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山形県知事表彰 

種   別 内          容 

永年勤続退団者 勤続２０年以上の消防団退団者で功労顕著な者 

安全功労章 
安全思想の普及徹底又は安全水準向上のため、各種安全運動、災害の発生

防止若しくは被害の軽減に尽力した部外（消防吏員、消防団員、消防機関

以外）の個人又は団体 

特別功労章 
勤続１５年以上の現職の消防職団員であって、防火思想の普及、消防施設

（設備）の整備、その他災害の防御に関する対策の実施について、成績が

特に優秀な者 

金 条 章 
教育訓練及び消防機械器具の整備並びに消防活動について、特に優秀で他

の模範と認められる消防団の分団、部又は班 

功 労 章 
勤続１０年以上の現職の消防職団員であって、その勤務成績が特に優秀で

あり、他の模範と認められる者 

功 績 章 勤続７年以上の現職の消防団員であって、特に成績優秀な者 

精 練 章 勤続５年以上の現職の消防団員であって、消防業務に熟達した者 

家族功労者 
婚姻（内縁関係を含む）後２０年以上経過している勤続３０年以上の現職

の消防職団員の配偶者で、功労顕著な者 

女性防火協力団体 
火災予防及び防火思想の普及を目的とする結成後３年以上の女性団体で

あり、功績が特に顕著なもの 

 

 

山形県知事感謝状 

消防活動貢献事業所 
消防団活動に対する理解が深く、その貢献が顕著な事業所、又はその他の

消防団活動の発展に寄与した功績が顕著な事業所 

消防活動家族協力者 永年にわたり消防団員の消防団活動を家族として支え協力してきた者 
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    永年勤続退団者

所　属 階　級 氏　名  

山形市消防団 部長 大槻　徳彦 小野　聡 鈴木　範雄
  荒井　洋司 横山　慎一 牧野　雄司
  後藤　武夫 鈴木　秀一 齋藤　源一郎
  齋藤　龍太 開沼　利昭  
 班長 月田　裕 伊東　秀人 太田　勇一
  渡邉　幸晴 佐藤　勝彦 須貝　文彦
  清水　剛志 齋藤　大信 武田　喜幸
  横尾　貴之 神保　厚史 山口　嘉講
  村岡　幹郎   
 団員 神保　好伸 渡邊　光治 加藤　弘之
  栗原　和裕 矢萩　和則 菅野　真樹
  髙橋　和宏   

上山市消防団 分団長 渡邉　保 鏡　昌浩 漆山　雅昭
 部長 木村　博昭 柴田　健志  
 班長 吉田　弘幸 山田　仁 木村　佳生
 団員 岩井　芳和   

天童市消防団 分団長 神尾　浩幸 鈴木　和男  
 副分団長 大泉　克仁   
 部長 工藤　政幸 花輪　繁 高橋　洋光
  櫻井　亮 結城　寿宏 佐藤　洋重
  土屋　孝行 佐藤　京一郎  
 班長 土屋　孝一 山口　清博  
 団員 高橋　丈二 渡部　豊二 東海林　浩二
  阿部　貞之 土屋　浩二  

山辺町消防団 分団長 佐藤　隆二   
 部長 石澤　友啓   

寒河江市消防団 分団長 菊池　邦弘 渡邉　賢一  
 部長 東海林　仁 国井　正広 沖田　孝之
  阿部　直樹 沖田　正志 佐藤　太
  佐藤　司 野口　寛之 芳賀　祐一
 団員 庄司　誠 矢口　誠  

河北町消防団 団員 阿部　昭一 小山田　健一  
西川町消防団 分団長 西谷　輝彦   

 部長 荒木　明   
 団員 日塔　和人   

朝日町消防団 部長 海藤　繁幸 早坂　真紀 菅井　正貴
  清野　仁   
 班長 阿部　清信 阿部　容一 小野　卓実

大江町消防団 分団長 石川　洋光 白田　和彦  
 部長 海野　達也   
 団員 髙橋　吉彦 小野　毅 阿部　隆
  最上　拓朗   

村山市消防団 分団長 阿部　昌直   
 部長 青柳　邦博 井上　博信 伊藤　均
  髙橋　和也   
 班長 笹原　喜幸   
 団員 本間　貞良 竪木　広 本間　博庸
  奥山　寛幸 古原　良言 片桐　光博
  兵庫　裕司 矢作　徹 仲嶋　祐鶴憲
  杉原　洋樹 髙橋　直樹  

東根市消防団 分団長 片桐　茂光   
 部長 須藤　国博 安達　洋平 渡辺　貴志
  菊地　新二 太田　悟史 太田　純一
  清野　利彦 伊藤　正敏  

尾花沢市消防団 部長 柳橋　正美 神保　玲 加藤　雄三
  阿部　政美 大戸　勝 間宮　裕一
  富樫　久芳 柴﨑　鉄平  
 班長 片倉　哲也 黒山　典之 本間　徳彦
  加藤　英喜 古瀬　隆 加藤　智和
 団員 永沢　隆   

大石田町消防団 部長 大沼　正広   
 班長 海藤　敏之 森　重治  
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    永年勤続退団者

所　属 階　級 氏　名  

大石田町消防団 団員 加藤　義信 有路　弘樹 森　信一
  阿部　弘   

新庄市消防団 分団長 中川　安彦 成澤　洋史 沼澤　功樹
 部長 齊藤　清 大山　哲  
 班長 大泉　礼二 阿部　正幸 後藤　浩樹
  栗田　満喜 矢口　英希 伊藤　和紀
  大場　崇 安食　淳一 加藤　達志
  笹　正徳   
 団員 信田　淳二 佐藤　慶一 遠藤　智昭
  佐藤　孔一 伊藤　隆一 田宮　徹

金山町消防団 分団長 柿崎　尚弥   
 副分団長 笹原　幸治 須賀　清一  
 部長 樋渡　光紀   
 班長 後藤　隆行 須藤　卓司  

最上町消防団 分団長 甲州　一人 佐藤　英一 結城　春好
  佐藤　幸治   
 部長 尾形　昇一 吉田　修昌 伊藤　秀泰
  菅　美佐夫 笠原　信吾 髙木　勇
 班長 原田　英樹 半崎　勝己 倉金　正男
 団員 野口　勝世 堀江　幸夫 伊藤　一也
  髙橋　智洋   

舟形町消防団 部長 山田　克美 青柳　宏彰 八鍬　昭徳
  豊岡　和則 豊岡　行義  
 団員 沼澤　和文 伊藤　淳 三浦　貴宏

真室川町消防団 分団長 姉﨑　弘文   
 部長 土田　敏彦 佐藤　隆徳  
 班長 髙橋　勝美 庄司　清一 佐々木　広幸
  佐藤　正美 阿部　邦之  
 団員 青山　邦彰 佐藤　克和 庄司　広二三
  佐藤　亮司   

大蔵村消防団 分団長 加藤　薫   
 部長 林　多栄美 柿﨑　喜久雄 早坂　健司
  国分　隆志   
 班長 八鍬　敏彦 長南　宗典 佐藤　信一
 団員 小野　完治 佐藤　啓吾 柿崎　保
  長南　孝太   

鮭川村消防団 部長 津藤　佳一 佐藤　裕弥  
 班長 菅原　久雄 矢口　喜幸 髙橋　忠寿
 団員 叶内　友也   

戸沢村消防団 副分団長 西嶋　信一   
 部長 影澤　真   
 団員 大山　建一郎   

米沢市消防団 分団長 飯澤　澄人   
 副分団長 三原　知   
 班長 羽賀　正雄 後藤　利美 鈴木　好信
  佐藤　正人 安部　良和 八巻　信秀
  東谷　学 坂野　明広 髙橋　謙一郎
  新藤　有樹   
 団員 藤巻　光三 後藤　善弘 髙橋　清二
  加藤　淳一 髙橋　利秀 齋藤　幹也
  町田　大海 伊藤　宏樹  

南陽市消防団 分団長 遠藤　長之   
 部長 川合　好一   
 班長 高橋　忠男 菊地　重美 佐藤　博昭
  山村　道明 宇浦　賢司 髙橋　直紀
  山田　真弘 朝倉　敏幸 薮田　義明
  草刈　訓 竹田　真二 岸　智和
  細谷　俊幸 小林　治 庄司　憲章
 団員 鈴木　清寿   

高畠町消防団 分団長 齋藤　幸司 大西　賢一  
 部長 我妻　佑一 関　竜治 後藤　隆広
  髙橋　正門   
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    永年勤続退団者

所　属 階　級 氏　名  

高畠町消防団 班長 金子　光 佐藤　修 小平　昌紀
川西町消防団 分団長 髙橋　智仁   

 部長 本間　アキ子 嶋貫　明 齋藤　真
  大沼　智之 川崎　和晴 小形　崇洋
  那須　司 須藤　秀主  
 班長 佐藤　俊博 平田　一則 平間　智和
  佐藤　史一   
 団員 渡邉　晴和 奥村　清 川崎　昌典
  江袋　琢実   

長井市消防団 分団長 鈴木　英信 深澤　潔  
 部長 大塚　智幸 河井　智寛 小椋　吉信
  禅　義徳 板垣　吉徳 鈴木　勝
  島貫　直途 渋谷　努 遠藤　要一
  髙橋　恒太郎 飯澤　智紀 孫田　稔
  鈴木　友晴   
 班長 鈴木　正義 樋口　憲明  

小国町消防団 団長 佐藤　義昭   
 部長 本間　久喜 國分　久美智  
 班長 藤田　秀喜 小池　正一郎  
 団員 齋藤　政昭 塚原　康博  

白鷹町消防団 分団長 梅津　智彰 佐藤　福一  
 副分団長 髙橋　秋博   
 部長 今野　善則 髙橋　浩 黒田　哲
 班長 小林　勝良 木口　豊  
 団員 中山　孝之   

飯豊町消防団 分団長 冨永　俊博   
 部長 渡部　勝弘   
 班長 長沼　隆 鈴木　隆行  
 団員 舟山　善之 齋藤　真  

鶴岡市消防団 分団長 豊田　寛幸   
 副分団長 笹　孝廣 今野　久  
 部長 齋藤　司 今野　勝 萬年　章
  富樫　佑済   
 班長 山口　和比古 齋藤　正次 佐藤　善幸
  菅原　努 佐藤　進 山本　恒
  齋藤　英幸   
 団員 村山　新太郎 佐藤　均 福原　太一

鶴岡市消防団（藤島方面隊） 分団長 齋藤　高史   
 班長 佐藤　忠 大津　孝 奥山　幸寿
  上林　平   

鶴岡市消防団（羽黒方面隊） 分団長 小野　良道   
 班長 早坂　克之 岡部　晃 伊藤　賢一
  渡部　康博 三浦　智敬 三浦　友和
  諏訪部　一弥   

鶴岡市消防団（櫛引方面隊） 分団長 安野　智裕   
 部長 伊藤　良浩   
 班長 伊藤　正司   
 団員 遠藤　正章   

三川町消防団 副分団長 石栗　芳郎   
 部長 菅原　光博 五十嵐　晃樹  
 班長 本間　孝男 佐久間　健洋  
 団員 佐藤　伸一   

鶴岡市消防団（朝日方面隊） 部長 伊藤　真 遠藤　篤  
 班長 遠藤　和人   
 団員 小野寺　学   

鶴岡市消防団（温海方面隊） 部長 兼子　弘樹 齋藤　洋一 本間　和司
 班長 五十嵐　賢一 加藤　吉成 加藤　剛志
 団員 佐藤　一秀 佐々木　基文 五十嵐　徹
  伊藤　善明   

酒田市消防団 分団長 本間　俊明 佐藤　政喜 池田　俊夫
  齋藤　弥   
 部長 進藤　一喜 齋藤　清 佐藤　功
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    永年勤続退団者

所　属 階　級 氏　名  

酒田市消防団 部長 佐藤　洋 富樫　和彦 髙橋　圭司
  阿蘇　茂寿 大瀧　徹 杉山　正志
  後藤　啓道 金野　賢 髙橋　幾世和
 班長 愛澤　重芳 進藤　優一 佐藤　幸太郎
  佐藤　新一 今井　博志 佐藤　亮一
  小林　力   
 団員 志鎌　潔 佐藤　雅人 鈴木　浩司
  菅原　孝太郎 佐藤　亮 富樫　悟
  齋藤　政義 佐藤　良 大瀧　伸

遊佐町消防団 副団長 金野　勝彦 加藤　隆  
 分団長 池田　龍介   
 副分団長 那須　剛   
 部長 髙橋　孝義 佐藤　良記 阿部　勝志
  渋谷　隆弘 髙橋　章浩  
 班長 栄田　勝也 加藤　雄治 堀　秀徳
  阿曽　孝幸 石垣　成俊 白崎　享
  狩野　佳伸 今野　淳 池田　勉
 団員 菅原　修一 池田　健一 畠中　祥平

酒田市消防団（八幡支団） 分団長 村上　英二 白簱　久史  
 部長 池田　幸一   
 班長 村上　悟 丸岡　卓也 後藤　和行
  荒生　直人 遠田　学  
 団員 池田　健治   

