
1 岩手県 小野寺　均 オノデラ　ヒトシ

2 宮城県 江田　秀洋 エダ　ヒデヒロ

3 東京都 小堀　仁 コボリ　ヒトシ

4 東京都 厚澤　明男 アツザワ　アキオ

5 神奈川県 髙橋　春男 タカハシ　ハルオ

6 富山県 藤本　伸二 フジモト　シンジ

7 福井県 平田　康博 ヒラタ　ヤスヒロ

8 福井県 坪川　浩治 ツボカワ　コウジ

9 岐阜県 川本　明 カワモト　アキラ

10 大阪府 北山　良平 キタヤマ　リョウヘイ

11 大阪府 大原　幹人 オオハラ　モトヒト

12 奈良県 長岡　洋光 ナガオカ　ヒロミツ

13 香川県 矢城　博徳 ヤシロ　ヒロノリ

14 香川県 真鍋　廣之 マナベ　ヒロユキ

15 沖縄県 上原　功 ウエハラ　イサオ

16 中央 加藤　真 カトウ　マコト

17 中央 河内　信次 カワチ　シンジ

18 中央 佐藤　誠 サトウ　マコト

19 中央 小堀　浩士 コボリ　ヒロシ

20 中央 廣田　資幸 ヒロタ　モトユキ

21 中央 田村　弘明 タムラ　ヒロアキ

22 中央 　 岡　勝美 ヨシオカ　カツミ

※中央については、関係団体からの推薦である。

令和４年度調理師関係功労者厚生労働大臣表彰　被表彰者一覧

調理師制度功労者（22名）



1 群馬県 小野　勝 オノ　マサル

2 大阪府 村川　良夫 ムラカワ　ヨシオ

3 奈良県 西　有美 ニシ　ユミ

4 中央 森岡　芳子 モリオカ　ヨシコ

※中央については、関係団体からの推薦である。

令和４年度調理師関係功労者厚生労働大臣表彰　被表彰者一覧

調理師養成功労者（4名）



1 北海道 田村　幹雄　 タムラ　ミキオ 26 長野県 宮下　学 ミヤシタ　マナブ

2 北海道 舟橋　裕司 フナハシ　ユウジ 27 愛知県 丹坂　清信 ニサカ　キヨノブ

3 青森県 奥谷　通敏 オクヤ　ミチトシ 28 愛知県 羽田野　久雄 ハタノ　ヒサオ

4 青森県 月舘　公彦 ツキダテ　キミヒコ 29 三重県 加藤　立美 カトウ　タツミ

5 岩手県 最上　守 モガミ　マモル 30 京都府 森田　啓世 モリタ　ケイセイ

6 岩手県 伊藤　正通 イトウ　マサミチ 31 大阪府 小西　信明 コニシ　ノブアキ

7 宮城県 井澤　秀浩 イサワ　ヨシヒロ 32 大阪府 𦚰山　史好 ワキヤマ　フミヨシ

8 宮城県 武田　泰彦 タケダ　ヤスヒコ 33 兵庫県 橋本　晴生 ハシモト　ハルオ

9 福島県 鈴木　敏仁 スズキ　トシヒト 34 兵庫県 今田　和彦 イマダ　カズヒコ

10 茨城県 名田部　守 ナタベ　マモル 35 和歌山県 柴田　茂光 シバタ　シゲミツ

11 栃木県 鈴木　一成 スズキ　カズナリ 36 和歌山県 中西　三紀代 ナカニシ　ミキヨ

12 埼玉県 髙橋　吉信 タカハシ　ヨシノブ 37 広島県 川村　満 カワムラ　ミツル

13 埼玉県 小杉　一雄 コスギ　カズオ 38 山口県 山崎　浩一 ヤマサキ　コウイチ

14 千葉県 加瀨　浩平 カセ　コウヘイ 39 徳島県 富樫　廣子 トミガシ　ヒロコ

15 千葉県 髙橋　貴俊 タカハシ　タカトシ 40 香川県 滝野　憲一 タキノ　ケンイチ

16 東京都 松澤　和光 マツザワ　カズミツ 41 愛媛県 広瀬　正博 ヒロセ　マサヒロ

17 東京都 長　幸樹 オサ　コウキ 42 高知県 川島　豊 カワシマ　ユタカ

18 神奈川県 佐藤　洋 サトウ　ヒロシ 43 高知県 藤田　淳市 フジタ　ジュンイチ

19 神奈川県 髙橋　正 タカハシ　タダシ 44 福岡県 菅　浩憲 カン　ヒロノリ

20 富山県 桃井　勉 モモイ　ツトム 45 福岡県 高橋　毅 タカハシ　ツヨシ

21 石川県 並床　茂一 ナミトコ　シゲカズ 46 佐賀県 竹下　達雄 タケシタ　タツオ

22 石川県 坪野　俊信 ツボノ　トシノブ 47 熊本県 秋山　明次 アキヤマ　アキツグ

23 山梨県 村上　善雄 ムラカミ　ヨシオ 48 熊本県 福永　明春 フクナガ　アキハル

24 山梨県 立花　義彦 タチバナ　ヨシヒコ 49 大分県 高原　豊彦 タカハラ　トヨヒコ

25 長野県 小林　伸明 コバヤシ　ノブアキ 50 鹿児島県 尾崎　達成 オザキ　タツナリ

令和４年度調理師関係功労者厚生労働大臣表彰　被表彰者一覧

調理業務功労者（76名）



51 沖縄県 古堅　憲正 フルゲン　ノリマサ 64 中央 野添　光章 ノゾエ　ミツアキ

52 中央 鹿山　勝彦 シカヤマ  カツヒコ 65 中央 上杉　光政 ウエスギ　ミツマサ

53 中央 夘田　浩 ウダ　ヒロシ 66 中央 渡　　 律夫 ワタナベ　リツオ

54 中央 飯村　浩 イイムラ　ヒロシ 67 中央 壁谷　宜明 カベヤ　ヨシアキ

55 中央 中山  一幸 ナカヤマ　カズユキ 68 中央 太崎　和美 タサキ　カズミ

56 中央 長田　和裕 オサダ　カズヒロ 69 中央 近藤　龍児 コンドウ　リュウジ

57 中央 岩見　實 イワミ　ミノル 70 中央 斉藤　栄作 サイトウ　エイサク

58 中央 渡邊　陽子 ワタナベ　ヨウコ 71 中央 萩原　剛 ハギワラ　ゴウ

59 中央 浅利　裕美 アサリ　ヒロミ 72 中央 山本　眞二 ヤマモト　シンジ

60 中央 梶原　立志 カジワラ　タツシ　 73 中央 平田　修治 ヒラタ　シュウジ

61 中央 岡野　勇 オカノ　イサム 74 中央 岡田　孝志 オカダ　タカシ

62 中央 二ノ宮　章成 ニノミヤ　アキナリ 75 中央 宇田川　純男 ウタガワ　スミオ

63 中央 永田　鉄也 ナガタ　テツヤ 76 中央 吉岩　大志 ヨシイワ　ダイシ

※中央については、関係団体からの推薦である。


