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 平成 24 年 4 月 16 日   

ニュースリリース     
 

平成 24 年度 社会貢献者表彰 
「東日本大震災における貢献者表彰」 

受賞者発表及び 
表彰式典開催のご案内 

 

 

公益財団法人 社会貢献支援財団（会長 日下公人）は 3 月 23 日 平成 24 年度社会 

貢献者表彰（第 42 回）「東日本大震災における貢献者表彰」の受賞者を発表した。 

 

 

本表彰は、平成 23 年 3 月 11 日発生した未曾有の大災害、東日本大震災に際し、混迷

の被災地で身命の危険を冒して救助、救護をされた方、不眠不休で心温まる支援活動さ

れた方々を公募し、昨年 12 月末日までに寄せられた推薦の中から選考の結果、128 件

を表彰するもの。 

受賞者のプロフィールについてはウェブサイト http://www.fesco.or.jp を参照。 

 

 

同財団は日本財団の助成を受けて活動しており、本表彰の受賞者には「日本財団賞」

として、それぞれ副賞が贈られる。 

 

なお、表彰式典は 5 月 1 日（火）帝国ホテルで約 600 名の参列者のもと行われ、第二

部は、日本財団による「芸能人ベストサポート」が続いて行われる。 

 

 

お問い合わせ先：公益財団法人 社会貢献支援財団 

担当：池田 飯田 

〒105-0003 東京都港区西新橋 1-11-3 虎ノ門アサヒビル 10 階 

TEL:03-3502-0910 FAX:03-3502-7190 

E-mail: fesco@fesco.or.jp 

 

 

 

 

http://www.fesco.or.jp/
TEL:03-3502-0910
mailto:fesco@fesco.or.jp


2 

 

社会貢献者表彰制度について 

 

公益財団法人社会貢献支援財団は、財団設立の昭和 46（1971）年以来、社会の各分野で顕著な功績を

挙げられながら、社会的に報われる機会の少ない方を対象に、その貢献に感謝して労をねぎらうため、表彰

を行っています。これまでの 41年間の表彰件数累計は、１１，913件に上っています。 

これまでの受賞者につきましては、財団のウェブサイト(http://www.fesco.or.jp)をご覧ください。 

候補者の推薦は、個人・団体を問わず広く一般からいただき、選考は学識経験者で構成される選考委員

会が行います。推薦にあたっては、候補者の年齢・職業・性別・国籍などの制限はありません。 

詳細は下段をご覧ください。 

この事業は、ボートレース公益資金による日本財団の助成金の交付を受けて実施されています。 

 

 

 

 

１. 表彰選考委員 

 

委員長  塩川 正十郎 （元財務大臣） 

内館 牧子 （脚本家） 

大武 健一郎 （大塚ホールディングス株式会社 代表取締役副会長） 

山崎 美貴子 （東京ボランティア・市民活動センター 所長） 

吉永 みち子 （ノンフィクション作家） 

米長 邦雄 （公益社団法人 日本将棋連盟 会長） 

 

 

[後  援]  内閣府 総務省 外務省 文部科学省 厚生労働省 国土交通省 

 

[共  催]  日本財団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nkf.or.jp)/
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平成 24 年度「東日本大震災における貢献者表彰」受賞者（計 128 件） 

 