酒田市消防団（松山支団） 分団長 佐藤　正明   
 副分団長 後藤　与一 佐藤　正興  
 班長 佐藤　稔   
 団員 多田　修 髙橋　孝一 佐藤　寿
  富樫　光   

酒田市消防団（平田支団） 分団長 阿部　清志   
 副分団長 前田　正義   
 班長 佐藤　修 荒尾　仁 川俣　孝行
  阿部　裕樹 佐藤　利広 菅原　芳一
 団員 阿蘇　芳晴 髙橋　善幸 佐藤　優
  佐藤　貴之 長谷部　裕幸  

庄内町消防団 分団長 河村　敏 門脇　英喜  
 班長 佐藤　正樹 吉永　和人 遠田　正規
  工藤　修 佐々木　広喜 長南　正明
  上野　晃平 足達　貴之 樋渡　忍
  坂本　文治 岡本　悟 鈴木　克
  阿部　智 井上　佑一 工藤　信幸
  佐藤　一生   
 団員 齋藤　淳 伊藤　裕  
     
   以上　485名  
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役　職 氏　名

監事 武者　元雄

副会長 會津　圭一郎

会長 尾形　みち子

　以上3名

（一社）山形県消防設備協会

山形県女性防火クラブ連絡協議会

安全功労章

所　属

山形県危険物安全協会連合会
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      特別功労章

所　属 階　級 氏　名  

山形市消防団 分団長 高橋　英樹 狩野　徹 後藤　浩弥
  熊谷　真幸   
 副分団長 大築　徹 後藤　晋介 伊藤　義和
  鈴木　隆史 會田　仁 佐藤　友一
  武田　将孝 吉田　克矢 千葉　大祐
  岡崎　高則   

山形市消防本部 消防司令 志田　健二 海野　裕二 須藤　浩章
  河合　享 菊地　洋一  

上山市消防団 分団長 阿部　一宏 大場　幹生  
上山市消防本部 消防司令 猪野　幹男 木村　昭彦  
天童市消防団 分団長 土屋　佳之   

 副分団長 秋保　茂寿   
 部長 村山　健治   
 団員 相澤　俊一 寒河江　淳  

天童市消防本部 消防司令 三宅　賢   
山辺町消防団 副分団長 鈴木　勉 長谷川　友浩  
中山町消防団 部長 石川　智晴   

 団員 鈴木　雄馬   
西村山広域行政事務組合消防本部 消防司令長 小泉　博仁 渡邉　幸喜  

寒河江市消防団 副分団長 鈴木　昭利   
 部長 斎藤　高行 横山　秀明 安達　剛志
  船田　正人   

河北町消防団 部長 浅黄　芳宗 日塔　明 黒田　憲司
西川町消防団 副分団長 土田　憲也 渋谷　信太郎  
朝日町消防団 副分団長 布施　昭信 長岡　明  
大江町消防団 分団長 村山　繁律 横山　邦弘  
村山市消防団 分団長 朝烏　剛   

 副分団長 松山　幸之助 高橋　正人 笹原　太
 部長 齊藤　孝之   

村山市消防本部 消防司令補 穐葉　真樹   
東根市消防団 分団長 東海林　博史 森谷　信一  
東根市消防本部 消防司令補 奥山　真紀子 青柳　尚樹 天野　良太

  武田　達也   
尾花沢市消防団 副分団長 伊藤　耕一郎 三宅　富弥  

 班長 押切　雄司   
 団員 小野　昭弘 髙橋　勝之  

尾花沢市消防本部 消防司令 小野　哲   
大石田町消防団 部長 武田　修 井上　友和  

 班長 髙野　浩夫   
最上広域市町村圏事務組合消防本部 消防司令 古澤　成人   

新庄市消防団 部長 大場　修 山口　俊明 長澤　幸喜
  下山　和人 今田　伸平 平向　祐樹
  田宮　雅裕 今田　大介  

金山町消防団 分団長 近岡　秀一   
 団員 三浦　昌人 樋渡　友和  

最上町消防団 副分団長 星川　洋 大場　啓雄  
 部長 柴﨑　重勝   
 団員 髙橋　淳   

舟形町消防団 副分団長 岸　新太郎   
 班長 大場　洋一   
 団員 坂上　洋   

真室川町消防団 部長 髙橋　一志   
 班長 佐藤　英樹 新田　英寿  
 団員 松澤　明   

大蔵村消防団 分団長 越後　和晃   
 副分団長 國分　大市   

鮭川村消防団 副分団長 八鍬　和則   
 部長 工藤　浩二   

戸沢村消防団 部長 三原　雄一 柿﨑　和人  
置賜広域行政事務組合消防本部 消防司令 髙橋　正和   

米沢市消防団 分団長 佐々木　裕幸 山口　純一 我妻　亮
  縮　将史 佐藤　恭寛 五十嵐　英雄
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      特別功労章

