留萌管内教育実践表彰受賞者一覧
年 度
昭和４４

学 校 教 育
増毛町教育振興会研究部理科班
初山別村豊岬中学校バレークラブ
羽幌町立北辰中学校
佐々木英樹（留萌市立樽真布小学校教諭）
中川ミツ子（幌延町立上幌延小学校教諭）

社 会 教 育
岩崎一郎（留萌市社会教育委員）
石山能之（増毛町子ども会育成委員長）
平井雪治（苫前町青少年健全育成委員）
渡辺久男（上羽幌町連合育成会長）
篠島ハルヨ（遠別町婦人会役員）

昭和４５

留萌市立緑丘小学校
留萌市立留萌中学校
増毛町立増毛小学校
苫前町立苫前中学校吹奏楽部
幌延町立雄信内小学校
留萌地方特殊教育連盟
小平町立臼谷小学校
苫前町教育研究協議会
遠別町立東野小中学校
幌延町立下沼小中学校
留萌管内特殊教育研究委員会
留萌市立北光中学校

羽幌町剣道連盟
川上竹次郎（留萌市社会教育委員）
藤田正（小平町剣道連盟役員）
松崎章次郎（苫前町子ども育成委員）
鍋島博二（遠別町社会教育委員）

昭和４６

昭和４７

昭和４８

昭和４９

昭和５０

昭和５１

昭和５２

昭和５３

増毛町立増毛第二中学校男子バレー部
増毛町立増毛第二中学校吹奏楽部
苫前町立三渓小中学校
羽幌町単複教育研究協議会
遠別町立清川小学校
留萌市立港南中学校
増毛町立増毛中学校
羽幌町学校保健会
遠別町立遠別中学校
幌延町立幌延中学校
留萌管内道徳教育研究会
原田賢雄（留萌市立留萌中学校教諭）
羽幌町立天売中学校吹奏楽部
留萌複式教育研究連盟
留萌市立東光小学校
留萌市立北光中学校
羽幌町立羽幌中央小学校
羽幌町立羽幌中学校剣道部
天塩町立天塩中学校
幌延町沿線集合学習実践校
幌延町立豊神小中学校
北海道天売高等学校
小平町立鬼鹿幼稚園
留萌市立藤山小学校
幌延町立幌延中学校
北海道遠別高等学校
小川洋三（留萌市立東光小学校教諭）
伊佐津正昭（伊佐津歯科医院長）
北海道留萌高等学校新聞局

苫前町剣道連盟
羽幌町野球連盟
玉川勗（留萌市体育連盟役員）
三上慧猛（天塩町社会教育委員）
原田秀夫（留萌市水泳安全指導員）
佐藤周六（羽幌町子ども会育成協議会長）
蔵谷力衛（幌延町剣道スポーツ少年団役員）
幌延町バレーボール協会
捻金昭二（留萌市文化団体協常任委員）
藤田幸夫（苫前町子ども会育成連絡協議会長）
川村堅一（羽幌町青少年健全育成協議会委員）
広瀬盛夫（遠別町体育指導員）
留萌市剣道連盟
劇団「かざぐるま」
（留萌市）
大井智（羽幌町野球連盟理事長）

初山別村郷土民芸保存会
桜井春夫（留萌地方体育指導委員連絡協議会長）
渋谷弥市 （羽幌町剣道連盟理事長）
佐々木久雄（留萌市軟式庭球協会長）
坂口藤吉（留萌地方文化団体協議会理事）
高橋明雄(北海道増毛高等学校教諭)
岡田一孝（苫前町剣道連盟会長）

増毛町山岳会
岩崎一郎（留萌市社会教育委員）
三上五三郎（管内青少年育成連絡協議会長）
苫前町郷土芸能くま獅子保存会
幌延町問寒別少年少女サロベツ太鼓
横山金八郎（留萌市剣道連盟理事長）
小澤博（留萌地方体育協会連絡協議会長）

