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平成３０年度栄養関係功労者（食生活改善事業功労者・地区組織） 

に対する厚生労働大臣表彰について 

 

 

このたび、平成３０年度栄養関係功労者厚生労働大臣表彰の受賞者として、別紙の

通り食生活改善事業功労者４５名及び地区組織３８団体を決定しましたので公表し

ます。 

 これは栄養改善及び食生活改善事業の普及向上等に功労のあった者及び優良な地

区組織等を表彰するものです。 

 

【受賞者数】 

食生活改善事業功労者  ４５名 

地区組織    ３８団体 

 

 なお、表彰式については以下のとおり、「平成３０年度全国食生活改善大会」にて

行います。 

 

日時 平成 30年 10月 23日（火）13時開始予定 

 

場所 東海市芸術劇場（愛知県東海市大田町下浜田 137番地） 

平成３０年１０月１６日 

【照会先】 

健康局健康課地域保健室 

室長補佐    橋  本（内線 2332） 

企画調整・指導係 俵 頭（内線 2335）  

(代表電話) 03(5253)1111 

 

 



平成30年度栄養関係功労者大臣表彰 受賞者名簿

■食生活改善事業功労者（４５名）

都道府県 氏名 フリガナ 都道府県 氏名 フリガナ

北海道 伊藤　洋子 イトウ　ヨウコ 長崎県 村木　孝子 ムラキ　タカコ

北海道 佐竹　允惠 サタケ　ミツエ 長崎県 宅島　イツミ タクシマ　イツミ

青森県 佐々木　千恵子 ササキ　チエコ 宮崎県 别所　ツギ子 ベッショ　ツギコ

青森県 磯野　とし子 イソノ　トシコ 鹿児島県 松元　トミ マツモト　トミ

岩手県 村木　トシ子 ムラキ　トシコ 沖縄県 新垣　喜美子 アラカキ　キミコ

岩手県 奥地　キミ子 オクチ　キミコ

宮城県 清野　珠美子 セイノ　スミコ

山形県 奥山　よね子 オクヤマ　ヨネコ

茨城県 平田　喜代子 ヒラタ　キヨコ

群馬県 伊原　美千子 イハラ　ミチコ

埼玉県 小野　幸代 オノ　サチヨ

埼玉県 鈴木　喜惠子 スズキ　キエコ

神奈川県 竹内　靜 タケウチ　シズカ

新潟県 田邉　憲子 タナベ　ケンコ

石川県 作田　芳美 サクダ　ヨシミ

石川県 瀬戸　靖子 セト　ヤスコ

福井県 小谷　清美 オダニ　キヨミ

長野県 金井　春子 カナイ　ハルコ

長野県 田中　和代 タナカ　カズヨ

岐阜県 羽場　富子 ハバ　トミコ

岐阜県 坪井　輝子 ツボイ　テルコ

静岡県 山田　やす子 ヤマダ　ヤスコ

愛知県 寺沢　千代香 テラザワ　チヨカ

三重県 植村　昭子 ウエムラ　アキコ

滋賀県 平井　房子 ヒライ　フサコ

京都府 小原　阿さゑ オハラ　アサヱ

大阪府 横谷　美千代 ヨコタニ　ミチヨ

奈良県 林　知惠子 ハヤシ　チエコ

和歌山県 松下　多津子 マツシタ　タヅコ

岡山県 中島　玲子 ナカシマ　レイコ

岡山県 坂本　宏子 サカモト　ヒロコ

広島県 香川　佳世子 カガワ　カヨコ

山口県 牧島　許子 マキシマ　キヨコ

山口県 宇野　武子 ウノ　タケコ

徳島県 山西　一子 ヤマニシ　カズコ

香川県 山地　シゲ子 ヤマジ　シゲコ

愛媛県 西村　恭子 ニシムラ　キョウコ

愛媛県 北岡　シゲ子 キタオカ　シゲコ

高知県 野村　京子 ノムラ　キョウコ

高知県 津野　美也 ツノ　ミヤ



平成30年度栄養関係功労者大臣表彰 受賞者名簿

■地区組織（３８団体）
都道府県 地区組織名

北海道 芦別市食生活改善協議会
アシベツシショクセイカツカイゼンキョウギカイ

青森県 六ヶ所村食生活改善推進員会
ロッカショムラショクセイカツカイゼンスイシンインカイ

岩手県 花巻市食生活改善推進員協議会
ハナマキシショクセイカツカイゼンスイシンインキョウギカイ

宮城県 栗原市食生活改善推進員協議会
クリハラシショクセイカツカイゼンスイシンインキョウギカイ

秋田県 潟上市健康生活推進協議会食生活改善部会昭和支部
カタガミシケンコウセイカツスイシンキョウギカイショクセイカツカイゼンブカイショウワシブ

福島県 白河市食生活改善推進協議会
シラカワシショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

群馬県 嬬恋村食生活改善推進協議会
ツマゴイムラショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

