
○消防功労賞 10人

氏名

津市消防本部 消防正監 小津　直久

四日市市消防本部 消防正監 坂倉　啓史

松阪地区広域消防組合消防本部 消防正監 武田　一晃

元 三重紀北消防組合消防本部 消防監 田中　英治

元 伊勢市消防団 団長 中西　将文

元 伊賀市消防団 団長 奥　伸也

元 明和町消防団 団長 藪󠄃谷　一雄

鈴鹿市防火協会 元 会長 三浦　道夫

亀山市防火協会 会長 岩田　久次

志勢防火協会連合会 会長 西尾　　新

階級・役職
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（順不同）

所属・団体名
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○消防功績章 80人

氏名

津市消防本部 消防監 鈴木　幸広

津市消防本部 消防司令長 長尾　浩伸

津市消防本部 消防司令長 西田　康文

四日市市消防本部 消防監 太田　清美

四日市市消防本部 消防司令長 坂﨑　修

四日市市消防本部 消防司令長 清水　則康

四日市市消防本部 消防司令長 棚橋　隆明

伊勢市消防本部 消防正監 中芝　育史

桑名市消防本部 消防監 近藤　浩樹

桑名市消防本部 消防司令長 西村　和秀

桑名市消防本部 消防司令長 日比野　修一

鈴鹿市消防本部 消防司令長 打田　孝夫

鈴鹿市消防本部 消防司令長 伊藤　大司

鈴鹿市消防本部 消防司令長 江藤　芳友

名張市消防本部 消防司令長 八村　知成

亀山市消防本部 消防司令 北川　博保

鳥羽市消防本部 消防司令補 鹿島田　真弘

熊野市消防本部 消防司令 岡田　守

伊賀市消防本部 消防司令長 林　浩己

伊賀市消防本部 消防司令長 松本　芳明

三重紀北消防組合消防本部 消防司令長 濱田　学

松阪地区広域消防組合消防本部 消防監 河村　洋

松阪地区広域消防組合消防本部 消防司令長 瀧　伸行

志摩広域消防組合消防本部 消防司令長 奥村　恭史

志摩広域消防組合消防本部 消防司令長 三好　文徳

紀勢地区広域消防組合消防本部 消防司令 西村　一臣

階級

令和２年度三重県知事表彰（消防功労）
（順不同）

所属名
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○消防功績章（続き）

氏名

津市消防団 副団長 清水　稔貴

津市消防団 分団長 牛場　清

津市消防団 分団長 太田　浩寿

津市消防団 分団長 落合　斉

津市消防団 分団長 久保　治信

津市消防団 分団長 鈴木　猛司

津市消防団 分団長 西井　正明

津市消防団 分団長 長谷　善麿

津市消防団 分団長 原田　浩伸

津市消防団 分団長 前田　鉄也

津市消防団 分団長 藪内　正彦

津市消防団 分団長 山下　和也

四日市市消防団 副分団長 田中　武彦

四日市市消防団 分団長 加田　武徳

伊勢市消防団 分団長 大西　進

伊勢市消防団 副分団長 岩田　雅良

伊勢市消防団 副分団長 出口　善一

伊勢市消防団 部長 吉村　直樹

伊勢市消防団 団員 家田　幸和

伊勢市消防団 団員 前田　悦男

松阪市消防団 副団長 中村　伸次

松阪市消防団 副団長 福田　智雄

松阪市消防団 分団長 中林　昌和

松阪市消防団 分団長 山﨑　徹

松阪市消防団 副分団長 伊藤　孝

階級
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所属名

3 ページ



○消防功績章（続き）

氏名

桑名市消防団 分団長 清水　邦彦

桑名市消防団 分団長 杉野　直樹

鈴鹿市消防団 分団長 打田　守

鈴鹿市消防団 分団長 鈴木　清

名張市消防団 部長 羽後　佳則

尾鷲市消防団 分団長 上村　直幸

尾鷲市消防団 分団長 中山　幸一

亀山市消防団 分団長 佐藤　竜也

亀山市消防団 副分団長 松村　大

鳥羽市消防団 分団長 世古　素大

鳥羽市消防団 分団長 武田　貴寛

熊野市消防団 分団長 竹内　誠一

志摩市消防団 班長 山際　貴之

伊賀市消防団 分団長 西󠄂野　彰祥

伊賀市消防団 副分団長 福井　宏之

伊賀市消防団 副分団長 松󠄃山　幸之助

伊賀市消防団 副分団長 本村　聖治

東員町消防団 分団長 伊藤　道治

東員町消防団 分団長 大原　康嗣

川越町消防団 副団長 伊井　雅春

川越町消防団 副団長 駒田　宗久

多気町消防団 分団長 山口　典輝

明和町消防団 分団長 小竹　行哉

度会町消防団 団長 小岸　仁実

度会町消防団 副団長 細谷　俊彦

（順不同）

所属名 階級
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○消防功績章（続き）

氏名

紀北町消防団 分団長 疇地　充

紀北町消防団 分団長 川畑　洋子

紀宝町消防団 副分団長 野﨑󠄃　誠

紀宝町消防団 団員 廣畑　勝也

○消防精勤章 110人

氏名

津市消防団 分団長 藤岡　崇志

津市消防団 分団長 堀井　伸治

津市消防団 副分団長 伊藤　正典

津市消防団 副分団長 岩𦚰　里司

津市消防団 副分団長 落合　隆喜

津市消防団 副分団長 鏡　裕文

津市消防団 副分団長 小林　昭則

津市消防団 副分団長 近藤　昭秀

津市消防団 副分団長 齋藤󠄃　雅臣