所　属 階　級 氏　名  

米沢市消防団 副分団長 遠藤　哲 須藤　義久 遠藤　真也
  髙橋　勇一   

南陽市消防団 分団長 茂出木　純也 青木　康徳  
 副分団長 井上　正人 加藤　広大  
 部長 布川　道範 歌丸　幸晃  

高畠町消防団 分団長 渡部　秀毅 竹田　大幸  
 団員 鈴木　武久 五十嵐　惇一 小林　竜太

川西町消防団 分団長 武者　雅晶   
西置賜行政組合消防本部 消防司令 孫田　孝則 嶽本　哲也 遠藤　良彦

  丸川　康博   
長井市消防団 副分団長 新野　期満   

 部長 菊地　洋昭 竹田　智幸 横山　真哉
小国町消防団 部長 伊藤　幸雄 伊藤　一彦 佐藤　一幸
白鷹町消防団 副分団長 川井　竜雄 髙橋　純一 中島　宗春

 部長 渋谷　直樹   
飯豊町消防団 部長 大河原　良太 安部　学  

 班長 手塚　剛史   
鶴岡市消防本部 消防司令長 齋藤　豊   
鶴岡市消防団 分団長 佐藤　隆   

 副分団長 菅原　考則 五十嵐　裕史 白幡　直喜
  後藤　浩 齋藤　雅朗 佐藤　智樹
  岡部　和真 齋藤　久人 佐藤　春喜
  照井　正樹 齋藤　勝治  

鶴岡市消防団（藤島方面隊） 副分団長 日向　信宏   
鶴岡市消防団（羽黒方面隊） 分団長 神林　裕弥   

 副分団長 佐藤　力   
鶴岡市消防団（櫛引方面隊） 分団長 成田　操喜 秋山　信義  

 副分団長 森　悠一 佐藤　雅彦  
三川町消防団 分団長 佐藤　義昭 大川　洋巳  

鶴岡市消防団（朝日方面隊） 分団長 小野寺　純一   
 副分団長 難波　哲   

鶴岡市消防団（温海方面隊） 分団長 佐藤　雄介   
 副分団長 鈴木　長亮   

酒田地区広域行政組合消防本部 消防監 松田　健一   
 消防司令長 熊谷　裕   

酒田市消防団 分団長 佐藤　智也   
 団員 髙橋　武   

遊佐町消防団 副分団長 髙橋　正人   
酒田市消防団（八幡支団） 分団長 堀　拓   

 団員 冨樫　良治   
酒田市消防団（松山支団） 副分団長 齋藤　純   

 班長 今井　匡仁 石川　旭  
庄内町消防団 副分団長 加藤　智広   

     
   以上　177名  
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市町村名 消防団名

山形市 山形市消防団第3分団第2部
山形市 山形市消防団第10分団第2部
上山市 上山市消防団第9分団第2部
天童市 天童市消防団第8分団第3部
山辺町 山辺町消防団第4分団第3部

寒河江市 寒河江市消防団第2分団自動車部
河北町 河北町消防団自動車分団
西川町 西川町消防団第1分団第2部
朝日町 朝日町消防団第3分団第1部
大江町 大江町消防団第2分団第3部
村山市 村山市消防団第5分団第1部
東根市 東根市消防団第2分団第5部

尾花沢市 尾花沢市消防団第5分団第4部
大石田町 大石田町消防団第2分団第1部
新庄市 新庄市消防団第1分団
金山町 金山町消防団第1分団第2部
最上町 最上町消防団第12分団第3部
舟形町 舟形町消防団第6分団第12部

真室川町 真室川町消防団第6分団
大蔵村 大蔵村消防団第3分団
鮭川村 鮭川村消防団第2分団第1部
戸沢村 戸沢村消防団第4分団
米沢市 米沢市消防団第5分団
南陽市 南陽市消防団第8分団第1部
高畠町 高畠町消防団第6分団第1部
川西町 川西町消防団第1分団
長井市 長井市消防団第5分団
小国町 小国町消防団第1分団
白鷹町 白鷹町消防団第3分団
飯豊町 飯豊町消防団第1分団
鶴岡市 鶴岡市消防団鶴岡第3方面隊第11分団
鶴岡市 鶴岡市消防団鶴岡第4方面隊第16分団第1部第3班

鶴岡市（藤島方面隊） 鶴岡市消防団藤島方面隊第1分団第2部第2班
鶴岡市（藤島方面隊） 鶴岡市消防団藤島方面隊第2分団
鶴岡市（羽黒方面隊） 鶴岡市消防団羽黒方面隊第2分団第2部第1班
鶴岡市（櫛引方面隊） 鶴岡市消防団櫛引方面隊第4分団第1部第2班
鶴岡市（朝日方面隊） 鶴岡市消防団朝日方面隊第2分団
鶴岡市（温海方面隊） 鶴岡市消防団温海方面隊第2分団第4部第1班

酒田市 酒田市消防団酒田支団第10分団第3部第1班
酒田市（八幡支団） 酒田市消防団八幡支団第16分団第1部
酒田市（松山支団） 酒田市消防団松山支団第27分団第2部

庄内町 庄内町消防団第4分団第2部第2班
遊佐町 遊佐町消防団第3分団第3部第1班

以上　43団体　　　　　　　　　

金条章
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       功労章

所　属 階　級 氏　名  

山形市消防団 副分団長 柴田　悠介 酒井　博  
 部長 相田　宏樹 石沢　友和 小関　政弘
  荒井　忠志 坂本　栄之 井上　和信
  會田　弘史 原田　賢一 須田　裕一
  藤田　慎司 武田　真弥 安達　詠一
  大沼　嘉一   

山形市消防本部 消防士長 大科　傑 横尾　健 菊地　大樹
  加藤　祐太 工藤　佑貴  

上山市消防団 分団長 木村　護   
 副分団長 鈴木　亮   
 団員 菅野　京子 長橋　益弘 髙橋　弘
  鈴木　直美 木村　巧  

上山市消防本部 消防士長 平塚　和岐   
天童市消防団 副分団長 小座間　康彦   

 部長 松田　泰之   
 班長 武田　豊 吉田　尚幸  
 団員 渋川　智敦 庄司　和敏 三宅　祐一
  清水　徹 江本　敦  

天童市消防本部 消防士長 菅野　祐文 森田　淳  
山辺町消防団 団員 川瀬　猛 佐藤　吉春 鈴木　健二
中山町消防団 団員 亀井　直人 佐久間　直 秋葉　勝義

西村山広域行政事務組合消防本部 消防司令 古澤　清志   
寒河江市消防団 分団長 沖田　政崇   

 部長 鈴木　孝郎 井上　務 大波　洋平
  渡邊　高成 布施　大貴 佐藤　祥紀
 班長 佐藤　美紀 後藤　利幸  

河北町消防団 班長 土屋　俊一 和田　淳一 角川　朋幸
  鈴木　剛 小山田　康裕

団員 鈴木　浩之
西川町消防団 部長 布施　幸樹 大泉　逸人  

 班長 内藤　成也   
朝日町消防団 部長 佐竹　俊彦 白田　太一  鈴木　正直
大江町消防団 副分団長 森　道彦 佐藤　勇輔  

 部長 大波　幸生   
村山市消防団 副分団長 仲嶋　光憲   

 部長 平　克美 平山　昭 卯野　司
  鈴木　清和 矢萩　政則 飛田　吏樹
 班長 鈴木　智子   
 団員 太田　光治   

村山市消防本部 消防司令補 井澤　直樹   
東根市消防団 副分団長 橘井　雄介   

 部長 佐伯　公彰 岡田　学 早坂　康弘
  小野　和人 名和　巧 横尾　章
  鈴木　雄貴   

東根市消防本部 消防司令補 渡邉　航生   
 消防士長 長瀬　裕樹   

尾花沢市消防団 副分団長 片倉　政宣 折原　一浩  
 部長 三浦　弘之 近藤　康晴 五十嵐　健
 団員 奥山　秀樹 堀江　健一  

尾花沢市消防本部 消防司令 佐藤　伸吾   
大石田町消防団 部長 鈴木　武幸 小座間　英人  

 班長 海藤　隆治 八鍬　伊津美 青木　博
最上広域市町村圏事務組合消防本部 消防司令 安喰　正人   

新庄市消防団 部長 伊藤　亮太   
 班長 中島　聡明 松田　忍 髙橋　幸浩
  佐藤　和人 髙砂　勝利 星川　隆広
  長沼　久志 小倉　久弥 須田　直樹
 団員 秋保　充 岸田　良一 鈴木　崇志