年 度
昭和５４

昭和５５

昭和５６

昭和５７

昭和５８

昭和５９

昭和６０

昭和６１

昭和６２

昭和６３

平成元

平成２

学 校 教 育
留萌市立緑丘小学校
小平町立小平中学校スキー部
井狩俊久（北海道留萌高等学校教諭）
羽幌町立羽幌中学校文芸部
遠別町立丸松小学校
天塩町立啓徳中学校
初山別村立初山別中学校
北海道留萌工業高等学校電気科職員グループ
横山充（増毛町立別苅小学校教諭）
岡部道彦（留萌市立留萌中学校教諭）
北海道天塩高等学校
小川原紀美雄（羽幌町立焼尻小学校教諭）
鈴木貞爾（留萌市立留萌中学校教諭）
真野満男（北海道留萌工業高等学校教諭）
羽幌町立羽幌中央小学校
北海道留萌工業高等学校
北海道羽幌高等学校
遠別町教育振興会複式教育部会
山本忠雄（羽幌町立羽幌中学校長）
羽幌町立天売小学校
幌延町立問寒別小中学校
石川治男（北海道留萌工業高等学校教諭）
小平町立小平小学校
水野勲（増毛町立増毛小学校長）
松村暑（遠別町立遠別小学校教諭）
藤野博（北海道留萌高等学校教諭）
小平町立小平中学校
天塩町立天塩小学校
北海道天売高等学校
加藤正（留萌市立東光小学校長）
櫻井惇（留萌市立留萌中学校教諭）
留萌地方国語教育研究会
増毛町立増毛中学校
初山別村立有明小中学校
北海道苫前商業高等学校
留萌地方音楽教育研究連盟
羽幌町立羽幌中学校
留萌複式教育研究連盟
北海道遠別農業高等学校
安田修悦（留萌市立留萌中学校長）
能登幸也（小平町立小平中学校公務補）
遠別町立遠別小学校
北海道天塩高等学校
渡辺義方（留萌市立沖見小学校長）
仲財修二（留萌市立留萌中学校教諭）
羽幌町立幌北小学校
初山別村立豊岬小中学校
留萌地方特殊教育研究連盟
松浦武（留萌市立留萌中学校長）

社 会 教 育
天塩町子ども会育成部連絡協議会
谷口栄一（羽幌町体育指導員連絡協議会事務局長）
石田来輔（留萌軟式野球連盟会長）
青山芳雄（羽幌町文化連盟会長）
穀蔵照子（遠別町婦人団体連絡協議会）
留萌ジュニアスキー少年団父母の会
北海道留萌高等学校ボランティアサークル
運上光彦（小平町旧花田家番屋館長）
天塩町柔道スポーツ少年団

留萌海洋少年団
辰口栄治（留萌市民吹奏楽団長）
花輪利（苫前町婦人団体連絡協議会長）
重要文化財旧花田家番屋防災協力会
前川友義（苫前町郷土資料蒐集推進員）
橘敏雄（留萌市立留萌小学校長）
関博（留萌市立藤山小学校教頭）
遠別町体育指導委員会
橋本ミドリ（羽幌町婦人団体連絡協議会長）
羽幌小学校父母と先生の会
天塩町青年協議会

遠別小学校父母と先生の会
北海道増毛高等学校ボランティアサークル部

留萌小学校父母と先生の会
高清水照二･奈保美（増毛町「暑寒コーラス」指導者）
西田鬼市（遠別町青少年育成委員連絡協議会長）
北海道羽幌高等学校ＰＴＡ

初山別バレーボール協会
天塩町立天塩小学校父母と先生の会

苫前町豊饒太鼓保存会
留萌テトラ卓球クラブ
清水正彦（遠別町民大学学長）

年 度
平成３

平成４

平成５

平成６

平成７

平成８

平成９

平成１０

平成１１

学 校 教 育
天塩町立更岸小学校
幌延町立幌延小学校
北海道増毛高等学校
留萌地方特別活動研究会
羽幌町両島教育研究協議会
竹野和夫（留萌市立留萌小学校長）
日比野英夫（羽幌町立羽幌中学校長）
道徳教育協同推進校
・苫前町立苫前小学校
・苫前町立苫前中学校
羽幌町立羽幌小学校
遠別町立遠別幼稚園
北海道苫前商業高等学校
留萌管内性教育研究会
増毛町立別苅小学校
幌延町立幌延中学校
北海道留萌高等学校
留萌地方社会科教育研究会
引地久夫（留萌市立留萌小学校長）
小平町立小平幼稚園
天塩町立天塩中学校
留萌管内学校体育研究会
小松利典（小平町立小平中学校長）
苫前町立古丹別小学校
留萌市立港南中学校
北海道羽幌高等学校
留萌地方音楽教育研究会
角谷ヒサ子（小平町立鬼鹿幼稚園主任教諭）
留萌市立留萌小学校
留萌地方算数数学教育研究会
日下薫（小平町立鬼鹿小学校教諭）
細川武（増毛町立増毛第二中学校教諭）
布瀬久義（北海道天売高等学校教諭）
マルチメディア活用方法開発推進校
・幌延町立問寒別中学校
・幌延町立幌延中学校
小平町立鬼鹿小学校
留萌地方特殊教育研究連盟
北海道天売高校水産クラブ
中前賢保（留萌市立東光小学校長）
松村益司（小平町立小平中学校長）
苫前町立苫前小学校
羽幌町立焼尻小学校
留萌地方美術教育研究会
櫻庭正（留萌市立留萌小学校長）
苫前町立古丹別小学校
羽幌町立幌北小学校
北海道増毛高等学校
留萌・宗谷言語障害児教育研究協議会
塚田亮二（元 留萌市立東光小学校長）