番号 受賞者名 都道府県 

001 佐藤 善文 宮城県 東松島市 

002 小松 幸司 岩手県 陸前高田市 

003 故 佐藤 充 宮城県 牡鹿郡女川町 

004 故 二瓶 幸夫 宮城県 仙台市宮城野区 

005 故 遠藤 兼光 宮城県 仙台市宮城野区 

006 故 鈴木  勝 宮城県 仙台市宮城野区 

007 故 平山 一夫 宮城県 仙台市宮城野区 

008 故 菅野 智之 岩手県 陸前高田市高田町 

009 故 石川 拓真 宮城県 仙台市青葉区 

010 故 江刺家 光彦 宮城県 仙台市青葉区 

011 故 梶原 勝雄 宮城県 石巻市 

012 崎山 文衞 岩手県 大船渡市 

013 細川 繁一 岩手県 大船渡市 

014 津田 廣明 宮城県 石巻市 

015 陸前高田市立広田中学校  岩手県 陸前高田市 

016 後上 勝俊 宮城県 名取市 

017 有限会社 マリンメカニック 宮城県 宮城郡七ヶ浜町 

018 大槌町消防団第二分団 岩手県 上閉伊郡大槌町 

019 名取市消防閖上分団  宮城県 仙台市太白区 

020 宮古市消防団 岩手県 宮古市 

021 吉田 浩文 宮城県 名取市 

022 大平 翔太 宮城県 仙台市太白区 

023 

岩﨑 順一 神奈川県 横浜市港北区他 

安住 紀人 岩手県 気仙郡住田町 

北田  駿 岩手県 紫波郡紫波町 

横山 優士 秋田県 能代市 

遠藤 新悟 岩手県 陸前高田市 

024 瀬戸 裕保 宮城県 仙台市宮城野区 

025 
櫻井 京子 宮城県 東松島市 

尾形 拓海 宮城県 塩釜市 

026 社会福祉法人 大槌福祉会 大槌保育園 岩手県 上閉伊郡大槌町 

027 瀬戸  亘 宮城県 仙台市宮城野区 

028 永井  舞 宮城県 仙台市宮城野区 
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番号 受賞者名 都道府県 

029 

磯谷 與藏 岩手県 大船渡市 

袖野  勇 岩手県  大船渡市 

故 志田 寿昭 岩手県  大船渡市 

030 渥美 広実 宮城県 石巻市 

031 太田 幸男 宮城県 仙台市太白区 

032 木村 光善 埼玉県 戸田市 

033 鎌田 眞人 宮城県 本吉郡南三陸町 

034 鳥越 紘二 宮城県 塩釜市 

035 財団法人 宮城厚生協会坂総合病院 宮城県 塩竈市 

036 社団法人 石巻市医師会 宮城県 石巻市 

037 一般社団法人 名取市医師会 宮城県 名取市 

038 地方独立行政法人 宮城県立病院機構 宮城県立がんセンター 宮城県 名取市 

039 社団法人 全国社会保険協会連合会 宮城社会保険病院 宮城県 仙台市太白区 

040 
独立行政法人 労働者健康福祉機構 関西ろうさい病院  

看護部 
兵庫県 尼崎市 

041 医療法人財団 姫路聖マリア会 姫路聖マリア病院 看護部 兵庫県 姫路市 

042 岸田 智子 兵庫県 西宮市 

043 本郷 忠敬 宮城県 岩沼市 

044 井坂  晶 福島県 郡山市 

045 木住野 耕一 福島県 二本松市 

046 菅野 和治 福島県 二本松市 

047 石井  正 宮城県 石巻市 

048 佐々木 文秀 宮城県 気仙沼市 

049 小松 孝男 宮城県 気仙沼市 

050 笹原 政美 宮城県 登米市 

051 葛  但寛 宮城県 気仙沼市 

052 村岡 正朗 宮城県 気仙沼市 

053 福島県警察医会 福島県 福島市 

054 宮城エキスプレス株式会社 宮城県 石巻市 

055 名取市役所アマチュア無線クラブ 宮城県 名取市 

056 
被災障害者総合支援本部 JDFみやぎ支援センター  

日本障害フォーラム JDF 
宮城県  仙台市青葉区 

057 被災地障がい者センターみやぎ CILたすけっと 宮城県  仙台市太白区 

058 NPO法人 ひまわりの家 福島県 相馬市中村字大町 

059 南三陸ホテル観洋  宮城県 本吉郡南三陸町 

060 九戸村山友会 岩手県 九戸郡九戸村 

061 復興の湯プロジェクト  宮城県 陸前高田市 
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番号 受賞者名 都道府県 

