
 

 

 

 

 

令和３年度献血成績優良団体等に対する感謝状等の伝達及び贈呈式について 

 

 下記のとおり献血成績の優良な団体・個人及び献血目標達成市町に知事感謝状等

を贈呈します。 

 また、厚生労働大臣から献血運動推進に功績のあった団体に贈呈される表彰状等

も伝達するほか、日本赤十字社関連の表彰を行います。 

 

記 

 

１ 日 時 令和３年９月３０日（木）午前１１時３０分 

 

２ 場 所 県庁４階特別会議室 

 

３ 次 第  

（１）厚生労働大臣表彰状及び感謝状伝達 

（２）知事感謝状贈呈 

（３）日本赤十字社有功章贈呈 

（４）日本赤十字社石川県支部長感謝状贈呈 

（５）知事あいさつ 

（６）記念撮影 

 

４ 受賞者 

別添名簿のとおり 

 

 

 

 

（報道機関の皆様へのお願い） 

取材の際には、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク着用など十分留意お願い

します。また、取材時に手指の消毒をお願いする場合もありますので、あらかじめご承知お

きください。 

令和３年９月２８日 
薬 事 衛 生 課 長 
表  賢 二 
外線 ２２５－１４４０ 
内 線 ４ １ ５ ０ 



令和３年度献血成績優良団体等知事感謝状等贈呈者一覧 

 

１ 厚生労働大臣表彰状及び感謝状伝達 

（１）厚生労働大臣表彰状（１団体） 

・金沢菊水ライオンズクラブ 

（２）厚生労働大臣感謝状（６団体） 

・石川県電気工事工業組合 金沢本部 

・医療法人社団浅ノ川 桜ヶ丘病院 

・学校法人 日本航空学園 

・白山市北消防団 

・東野産業株式会社 

・株式会社 富士通ＩＴプロダクツ 

 

２ 知事感謝状贈呈 

（１）献血成績優良団体（４団体） 

・共和産業株式会社 

・一般社団法人 珠洲建設業協会 

・セントラルメディカル株式会社 

・株式会社 東振テクニカル 

（２）献血推進功労者  （１団体） 

・株式会社バロー 羽咋店 

（３）献血成績優良者 （８１名） ※ 別添献血成績優良者名簿のとおり 

（代表） 金場 康宏 

（４）献血目標達成市町（１２市町） 

小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、川北町、津幡町、内灘町、 

中能登町、穴水町、能登町  （代表） 中能登町 

 

３ 日本赤十字社有功章（３団体） 

・星稜高等学校 

・石川工業高等専門学校 

・立正佼成会 小松教会 青年部 

 

４ 日本赤十字社石川県支部長感謝状（５団体） 

・加賀中央ロータリークラブ 

・かほく市横山区 

・コマツユニオン北陸支部 金沢 

・中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社 金沢支店 

・株式会社 吉光組 

 



献血成績優良者名簿（８１名） 

項番 名前 市町 項番 名前 市町 

1 浅倉 晃子 金沢市 42 新木 学 津幡町 

2 家 博文 能美市 43 新谷 勝也 野洲市 

3 石山 謙次 白山市 44 進藤 史朗 小松市 

4 伊藤 徹治 津幡町 45 髙畠 邦弘 金沢市 

5 乾 和絵 野々市市 46 高柳 英行 野々市市 

6 猪谷 政美 砺波市 47 田中 真治 可児市 

7 伊丸岡 俊秀 金沢市 48 谷口 千尋 金沢市 

8 岩﨑 正人 小松市 49 塚本 依子 野々市市 

9 上田 洋史 金沢市 50 出蔵 美穂 野々市市 

10 江端 隆則 小松市 51 中川 昭典 白山市 

11 大田 純平 津幡町 52 長田 善三 津幡町 

12 大能 亜矢子 金沢市 53 中田 達也 白山市 

13 大矢 一成 かほく市 54 中村 努 金沢市 

14 大屋 洋巳 加賀市 55 中山 尚英 津幡町 

15 岡村 孝太 金沢市 56 中山 雅子 金沢市 

16 奥野 了平 かほく市 57 西原 浩 亀山市 

17 桶田 陸 白山市 58 野原 邦彦 金沢市 

18 小竹 源悟 七尾市 59 畠村 美奈子 金沢市 

19 尾山 伸一 金沢市 60 土生 淳 金沢市 

20 樫田 三雄 金沢市 61 土生 峰弘 白山市 

21 金場 康宏 野々市市 62 濱野 宏行 白山市 

22 金子 和裕 能美市 63 東 秀幸 加賀市 

23 金丸 由美子 かほく市 64 藤田 健太郎 金沢市 

24 川渕 忍 七尾市 65 古川 浩和 東茨城郡茨城町 

25 喜多 友美 白山市 66 細川 聡 金沢市 

26 北村 正義 金沢市 67 前崎 誠 金沢市 

27 木本 明芳 金沢市 68 町端 真美子 能美市 

28 小石 誠一 穴水町 69 松下 聡志 かほく市 

29 小山 芳幸 津幡町 70 松本 幸伸 金沢市 

30 近藤 宏二 能美市 71 三浦 史恵 金沢市 

31 西海 明美 金沢市 72 南 隆昭 金沢市 

32 齊藤 秀幸 金沢市 73 宮倉 志織 金沢市 

33 酒井 一恭 金沢市 74 宮腰 雅和 野々市市 

34 坂本 啓 金沢市 75 村上 昌則 内灘町 

35 坂本 紘美 津幡町 76 村中 澄世 金沢市 

36 桜木 伸治 金沢市 77 藪 隆春 小松市 

37 笹島 裕一 金沢市 78 山田 晃久 小松市 

38 定本 茂 加賀市 79 山田 裕志 京都市南区 

39 沢井 弘樹 金沢市 80 吉本 政樹 金沢市 

40 下村 哲也 金沢市 81 米澤 正樹 金沢市 

41 白木 武 金沢市    

（赤十字社に登録されている住所で記載しています） 