社 会 教 育
留萌市立沖見小学校父母と先生の会

遠別町体育協会

清藤正夫（羽幌町青少年育成連絡協議会長）

平越中獅子舞保存会（羽幌町）
劇団「鳥」
（留萌市）

羽幌町加賀獅子保存会

山本房江（小平町社会教育委員）

羽幌越中赤坂奴舞保存会

読書会たんぽぽ（幌延町）

留萌管内青年団体協議会
笠原英生（留萌市）

年 度
平成１２

平成１３

平成１４

平成１５

平成１６

平成１７

平成１８

平成１９

平成２０

平成２１

平成２２

学 校 教 育
小平町立本郷小学校
天塩町立天塩小学校
天塩町立天塩中学校
北海道天塩高等学校
冨田𣳾雄（留萌市立留萌中学校長）
増毛町立舎熊小学校
増毛町立雄冬小中学校
留萌市立三泊小学校
北海道羽幌高等学校
羽幌町両島教育研究協議会
留萌地方特別活動研究会
小平町立寧楽小学校
苫前町立力昼小学校
初山別村立有明小中学校
留萌市立藤山小学校
留萌へき地・複式教育研究連盟
白鳥信一（北海道留萌高等学校長）
増毛町立信砂小学校
天塩町立北産士小学校
留萌市立礼受小学校
北海道遠別農業高等学校
留萌管内公立幼稚園教育研究会
幌延町立幌延小学校
苫前町立苫前中学校
遠別町立遠別中学校
北海道小平高等養護学校
梅原賢伸（初山別村立初山別中学校教諭）
羽幌町立天売小中学校
天塩町立啓徳小中学校
羽幌町立羽幌中学校
北海道苫前商業高等学校
留萌管内学校体育研究会
増毛町立増毛中学校
小平町立鬼鹿中学校
北海道留萌千望高等学校
留萌地方社会科教育研究会
富田悦子（遠別町立遠別幼稚園主査教諭）
小平町立小平小学校
苫前町立苫前小学校
天塩町立天塩小学校
初山別村立初山別中学校
遠別町幼保・小連携教育連絡会議
渡辺明雄（北海道留萌高等学校長）
天塩町立更岸小学校
遠別町立遠別中学校
幌延町いじめ対策連携プロジェクト推進会議
北海道増毛高等学校
増毛町立増毛中学校
天塩町学力・学習状況調査研究所
樫木幸夫（北海道留萌高等学校長）
留萌市立三泊小学校
遠別町立遠別小学校
北海道遠別農業高等学校
吉岡範雄（留萌市立留萌中学校長）

社 会 教 育
苫前町学社融合推進プロジェクト
水野弘（増毛町）

萌友野球スポーツ少年団（留萌市）
尾田玄一（留萌軟式野球連盟会長）

高田公也（羽幌軟式野球連盟会長）
伊端利昌（留萌剣道連盟副会長）

浅田和夫（小平町軟式野球連盟会長）
早川昇（留萌管内体育指導委員連絡協議会長）

奥山岩夫（小平下の句カルタ保存会）

羽幌町寺子屋塾
西川加代子（苫前町）

花井秀昭（苫前町社会教育委員）

松岡満雄（苫前町文化協会副会長）

手づくり布の絵本「ひよこの会」（留萌市）

おはなしの会「もこもこ」
（留萌市）
吉本 京子（小平町）
留萌地区吹奏楽連盟

年 度
平成２３
平成２４
平成２５
平成２６
平成２７
平成２８
平成２９
平成３０
令和元

学

校 教 育
－
－
－
初山別村立初山別小学校
北海道留萌千望高等学校
北海道天売高等学校
－
天塩町立啓徳小学校
北海道小平校等養護学校
苫前町授業改善推進チーム
北海道遠別農業高等学校
遠別町立遠別小学校
北海道留萌高等学校

社 会 教 育
特定非営利活動法人留萌体育協会
－
－
－
天塩町立天塩小学校ＰＴＡ
苫前町小中高等学校父母と先生の会連合会
炭谷 憲治（留萌市）
あざらしおはなし会（羽幌町）
南山 岩男（増毛町）

