
 

 

 
 

６月１９日、京都府は開庁１５４周年 
～京都府開庁記念日記念式典の開催及び京都府特別功労表彰等の贈呈について～ 

 
■京都府では６月 17日（金）に開庁記念日記念式典を開催し、同式典において京

都府特別功労表彰等の贈呈を行います。 

■特別功労表彰の松本
まつもと

 紘
ひろし

 氏（公益財団法人国際高等研究所所長）をはじめ、

312人・89団体（職員表彰を含む）を表彰するほか、留学生８人を京都府名誉

友好大使に任命します。 

 

 京都府は、１８６８年（慶応４年）６月１９日に開設されてから本年で１５４年を

迎えます。 

 この日を記念して、長年にわたり府の発展に貢献された方へ、特別功労表彰の贈呈

等を行う開庁記念日記念式典を開催しますので、当日のご取材についてよろしくお願

いします。 

 

１ 式典の概要 

 （１）日 時  令和４年６月１７日（金） 

         Ⅰ部 午前 11時 00分～11時 40分 

         Ⅱ部 午後 2時 00分～2時 40分 

 

 （２）会 場  京都府立府民ホール（京都市上京区烏丸通一条下る） 

 

 （３）出席者  被表彰者、名誉友好大使、来賓、京都府関係者 

         約５５０人 （Ⅰ部約２００人、Ⅱ部約３５０人） 

２ 受賞者等の概要 

                           （）内：表彰・任命人数 

Ⅰ部 
優良職員表彰(15)、東日本大震災復旧・復興支援派遣職員特別表彰(1)、

永年勤続職員表彰(122)、永年勤続職員感謝状(134) 、特別感謝状（2） 

Ⅱ部 

特別功労表彰（1）、特別感謝状（2）、市町村・地域自治功労者表彰（29）、

篤志者表彰（91）、「京都夢実現プラン」推進特別賞（4）、京都府名

誉友好大使任命（8） 

 

３ 特別功労表彰  

    長年にわたり京都府の発展に多大な貢献をし、府民福祉の向上に寄与された方の 

功績をたたえ特別に表彰するもの 

  まつもと ひろし 

○松本 紘 氏（公益財団法人国際高等研究所所長、第 25代京都大学総長、 

前国立研究開発法人理化学研究所理事長） 

主な受賞歴：名誉大英勲章 OBE、レジオン・ドヌール勲章シュヴァリエ、 

瑞宝大綬章 

 

報道発 表資料 

府政記者室、各広域振興局 同時資料配付 令和４年６月９日  

 

表彰式のお知らせ 知事出席行事 
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４ 特別感謝状 

    長年にわたり京都府の発展に多大な貢献をし、府民福祉の向上に寄与された方の 

功績をたたえ感謝の意を表するもの 

  いぐち   かずき 

 ○井口 和起 氏（前公立大学法人福知山公立大学理事長兼学長、元京都府立大学

学長、元京都府特別参与） 

主な受賞歴： 福知山市特別表彰（功労表彰） 

 

  なかがわ ひろじ 

 ○中川 博次 氏（京都大学名誉教授、前鴨川フォローアップ委員会委員長） 

    主な受賞歴：瑞宝中綬章、文部科学大臣国際交流功績者表彰 

 

 

 

５ その他の表彰 

 ○市町村・地域自治功労者表彰（個人１５名、団体１４） 

    市町村自治の振興と発展、地域の課題に対応した住みやすい地域づくりの推進に 

貢献された方々及び団体に対し、その功績をたたえ表彰するもの 

 

  ○篤志者表彰（個人３３名、団体５８） 

    私財を寄附され、府政の進展に貢献された方々及び団体に対し、その篤志をたた 

え表彰するもの 

 

  ○「京都夢実現プラン」推進特別賞（個人１、団体３） 

  府政運営の指針である「京都夢実現プラン」のスタートを記念して令和２年度に 

創設。 

  「京都夢実現プラン」の実現に向け、「人とコミュニティを大切にする共生の京 

都府」「文化の力で新たな価値を創造する京都府」「豊かな産業を守り創造する京

都府」「環境にやさしく安心・安全な京都府」の各分野で、先駆的な活動等を行っ

ている個人・団体に対し、一層の活躍を期待して表彰するもの 

 

