
 

 

 

      令和元年度献血成績優良団体等に対する感謝状等 

      の贈呈について 

 

 献血運動推進に功績のあった団体に贈呈される厚生労働大臣表彰状・感謝状及び

献血成績の優良な団体・個人や献血目標達成市町に贈呈する知事感謝状の受賞者が、

下記のとおり決定したのでお知らせします。 

なお、贈呈は、今月１１日（木）に開催される第５５回献血運動推進全国大会

において行われます。  

 

記 

 

受賞者 

  厚生労働大臣表彰状          ３団体 

  厚生労働大臣感謝状          ８団体 

  知事感謝状 

   献血成績優良団体          ６団体 

   献血推進功労者           １団体 

献血成績優良者           ９２名  

   献血目標達成市町           ８町  

                      （詳細は別添名簿のとおり） 

 

（参考）「第５５回献血運動推進全国大会」の開催 

      日 時 令和元年７月１１日（木）１３：３０～ 

      場 所 石川県立音楽堂 

      主 催 厚生労働省、日本赤十字社、石川県 

      内 容 第１部 式典（献血功労者及び団体の表彰、体験発表等） 

          第２部 アトラクション（郷土芸能等） 

 

※なお、表彰式が行われる第５５回献血運動推進全国大会の取材申し込みについて

は、６月２４日（月）に締め切らせていただいております。

令 和 元 年 ７ 月 ８ 日 
薬 事 衛 生 課 長 
松 田 豊 久 
外線 ２２５－１４４０ 
内 線 ４ １ ５ ０ 



令和元年度献血成績優良団体等一覧 

 

１ 厚生労働大臣表彰状及び感謝状贈呈 

（１） 厚生労働大臣表彰状（３団体） 

① アール・ビー・コントロールズ株式会社 

② 金沢西ライオンズクラブ 

③ 金沢南ライオンズクラブ 

（２） 厚生労働大臣感謝状（８団体） 

① アビオシティ加賀 

② 石川サンケン株式会社 町野工場 

③ 石川日野自動車株式会社 

④ 内浦ロータリークラブ 

⑤ 小松青雲ライオンズクラブ 

⑥ のと共栄信用金庫 

⑦ 松任先端技術団地運営協議会 

⑧ 松本工業団地運営協議会 

 

２ 知事感謝状贈呈 

（１） 献血成績優良団体（６団体） 

① 石川県公立大学法人石川県立大学 

② 株式会社石川コンピュータ・センター 

③ 新緑会 

④ 日本ケンブリッジフィルター株式会社北陸工場 

⑤ 株式会社日本パーツセンター 

⑥ 若鮎会 

（２） 献血推進功労者  （１団体） 

① 学校法人石川県理容美容専門学校 

（３） 献血成績優良者 （９２名）  

別添名簿のとおり      

（４） 献血目標達成市町（８市町） 

小松市、加賀市、羽咋市、白山市、能美市、野々市市、志賀町、宝達志水町   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



献血成績優良者名簿（９２名） 

 

項番 名前 住所 項番 名前 住所

1 浅田　昌弘 金沢市 51 中　久勝 能美市
2 荒川　剛 内灘町 52 仲泉　拓治 内灘町
3 荒邦　昌宏 野々市市 53 中田　慎一 野々市市
4 石口　幸樹 能美市 54 中西　清美 加賀市
5 石立　裕貴 白山市 55 中山　兼一 白山市
6 板井　覚 かほく市 56 日光　幹也 小松市
7 伊藤　武志 白山市 57 畑　竜太郎 白山市
8 井波　晃 津幡町 58 羽渕　行裕 白山市
9 今泉　昌希 白山市 59 濱田　昇 中能登町
10 今村　祐希 金沢市 60 濱中　睦子 穴水町
11 井村　朋子 金沢市 61 林　知美 金沢市
12 卯尾　浩一 能美市 62 林　めぐみ 小松市
13 梅本　克欣 能美市 63 原　孝治 金沢市
14 大熊　康博 津幡町 64 福島　志郎 金沢市
15 岡田　峻輔 我孫子市 65 藤井　恒佑 金沢市
16 上地　進 金沢市 66 藤森　幸一郎 かほく市
17 川口　正嗣 金沢市 67 舟山　利一 羽咋市
18 川田　優美子 能美市 68 古澤　毅 金沢市
19 川端　裕治 金沢市 69 堀川　碧 白山市
20 北村　美和 野々市市 70 盆田　哲也 金沢市
21 北元　香菜子 白山市 71 松田　三智雄 金沢市
22 日下部　成邦 加賀市 72 三浦　大輔 仙台市
23 国本　正信 白山市 73 宮坂　広 輪島市
24 久乗　要介 小松市 74 宮下　耕二 内灘町
25 蔵元　武 かほく市 75 向出　弘太郎 金沢市
26 後藤　裕一朗 野々市市 76 村本　明夫 津幡町
27 此下　明良 金沢市 77 村本　雅美 かほく市
28 酒井　正 羽咋市 78 諸角　勝則 能登町
29 坂野　康行 白山市 79 矢敷　辰男 金沢市
30 佐々木　智康 白山市 80 山越　恵子 かほく市
31 笹津　剛 白山市 81 山﨑　久実 金沢市
32 澤井　秀和 能美市 82 山下　文子 金沢市
33 澤本　昌洋 金沢市 83 山邊　憲司 かほく市
34 塩谷　剛史 内灘町 84 山辺　茂 中能登町
35 嶋田　雅人 小松市 85 山本　俊彦 金沢市
36 清水　正樹 白山市 86 横　利恵子 金沢市
37 杉中　啓子 宝達志水町 87 横山　瑛子 金沢市
38 杉本　誠一 金沢市 88 吉田　誠 羽咋市
39 杉本　正代 金沢市 89 吉田　実 津幡町
40 瀬村　建憲 津幡町 90 吉本　隆一 白山市
41 園井　公之 小松市 91 米本　繭子 金沢市
42 大黒　直人 白山市 92 渡邊　孝 金沢市
43 高木　潔 能美市
44 髙島　照丈 野々市市
45 髙田　宏 金沢市
46 田下　奈美子 内灘町
47 田中　健司 金沢市
48 田村　智広 金沢市
49 鶴原　友輔 金沢市
50 徳山　一也 金沢市  


