
 

 令和２年度 

三重県統計功労者表彰式 
 

                           令和３年１月２１日（木） 

                            三重県庁 講堂 

 

 

                                                      
 

式 次 第 

開  会 

 

１  主催者あいさつ                                     １４：００ 

２  来賓祝辞                                           １４：０５ 

３  表彰及び表彰状伝達                                 １４：１０ 

（１） 総務大臣表彰 

（２） 経済産業大臣表彰 

（３） 農林水産大臣表彰 

（４） 三重県知事表彰 

（５） 三重県戦略企画部長感謝状 

 

閉  会



（敬称略） 

総務大臣表彰 

 

労働力調査 調査員 

 

小売物価統計調査 調査員 

 

家計調査 調査員 

 

2019年全国家計構造調査  

調査員 

 

各種統計調査 調査員 

龍野 美和子（鈴鹿市）   尾﨑 康美（鈴鹿市） 

 

城 洋子（四日市市） 

 

坂井 茂子（松阪市） 

 

田中 令子（名張市）   

 

 

佐野 富子（津 市）    佐久間 あさ子（桑名市） 

 

 

経済産業大臣表彰 

 

構造統計調査 調査員 水越 京子（四日市市）      白石 郁子（四日市市） 

古﨑 昌保（伊勢市）       小林 健（松阪市） 

 

 

農林水産大臣表彰 

 

2020年農林業センサス 

指導員 

 

2020年農林業センサス 

調査員 

世木 弘子（伊勢市） 

 

 

古川 久也（四日市市）   小林 哲博（四日市市） 

小林 篤司（四日市市）   市川 義親（四日市市） 

山中 俊作（四日市市）   松田 正美（四日市市） 

藤波 修二（四日市市）   草木 忠男（四日市市） 

森 一孝（四日市市）    羽木 昌彦（四日市市） 

木下 陽子（松阪市）    北道 榮一（名張市） 

野呂 哲也（鳥羽市）    向井 覚（志摩市） 

松尾 光治（志摩市）    中井 治惠（志摩市） 

松葉 薫（志摩市） 

 

 

 



 

 

三重県知事表彰 

 

調査員   

山本 美千代（津 市） 北川 博美（四日市市） 塚脇 大仁（四日市市） 

萩 儀一（四日市市） 森田 啓夫（四日市市） 田中 明美（四日市市） 

岡本 忠佳（伊勢市） 田上 勝典（松阪市） 長崎 友美（松阪市） 

大川 美代子（松阪市） 村瀬 壽子（松阪市） 堤 和子（松阪市） 

水谷 千恵（桑名市） 金森 令子（桑名市） 塩谷 洋子（桑名市） 

大橋 玲子（桑名市） 大石 やよい（鈴鹿市） 藤田 領子（鈴鹿市） 

前澤 次男（鈴鹿市） 木﨑 美名子（亀山市） 和田 修五（志摩市） 

本岡 太一（志摩市） 城山 仁（志摩市） 髙岡 利 （伊賀市） 

川口 光久（伊賀市） 稲住 敦（伊賀市） 近藤 花子（東員町） 

山本 泰寛（大台町）   

 

 

三重県戦略企画部長感謝状 

 
調査員     

久志本 岳明（津 市） 宮崎 実（津 市） 山田 典子（津 市） 

小林 昭夫（津 市） 中川 康（四日市市） 小林 哲博（四日市市） 

伊藤 克（四日市市） 中西 好孝（四日市市） 伴野 元一（四日市市） 

中川 昇（四日市市） 鎌田 粂一（四日市市） 杉本 貢（四日市市） 

清水 汐子（四日市市） 小林 久司（四日市市） 南川 貞夫（四日市市） 

梅井 定（四日市市） 後藤 義彦（四日市市） 本郷 圭三（四日市市） 

大田 和弘（伊勢市） 安井 富子（伊勢市） 西﨑 充（伊勢市） 

森本 茂治（伊勢市） 右京 奈美子（伊勢市） 濵口 たきゑ（伊勢市） 

西世古 勇（伊勢市） 田岡 光生（伊勢市） 田中 信光（伊勢市） 

奥出 かよ子（松阪市） 小林 速雄（松阪市） 小家 佳和（松阪市） 

佐波 眞紀子（松阪市） 杉山 剛男（松阪市） 竹口 博明（松阪市） 

東畑 有加里（松阪市） 今井 四朗（松阪市） 浅井 重久（松阪市） 

森田 幹生（松阪市） 梶 充夫（桑名市） 岩田 豊子（桑名市） 

森 たず子（桑名市） 大間 孝一（桑名市） 福留 誠（桑名市） 

木村 利治（桑名市） 𠮷田 眞里（桑名市） 加藤 稔（鈴鹿市） 



 

三重県戦略企画部長感謝状（続き） 
 

杉本 章（鈴鹿市） 澤 三津子（鈴鹿市） 和田 佳代子（鈴鹿市） 

玉置 玉義（名張市） 梅村 真知子（鳥羽市） 中村 都茂美（鳥羽市） 

山下 貞子（鳥羽市） 橋本 利和（いなべ市） 伊藤 善友（いなべ市） 

辻 純夫（いなべ市） 梅山 利光（いなべ市） 松本 清子（いなべ市） 

大橋 京子（いなべ市） 樋口 良衛（いなべ市） 永田 勉（志摩市） 

中井 由加（志摩市） 辻岡 真由美（志摩市） 山本 浩美（志摩市） 

山本 緑（志摩市） 田畑 眞弓（志摩市） 武井 孝次（志摩市） 

武井 市子（志摩市） 谷口 一馬（志摩市） 山路 宗平（志摩市） 

西﨑 秀樹（志摩市） 奥井 裕彰（伊賀市） 山脇 純子（伊賀市） 

山川 文孝（伊賀市） 三輪 高久（朝日町） 山路 由香（明和町） 

 

 

令和２年度「統計の日」標語 

『統計調査 １人１人の協力ありがとう』 

 
統計調査にご理解をお願いします。 

 

「みえ DataBox」 
http://www.pref.mie.lg.jp/DATABOX/ 

「みえDataBox」では、最新データから過去の蓄積データに至るまで各種統計情報をホームページで提供しています。 