金山町消防団 分団長 佐藤　俊一 須藤　貴幸  
 副分団長 伊藤　智之   
 団員 天口　洋一 長倉　哲也  

最上町消防団 副分団長 沓澤　勝男 赤川　幸哉 関野　弘幸
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       功労章

所　属 階　級 氏　名  

最上町消防団 班長 下山　純子   
 団員 藤井　靖 野口　浩次  

舟形町消防団 部長 矢口　則和 伊藤　茂和 門脇　崇宏
 団員 叶内　忠明   

真室川町消防団 班長 小野　綾一   
 団員 小野　秀樹 三上　忍 髙橋　伸一
  山田　稔 藤原　勇人  

大蔵村消防団 副分団長 小野　陽一   
 部長 小関　孝雄 八鍬　充教  

鮭川村消防団 部長 渡部　剛章   
 班長 堀米　隆 中嶋　真幸  

戸沢村消防団 副分団長 門脇　孝博   
 部長 荒川　拓一   
 班長 大場　博幸   

置賜広域行政事務組合消防本部 消防司令補 田島　圭 黒田　義之 竹田　勇司
  石黒　久侑 後藤　勇士  

米沢市消防団 副分団長 加藤　大介 我彦　光徳 佐藤　信彦
  皆川　貴政 後藤　健佑  
 部長 齋藤　博文 皆川　弘美 髙橋　浩二

南陽市消防団 部長 竹田　俊暁 須貝　信也  
 班長 髙橋　勝美 田中　知宏 大滝　真
  竹田　史生 山口　浩輝 菅野　康博

高畠町消防団 分団長 髙橋　傑成   
 副分団長 渡部　信也 島津　拓朗 渡部　京平
  佐藤　羽   
 部長 保科　崇之   

川西町消防団 部長 生井　智憲 島貫　善和 奥村　将基
 団員 齋藤　享 小田　晃司 寒河江　諒

西置賜行政組合消防本部 消防司令補 安部　拓朗 佐原　弘紀 山﨑　智喜
長井市消防団 部長 宇津木　券一 遠藤　知明 布施　和之

 班長 大沼　通 髙橋　大介 安部　卓也
 団員 四釜　武   

小国町消防団 部長 佐藤　豊勝 髙野　寛人  
 班長 羽田　祥 佐藤　博士  

白鷹町消防団 部長 大滝　智和 小形　真彦 岡部　健史
 副部長 片山　充治 金子　大樹 奥山　友和
  熊坂　嘉門   

飯豊町消防団 部長 井上　雄二郎 遠藤　証 伊藤　昭
  髙岡　和秀 長岡　和宜  

鶴岡市消防本部 消防士長 杉山　慶太   
鶴岡市消防団 副分団長 佐藤　亨 佐藤　仁 佐藤　辰弥

  難波　徹 佐藤　和靖  
 部長 今野　悟 小林　謙二 五十嵐　源
  白幡　歩 佐藤　和之 佐藤　宏明
 班長 上野　一成   
 団員 渡部　秀幸 阿部　修一  

鶴岡市消防団（藤島方面隊） 部長 小関　孝尚 髙山　靖章 我孫子　純
  齋藤　俊介   

鶴岡市消防団（羽黒方面隊） 副分団長 佐々木　宏太郎 諏訪部　将  
 部長 齋藤　眞一   
 班長 助川　正幸   

鶴岡市消防団（櫛引方面隊） 分団長 小島　英敏 安野　智也  
 副分団長 遠藤　重和   

三川町消防団 副分団長 木野　充   
 部長 阿部　靖彦 佐藤　健  

鶴岡市消防団（朝日方面隊） 副分団長 齋藤　治 中村　渡  
鶴岡市消防団（温海方面隊） 分団長 兼子　博幸   

 副分団長 本間　順一郎   
 団員 本間　誠   

酒田地区広域行政組合消防本部 消防司令補 押井　悠   
酒田市消防団 副分団長 塚形　秀伸 小野寺　良 金野　雅人

 部長 伊藤　哲也 伊藤　雄士 伊藤　重郎
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       功労章

所　属 階　級 氏　名  

酒田市消防団 部長 冨樫　賢   
 班長 池田　雅浩 齋藤　学  
 団員 佐藤　義則 佐藤　寿人 渡部　司
  佐藤　幸喜   

遊佐町消防団 部長 大場　俊治 菅原　亮 佐藤　武治
  阿部　孝太郎 佐藤　敏行  
 班長 菅原　健   

酒田市消防団（八幡支団） 副分団長 御舩　浩弥   
 部長 小野寺　宏明 池田　慎也 遠田　金明

酒田市消防団（松山支団） 副分団長 本間　嘉   
 班長 菅原　徹 小巻　紀和  

酒田市消防団（平田支団） 部長 長谷部　弘樹   
 班長 久松　隆志   
 団員 加藤　和幸   

庄内町消防団 部長 石塚　巳敏 黒川　伸  
 班長 佐藤　陽輔   
 団員 齋藤　誠 佐藤　好晴 安藤　弘樹
  佐藤　幸春 穗積　実 菅井　傑
  池田　浩一   
     
   以上　280名  
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       功績章

所　属 階　級 氏　名  

山形市消防団 副分団長 明日　源太   
 部長 清野　満 結城　亘 阿部　雅
  中村　禎朗   
 班長 志田　貞治 佐藤　剛 長岡　吉伸
  横川　貴之 半田　将樹 三澤　大地

長瀬　広之
 団員 伊澤　陽一 佐藤　晃一 酒井　正行
  多田　一 前田　憲一 佐藤　庸介
  成沢　修太郎 伊藤　智章 齋藤　美紅
  植村　文仁 鈴木　拓也  

上山市消防団 副分団長 松田　崇幸 川口　健太  
 部長 近　好泰 吉岡　研二 石井　達也
 団員 加藤　裕之 松下　智徳 三浦　智也
  木村　慎也 武田　修司  

天童市消防団 部長 鈴木　宏昌 山口　純 伊藤　達郎
  髙橋　祐哉   
 班長 大石　志津子   
 団員 東海林　晴久 石山　勝司 武田　潤
  佐藤　博慶 伊澤　吉久 伊藤　幸司
  伊藤　文人 大原　治 熊澤　秀樹
  瀬野　雄平   

山辺町消防団 部長 髙内　洋平 鈴木　伸吾 夛田　和俊 
 班長 多田　良  

中山町消防団 部長 中西　大輔   
 班長 石川　雄大 白田　貴之  
 団員 丹野　義顕   

寒河江市消防団 部長 酒井原　雄大 阿部　和裕 軽部　潔
  石川　有作 大沼　淳司 鬼海　友和
  犬飼　高拡 相原　亮太郎 真木　智志
  工藤　亮太 松田　智 保科　文俊

