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優良工事と施工業者

◆谷建設株式会社　様（諸）
社会資本整備総合交付金特定環境
保全公共下水道事業 森山農集統合  
耳取 2 工区  汚水管渠布設工事

◆竹花工業株式会社　様（南町）
学校施設環境改善交付金事業 小諸
市立小諸東中学校北校舎 (Ⅰ期 ) 及び
トイレ大規模改造（老朽 ) 建築工事
ほか３工事

◆堀越建設株式会社　様（御影）
交付金  社会資本整備総合交付金事業 
市道 0141 号線  舗装改良工事
ほか３工事

◆博友興業株式会社　様（六供）
負担金事業  市道 0150 号線舗装
本復旧工事

◆有限会社ゼロ総建　様（乗瀬）
学校施設環境改善交付金事業 東小学校  
給食室及び職員室  空調設備設置工事

◆有限会社竹之内建設　様（平原）
社会資本整備総合交付金 特定環境
保全公共下水道事業 森山農集統合  
市 3 工区  汚水管渠布設工事

◆藤森住建株式会社　様（芝生田）
市単事業  東御市御牧原地区  2 工区  
配水管布設替工事

◆株式会社こうりょう　様（耳取）
市単河川整備事業  （準）栃木川 
河川改良工事

　小諸市では、小諸市表彰規則
に基づき、市政の発展に顕著な
功労があった方や団体に対し、
表彰を行っております。本年は
44 名の方に対して表彰状・感謝
状の贈呈を行いました。また、
あわせて市発注工事で、特に優
良な成績で施工された工事とそ
の施工業者を表彰しております。
本年は、8 業者 14 工事に対して
表彰状の贈呈をおこないました。

「「ゼロカーボンシティこもろゼロカーボンシティこもろ」」 をを目指目指してして③③
小諸市では 2050 年までに「ゼロカーボンシティ（二酸化炭素排出量実質ゼロ）」を目指しています。
日本の二酸化炭素排出量の約６割が、衣食住を中心とするライフスタイルに起因しています。ゼロカ
ーボンの達成には、一人ひとりの意識変化が大切です。日常生活でできる脱炭素の取り組みを紹介します！

問　生活環境課  生活環境係

近年、宅配便の取り扱い個数が増加したことで、再配達件数も多くなり、
配達トラックからの二酸化炭素排出量が増加しています。荷物を 1 回で
受け取り、「再配達削減＝二酸化炭素排出量の削減」に取り組みませんか。

宅配物を、 できるだけ１回で受け取ろう！宅配物を、 できるだけ１回で受け取ろう！

日時を指定！　➡　自分自身や家族が受け取れる日時を指定しましょう。
　　　　　　　　  送り主には、自分の都合のいい日時を伝えましょう！
場所を指定！　➡　買い物や通勤などのついでに受け取れる宅配業者の営業所や
　　　　　　　　  コンビニなどを指定して、確実に受け取りましょう！
置き配を活用！　➡　あらかじめ指定した所（玄関前、置き配バック、宅配ボックス、
　　　　　　　　  物置など）に荷物を配達してもらうこともできます！
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環境省HP年間の CO ₂削減量

7kg/人
※月 6 個程度の宅配便を、
　全て 1 回で受け取った場合

清水 房雄　様

小諸市表彰 小諸市優良建設工事表彰
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令和 4 年度 小諸市表彰・令和 4 年度 小諸市表彰・
小諸市優良建設工事表彰小諸市優良建設工事表彰

問　企画課　秘書係
体育、学術、芸術、技芸等で顕著な成績
を上げた方又は伝統文化、伝統工芸等の
継承発展に顕著な功績があった方

▶第 40 回 JSBA 全日本スノーボード選手権大会
デュアルスラローム男子 12 歳以下  優勝

　ジャイアントスラローム男子 12 歳以下  準優勝
　瀨在 駿成　様（小原）
▶ YGP（ユース・グランプリ・ジャパン）2022

日本予選クラシックジュニア部門  女性 1 位
　篠原 侑珠　様（四ツ谷）
▶日清食品カップ第 38 回小学生陸上競技

交流大会女子コンバインド B  総合 3 位
　小野澤 比奈矢　様（芝生田）
▶第 77 回国民体育大会  レスリング競技

成年男子 グレコローマンスタイル 87㎏ 第 3 位
　塩川 貫太　様（小原）
▶第 77 回国民体育大会  ライフル射撃競技
　成年女子 50 ｍライフル伏射  60 発
　第 3 位
　砥石 真衣　様（芝生田）
▶第 77 回国民体育大会  柔道女子（団体）  

