
都道府県 氏　名 フリガナ

岩手県 髙橋　均 タカハシ　ヒトシ

岩手県 谷藤　正行 タニフジ　マサユキ

宮城県 木村　浩一 キムラ　コウイチ

東京都 白石　進 シライシ　ススム

富山県 釣　 賢一 ツリ　ケンイチ

福井県 山田　喜弘 ヤマダ　ヨシヒロ

大阪府 大倉野　勝男 オオクラノ　カツオ

大阪府 石川　一男 イシカワ　カズオ

奈良県 植村　賢一 ウエムラ　ケンイチ

大分県 髙橋　準市 タカハシ　ジュンイチ

大分県 平山　晶士 ヒラヤマ　ショウジ

中央 吉田　光作 ヨシダ　コウサク

中央 大沼　幸夫 オオヌマ　ユキオ

中央 鈴木　一喜 スズキ　カズヨシ

中央 津村　豪 ツムラ　タケシ

中央 亀島　新次 カメシマ　シンジ

中央 柴田　眞利 シバタ　ミチトシ

都道府県 氏　名 フリガナ

福島県 佐々木　淑子 ササキ　シュクコ

東京都 角田　考平 カクタ　コウヘイ

東京都 益田　秀明 マスダ　ヒデアキ

京都府 宗川　裕志 ソウカワ　ヒロシ

大阪府 小松　勇市 コマツ　ユウイチ

福岡県 北﨑　富美子 キタザキ　フミコ

沖縄県 川畑　和弘 カワバタ　カズヒロ

中央 安野　耕造 ヤスノ　コウゾウ

中央 園田　京子 ソノダ　キョウコ

※中央については、関係団体からの推薦である。

令和２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（17名）

（２）調理師養成功労者（9名）



都道府県 氏　名 フリガナ 都道府県 氏　名 フリガナ

北海道 加藤　和彦 カトウ　カズヒコ 石川県 浅香　敏泰 アサカ　トシヤス

北海道 鈴木　幸安 スズキ　ユキヤス 石川県 鈴木　正司 スズキ　ショウジ

青森県 小林　健一 コバヤシ　ケンイチ 山梨県 一瀬　勝一 イチノセ　カツイチ

青森県 八田　恭章 ハッタ　タカアキ 長野県 奥原　邦義 オクハラ　クニヨシ

岩手県 狩野　正吉 カノ　マサヨシ 長野県 大日方　金好 オビナタ　カネヨシ

岩手県 齊藤　茂 サイトウ　シゲル 岐阜県 谷口　重信 タニグチ　シゲノブ

宮城県 伊藤　明 イトウ　アキラ 岐阜県 岡田　修 オカダ　オサム

茨城県 細田　正巳 ホソダ　マサミ 岐阜県 藤澤　八寿八 フジサワ　ヤスハチ

埼玉県 富田　有三 トミタ　ユウゾウ 岐阜県 藤村　正作 フジムラ　ショウサク

埼玉県 三浦　喜七 ミウラ　キシチ 静岡県 塩瀬　充伸 シオセ　マサノブ

埼玉県 島村　英夫 シマムラ　ヒデオ 静岡県 猪爪　鉄哉 イノツメ　テツヤ

埼玉県 小林　萬右 コバヤシ　マンスケ 愛知県 白井　治 シライ　ハジメ

千葉県 石井　雄祐 イシイ　ユウスケ 愛知県 柳浦　泰彦 ヤナウラ　ヤスヒコ

千葉県 濱田　待子 ハマダ　マチコ 三重県 鈴木　達也 スズキ　タツヤ

東京都 加藤　正利 カトウ　マサトシ 滋賀県 雲　晴康 クモ　ハルヤス

東京都 中澤　晴信 ナカザワ　ハルノブ 滋賀県 伊藤　学 イトウ　マナブ

東京都 野上　秀利 ノガミ　ヒデトシ 大阪府 福本　葉二 フクモト　ヨウジ

神奈川県 石川　玲子 イシカワ　レイコ 大阪府 福田　裕亮 フクダ　ヒロアキ

神奈川県 加藤　修司 カトウ　シュウジ 奈良県 松尾　昌敏 マツオ　マサトシ

神奈川県 金井　誠二 カナイ　セイジ 和歌山県 久保　進 クボ　ススム

神奈川県 矢野　賢造 ヤノ　ケンゾウ 和歌山県 中畑　光史 ナカハタ　コウシ

新潟県 川島　喜美江 カワシマ　キミエ 広島県 石田　敏晴 イシダ　トシハル

富山県 高松　　康広 タカマツ　ヤスヒロ 広島県 山本　大治 ヤマモト　ダイジ

（３）調理業務功労者（89名）



都道府県 氏　名 フリガナ 都道府県 氏　名 フリガナ

山口県 尼元　雄一 アマモト　ユウイチ 中央 土谷　等 ツチヤ　ヒトシ

徳島県 阿部　ミチ子 アベ　　ミチコ 中央 髙橋　修一 タカハシ　シュウイチ

愛媛県 岡田　憲明 オカダ　ノリアキ 中央 小林　慎一 コバヤシ　シンイチ

愛媛県 西田　勝 ニシダ　マサル 中央 庄司　誠一 ショウジ　セイイチ

高知県 德田　秀次 トクダ　 シュウジ 中央 片野　一成 カタノ　カズナリ

高知県 岡林　一光 オカバヤシ　カズミツ 中央 平田　誠 ヒラタ　マコト

福岡県 米田　稔 ヨネダ　ミノル 中央 石井　武夫 イシイ　タケオ

福岡県 中橋　淳作 ナカハシ ジュンサク 中央 山﨑　聡 ヤマザキ　サトシ

長崎県 木下　孝道 キノシタ タカミチ 中央 小田　敏一 オダ　トシカズ

長崎県 國友　義弘 クニトモ　ヨシヒロ 中央 北川　博文 キタガワ　ヒロフミ

熊本県 杉山　晃二 スギヤマ　コウジ 中央 相津　敏昭 ソウヅ　トシアキ

熊本県 竹下　隆仁 タケシタ　リュウジ 中央 岡村　周治 オカムラ　シュウジ

大分県 坂　昌二 サカ　ショウジ 中央 河原畑　豪二 カワラバタ　ゴウジ

鹿児島県 牛野　淳 ウシノ　アツシ 中央 中窪　直志 ナカクボ　ナオシ

鹿児島県 福留　和広 フクドメ　カズヒロ 中央 武田　茂雄 タケダ　シゲオ

中央 田中　利明 タナカ　トシアキ 中央 渡辺　正美 ワタナベ　マサミ

中央 手塚　洋介 テヅカ　 ヨウスケ 中央 畑山　誠 ハタヤマ　マコト

中央 高橋 　剛 タカハシ　ツヨシ 中央 山本　雅彦 ヤマモト　マサヒコ

中央 三浦　健史 ミウラ　ケンジ 中央 咲本　博司 サキモト　ヒロシ

中央 菅　浩志 スガ　ヒロシ 中央 大窪　公也 オオクボ　キンヤ

中央 大髙　恒夫 オオタカ　ツネオ

中央 森山　誠悟 モリヤマ セイゴ ※中央については、関係団体からの推薦である。

中央 江良　正幸 エラ　マサユキ