河北町消防団 部長 鹿野　俊広   
 班長 堀米　英生 奥山　圭輔 森　友和
  松田　正勝 逸見　陽平 黒田　大地

西川町消防団 部長 石川　貞夫 井上　修一  
 班長 渋谷　章吾   
 団員 飯野　晃   

朝日町消防団 部長 小川　悟 齋藤　隆 菅井　知紀
 班長 鈴木　聡   

大江町消防団 副分団長 鴨田　圭太   
 部長 髙子　紀彦 五十嵐　稔 小野　友和

村山市消防団 部長 髙橋　和之 松田　和大 髙嶋　俊介
  髙橋　泰昭 井上　準二  
 班長 鈴木　務 布宮　勇生 須藤　和徳
  大沼　智彦   
 団員 森　直幸 結城　清人  

東根市消防団 部長 髙橋　潤 岡田　弘志 佐藤　充裕
  太田　聡 天野　修 後藤　隼一
  武田　哲 安達　英俊 間宮　広智
  大江　和樹   
 団員 浅野目　忠 庄司　潤一  

尾花沢市消防団 部長 菅野　真也 柴﨑　潤 菅野　幹郎
  笹原　智和 杉本　芳晴 生島　大地
  菅野　光 溝越　隆 西塚　喜行
 班長 加藤　隆 志村　俊美  

大石田町消防団 部長 海藤　裕 延藤　淳一 遠藤　祐介
 班長 柏倉　匡邦 庄司　博之 柴田　勝弘

新庄市消防団 部長 箱山　智浩   
 班長 福田　真 髙橋　朋也 佐藤　勝則
  中鉢　貴之 髙橋　俊満 齋藤　慎一
  武田　和彦 五島　元気 今田　大督
  五十嵐　圭司 渡部　健太  
 団員 大沼　仁 佐藤　昇 柏倉　和広
  長谷川　雅幸 平賀　源太 浅沼　将太
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       功績章

所　属 階　級 氏　名  

金山町消防団 分団長 小野　生真   
 副分団長 三上　涼一   
 部長 栗田　智之 伊藤　秀幸 横瀬　一樹

最上町消防団 部長 小林　雄一郎 石山　正  
 班長 大場　諭 二戸　春輔  
 団員 髙橋　裕 渡部　雅史 福井　信介

舟形町消防団 副分団長 大場　進 沼澤　大典 八鍬　良則
 部長 伊藤　真吾   
 団員 早坂　健吾   

真室川町消防団 班長 中川　正典   
 団員 髙橋　英樹 髙橋　智弘 藤原　泰典
  庄司　潤一郎 門脇　麻人 佐藤　良平

大蔵村消防団 部長 佐藤　真 早坂　伸介  
 班長 鈴木　洋徳 斉藤　敏幸  

鮭川村消防団 部長 菅原　純一 荒木　賢人 鈴木　潤也
  佐藤　慎吾  

班長 五十嵐　央典
戸沢村消防団 部長 長澤　繁美 大川　信介  

 班長 田中　友和 髙橋　大輔  
米沢市消防団 副分団長 坂野　智樹   

 部長 髙橋　俊文 加地　弘和  
 班長 平　初美 赤木　優 安部　史晃
  志賀　大作 本田　卓史 遠藤　和斗
 団員 羽賀　満 小池　剛  

南陽市消防団 部長 色摩　崇明 松木　峻太 須藤　祐樹
 班長 山田　俊太   
 団員 片平　悟志 神棒　紀幸 佐藤　大輔
  矢萩　智行 五味　誠弥 本木　善之
  中村　錠二   

高畠町消防団 分団長 近野　雅也   
 部長 田中　歩 髙橋　修 日下　渡
  菊地　禎章 佐竹　剛 安藤　俊幸
  近野　篤司 高橋　延充 安藤　裕太

川西町消防団 部長 佐藤　憲作 長谷川　茂実  
 班長 大亀　健太   
 団員 井上　修一郎 佐藤　善一 須藤　誉英
  遠藤　寿一 山本　良之  

長井市消防団 部長 大場　賢一 土屋　芳樹 片倉　堅二
 班長 菅　正与志 須貝　崇志  
 団員 菊地　真 鈴木　辰郎 青木　一成
  安達　利春 菅野　透  

小国町消防団 班長 長坂　幸広 島貫　孝志 安部　明博
  安部　康之 横山　真由美  
 団員 渡部　隆浩   

白鷹町消防団 部長 梅津　仁美   
 副部長 後藤　匡 齋藤　良彦 長谷部　伸也
  梅津　雅紀 小松　裕介 伊藤　純輝
 班長 塚原　雅人 須藤　陽介 渡邉　健太郎

飯豊町消防団 部長 田辺　友和 遠藤　洋輔 石山　大介
  菅野　大輔 渡部　弘樹  
 班長 髙橋　竜太 髙橋　弘司  

鶴岡市消防団 部長 佐藤　一之 眞田　洋 本間　拓也
  伊藤　俊一 吉住　純 三村　洋道
  今野　勝 齋藤　孝弥 佐藤　由太
  斎藤　貴紀   
 班長 本庄　浩志 佐藤　和正 村田　明夫
 団員 鈴木　規夫 田澤　紀夫 齋藤　正智
  梅津　誠崇 冨樫　孝太  

鶴岡市消防団（藤島方面隊） 班長 坂本　巧 富樫　拓也  
 団員 長澤　秀樹 加藤　憲弘 疋田　友己
  佐藤　一志   

鶴岡市消防団（羽黒方面隊） 副分団長 太谷　光一   
 部長 丸山　幸洋   
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       功績章

所　属 階　級 氏　名  

鶴岡市消防団（羽黒方面隊） 班長 相澤　裕章 伊藤　太希  
 団員 今井　政和 菅原　正人  

鶴岡市消防団（櫛引方面隊） 副分団長 阿部　孝市  
 部長 新木　久伸 大滝　誠  佐藤　貴治

三川町消防団 部長 小笠原　靖尚 五十嵐　恵  
 班長 破石　拓 小林　宣善  

鶴岡市消防団（朝日方面隊） 分団長 五十嵐　柳平   
 副分団長 生田　光春   
 部長 清野　亮太   

鶴岡市消防団（温海方面隊） 部長 佐藤　茂樹 佐藤　勝隆 五十嵐　利春
 団員 忠鉢　圭吾 嶽本　紘史  

酒田市消防団 部長 成澤　貴行   
 班長 池田　智昭 伊藤　隆志 後藤　義昭
  佐藤　哲也 後藤　賢良 丸藤　能丈
  池田　淳一 佐藤　悠 齋藤　国見
  稲垣　成保   
 団員 成沢　満 齋藤　秀 渋谷　寿成
  田賀　文敏   