津市消防団 副分団長 柴田　順平

津市消防団 副分団長 髙村　幸生

津市消防団 副分団長 中川　寛

津市消防団 副分団長 中島　尚樹

津市消防団 副分団長 野澤　保夫

津市消防団 副分団長 野田　高弘

津市消防団 副分団長 服部　義和

津市消防団 副分団長 樋󠄂廽󠄂　昌彦

津市消防団 副分団長 廣󠄅田　淳次

津市消防団 副分団長 山中　康弘

所属名
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所属名 階級

階級
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○消防精勤章（続き）

氏名

津市消防団 部長 岩城　孝

津市消防団 部長 髙山　大

津市消防団 部長 松下　和紀

四日市市消防団 班長 柴田　勝彦

四日市市消防団 班長 古市　隆志

四日市市消防団 団員 小林　弘明

四日市市消防団 団員 服部　悦郎

四日市市消防団 団員 渡邉　昌尚

伊勢市消防団 副分団長 岡本　博幸

伊勢市消防団 副分団長 尾西　学

伊勢市消防団 副分団長 木場本　真一

伊勢市消防団 団員 大西　隆

伊勢市消防団 団員 濱口　哲成

松阪市消防団 副分団長 駒田　親史

松阪市消防団 副分団長 竹内　浩平

松阪市消防団 分団長 田中　崇

松阪市消防団 部長 野田　元気

松阪市消防団 班長 井上　洋

松阪市消防団 団員 加藤　秀徳

松阪市消防団 団員 國分　勝弘

松阪市消防団 団員 髙尾　宏幸

松阪市消防団 団員 濵田　一路

松阪市消防団 団員 樋󠄂口　悦子

松阪市消防団 団員 森本　𠮷紀

松阪市消防団 団員 山本　哲也

（順不同）
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○消防精勤章（続き）

氏名

桑名市消防団 分団長 伊藤　孝夫

桑名市消防団 班長 水谷　晃

鈴鹿市消防団 副分団長 早川　勝則

鈴鹿市消防団 団員 片󠄂岡　康夫

鈴鹿市消防団 団員 安田　久代

名張市消防団 分団長 西󠄂垣　貴樹

名張市消防団 分団長 森　徹也

名張市消防団 副分団長 竹ノ内　英介

名張市消防団 副分団長 延木　正茂

名張市消防団 部長 冨森　康司

名張市消防団 部長 谷口　裕也

名張市消防団 部長 亀井　寛之

尾鷲市消防団 分団長 中村　崇良

尾鷲市消防団 分団長 髙芝　直子

尾鷲市消防団 部長 辻󠄂本　敏󠄃子

尾鷲市消防団 部長 森岡　敏広

亀山市消防団 副分団長 一見　英樹

亀山市消防団 部長 市川　博哉

亀山市消防団 部長 伊藤　章

亀山市消防団 部長 稲垣　賛郎

亀山市消防団 部長 瀨川　伸一

鳥羽市消防団 分団長 天野　一仁

鳥羽市消防団 分団長 橋本　和樹

鳥羽市消防団 分団長 浅尾　大輔

令和２年度三重県知事表彰（消防功労）
（順不同）

所属名 階級
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○消防精勤章（続き）

氏名

熊野市消防団 部長 西村　昭宏

熊野市消防団 部長 里口　健一

熊野市消防団 部長 西　正道

熊野市消防団 部長 玉岡　俊一

熊野市消防団 部長 山田　倫央

熊野市消防団 部長 平石　憲也

いなべ市消防団 指揮隊長 寺田　祥吾

志摩市消防団 副分団長 大山　憲一

志摩市消防団 部長 山本　一秋

志摩市消防団 班長 松井　公一

伊賀市消防団 副分団長 廣澤　聡

伊賀市消防団 副分団長 藤森　大輔

伊賀市消防団 部長 福持　正雄

伊賀市消防団 部長 西口　耕平

伊賀市消防団 部長 森川　豊則

伊賀市消防団 部長 竹内　史幸

伊賀市消防団 部長 西川　智章

伊賀市消防団 部長 藤岡　英明

木曽岬町消防団 班長 岡村　厚祐

東員町消防団 副分団長 橋本　謙一

東員町消防団 班長 廣田　三廣

東員町消防団 班長 三林　康幸

菰野町消防団 分団長 吉岡　真吾

菰野町消防団 副分団長 河内　洋樹

菰野町消防団 班長 矢田　正歩
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所属名 階級
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○消防精勤章（続き）

氏名

朝日町消防団 団員 片山　直樹

明和町消防団 分団長 中村　幸司

明和町消防団 部長 児山　浩章

明和町消防団 部長 鈴木　大樹

明和町消防団 団員 中川　英之

玉城町消防団 班長 岩﨑　裕紀

玉城町消防団 班長 大堀　智也

玉城町消防団 班長 坪井　邦彦

玉城町消防団 班長 福盛　雅子

大紀町消防団 部長 今井　利幸

大紀町消防団 部長 谷口　有希

大紀町消防団 部長 西村　周一郎

紀北町消防団 副分団長 西　信子

紀北町消防団 部長 垣内　徳哉

紀北町消防団 部長 藤村　寿

御浜町消防団 部長 芝崎　好規

紀宝町消防団 班長 竹鼻　司

○感謝状（消防団協力事業所） 4団体

東洋電装株式会社 亀山工場

株式会社大久保建設

住友電装株式会社 鈴鹿製作所

ブリヂストンケミテック株式会社

所属名

事業所名
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