
都道府県等 氏　名 フリガナ 都道府県等 氏　名 フリガナ

北海道 菅原　壽志 スガワラ　ヒサシ 香川県 松原　勉 マツバラ　ツトム

青森県 中村　貢 ナカムラ　ミツグ 鹿児島県 濵田　伸一 ハマダ　シンイチ

岩手県 狩野　美紀雄 カノウ　ミキオ 沖縄県 島袋　賀政 シマブクロ　ヨシマサ

岩手県 川村　保 カワムラ　タモツ 中央 遠藤　君子 エンドウ　キミコ

宮城県 佐藤　純 サトウ　アツシ 中央 見物　 賢 ケンモツ　マサル

栃木県 髙橋　友久 タカハシ　トモヒサ 中央 與座　敏光 ヨザ　トシミツ

群馬県 正田　雅美 ショウダ　マサミ 中央 千葉　光治 チバ　ミツハル

埼玉県 浅見　栄一 アサミ　エイイチ 中央 牧　定広 マキ　サダヒロ

埼玉県 村山　健次 ムラヤマ　ケンジ 中央 鈴木　栄 スズキ　サカエ

千葉県 前川　次男 マエカワ　ツギオ ※中央については、関係団体からの推薦である。

千葉県 小久保　照夫 コクボ　テルオ

東京都 石谷　仁 イシガヤ　ヒトシ

東京都 渡邉　誠一 ワタナベ　セイイチ

神奈川県 神田　富男 カンダ　トミオ

神奈川県 新妻　敬志 ニイツマ　タカシ

新潟県 勝島　勝美 カツシマ　カツミ

富山県 松田　勝 マツダ　マサル

石川県 安部　清 アベ　キヨシ

石川県 松本　光一 マツモト　コウイチ

山梨県 廣島　正浩 ヒロシマ　マサヒロ

長野県 中牧　美郎 ナカマキ　ヨシロウ

長野県 八木　茂喜 ヤギ　シゲキ

岐阜県 上仲　豊和 カミナカ　トヨカズ

三重県 増井　久男 マスイ　ヒサオ

滋賀県 小野寺　和徳 オノデラ　カズノリ

大阪府 分林　眞人 ブンリン　マコト

兵庫県 森脇　富成 モリワキ　トミナリ

奈良県 村上　紀惠 ムラカミ　ノリエ

広島県 山田　博幸 ヤマダ　ヒロユキ

山口県 沼　聖剛 ヌマ　セイゴウ

平成28年度調理師関係功労者厚生労働大臣表彰　受彰者名簿

（１）調理師制度功労者（39名）



都道府県等 氏　名 フリガナ

福井県 和田　憲道 ワダ　ノリミチ

徳島県 下泉　恭子 シモイズミ　キョウコ

中央 矢野　悦子 ヤノ　エツコ

中央 鈴木　真紀子 スズキ　マキコ

中央 江藤　修一 エトウ　シュウイチ

中央 友利　伸次 トモリ　シンジ

※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（6名）



都道府県等 氏　名 フリガナ 都道府県等 氏　名 フリガナ

北海道 三田村　猛 ミタムラ　タケシ 三重県 岡　益夫 　オカ　マスオ

北海道 藤元　明光 フジモト　アキミツ 滋賀県 古谷　仁成 フルタニ　ヒトシゲ

青森県 大西　文雄 オオニシ　フミオ 京都府 松村　靖 マツムラ　ヤスシ

岩手県 岩渕　芳悦郎 イワブチ　ヨシエツロウ 大阪府 坂口　保則 サカグチ　ヤスノリ

岩手県 野中　賢二 ノナカ　ケンジ 大阪府 宮 　啓行 ミヤワキ　ヒロユキ

宮城県 渡邉　隆 ワタナベ　タカシ 兵庫県 西久保　節文 ニシクボ　サダフミ

山形県 小松　玄 コマツ　ゲン 兵庫県 武田　利史 タケダ　トシチカ

茨城県 櫻井　貢 サクライ　ミツグ 奈良県 井ノ上　浩幸 イノウエ　ヒロユキ

埼玉県 五月女　勝美 ソウトメ　カツミ 和歌山県 一木　謙三 イチキ　ケンゾウ

埼玉県 石塚　章雄 イシヅカ　ユキオ 和歌山県 川西　正義 カワニシ　マサヨシ

千葉県 門倉　一郎 カドクラ　イチロウ 広島県 金國　亮介 カネクニ　リョウスケ

東京都 岡本　章 オカモト　アキラ 山口県 梶本　剛史 カジモト　タケシ

東京都 齋藤　章雄 サイトウ　アキオ 徳島県 大喜田　恵子 オオキタ　シゲコ

東京都 加瀬　秀雄 カセ　ヒデオ 香川県 田部井　康夫 タベイ ヤスオ

東京都 小林　昇 コバヤシ　ノボル 愛媛県 岡崎　淳一 オカザキ　ジュンイチ

神奈川県 髙橋　利春 タカハシ　トシハル 高知県 酒井　達哉 サカイ　タツヤ

神奈川県 飯村　裕治 イイムラ　ユウジ 高知県 山本　信男 ヤマモト　ノブオ

新潟県 森山　輝勇司 モリヤマ　キユシ 福岡県 草場　義則 クサバ　ヨシノリ

石川県 小山　英子 コヤマ　ヒデコ 福岡県 甲斐　元二 カイ　モトジ

石川県 下代　康久 シモシロ　ヤスヒサ 佐賀県 野口　架喜 ノグチ　カズノブ

福井県 小林　治 コバヤシ　オサム 熊本県 荒木　孝之 アラキ　タカユキ

山梨県 卜部　慶子 ウラベ　ヨシコ 熊本県 北原　隆 キタハラ　タカシ

長野県 滝沢　詳治 タキザワ　ショウジ 大分県 小代　和成 オジロ　カズナリ

長野県 大草　通則 オオクサ　ミチノリ 鹿児島県 山下　一敏 ヤマシタ　カズトシ

岐阜県 三島　勲 ミシマ　イサオ 中央 外山　勇雄 トヤマ　イサオ

岐阜県 川俣　昇司 カワマタ　ショウジ 中央 坂本　実継 サカモト　ミツグ

静岡県 大谷　勇 オオタニ　イサム 中央 保科　正己 ホシナ　マサミ

静岡県 松本　祐治 マツモト　ユウジ 中央 勇崎　元浩 ユウザキ　モトヒロ

愛知県 大林　 一博 オオバヤシ　カズヒロ 中央 菊地　重憲 キクチ　シゲノリ

愛知県 木下　貞三 キノシタ　サダミツ 中央 鈴木　新二 スズキ　シンジ

（３）調理業務功労者（77名）
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中央 横田　利春 ヨコタ　トシハル

中央 小川　昭次 オガワ　ショウジ

中央 古久保　明美 フルクボ　アケミ

中央 齋藤　芳雄 サイトウ　ヨシオ

中央 杉山　福夫 スギヤマ　フクオ

中央 伊藤　博志 イトウ　ヒロシ

中央 鈴木　義男 スズキ　ヨシオ

中央 冨田　勝 トミタ　マサル

中央 谷中　繁雄 ヤナカ　シゲオ

中央 内田　和夫 ウチダ　カズオ

中央 住永　勉 スミナガ　ツトム

中央 米川　修二 ヨネカワ　シュウジ

中央 山之口　文和 ヤマノクチ　フミカズ

中央 邊田　政文 ヘンタ　マサフミ

中央 大﨑　成人 オオサキ　ナリト

中央 谷口　広一 タニグチ　コウイチ

中央 大嶋　髙幸 オオシマ　タカユキ

※中央については、関係団体からの推薦である。