遊佐町消防団 部長 菅原　浩司 畠中　浩哉  
 班長 三浦　一彦 遠田　佳奈子 松本　洋平
 団員 三浦　正志 菅原　克彦 菅原　義幸

酒田市消防団（八幡支団） 部長 佐藤　正臣 丸藤　竜彦  
 班長 後藤　純一 青木　智功  

酒田市消防団（松山支団） 部長 阿部　幸義   
 班長 佐藤　治 佐々木　真

酒田市消防団（平田支団） 部長 齋藤　朋善 石川　大介  
 班長 佐藤　勝仁   
 団員 中村　篤   

庄内町消防団 部長 後藤　正美 齋藤　昇一  
 班長 日下部　耕平 阿部　拓也 山木　伸司
  成田　智之 渡會　健太 加藤　塁
 団員 鈴木　正人 阿部　司 齋藤　洋
  遠藤　和喜 渡会　修  
     
   以上　348名  
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       精練章

所　属 階　級 氏　名  

山形市消防団 部長 加藤　律明 丹野　雄太 細谷　良貴
 班長 清水　誉生 遠藤　健司 鑓水　貴幸
  佐藤　充 丹野　裕生 安達　真也
  会田　恭輔   
 団員 中村　宏 齋藤　衛 大室　裕次郎
  阿部　嘉之 後藤　清之 三澤　剛司
  今田　孟紀 五十嵐　一成 那須　誠
  武田　健矢 髙橋　龍馬 鈴木　郁
  冨田　彩友美 山田　航  

上山市消防団 部長 村上　智治 森谷　俊則 小林　寛
 団員 小川　雅広 竹田　真士 柴田　公平
  渡邊　慎之介 髙橋　寛光 鏡　裕心
  粟野　信一郎 神保　真也  

天童市消防団 部長 髙桑　義郎 松田　大輔 多田　泰章
  鈴木　智史 白田　伸行 結城　幹雄
 班長 東海林　昭宏   
 団員 後藤　善文 大石　徹 荻野　晴章
  阿部　幸 東海林　夏樹 伊藤　孝寛
  佐藤　真一 矢萩　一功 山口　真幸
  黄木　雄太   

山辺町消防団 班長 佐々木　広行 遠藤　哲 沼尻　泰尚
 団員 長岡　順弥   

中山町消防団 班長 東海林　弘朗 横倉　弘樹 阿部　康彦
 団員 秋葉　政人   

寒河江市消防団 部長 田澤　孝広 細谷　俊太 菅原　翔栄
  浅黄　圭亮 斎藤　優 氏家　政喜
  柏倉　一輝 熊坂　省吾 二関　誠之
  四釜　祐生   
 班長 渡邉　強 木村　拓真  

河北町消防団 班長 佐藤　正隆 清野　達也 森　和宏
  斉藤　和也   
 団員 鈴木　幸雄 角川　善則 阿部　勇一

西川町消防団 部長 荒木　勝 清野　智和  
 班長 奥山　竜也 渡辺　明仁 伊藤　純

朝日町消防団 部長 海野　豊弘   
 班長 清野　美従 鈴木　弘樹 鈴木　龍也
  菅井　勇輝   

大江町消防団 副分団長 鈴木　茂昭   
 部長 庄司　光幸 木村　淳一 阿部　新伍
 班長 村上　裕也   

村山市消防団 部長 松田　健一 遠藤　英幸  
 班長 黒沼　文俊 齋藤　伸一 齋藤　豊
 団員 関場　哲也 井上　潤 三條　淳
  矢作　洋 佐藤　友也 大場　一幸
  髙谷　太郎   

東根市消防団 部長 丹野　正人 石井　健一 植松　真哉
  庄司　智昭 森谷　賢司 佐藤　龍太
  東海林　与志   
 班長 菅原　和博   
 団員 髙橋　洋平 岡田　浩介 渡辺　友和
  奥山　朝和 本間　一也  

尾花沢市消防団 部長 大類　正則 栗田　誠 菅野　学
  伊藤　誠 及川　翔太  
 班長 押切　伸 本間　惣栄 柴田　繁雄
  押切　睦己 阿部　竜也  
 団員 石山　忠洋 髙橋　秀徳 荻野　修

大石田町消防団 部長 海藤　孝典   
 班長 大友　進 青木　裕明 渡辺　直和
  須藤　善光 青木　篤  

新庄市消防団 部長 柿﨑　博紀   
 班長 井上　成也 西田　英之 星川　崇
  阿部　匠 海藤　貴剛 三原　政樹
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所　属 階　級 氏　名  

新庄市消防団 班長 田口　智生 三原　哲平 芳賀　祐太
  佐藤　孝弥 山口　嗣永  
 団員 早坂　信一 松田　直紀 坂本　健太郎
  小野　正敏 髙橋　達也 丹野　和成

金山町消防団 分団長 岸　文祈   
 部長 笹原　健 栗田　真 三浦　隆
  松田　薫 小沼　航太  

最上町消防団 班長 山口　泰宏 押切　慎二 菅　雄輔
  結城　貴宏 佐藤　信也 後藤　卓哉
  有路　文明   

舟形町消防団 部長 庄司　聡 溝口　啓 浅沼　新司
 班長 伊藤　昇   
 団員 山科　秀樹 渡會　章  

真室川町消防団 班長 髙橋　賢一 齋藤　賢人  
 団員 髙橋　克則 高橋　勝 佐藤　公平
  髙橋　裕太 小松　拓史  

大蔵村消防団 部長 蔵津　寿也   
 班長 甲州　享二 柿崎　孝司 佐藤　武徳
  大竹　弘也   

鮭川村消防団 班長 髙橋　智幸 山科　光矢 阿部　慎吾
  阿部　浩一 五十嵐　貴司  

戸沢村消防団 部長 中鉢　勝 青柳　叔典  
 班長 斉藤　勉 髙橋　涼 石沢　裕仁

米沢市消防団 部長 遠藤　義勝   
 班長 岡村　理 太田　久 宍戸　紘次郎
  小林　利彦 渡部　剛士  
 団員 金原　聡 遠藤　正弘 野村　伸広
  渡部　巌 安部　敬一 高橋　一成
  遠藤　浩一   

南陽市消防団 班長 若林　尚宏 三瓶　亮 佐藤　達彦
 団員 佐藤　智治 長谷部　大作 髙橋　哲郎
  佐藤　真人 佐々木　航 加藤　強平
  古塚　勇樹 中村　俊介  

