
都道府県 氏　名 フリガナ 都道府県 氏　名 フリガナ

北海道 佃　克俊 ツクダ　カツトシ 中央 荒木　良広 アラキ　ヨシヒロ

北海道 勝木　剛 カツキ　ツヨシ 中央 十河　祐司 ソゴウ　ユウジ

青森県 尾崎　勇治 オザキ　ユウジ 中央 加藤　賢一 カトウ　ケンイチ

青森県 板垣　重敏 イタガキ　シゲトシ 　※中央については、関係団体からの推薦である。

岩手県 小野寺　卓郎 オノデラ　タクロウ

岩手県 雫石　剛 シズクイシ　ゴウ

宮城県 後藤　博甲 ゴトウ　ヒロキ

宮城県 平沢　昭男 ヒラサワ　アキオ

埼玉県 國領　和子 コクリョウ　カズコ

埼玉県 髙山　洋子 タカヤマ　ヨウコ

千葉県 田中　純一 タナカ　ジュンイチ

千葉県 油𣘺　光枝 ユハシ　ミツエ

東京都 中村　竜士 ナカムラ　リュウジ

神奈川県 齋藤　攻 サイトウ　オサム

富山県 峯山　勇人 ミネヤマ　ハヤト

石川県 山田　俊一 ヤマダ　シュンイチ

石川県 番場　清守 バンバ　キヨモリ

山梨県 古矢　幸明 フルヤ　ユキアキ

長野県 中塚　敏行 ナカツカ　トシユキ

岐阜県 大脇　房夫 オオワキ　フサオ

岐阜県 金子　晴貴 カネコ　ハルキ

三重県 渡邉　直光 ワタナベ　ナオミツ

滋賀県 福本　博充 フクモト　ヒロミチ

兵庫県 中村　博幸 ナカムラ　ヒロユキ

広島県 増田　実 マスダ　ミノル

香川県 北川　仁 キタガワ　ヒトシ

大分県 伊東　光一 イトウ　コウイチ

鹿児島県 長崎　雄二 ナガサキ　ユウジ

中央 石山　仙宙 イシヤマ　ノリヒロ

中央 塚口　昌樹 ツカグチ　マサキ

令和元年度調理師関係功労者厚生労働大臣表彰　被表彰者名簿

（１）調理師制度功労者（33名）



都道府県 氏　名 フリガナ

群馬県 村田　巳恵子 ムラタ　ミエコ

京都府   村　由二三 ニシムラ　ヨシフミ

佐賀県 植松　敦子 ウエマツ　アツコ

沖縄県 鈴木　昭 スズキ　アキラ

中央 宮前　彰徳 ミヤマエ　アキノリ

中央 海塚　卓 カイヅカ　タカシ

※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 氏　名 フリガナ 都道府県 氏　名 フリガナ

北海道 林　功 ハヤシ　イサオ 三重県 鈴木　陽二 スズキ　ヨウジ

北海道 西塚　豊 ニシヅカ　ユタカ 滋賀県 伊藤　繁治 イトウ　シゲジ

青森県 上澤　常雄 カミサワ　ツネオ 滋賀県 寺井　喜志雄 テライ　キシオ

岩手県 遠藤　ミエ子 エンドウ　ミエコ 京都府 滝本　将博 タキモト　マサヒロ

岩手県 山崎　三郎 ヤマザキ　サブロウ 京都府 髙木　洋 タカギ　ヒロシ

宮城県 古林　茂 フルバヤシ　シゲル 大阪府 𠮷田　岳人 ヨシダ　タケト

宮城県 海老名　邦彦 エビナ　クニヒコ 大阪府 石束　拓夫 イシヅカ　タクオ

山形県 土田　常雄 ツチダ　ツネオ 兵庫県 井村　守 イムラ　マモル

福島県 遠藤　薫 エンドウ　カオル 奈良県 石田　和秀 イシダ　カズヒデ

