
1 北海道 星川　ミチ子 ホシカワ　ミチコ

2 茨城県 稲葉　和枝 イナバ　カズエ

3 神奈川県 萩原　スミ子 ハギワラ　スミコ

4 福井県 天野　美鶴 アマノ　ミツル

5 山梨県 平井　美樹夫 ヒライ　ミキオ

6 静岡県 渡邉　美子 ワタナベ　ヨシコ

7 島根県 木村　紀子 キムラ　ノリコ

8 岡山県 福田　佳子 フクダ　 ヨシコ

9 岡山県 森野　陽子 モリノ　 ヨウコ

10 大分県 濱田　美紀 ハマダ　ミキ

11 日本栄養士会 下浦　佳之 シモウラ　ヨシユキ 

栄養改善事業功労者（11名）

令和２年度栄養関係功労者厚生労働大臣表彰　被表彰者一覧



1 岩手県 髙橋　秀子 タカハシ　ヒデコ

2 福島県 水野　時子 ミズノ　トキコ

3 群馬県 松岡　寛樹 マツオカ　ヒロキ

4 埼玉県 和田　政裕 ワダ　マサヒロ

5 埼玉県 本田　佳子 ホンダ　ケイコ

6 千葉県 横井　克彦 ヨコイ　カツヒコ

7 東京都 数野　千恵子 カズノ　チエコ

8 東京都 谷口　裕信 タニグチ　ヒロノブ

9 岐阜県 小野　廣紀 オノ　コウキ

10 静岡県 桑野　稔子 クワノ　トシコ

11 愛知県 小塚　諭 コヅカ　サトシ

12 愛知県 内藤　通孝 ナイトウ　ミチタカ

13 京都府 吉田　香 ヨシダ　カオル

14 大阪府 小川　由紀子 オガワ　ユキコ

15 大阪府 川端　康之 カワバタ　ヤスユキ

16 兵庫県 富永　しのぶ トミナガ　シノブ

17 兵庫県 八木　典子 ヤギ　ノリコ

18 徳島県 坂井　堅太郎 サカイ　ケンタロウ

19 福岡県 岩本　昌子 イワモト　マサコ

20 佐賀県 諸岡　直 モロオカ　スナオ

21 熊本県 松﨑　弘美 マツサキ　ヒロミ

22 鹿児島県 有村　勝男 アリムラ　カツオ

栄養士養成功労者（22名）

令和２年度栄養関係功労者厚生労働大臣表彰　被表彰者一覧



1 北海道 池田　美穂子 イケダ　ミホコ 21 富山県 高坂　敦子 コウサカ　アツコ 41 兵庫県 濵道　由美 ハマミチ　ユミ

2 青森県 蛯名　和子 エビナ　カズコ 22 富山県 福島　啓子 フクシマ　ケイコ 42 奈良県 口分田　憲子 クモデ　ノリコ

3 岩手県 山口　芳光 ヤマグチ　ヨシミツ 23 石川県 橋本　寿美子 ハシモト　スミコ 43 和歌山県 西谷　幸子 ニシタニ　サチコ

4 岩手県 沼里　ふみ子 ヌマリ　フミコ 24 石川県 石黒　久美 イシグロ　クミ 44 島根県 三浦　ひとみ ミウラ　ヒトミ

5 宮城県 須藤　みつえ ストウ　ミツエ 25 福井県 倉内　真由美 クラウチ　マユミ 45 岡山県 武田　陽子 タケダ　ヨウコ

6 宮城県 早坂　朋惠 ハヤサカ　トモエ 26 山梨県 秋山　めぐみ アキヤマ　メグミ 46 岡山県 橋本　美由紀 ハシモト　ミユキ

7 宮城県 佐々木　あさ子 ササキ　アサコ 27 山梨県 雨宮　一二三 アメミヤ　ヒフミ 47 山口県 兼本　慈子 カネモト　シゲコ

8 宮城県 宮城　裕美子 ミヤギ　ユミコ 28 長野県 藤森　桂子 フジモリ　ケイコ 48 山口県 田尾　郁恵 タオ　イクエ

9 秋田県 田村　敦子 タムラ　アツコ 29 長野県 川上　惠美子 カワカミ　エミコ 49 徳島県 篠原　芳恵 シノハラ　ヨシエ

10 山形県 中嶋　さち子 ナカジマ　サチコ 30 岐阜県 鷲見　典子 スミ　ノリコ 50 香川県 岩﨑　英子 イワサキ　ヒデコ

11 山形県 小川　豊美 オガワ　トヨミ 31 岐阜県 竹田　優子 タケダ　ユウコ 51 香川県 井本　恵子 イモト　ケイコ

12 福島県 山内　登志子 ヤマウチ　トシコ 32 静岡県 繁田　英彦 シゲタ　ヒデヒコ 52 愛媛県 宇都宮　育子 ウツノミヤ　イクコ

13 福島県 横山　クミ子 ヨコヤマ　クミコ 33 静岡県 古橋　啓子 フルハシ ケイコ 53 高知県 澤田　容子 サワダ　ヨウコ

14 群馬県 神保　裕子 ジンボ　ユウコ 34 愛知県 阿部　朝子 アベ　アサコ 54 高知県 大坪　豊寿 オオツボ　トヨジュ

15 埼玉県 徳本　美幸 トクモト　ミユキ 35 三重県 小畑　　ルミ　 オバタ　ルミ 55 福岡県 片山　直恵 カタヤマ　ナオエ

16 埼玉県 是澤　美智子 コレサワ　ミチコ 36 滋賀県 松本　富 マツモト　トミ 56 福岡県 宮本　和光 ミヤモト　カズミツ

17 千葉県 木下　福子 キノシタ　フクコ 37 京都府 練谷　弘子 ネリヤ   ヒロコ 57 長崎県 溝添　弘美 ミゾゾエ　ヒロミ

18 千葉県 北島　しづ子 キタジマ　シヅコ 38 京都府 村野　ひとみ ムラノ　ヒトミ 58 長崎県 野口　恵子 ノグチ　ケイコ

19 神奈川県 田﨑　京子 タサキ　ケイコ 39 大阪府 篠木　敬二 シノキ　ケイジ 59 大分県 曾我　優子 ソガ　ユウコ

20 新潟県 長谷川　美代 ハセガワ　ミヨ 40 大阪府 平井　孝子 ヒライ　タカコ 60 宮崎県 栁衛　眞由美 ヤナギエ　マユミ

61 沖縄県 又吉　菜摘 マタヨシ　ナツミ

栄養指導業務功労者（61名）

令和２年度栄養関係功労者厚生労働大臣表彰　被表彰者一覧



1 北海道
社会医療法人
札幌清田整形外科病院

シャカイイリョウホウジン
サッポロキヨタセイケイゲカビョウイン

2 岩手県 奥州市総合水沢病院 オウシュウシソウゴウミズサワビョウイン

3 岩手県
社団医療法人新和会
宮古山口病院

シャダンイリョウホウジンシンワカイ
ミヤコヤマグチビョウイン

5 埼玉県
社会医療法人壮幸会
行田総合病院

シャカイイリョウホウジンソウコウカイ
ギョウダソウゴウビョウイン

6 福井県
杉田玄白記念
公立小浜病院

スギタゲンパクキネン
コウリツオバマビョウイン

8 山梨県
国民健康保険
富士吉田市立病院

コクミンケンコウホケン
フジヨシダシリツビョウイン

10 徳島県 医療法人冨田病院 イリョウホウジントミタビョウイン

11 愛媛県
医療法人同仁会
おおぞら病院

イリョウホウジン　ドウジンカイ
オオゾラビョウイン

12 愛媛県 愛媛県立新居浜病院 エヒメケンリツニイハマビョウイン

13 福岡県
医療法人順和
長尾病院

イリョウホウジンジュンワ
ナガオビョウイン

14 福岡県
社会医療法人弘恵会
ヨコクラ病院

シャカイイリョウホウジンコウケイカイ
ヨコクラビョウイン

シャカイフクシホウジンサクラフクシカイ
ヨウホレンケイガタニンテイコドモエン
イワサキホイクエン

社会福祉法人さくら福祉会
幼保連携型認定こども園
岩崎保育園

山梨県7

シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイシブ
グンマケンサイセイカイマエバシビョウイン

社会福祉法人　　済生会支部
群馬県済生会前橋病院

群馬県4

特定給食施設（15施設）

令和２年度栄養関係功労者厚生労働大臣表彰　被表彰者一覧

カゴシマケンコウセイノウギョウキョウドウクミアイレンゴ
ウカイ
カゴシマコウセイレンビョウイン

鹿児島県厚生農業協同組合連合会
鹿児島厚生連病院

鹿児島県15

シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイシブ
ヤマグチケンサイセイカイシモノセキソウゴウビョウイン

社会福祉法人　　済生会支部
山口県済生会下関総合病院

山口県9