千葉県 富津市食生活改善協議会
フッツシショクセイカツカイゼンキョウギカイ

神奈川県 川崎市宮前区食生活改善推進員連絡協議会
カワサキシミヤマエクショクセイカツカイゼンスイシンインレンラクキョウギカイ

石川県 金沢市食生活改善推進協議会
カナザワシショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

山梨県 大月市保健活動推進員会
オオツキシホケンカツドウスイシンインカイ

長野県 立科町食生活改善推進協議会
タテシナマチショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

長野県 朝日村食生活改善推進協議会
アサヒムラショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

愛知県 豊橋市食生活改善協議会
トヨハシシショクセイカツカイゼンキョウギカイ

愛知県 岡崎市食生活改善協議会
オカザキシショクセイカツカイゼンキョウギカイ

滋賀県 守山市健康推進員連絡協議会
モリヤマシケンコウスイシンインレンラクキョウギカイ

京都府 城陽市食生活改善推進員協議会
ジョウヨウシショクセイカツカイゼンスイシンインキョウギカイ

大阪府 堺市健康づくり食生活改善推進協議会東支部
サカイシケンコウヅクリショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイヒガシシブ

兵庫県 加古川市いずみ会
カコガワシイズミカイ

兵庫県 南あわじ市いずみ会三原支部
ミナミアワジシイズミカイミハラシブ

奈良県 曽爾村食生活改善推進員協議会
ソニムラショクセイカツカイゼンスイシンインキョウギカイ

和歌山県 古座川町食生活改善推進協議会
コザガワチョウショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

島根県 津和野町食生活改善推進協議会
ツワノチョウショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

岡山県 真庭市栄養改善協議会落合支部
マニワシエイヨウカイゼンキョウギカイオチアイシブ

岡山県 倉敷市水島地区第一福田学区栄養改善協議会
クラシキシミズシマチクダイイチフクダガックエイヨウカイゼンキョウギカイ

徳島県 阿波市食生活改善推進協議会
アワシショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

香川県 綾川町食生活改善推進協議会
アヤガワチョウショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

愛媛県 松前町保健栄養推進協議会岡田支部
マサキチョウホケンエイヨウスイシンキョウギカイオカダシブ

愛媛県 愛南町食生活改善推進協議会一本松支部
アイナンチョウショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイイッポンマツシブ

高知県 奈半利町食生活改善推進協議会
ナハリチョウショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

高知県 仁淀川町食生活改善推進協議会吾川池川支部
ニヨドガワチョウショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイアガワイケガワシブ

福岡県 筑後市食生活改善推進会
チクゴシショクセイカツカイゼンスイシンカイ

福岡県 糸田町食生活改善推進会
イトダマチショクセイカツカイゼンスイシンカイ

佐賀県 白石町食生活改善推進協議会
シロイシチョウショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

長崎県 長崎市食生活改善推進協議会
ナガサキシショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

長崎県 諫早市食生活改善推進協議会
イサハヤシショクセイカツカイゼンスイシンキョウギカイ

熊本県 菊池市食生活改善推進員協議会
キクチシショクセイカツカイゼンスイシンインキョウギカイ

鹿児島県 薩摩川内市食生活改善推進員協議会
サツマセンダイシショクセイカツカイゼンスイシンインキョウギカイ


