
1 茨城県 若林　陽子 ワカバヤシ　ヨウコ

2 山梨県 守屋　喜久代 モリヤ　キクヨ

3 岐阜県 後藤　美保 ゴトウ　ミホ

4 島根県 板坂　美幸 イタサカ　ミユキ

5 岡山県 勝野　訓江 カツノ　ノリエ

栄養改善事業功労者（５名）

令和４年度栄養関係功労者厚生労働大臣表彰　被表彰者一覧



1 群馬県 村松　芳多子 ムラマツ　カナコ

2 埼玉県 日比野　康 ヒビノ　ヤスヒデ

3 埼玉県 武見　ゆかり タケミ　ユカリ

4 千葉県 髙橋　律子 タカハシ　ノリコ

5 東京都 平尾　和子 ヒラオ　カズコ

6 東京都 本間　和宏 ホンマ　カズヒロ

7 神奈川県 山田　とし子 ヤマダ　トシコ

8 福井県 佐藤　裕保 サトウ　ユウホ

9 山梨県 深澤　早苗 フカサワ　サナエ

10 愛知県 加賀谷　みえ子 カガヤ　ミエコ

11 滋賀県 中村　富予 ナカムラ　トミヨ

12 京都府 桑波田　雅士 クワハタ　マサシ

13 大阪府 福田　ひとみ フクダ　ヒトミ

14 大阪府 久木　久美子 ヒサキ　クミコ

15 岡山県 武政　睦子 タケマサ　ムツコ

16 広島県 村田　美穂子 ムラタ　ミホコ

17 徳島県 　 川　美佐子 ソガワ　ミサコ

18 福岡県 森脇　千夏 モリワキ　チナツ

19 福岡県 宮﨑　貴美子 ミヤザキ　キミコ

20 佐賀県 久木野　憲司 クギノ　ケンジ
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栄養士養成功労者（20名）



1 北海道 前田　凉子 マエダ　リョウコ 26 静岡県 古田　悦子 フルタ　エツコ

2 北海道 山内　明美 ヤマウチ　アケミ 27 滋賀県 中村　しず子 ナカムラ　シズコ

3 青森県 柴崎　政孝 シバサキ　マサタカ 28 京都府 熊谷　幸江 クマガイ　サチエ

4 岩手県 東野　真理子 ヒガシノ　マリコ 29 大阪府 森下　京子 モリシタ　キョウコ

5 岩手県 平野　照子 ヒラノ　テルコ 30 大阪府 山本　美佳子 ヤマモト　ミカコ

6 宮城県 佐藤　泉 サトウ　イズミ 31 兵庫県 谷下　有希 タニシタ　ユキ

7 秋田県 櫻田　裕子 サクラダ　ユウコ 32 兵庫県 久永　文 ヒサナガ　アヤ

8 福島県 藁谷　明美 ワラガイ　アケミ 33 奈良県 片岡　千浩 カタオカ　チアキ

9 福島県 岩本　晶子 イワモト　アキコ 34 和歌山県 野村　和子 ノムラ　カズコ

10 栃木県 関口　昌代 セキグチ　マサヨ 35 島根県 田中　淳子 タナカ　アツコ

11 群馬県 渡邉　美鈴　 ワタナベ　ミスズ 36 山口県 杉山　正枝 スギヤマ　マサエ

12 埼玉県 千本木　洋子 センボンギ　ヨウコ 37 山口県 江村　初恵 エムラ　ハツエ

13 千葉県 塚田　光子 ツカダ　ミツコ 38 徳島県 古田　結花 フルタ　ユカ

14 神奈川県 藤井　信也 フジイ　ノブヤ 39 香川県 大西　美由紀 オオニシ　ミユキ

15 富山県 米生　泉 ヨネウ　イズミ 40 愛媛県 近藤　ゆか コンドウ　ユカ

16 富山県 尾先　世佳子 オサキ　ヨカコ 41 高知県 長﨑　佐知 ナガサキ　サチ

17 富山県 大井　晶子 オオイ　アキコ 42 高知県 髙橋　由美 タカハシ　ユミ

18 石川県 塩谷　さち子 シオタニ　サチコ 43 福岡県 池本　美智子 イケモト　ミチコ

19 石川県 　昌美 ツジ　マサミ 44 長崎県 長　里恵 オサ　リエ

20 福井県 永田　めぐみ ナガタ　メグミ 45 長崎県 伊藤　洋子 イトウ　ヨウコ

21 山梨県 小林　富士子 コバヤシ　フジコ 46 熊本県 渡　 　郁子 ワタナベ　イクコ

22 山梨県 小林　貴子 コバヤシ　タカコ 47 大分県 石橋　幸子 イシバシ　ユキコ

23 長野県 松木　裕子 マツキ　ヒロコ 48 鹿児島県 安原　美智子 ヤスハラ　ミチコ

24 岐阜県 板屋　智子 イタヤ　サトコ 49 鹿児島県 中尾　矢央子 ナカオ　ヤオコ

25 静岡県 神戸　千惠子 カンベ　チエコ
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栄養指導業務功労者（49名）



シャカイイリョウホウジン　サッポロキヨタビョウイン

社会医療法人　札幌清田病院

イリョウホウジンシャダンショウセイカイ　タキザワチュウオウビョウイン

医療法人社団松誠会　滝沢中央病院

シャカイフクシホウジンハクジュカイトクベツヨウゴロウジンホームフクコウエン

社会福祉法人柏寿会特別養護老人ホーム福光園

シャカイイリョウホウジン　シャダン　ケイユウカイ　ケイユウセイケイゲカビョウイン

社会医療法人　社団　慶友会　慶友整形外科病院

シャカイフクシホウジンスウザンカイ　トクベツヨウゴロウジンホームサザンオガワ

社会福祉法人崇山会　特別養護老人ホームサザン小川

シャカイフクシホウジン　フクセンカイ　カイゴロウジンフクシシセツ　エイヘイジハウス

社会福祉法人　福泉会　介護老人福祉施設　永平寺ハウス

トウキョウエレクトロンテクノロジーソリューションズカブシキガイシャ　フジイジギョウショシャインショクドウ

東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社　藤井事業所社員食堂

イリョウホウジンシャダンスイセイカイ　カイゴロウジンホケンシセツアーユス

医療法人社団水生会　介護老人保健施設アーユス

イリョウホウジンメイワカイ　カイゴロウジンホケンシセツ　コクフリハビリテーションフェニックス

医療法人明和会　介護老人保健施設　国府リハビリテーションフェニックス

シャカイイリョウホウジン　ホクトカイ　オオズチュウオウビョウイン

社会医療法人　北斗会　大洲中央病院

イリョウホウジンザイダン　キョウリンカイ　トウメイビョウイン

医療法人財団　杏林会　東明病院

シャカイフクシホウジン　ミヤタフクシカイ　トクベツヨウゴロウジンホーム　ショウヨウエン

社会福祉法人　宮田福祉会　特別養護老人ホーム　照陽園

イリョウホウジンハクアイカイ　カイゴロウジンホケンシセツハクアイエン

医療法人博愛会　介護老人保健施設博愛苑
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特定給食施設（13施設）

1 北海道

2 岩手県

3 岩手県

4 群馬県

5 群馬県

6 福井県

7 山梨県

8 山口県

12 福岡県

9 徳島県

13 福岡県

10 愛媛県

11 愛媛県