 

６ 京都府名誉友好大使 

 ○令和４年度に任命する「京都府名誉友好大使」（８名） 

  京都で勉学に励んでおられる留学生の方々に、府民との交流や国際化事業への協 

力を通じ、京都府についての理解と友情を深めていただくとともに、｢親京都派｣と

して京都府と世界各地域との友好の「かけ橋」となってくださることを願い「京都

府名誉友好大使」として任命するもの 

 

＜在籍大学の内訳＞ 

   京都大学６名、京都府立大学１名、同志社大学１名 
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７ 職員表彰等（Ⅰ部）の概要 

   Ⅰ部では、職員の表彰等を行います。 

 

○優良職員表彰 

 府民の視点に立って職務に精励し、府民満足の向上に特に寄与した職員や創意工  

夫により事務事業の改善・改革に尽力し、府政の推進に大いに貢献した職員等を表  

彰するもの 

   ・知事部局    医療的ケア児等への支援に関する先駆的な取組を実施した

職員ほか２件（３グループ） 

      ・教育委員会     １２件（個人３名、９グループ） 

 

   

○東日本大震災復旧・復興支援派遣職員特別表彰   

・福島県派遣     １名 

 

 

○永年勤続職員表彰・感謝状   

多年にわたって京都府政の推進に尽くした職員を表彰するとともに、行政委員等の

職員に感謝の意を表するもの 

  ＜表彰＞ 

  ・知事部局      ９８名  

  ・監査委員事務局    １名 

・警察本部        １名 

・公立大学法人    ２２名 

 ＜感謝状＞ 

 ・教育委員会     ２４名  

 ・警察本部     １１０名  

 

 

○特別感謝状   

 ・特別感謝状  ２団体 （京都府警察地域安全総合対策本部職員一同） 

                         （京都府警察交通死亡事故抑止戦略本部職員一同） 

 

【本報道発表に関するお問合せ】 

 総務部 総務調整課 課長 山本 電話 075-414-4025 
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            主な表彰制度の受彰者事績等（敬称略）    参 考   

 

 

 

○特別功労表彰 

 

 長年にわたり京都府の発展に多大な貢献をし、府民福祉の向上に寄与された方の功績

をたたえ特別に表彰するものです。 

 

氏名・団体名 事         績 

   まつもと  ひろし  

松本 紘 

（公益財団法人国際高等研究所所

長、第 25 代京都大学総長、前国立

研究開発法人理化学研究所理事長） 

多年にわたり、我が国の科学技術の発展に力を尽くされ

るとともに、学術・文化の振興など様々な分野で、京都

府の発展に多大な貢献をし、府民福祉の増進に大きく寄

与された 

 

 

 

 

○特別感謝状 

 

  長年にわたり京都府の発展に多大な貢献をし、府民福祉の向上に寄与された方の功績

をたたえ感謝の意を表するものです。 

 

氏名・団体名 事         績 

いぐち  かずき 

井口 和起 

（前公立大学法人福知山公立大学

理事長兼学長、元京都府立大学学

長、元京都府特別参与） 

京都府立大学学長や京都府特別参与を務められるなど、

多年にわたり、教育・学術の発展に大きく力を尽くされ

るとともに、京都の地域・文化の振興などを通じて、京

都府の発展と府民福祉の向上に大きく寄与された 

なかがわ  ひろじ 

中川 博次 

（京都大学名誉教授、前鴨川フォロ

ーアップ委員会委員長） 

多年にわたり、河川の防災・減災分野の発展に先導的な

役割を果たされるとともに、学術の振興や後進の育成な

どを通じて、京都府の発展と府民福祉の向上に大きく寄

与された 
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○市町村・地域自治功労者（団体・個人の部）※団体１４、個人１名 

 市町村自治の振興と発展、地域の課題に対応した住みやすい地域づくりの推進に貢献

された方々及び団体に対し、その功績をたたえ表彰するものです。  

 （注）市町村・地域自治功労者表彰においては、この他、市町村長、市町村議会議員、

行政委員会委員等個人１４名を表彰予定です。 

 

 