062 株式会社 八木澤商店 岩手県 一関市 

063 災害子ども支援ネットワークみやぎ 宮城県 仙台市青葉区 

064 公益社団法人隊友会 宮城県隊友会 宮城県 仙台市宮城野区 

065 NPO法人 相馬はらがま朝市クラブ 福島県 相馬市 

066 釜石市立大平中学校 岩手県 釜石市 

067 亘理いちごっこ 宮城県 亘理郡亘理町 

068 
NPO法人 まごころサービス福島センター（子育て支援部門） 

こども緊急サポートネットワークふくしま 
福島県 福島市 

069 室根町自治会連合会 岩手県 一関市 

070 大原自治公民館等連合会 岩手県 一関市 

071 蓬莱まちづくりコミュニティぜぇね 福島県 福島市 

072 髙橋  實 宮城県 仙台市宮城野区 

073 駒場 恒雄 岩手県 花巻市 

074 
梅田 祐一郎 宮城県 気仙沼市 

愛甲 香純 宮城県  気仙沼市 

075 八木田 文子 宮城県 石巻市 

076 北村 泰秀 宮城県 石巻市 

077 小國 詔正 岩手県 上閉伊郡大槌町 

078 堀内 ツグエ 岩手県 宮古市 

079 佐藤 一彦 宮城県 仙台市泉区 

080 菅野  修 岩手県 陸前高田市 

081 
佐藤  宏 宮城県  登米市 

遠藤 一彦 宮城県  本吉郡南三陸町 

082 
鈴木  廉 岩手県 陸前高田市 

鈴木 みゆ 岩手県  陸前高田市 

083 金野 光晃 岩手県 陸前高田市 

084 太田 明成 岩手県 陸前高田市 

085 佐々木 平一郎 岩手県 宮古市 

086 中島  響 宮城県 本吉郡南三陸町 

087 早坂 本勝 福島県 南相馬市 

088 片品村 群馬県 利根郡片品村 

089 片品むらんてぃあ 群馬県 利根郡片品村 

090 社会福祉法人 福岡市身体障害者福祉協会 福岡県 福岡市中央区 

091 株式会社 山本清掃 京都府 京都市伏見区 

092 石塚観光  茨城県 水戸市 

093 日本笑顔プロジェクト 長野県 上高井郡小布施町 
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番号 受賞者名 都道府県 

094 つるがしま東日本大震災復興支援プロジェクト 埼玉県 鶴ヶ島市 

095 NGO MIRAI～魅来 埼玉県 川口市 

096 埼玉はすだ支援隊 埼玉県 蓮田市 

097 特定非営利活動法人 川口市民防災ボランティアネットワーク 埼玉県 川口市 

098 全国オートバイ協同組合連合会 東京都 港区 

099 リスマイルプロジェクト 東京都 港区 

100 地域ネットワーク推進会議 たかつ災害ボラネット 神奈川県 川崎市高津区 

101 復興ボランティアタスクフォース 神奈川県 川崎市麻生区 

102 移送奉仕団体「移送さいわい」 神奈川県 川崎市幸区 

103 災害ボランティア・チームふくい 福井県 福井市 

104 全国訪問ボランティアナースの会 キャンナス 神奈川県 藤沢市 

105 特定非営利活動法人 ほこほコネクト 長野県 上田市 

106 埼玉県赤十字災害救援奉仕団 埼玉県 さいたま市浦和区 

107 特定非営利活動法人 碧い海の会 大分県 大分市 

108 特定非営利活動法人 セカンドハーベスト名古屋 愛知県 名古屋市東区 

109 UT-Aid(東大-東北復興エイド） 東京都 目黒区 

110 災害復興支援コーディネーター 蓮笑 宮城県 多賀城市 

111 一般社団法人 みんなのとしょかん 栃木県 足利市 

112 ヤフー株式会社 東京都 港区赤坂 

113 
阿部  久 青森県 青森市 

阿部 恵美 青森県  青森市 

114 黒岩 和穂 高知県 安芸市 

115 大谷 哲範 山形県 山形市 

116 石見 喜三郎 東京都 立川市 

117 Hendrik Hubert Maria Goncalo Lindelauf 東京都 東村山市 

118 松永 鎌矢 大分県 中津市 

119 岩井 慶次 岐阜県 恵那市 

120 藤野  裕 広島県 尾道市 

121 広瀬 敏通 東京都 荒川区 

122 折尾  仁 東京都 目黒区 

123 中村 真菜美 宮城県 石巻市 

124 今村 久美 東京都 杉並区 

125 加藤 秀視 栃木県 日光市 

126 NPO法人 犬猫みなしご救援隊 栃木県 那須塩原市 

127 ハート toハート 宮城県 仙台市宮城野区 

128 特定非営利活動法人 エーキューブ 宮城県 仙台市宮城野区 

 


