

40 七飯町 片倉　政俊 同上

41 七飯町 神成　武男 同上

42 七飯町 庭田　恒 同上

43 八雲町 稲垣　正利 同上

44 旭川市 ※都合により公表を希望しない 同上

45 旭川市 前花　光子 同上

46 旭川市 ※都合により公表を希望しない 同上

47 鷹栖町 遊佐　聖幸 同上

48 東神楽町 池内　惠子 同上



北海道善行賞
番号 市区町村名 氏　　名 功績の内容

49 東神楽町 佐藤　民枝 同上

50 東神楽町 西山　澄子 同上

51 東神楽町 結城　真裕美 同上

52 当麻町 濱　私恵 同上

53 東川町 岩田　和子 同上

54 中富良野町 小川　紀子 同上

55 中富良野町 ※都合により公表を希望しない 同上

56 下川町 ※都合により公表を希望しない 同上

57 下川町 ※都合により公表を希望しない 同上

58 増毛町 佐藤　健一 同上

59 小平町 太田　常雄 同上

60 小平町 鳥羽　正■ 同上

61 苫前町 瀨川　晴夫 同上

62 浜頓別町 常木　いく子 同上

63 豊富町 青野　真紀 同上

64 豊富町 石原　勉 同上

65 豊富町 ■原　陽一 同上

66 豊富町 田丸　和喜 同上

67 斜里町 岩田　和博 同上

68 斜里町 斉藤　清盛 同上

69 滝上町 菊地　壽昭 同上

70 滝上町 佐久間　清 同上

71 雄武町 川口　康弘 同上

72 雄武町 高宮　博 同上



北海道善行賞
番号 市区町村名 氏　　名 功績の内容

73 帯広市 青木　三男 同上

74 帯広市 戸成　進 同上

75 帯広市 野原　一行 同上

76 上士幌町 片寄　繁之 同上

77 釧路市 石丸　睦 同上

78 釧路市 伊藤　隆 同上

79 釧路市 佐藤　忠親 同上

80 釧路市 髙橋　勳 同上

81 釧路市 髙松　壱 同上

82 標茶町 松本　禎浩 同上

83 鶴居村 ※都合により公表を希望しない 同上

84 中標津町 井上　正信 同上