第 2 位
　白金 未桜　様（和田）
▶第 22 回第全国障害者スポーツ大会  

陸上競技男子 2 部  1,500 ｍ  第 2 位
　塩川 昭彦　様（小原）
▶ 2022 年全日本学生選手権レスリング女子

72㎏ 優勝
　塩沢 和　様（耳取）
▶令和 3 年度こども音楽コンクール小学校

管楽合奏部門 文部科学大臣賞（全国 1 位）
　小諸市立野岸小学校管楽部　様

極めて多額の私財を寄附した方

▶小諸市動物園再整備のために多額の金員を寄附
　株式会社コミヤマ
　代表取締役社長 小宮山 完治　様（市）
　上田信用金庫
　理事長 小池 文彦　様（上田市）
▶音楽環境整備のために市内保育園に

電子ピアノを寄附
　日精エー・エス・ビー機械株式会社
　代表取締役社長  宮坂  純一　様（天池）
▶小山敬三美術館の充実のために同画伯

の絵画を寄附
　今井 眞紀　様（山梨県）
▶新型コロナウイルス感染症対策のため

に市内小中学校に光触媒コロナウイルス
対策備品を寄附

　株式会社ダイナム
　長野小諸店・長野小諸西店　様（小諸市）

特に優れた善行又は美徳の行為があり、
他の模範となる方

▶多年にわたり小諸市都市公園の美化活動に尽力
　小諸市電設業協会
　会長 金井 賢吾　様（小諸市）
▶多年にわたりボディートーク（健康体操）

推進に尽力
　ボディートークを楽しむ会
   会長 田村 照子　様（小諸市）
▶多年にわたり小諸市の精神保健福祉の推進に尽力
　小諸市はこべ会 会長 柴田 知子　様（小諸市）
▶多年にわたる市立小諸図書館における読

み聞かせ等を通じ子どもの読書活動推
進に寄与

　小宮山 勝彦　様（加増）
　畑 明美　様（諸）

多額の私財を寄附した方【感謝状】

▶新型コロナウイルス感染症対策のために
小諸市立東小学校に自動水栓を寄附

　株式会社バイタル
　代表取締役 土屋 智宏　様（佐久市）
▶福祉医療費給付事業のために多額の
　金員を寄附
　柳澤 修一　様（愛知県）
▶猫の不妊去勢手術のために多額の金員を寄附

柳沢 暁　様（山梨県）

▶小諸版ウエルネスシティまち・ひと・しごと
創生推進事業のために多額の金員を寄附

　株式会社アンドー
　代表取締役 坪井 利幸　様（松本市）
　渡辺パイプ株式会社 
　代表取締役社長 渡辺 圭祐　様（東京都）
▶文化振興のために藤村詩碑「千曲川旅

情の歌（二）」及び多額の金員を寄附
　千曲川旅情の歌（二）詩碑建設実行委会
　代表 新井 良男　様（和田）
▶貧困対策のために多額の金員を寄附
　佐々木 治夫　様（南町）

極めて多額の私財を寄附した方

その他特に表彰すべきであると認められる方

▶小諸市立芦原中学校の学校施設整備に尽力
　金本 淑子　様（東御市）

満 10 年以上引続き各種委員又は、これ
に類する職にあった方

▶小諸市健康づくり推進協議会委員　
丸山 雄一郎　様（佐久市）

▶緑ヶ丘区長
　荒野 亜土　様（緑ヶ丘）
▶小諸市スポーツ推進委員
　松澤 洋　様（加増）　
　小岩井 秀史　様（一ツ谷）
▶小諸市青少年補導委員
　荻原 忠一　様（緑ヶ丘）
　栁沢 民子　様（大久保）
　吉澤 大和　様（東）
▶御影用水管理委員会委員
　甘田 幸廣　様（和田）

公益に関する事業又は各種業界の振興
発展に尽力し、顕著な功績があった方

▶小諸商工会議所会頭を務め、商工業
の振興発展に寄与

　掛川 興太郎　様（本町）
▶小諸ワイナリーで醸造されたワイン
　6 本が「日本ワインコンクール

2022」において金賞を受賞
　マンズワイン株式会社 
　代表取締役社長 島崎 大　様（山梨県）
▶醸造されたワイン「MIMAKI Merlo2020」

が「フェミナリーズ世界ワインコンクール
2022」において金賞を受賞

　ジオヒルズワイナリー　様（御牧ケ原）
▶昭和 50 年に「こもろドカンショ」を

歌唱をして以降、市民まつりへの参
加や SNS、ライブ、小諸市 PR 動画へ
の出演等を通して小諸市の PR に寄与

　水木 一郎　様（東京都）
▶空手道を通じ多年に渡りスポーツ振興に寄与
　依田 富惠　様（御影）
▶柔道を通じ多年に渡りスポーツ振興に寄与
　大塚 紀明　様（ひばりが丘）
▶ 「第24回米・食味分析鑑定コンクール国際大会

in 小諸」国際総合部門において金賞を受賞
　清水 房雄　様（宮沢）

満 10 年以上引続き市議会の選挙又は、
同意を必要とする職にあった方

▶小諸市教育委員会委員
　塩川 秀忠　様（新町）

満 10 年以上消防団の班長以上の職にあった方

▶小諸市消防団長等
　青木 春美　様（御影）