高畠町消防団 部長 菅野　秀明 佐藤　浩紀 鈴木　裕
  石川　晃 齋藤　有司 渡部　貴士
 班長 冨樫　桂二 鈴木　達 島貫　拓也
  阿部　元紀   

川西町消防団 班長 須貝　哲也 渡部　智樹  
 団員 須貝　淳 加藤　広樹 笹木　剛
  島津　友幸 佐藤　翔悟 岡崎　慎也
  寒河江　桜子   

長井市消防団 部長 髙石　仁光 菊地　誠  
 班長 加藤　栄樹 引地　直樹 元木　紀和
 団員 町田　友行 松木　吉秀 大澤　雄一
  松木　陽平 髙橋　慶光 田中　英之

小国町消防団 部長 羽田　淳哲 伊藤　大二郎  
 班長 山口　慎 横山　洋平 安部　幸弘
 団員 舟山　亜樹   

白鷹町消防団 副部長 伊藤　薫 岡崎　悟司 小林　政雄
  高橋　学 橋本　寛之 鈴木　栄裕
 班長 吉田　幸寛 新保　寿男 奥山　正幸
  髙橋　敦 土屋　吉広  

飯豊町消防団 部長 小浦　孝行 渡部　幸洋 遠藤　直拡
  佐藤　健一郎   
 班長 安部　悟 田制　和幸 野口　正良
  金田　康弘   

鶴岡市消防団 副分団長 中條　勉   
 部長 松浦　尚宏 前野　知広 鈴木　真人
  川越　知 齋藤　文人  
 班長 吉住　年正 本間　竜 石塚　学
  三浦　直樹 坂東　亘 相馬　太一
  長谷川　義晃 本間　隼平  
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       精練章

所　属 階　級 氏　名  

鶴岡市消防団 団員 水口　修一 齋藤　力 小林　雅樹
  佐藤　成輝 佐藤　昭彦 佐藤　政宏
  佐藤　隼人 今野　嵩紀  

鶴岡市消防団（藤島方面隊） 部長 板垣　洸   
 班長 小野寺　雅人 東海林　一誠 髙山　勝也
 団員 池田　拓真 山口　達也  

鶴岡市消防団（羽黒方面隊） 部長 菅原　栄信 井川　徹也 髙橋　拓也
 班長 天羽　司 小林　亮太  
 団員 佐藤　仁 櫻井　晃  

鶴岡市消防団（櫛引方面隊） 部長 榎本　孝雄   
 班長 伊藤　弘和 渡部　裕人 松田　喜之
  菅原　俊   

三川町消防団 部長 太田　俊彦 齋藤　雄太  
 班長 佐藤　吉嗣 風間　勇太 上野　薫

鶴岡市消防団（朝日方面隊） 部長 工藤　拓克   
 班長 井上　司 齋藤　雄一  

鶴岡市消防団（温海方面隊） 部長 本間　寿郎 三浦　翼 野尻　丈道
 班長 五十嵐　寿行   
 団員 伊藤　奨   

酒田市消防団 部長 小林　裕幸 澁谷　茂 菅原　大輔
  曽我　竜哉   
 班長 石塚　康雄 本間　大介 三浦　由人
 団員 五十嵐　正和 石井　純 池田　祐介
  髙橋　晃一 池田　祐樹 佐藤　勉
  増田　綾奈   

遊佐町消防団 部長 阿部　良史 髙橋　喜和  
 班長 石垣　徹 小松　修 菅原　壮史
  常田　賢   
 団員 大瀧　覚 佐藤　宏樹 菅原　裕也

酒田市消防団（八幡支団） 班長 佐藤　博樹 佐藤　正道 丸岡　源一
 団員 村上　弘 相蘇　直樹  

酒田市消防団（松山支団） 班長 櫻田　淳 渡會　伸一 佐藤　博
  後藤　隆幸   

酒田市消防団（平田支団） 部長 堀　和弘   
 班長 久松　広和 阿部　直樹 阿部　哲

庄内町消防団 部長 阿部　学   
 班長 田澤　誠 佐々木　一雄 後藤　智
  髙橋　和人 石川　桂 五十嵐　公平
  柏倉　洋平 門脇　浩平  
 団員 佐藤　啓一 富樫　隆太 永田　隆幸
  遠田　貴紘   
     
   以上　378名  
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市町村名・一部事務組合名

山形市 中川　ゆう 山口　典子 石澤　成美 高橋　恵
多田　里佳 結城　美穂 増子　さおり 富塚　美智子
土屋　裕香 荒木　有美子 田中　美和 粟野　洋子

上山市 渡邉　由美 髙橋　千春 一柳　直美 横澤　隆
阿部　節子 城戸口　典子 中村　宏子 會田　直子
三浦　薫 村上　純子

天童市 小澤　美姫 五十嵐　真由美 滝口　友美 富山　恵子
工藤　裕佳 花輪　寛子

中山町 奥山　弘美
河北町 門脇　香 三澤　由美
西川町 秋元　みゆき
村山市 松田　久美子
尾花沢市 大類　ひとみ 柴﨑　由子 矢作　千寿子 小野　祐理
大石田町 寺﨑　千恵子 有路　協子 木内　文
新庄市 阿部　真由美
金山町 丹　美佐 柴田　恵
最上町 佐藤　智恵美 佐藤　祐美
大蔵村 中島　栄子
戸沢村 齊藤　純子

置賜広域行政事務組合 太田　宏子 井上　めぐみ 飯澤　真弓 遠藤　奈津恵
吉田　美津子

米沢市 小形　エミ
高畠町 青木　陽子
川西町 渡部　友美

西置賜行政組合 寒河江　夕子 酒井　ひとみ 佐藤　恵子 本間　育子
小国町 木村　キヨ子
白鷹町 大滝　久美子 野口　由子 菅間　真由美
鶴岡市 三浦　弘美 菅原　真希恵 加藤　こず恵

酒田地区広域行政組合 水田　満 佐藤　美幸 安藤　信子
酒田市 加藤　規子

酒田市（八幡支団） 荒生　朋子 小松　ひとみ 池田　和佳 加藤　美保
酒田市（平田支団） 堀　敬子 佐藤　良子

庄内町 上野　玲子

以上　77名

家族功労者

氏　名
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市町村名 団体名

村山市 袖崎地区婦人消防クラブ

以上1団体　　　　　　

女性防火協力団体表彰
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所在地 事業所名

鶴岡市 東北電化工業株式会社鶴岡営業所

以上　1事業所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

消防団活動貢献事業所
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市町村名

天童市 庄司　光子
南陽市 佐藤　　傳

以上　2名

消防活動家族協力者

氏　名
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