茨城県 杉山　正成 スギヤマ　マサナリ 和歌山県 谷内　喜一郎 タニウチ　キイチロウ

栃木県 井上　真樹 イノウエ　マサキ 和歌山県 田首　光好 タクビ　ミツヨシ

千葉県 齋藤　俊也 サイトウ　トシヤ 鳥取県 田中　哲也 タナカ　テツヤ

千葉県 坂口　晃 サカグチ　アキラ 山口県 寺田　公徳 テラダ　キミノリ

東京都 大善　猛 オオヨシ　タケシ 徳島県 佐々木　政文 ササキ　マサフミ

東京都 大杉　英行 オオスギ　ヒデユキ 香川県 一村　正和 イチムラ　マサカズ

東京都 平井　善道 ヒライ　ヨシミチ 香川県 倉本　正二 クラモト　セイジ

神奈川県 清水　三郎 シミズ　サブロウ 高知県 片岡　一郎 カタオカ　イチロウ

神奈川県 近藤　正彦 コンドウ　マサヒコ 高知県 斉藤　和三 サイトウ　カズミ

富山県 清水　広進 シミズ　コウシン 福岡県 山内　孝行 ヤマウチ　タカユキ

石川県 中里　知 ナカザト　サトル 福岡県 黒木　隆文 クロキ　タカフミ

石川県 宇小　藤雄 ウコ　フジオ 佐賀県 橋村　敬文 ハシムラ　タカフミ

山梨県 五味　美津子 ゴミ　ミツコ 熊本県 泉　哲郎 イズミ　テツロウ

長野県 伊東　晴美 イトウ　ハルミ 熊本県 嶋田　国弘 シマダ　クニヒロ

長野県 宮下　隆雄 ミヤシタ　タカオ 大分県 光永　悟 ミツナガ　サトル

岐阜県 松森　勇 マツモリ　イサム 鹿児島県 田中　隆幸 タナカ　タカユキ

岐阜県 玉腰　正人 タマコシ　マサト 沖縄県 前泊　雅昭 マエドマリ　マサアキ

静岡県 太田　豊彦 オオタ　トヨヒコ 中央 坂本　洋一 サカモト　ヨウイチ

静岡県 久保山　正美 クボヤマ　マサミ 中央 岩崎　康男 イワサキ　ヤスオ

愛知県 清原　良幸 キヨハラ　ヨシユキ 中央 毛塚　智之 ケヅカ　トモユキ

愛知県 光岡　鉦市 ミツオカ　ショウイチ 中央 小林　正信 コバヤシ　マサノブ

（３）調理業務功労者（81名）



都道府県 氏　名 フリガナ

中央 下井　和彦 シモイ　カズヒコ

中央 柏倉　作治 カシクラ　サクジ

中央 梶山　啓治 カジヤマ　ケイジ

中央 舟橋　要 フナハシ　カナメ

中央 荒川　正人 アラカワ　マサト

中央 川原　正巳 カワハラ　マサミ

中央 多田　吾郎 タダ　ゴロウ

中央 稲葉　孝 イナバ　タカシ

中央 倉田　克也 クラタ　カツヤ

中央 月野　幸治 ツキノ　コウジ

中央 川崎　博幸 カワサキ　ヒロユキ

中央 芳賀　公仁彦 ハガ　クニヒコ

中央 川村　敏朗 カワムラ　トシロウ

中央 伊織　直俊 イオリ　ナオトシ

中央 井上　実 イノウエ　ミノル

中央 佐々木　寛 ササキ　カン

中央 板山　奉明 イタヤマ　ホウメイ

中央 櫻井　誠二 サクライ　セイジ

中央 古屋　公祥 フルヤ　キミヨシ

中央 室田　大祐 ムロタ　ダイスケ

中央 佐藤　光昭 サトウ　ミツアキ

※中央については、関係団体からの推薦である。


