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報道関係者 各位 

 

 

 

平成２７年度栄養関係功労者（食生活改善事業功労者・地区組織） 

に対する厚生労働大臣表彰について 

 

 

厚生労働省ではこのたび、平成２７年度栄養関係功労者厚生労働大臣表彰の受賞者

として、別紙の通り食生活改善事業功労者４４名及び地区組織３２団体を決定しまし

たので公表します。 

 これは栄養改善及び食生活改善事業の普及向上等に功労のあった者及び優良な地

区組織等を表彰するものです。 

 

【受賞者数】 

食生活改善事業功労者  ４４名 

地区組織    ３２団体 

 

 なお、表彰式については以下のとおり、「平成２７年度全国食生活改善大会」にて

行います。 

 

日時 平成 27年９月 10日（木）13時開始予定 

 

場所 幕張メッセ国際会議場（千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1） 

平成２７年 ９月 ３日 

【照会先】 

健康局がん対策・健康増進課地域保健室 

室長補佐    小  貫（内線 2332） 

企画調査・指導係 鈴 木（内線 2335）  

(代表電話) 03(5253)1111 

 

 



平成27年度栄養関係功労者大臣表彰 受賞者名簿

■食生活改善事業功労者（４４名）

都道府県 氏名 ふりがな 都道府県 氏名 ふりがな

北海道  今井　須美子　  イマイ　スミコ　 長崎県 才津　トクヱ サイツ　トクエ

青森県 小林　博子 コバヤシ　ヒロコ 熊本県 津留　五月 ツル　サツキ

青森県 齊藤　千秋 サイトウ　　チアキ 宮崎県 田代　昌子 タシロ　マサコ

岩手県 鎌田　喜美江 カマタ　キミエ 沖縄県 當山　美枝子 トウヤマ　ミエコ

岩手県 柿木　洋子 カキノキ　ヨウコ

宮城県 佐々木　寿美子 ササキ　スミコ

秋田県 髙岡　桃子 タカオカ　モモコ

茨城県 近藤　希世子 コンドウ　キヨコ

群馬県 塩野　みどり シオノ　ミドリ

埼玉県 森田　万里子 モリタ　マリコ

埼玉県 神保　文子 ジンボ　フミコ

千葉県 櫻井　末子 サクライ　スエコ

千葉県 田島　典子 タジマ　ノリコ

神奈川県 鈴木　ひろみ スズキ　ヒロミ

新潟県 鶴巻　巴 ツルマキ　トモエ

新潟県 桑原　道子 クワハラ　ミチコ

富山県 栁原　久見子 ヤナギハラ　クミコ

石川県 中橋　悠子 ナカハシ　ユウコ

石川県 形屋　正子 カタヤ　マサコ

福井県 豊田　法子 トヨダ　ノリコ

山梨県 天野　智子 アマノ　サトコ

長野県 小松　多惠子 コマツ　タエコ

長野県 臼田　けさ江 ウスダ　ケサエ

三重県 中村　惠 ナカムラ　メグミ

京都府 正木　和子 マサキ　カズコ

大阪府 伊東　ミツ子 イトウ　ミツコ

大阪府 上原　スミ子 ウエハラ　スミコ

奈良県 奥田　京子 オクダ　キョウコ

和歌山県 潰﨑　久美 ツユザキ　　ヒサミ

岡山県 香西　瀑子 コウザイ　タキコ

山口県 曽我　淑子 ソガ　ヨシコ

山口県 阿部　政子 アベ　マサコ

徳島県 春藤　溶子 シュントウ　ヨウコ

香川県 森　千代子 モリ　チヨコ

愛媛県 大西　多美子 オオニシ　タミコ

愛媛県 藤渕　定代 フジブチ　サダヨ

高知県 山中　兎世 ヤマナカ　トヨ

高知県 岩﨑　安子 イワサキ　ヤスコ

福岡県 富岡　カズ子 トミオカ　カズコ

長崎県 増山　暁子 マスヤマ　アキコ



平成27年度栄養関係功労者大臣表彰 受賞者名簿

■地区組織（３２団体）
都道府県 地区組織名

北海道 登別市食生活改善推進員協議会
ノボリベツシショクセイカツカイゼンスイシンインキョウギカイ

北海道 蘭越町
ランコシチョウショクセイカツカイゼンキョウギカイ

食生活改善協議会

青森県 東通村食生活改善推進員会
ヒガシドオリムラショクセイカツカイゼンスイシンインカイ

茨城県 城里町食生活改善推進員協議会
シロサトマチショクセイカツカイゼンスイシンインキョウギカイ

群馬県 高山村
タカヤマムラショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

食生活改善推進協議会

千葉県 白子町食生活改善協議会
シラコマチショクセイカツカイゼンキョウギカイ

神奈川県 川崎市
カワサキシカワサキクショクセイカツカイゼンスイシンインレンラクキョウギカイ

川崎区食生活改善推進員連絡協議会

石川県 七尾市食生活改善推進協議会
ナナオシショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

石川県 能登町食生活改善推進協議会
ノトチョウショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

山梨県 甲斐市食生活改善推進員会
カイシショクセイカツカイゼンスイシンインカイ

長野県 飯山市食生活改善推進協議会
イイヤマシショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

長野県 飯田市食生活改善推進協議会
イイダシショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

岐阜県 坂祝町食生活改善推進協議会
サカホギチョウショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

岐阜県 関ケ原町食生活改善推進協議会
セキガハラチョウショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

愛知県 春日井市食生活改善協議会
カスガイシショクセイカツカイゼンキョウギカイ

京都府 宇治市食生活改善推進員協議会
ウジシショクセイカツカイゼンスイシンインキョウギカイ

大阪府 堺市
サカイシケンコウヅクリショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイミハラシブ

健康づくり食生活改善推進協議会美原支部

兵庫県 朝来市いずみ会和田山支部
ア サ ゴ シ イ ズ ミ カ イ ワ ダ ヤ マ シ ブ

兵庫県 川西いずみ会
カ ワ ニ シ イ ズ ミ カ イ

奈良県 上牧町食生活改善推進員協議会
カンマキチョウショクセイカツカイゼンスイシンインキョウギカイ

鳥取県 南部町食生活改善推進協議会
ナンブチョウショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

岡山県 美作市栄養委員会美作支部
ミマサカシエイヨウイインカイミマサカシブ

広島県 海田町食生活改善推進協議会
カイタチョウショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

山口県 長門市食生活改善推進協議会
ナガトシショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイヘキチク

日置地区

山口県 岩国市
イワクニシショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイイワクニシブ

食生活改善推進協議会岩国支部

徳島県 上板町食生活改善推進協議会
カミイタチョウショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

香川県 宇多津町食生活改善推進協議会
ウタヅチョウショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

愛媛県 伊予市
イヨシショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイグンチュウＡシブ

食生活改善推進協議会郡中Ａ支部

愛媛県 新居浜市
ニイハマシショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイイズミガワシブ

食生活改善推進協議会泉川支部

高知県 土佐清水市
トサシミズシショクセイカツカイゼンスイシンインカイ

食生活改善推進員会

高知県 香美市食生活改善推進協議会物部支部
カミシショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイモノベシブ

佐賀県 みやき町食生活改善推進協議会
ミヤキチョウショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ


