
都道府県等 氏　名 フリガナ 都道府県等 氏　名 フリガナ

青森県 村田　次雄 ムラタ　ツギオ 中央 齋藤　清男 サイトウ　セイオ

岩手県 菊池　完 キクチ　カン 中央 鷹島　和男 タカシマ　カズオ

岩手県 松田　昇 マツダ　ノボル 中央 渡邊　光司 ワタナベ　コウジ

宮城県 村上　和男 ムラカミ　カズオ 中央 橋口　浩典 ハシグチ　ヒロノリ

埼玉県 細田　英夫 ホソダ　ヒデオ 中央 中村　眞 ナカムラ　マコト

埼玉県 田邉　好昭 タナベ　ヨシアキ 中央 秦　徹好 ハダ　テツヨシ

千葉県 小谷　義和 コタニ　ヨシカズ ※「中央」については、関係団体からの推薦である。

東京都 本田　誠一 ホンダ　セイイチ

東京都 山口　信夫 ヤマグチ　ノブオ

神奈川県 島崎　恒美 シマザキ　ツネミ

富山県 小谷　和美 コダニ　カズミ

石川県 新田　政俊 ニッタ　マサトシ

石川県 大塚　富子 オオツカ　トミコ

山梨県 楠間　隆保 クスマ　タカヤス

長野県 前島　信一 マエシマ　シンイチ

長野県 丸山　喜男 マルヤマ　ヨシオ

岐阜県 上野　義行 ウエノ　ヨシユキ

岐阜県 山本　辰男 ヤマモト　タツオ

三重県 田中　強 タナカ　ツヨシ

兵庫県 松田　幸弘 マツダ　ユキヒロ

兵庫県 谷添　正治 タニゾエ　ショウジ

広島県 中田　義明 ナカタ　ヨシアキ

山口県 福田　和正 フクダ　カズマサ

香川県 大森　一雄 オオモリ　カズオ

香川県 山脇　光明 ヤマワキ　ミツアキ

福岡県 塩塚　哲夫 シオツカ　テツオ

佐賀県 高栁　寛人 タカヤナギ　ヒロト

長崎県 村田　洋治 ムラタ　ヨウジ

宮崎県 坂元　忠雄 サカモト　タダオ

鹿児島県 黒木　孝行 クロキ　タカユキ

沖縄県 大城　堅一郎 オオシロ　ケンイチロウ

沖縄県 石原　昌明 イシハラ　マサアキ

（１）調理師制度功労者（38名）

平成2７年度調理師関係功労者厚生労働大臣表彰　受彰者名簿
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千葉県 末永　美穂子 スエナガ　ミホコ

京都府 古谷　治史 フルタニ　ハルシ

兵庫県 小関　朋子 コセキ　トモコ

沖縄県 川満　匡 カワミツ　タダシ

中央 鈴木　之一 スズキ　コレカズ

中央 柏木　直樹 カシワギ　ナオキ

中央 新野　良博 ニイノ　ヨシヒロ

※「中央」については、関係団体からの推薦である。

（２）調理師養成功労者（７名）
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北海道 天野　洋子 アマノ　ヨウコ 京都府 北岡　義信 キタオカ　ヨシノブ

北海道 折茂　敏雄 オリモ　トシオ 京都府 目片　智子 メカタ　トモコ

岩手県 米和　直文 ヨネワ　ナオフミ 大阪府 橋本　晴広 ハシモト　ハルヒロ

岩手県 宍戸　幸吉 シシド　コウキチ 大阪府 大浦　和之 オオウラ　カズユキ

宮城県 鈴木　正 スズキ　タダシ 奈良県 別府　和義 ベップ　カズヨシ

山形県 土岐　正富 トキ　マサトミ 奈良県 杉本　四十三 スギモト　シトミ

茨城県 西秋　英雄 ニシアキ　ヒデオ 和歌山県 小倉　正男 オグラ　マサオ

栃木県 植木　幹雄 ウエキ　ミキオ 和歌山県 畑木　正三 ハタギ　ショウゾウ

埼玉県 伊藤　丈夫 イトウ　タケオ 鳥取県 高橋　真美 タカハシ　マサミ

埼玉県 廣原　三樹男 ヒロハラ　ミキオ 島根県 佐藤　治秀 サトウ　ハルヒデ

千葉県 髙嶋　明 タカシマ　アキラ 広島県 竹下　隆男 タケシタ　タカオ

東京都 市川　博史 イチカワ　ヒロシ 山口県 原田　勲 ハラダ　イサオ

東京都 青山　嘉剛 アオヤマ　ヨシマサ 徳島県 松下　久美子 マツシタ　クミコ

東京都 宮田　勇 ミヤタ　イサミ 香川県 森本　幸得 モリモト　ヨシノリ

東京都 有本　大作 アリモト　ダイサク 高知県 海庵　貴 カイアン　タカシ

神奈川県 大梅　広美 オオバイ　ヒロミ 高知県 小笠原　勝正 オガサワラ　カツマサ

神奈川県 河本　明美 カワモト　アケミ 福岡県 島家　芳計 シマイエ　ヨシカズ

新潟県 肥田野　尚之 ヒダノ　ナオユキ 佐賀県 中島　敏幸 ナカシマ　トシユキ

富山県 松見　茂 マツミ　シゲル 熊本県 早川　文明 ハヤカワ　フミアキ

石川県 上野　末子 カミノ　マツコ 熊本県 川上　純二 カワカミ　ジュンジ

福井県 大熊　英幹 オオクマ　ヒデキ 大分県 平岡　勉 ヒラオカ　ツトム

山梨県 望月　國雄 モチヅキ　クニオ 鹿児島県 内嶋　義治 ウチジマ　ヨシハル

長野県 萩原　等 ハギワラ　ヒトシ 沖縄県 喜屋武　直彦 キャン　ナオヒコ

長野県 上村　幸義 カミムラ　ユキノリ 中央 鍬　優 クワ　マサル

岐阜県 山田　彰 ヤマダ　アキラ 中央 佐藤　政春 サトウ　マサハル

岐阜県 馬渕　昌明 マブチ　マサアキ 中央 吉田　茂男 ヨシダ　シゲオ

静岡県 小林　乙三 コバヤシ　オトゾウ 中央 神應寺　敏 カミオウジ　サトシ

静岡県 佐藤　雅俊 サトウ　マサトシ 中央 福田　三智男 フクダ　ミチオ

愛知県 宮田　雅之 ミヤタ　マサユキ 中央 髙橋　明 タカハシ　アキラ

愛知県 石川　松次 イシカワ　マツジ 中央 角垣　賢 ツノガキ　マサル

三重県 中野　博樹 ナカノ　ヒロキ 中央 曽根田　和生 ソネダ　カズオ

滋賀県 井上　善一 イノウエ　ゼンイチ 中央 河島　季彦 カワシマ　スエヒコ

滋賀県 北村　ミユキ キタムラ　ミユキ 中央 千吉良　靖男 チギラ　ヤスオ

（３）調理業務功労者（78名）
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中央 増田　博 マスダ　ヒロシ

中央 落合　丈次 オチアイ　タケツグ

中央 緒方　龍二 オガタ　リュウジ

中央 大形　良平 オオガタ　リョウヘイ

中央 西　保 ニシ　タモツ

中央 柳　栄二 ヤナギ　エイジ

中央 黄　村宝 コウ　ソンポウ

中央 疋田　昭彦 ヒキタ　アキヒコ

中央 濵田　浩史 ハマダ　ヒロシ

中央 大河原　実 オオカワラ　ミノル

中央 加藤　耕司 カトウ　コウジ

中央 渡邊　孝行 ワタナベ　タカユキ

※「中央」については、関係団体からの推薦である。