市 町 村 名 氏 名 ・ 団 体名 事          績 

福知山市 
福知山市市民憲章 

推進協議会 

福知山駅北口公園の花時計や花時計周辺のイル

ミネーション点灯、福知山市市民憲章推進大会の

実施など、市民の交流と市民憲章の普及・啓発・

推進に貢献 

舞鶴市 
特定非営利活動法人 

舞鶴・引揚語りの会 

引き揚げの史実や平和の尊さを国内外に発信す

るほか、語り部養成講座を通じて新たな担い手の

育成や次世代による次世代への継承、歴史資源を

活用したまちづくりに貢献 

綾部市 綾部市東部開発協議会 

自主防災の組織化、主要道路への防犯カメラ設

置、公的交通手段の確保、空き家・定住対策の促

進、観光客の誘致など、綾部市東部地区の課題解

決や住みやすい地域づくりに貢献 

宇治市 宇治市茶道連盟 

宇治市営茶室「対鳳庵」での茶席を中心に、市

民をはじめ多くの観光客に茶道でのおもてなし

を行うなど、宇治茶のもてなし、茶道の普及、

宇治茶の発展を通して地域の活性化に貢献 

宮津市 宮津市地域女性の会 

国際交流事業、文化・芸術推進事業、子育て支

援事業、高齢者支援事業の他、地域の将来を見

据えた「宮津環境フェスティバル」を開催する

など長年にわたり地域づくりに貢献 

亀岡市 亀岡華道協会 

流派の異なる華道家で構成され、日本の伝統文

化である華道をより多くの人に伝えるため、年

１回のいけばな展の開催や亀岡駅構内への生け

花展示を行うなど地域の活性化に貢献 

城陽市 
傾聴ボランティア 

コスモス 

高齢者宅、福祉施設等を訪問し、話し相手に寄

り添い話を聴くことを通じて良好な人間関係を

築き、誰もが安心して暮らせる地域づくりに貢

献 
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向日市 坂本 忠佳 

地域の防犯パトロール活動や府民防犯の日街頭

啓発活動、安心・安全まちづくり運動など、向

日市の防犯活動において中心的な推進役として

貢献 

長岡京市 
公益財団法人 

長岡京水資源対策基金 

長岡京市の地下水の実態調査や緑の環境保全な

ど地下水保全のための取り組みの他、市内小学

校における手堀り井戸の整備支援を通じた地下

水を軸とする地域コミュニティの造成に貢献 

八幡市 
にほんご教室 

世界はテマン 

地域ボランティアによる日本語教室として、外

国人住民の日本語習得や日常的な相談への対応

など、外国人住民との共生社会の実現や地域力

の向上に貢献 

八幡市 おひさまテラスの会 

八幡市男山地域において、「子育ての弧育てか

らの解放」を目的に、設立以来地域の子育て拠

点の運営や子育て情報の発信など地域交流の創

出に貢献 

南丹市 
南丹市美山山村留学 

運営委員会 

都会から親元を離れてきた子ども達を受け入れ

る山村留学事業を実施。複式学級回避や I ター

ンに繋がるなど地域や学校の活性化、都市部と

の交流の創出に貢献 

大山崎町 大山崎竹林ボランティア 

長きにわたり天王山の森林整備に取り組み、大

雨による倒木被害が発生した際には、応急的な

倒木処理を実施するなど、天王山の保全、安全

なハイキング環境の整備に貢献 

京丹波町 京丹波町国際交流協会 

交流姉妹都市「オーストラリア・ニューサウス

ウェールズ州ホークスベリー市」との交換留学

等の交流事業を通じ、地域における国際社会へ

の理解醸成や支援拡充に貢献 

与謝野町 よさの三四の森の会 

放置された森林での間伐等の整備作業や町内で

の間伐材の薪利用など、森林資源の循環利用に

取り組むとともに、子どもたちへの森林保全の

必要性の理解促進に貢献 
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○篤志者表彰（団体） 

 私財を寄附され、府政の進展に貢献された方に対し、その篤志をたたえ表彰するもの

です。 

 

（注）篤志者表彰においては、この他、個人３３名を表彰予定です。 

 

団       体 

株式会社アイキャスト 株式会社アカツキ 

ＡＳＳＥＴＢＡＮＫ株式会社 アルファテックス株式会社 

株式会社Ｅ・テック イオン株式会社 

イオンリテール株式会社 インヴェンティット株式会社 

エコリンクス株式会社 株式会社ＳＧＣ 

学校法人大手前学園 大手前大学 

大手前短期大学 
岡本無線電機株式会社 

小川珈琲株式会社 株式会社ＧＡＯＲＡ 

株式会社カスタネット 一般社団法人関西ゴルフ連盟 

京都生活協同組合 京都中央信用金庫 

京都南ロータリークラブ 公益財団法人京遊連社会福祉基金 

近畿読売会 クスカ株式会社 

株式会社幻冬舎 国際ソロプチミスト京都 

コスメディ製薬株式会社 株式会社サードウェーブ 

株式会社ジールコスメティックス 信金中央金庫 

株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス 株式会社たいよう共済 

株式会社太洋堂 高橋練染株式会社 

一般財団法人タキイ財団 株式会社瀧ホールディングス 

株式会社ディシプリン 一般社団法人天眞修養團 
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株式会社トリデンテ ニチエ株式会社 

公益財団法人日新電機グループ社会貢献

基金 
株式会社日本総合開発 

株式会社俄 野村アセットマネジメント株式会社 

八光エルアール株式会社 株式会社美十 

富光商事株式会社 二九精密機械工業株式会社 

株式会社マイナビ 株式会社増田医科器械 

株式会社マナベインテリアハーツ 三菱地所株式会社 

宮津交通安全協会 株式会社村田製作所 

明治安田生命保険相互会社  ヤチマタキャンペーン実行委員会 

株式会社ユー・エム・アイ 株式会社ユニクロ 

※非公表希望の団体あり 
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○「京都夢実現プラン」推進特別賞 

  府政運営の指針である「京都夢実現プラン」の実現に向け、「人とコミュニティを大

切にする共生の京都府」「文化の力で新たな価値を創造する京都府」「豊かな産業を守

り創造する京都府」「環境にやさしく安心・安全な京都府」の各分野で、先駆的な活動

等を行っている個人・団体に対し、一層の活躍を期待して表彰するものです。  

 

市町村名 氏名・団体名 事      績 

南丹市 
特定非営利活動法人 

テダス 

府内の地域活動団体がより活発に活動できる

社会を目指し、団体運営の支援や行政、企業、

大学等とのパートナーシップの形成の促進を

とおして、市民社会の発展と協働の推進に貢献

するなど、人とコミュニティを大切にする共生

の京都府の実現に貢献 

 

京都府全域 

 

 

山本 壯太 

 

源氏物語千年紀や「古典の日」の普及活動をは

じめとした多くの文化事業を手掛け、文化に対

する関心と理解を深めるとともに、京都府の様

々な文化施策に助言を行うなど、文化の力で新

たな価値を創造する京都府の実現に貢献 

京都市伏見区 

 

京都府酒造組合連合会 

 

京都府独自の酒米品種を原料とした日本酒の

生産・需要拡大を目指し、酒米産地の育成や京

の酒の海外輸出などをとおして、地域農業の活

性化や農業者の所得向上に貢献するなど、豊か

な産業を守り創造する京都府の実現に貢献 

京都市中京区 NISSHA 株式会社 

社会全体におけるプラスチック容器ごみの削

減を目指し、リユース容器の利用促進につなが

る新たな環境ビジネスモデルの創出をとおし

て、循環型社会の推進や脱炭素社会の形成に寄

与するなど、環境にやさしく安心・安全な京都

府の実現に貢献 
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○令和４年度任命 京都府名誉友好大使 

 

氏 名 （読み） 出 身 在籍している大学 

袁 月 エン ツキ 重慶市（中国） 京都大学 

ＳＨＡＰＩＲＡ 

ＮＩＣＯＬＬＥ 

ＳＨＩＲ 

シャピラ ニコル 

シール 

ヘルメッシュ 

（イスラエル） 

 

京都大学 

 

戴 嘉 タイ チャ 台南市（台湾） 京都大学 

陳 秋帆 チン アキホ 上海市（中国） 京都大学 

馬 韵婷 マ インテイ 遼寧省（中国） 京都大学 

尹 粹娟 ユン スヨン 慶山市（韓国） 京都大学 

李 沫 リ マツ 河北省（中国） 京都府立大学 

張 玥 チョウ ゲツ 河南省（中国） 同志社大学 

 


