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平成３０年度公衆衛生事業功労者に対する厚生労働大臣表彰について 

 

 

 

 

１ 厚生労働大臣表彰者 

 

公衆衛生事業功労者 １１３名及び９団体 

 

多年にわたり公衆衛生事業のために献身的活動を続け、その功績が特に顕著で

あり、その事業に携わる者の模範となる者を表彰するものである。 

 

２ 表彰日時・場所 

 

（１） 日 時 

平成３１年２月２５日（月） １４時００分～１５時００分 

 

（２） 場 所 

大手町サンケイプラザ ホール 

東京都千代田区大手町１－７－２ 

電話 ０３（３２７３）２２５８ 

平成３１年２月１２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 

(直通電話) 03(3595)2190 

 

 



■個人（113名）

都道府県 氏名 ふりがな 都道府県 氏名 ふりがな

北海道 岩本　昭彦 いわもと　あきひこ 新潟県 佐野　正俊 さの　まさとし

北海道 加藤　美子 かとう　よしこ 新潟県 廣神　俊彦 ひろがみ　としひこ

青森県 能登　富枝 のと　とみえ 富山県 荒田　清香 あらた　きよか

青森県 佐藤　宏子 さとう　ひろこ 富山県 明官　教子 みょうかん　のりこ

岩手県 高鼻　美智子 たかはな　みちこ 富山県 福田　秋美 ふくだ　あきみ

岩手県 菅原　松子 すがわら　まつこ 富山県 高田　美智子 たかた　みちこ

岩手県 長岡　大介 ながおか　だいすけ 石川県 佐々木　ひふみ ささき　ひふみ

岩手県 小野　正文 おの　まさふみ 石川県 津田　博美 つだ　ひろみ

宮城県 槻田　弘子 つきた　ひろこ 石川県 北口　恵利子 きたぐち　えりこ

秋田県 武蔵　貞司 むさし　ていじ 石川県 安土　守子 あんづち　もりこ

秋田県 島　仁 しま　ひとし 福井県 小玉　昭子 こだま　あきこ

秋田県 大場　トシ子 おおば　としこ 福井県 大代　典子 おおしろ　のりこ

秋田県 庄司　光子 しょうじ　みつこ 山梨県 丸山　久美子 まるやま　くみこ

山形県 武田　和夫 たけだ　かずお 岐阜県 早川　公笥 はやかわ　こうじ

福島県 川副　義昭 かわぞえ　よしあき 岐阜県 鳥澤　英紀 とりざわ　ひでのり

茨城県 森永　和男 もりなが　かずお 岐阜県 大橋　好一 おおはし　こういち

茨城県 西垣　正光 にしがき　まさみつ 岐阜県 増田　豊 ますだ　ゆたか

栃木県 渡辺　常之 わたなべ　つねゆき 静岡県 勝見　祐介 かつみ　ゆうすけ

栃木県 柳田　公之 やなぎた　こうじ 愛知県 中野　佐上 なかの　さがみ

群馬県 栗原　修一 くりはら　しゅういち 愛知県 近田　研 ちかだ　きわみ

群馬県 須永　由美子 すなが　ゆみこ 愛知県 久野　八十三 くの　やそみ

埼玉県 浅野　修 あさの　おさむ 愛知県 小出　常雄 こいで　つねお

埼玉県 渡辺　一民 わたなべ　かずたみ 三重県 莊司　邦夫 しょうじ　くにお

埼玉県 澤登　智子 さわと　ともこ 三重県 田中　郁子 たなか　いくこ

埼玉県 結城　朋子 ゆうき　ともこ 滋賀県 橋本　修 はしもと　おさむ

千葉県 金子　恵子 かねこ　けいこ 滋賀県 有村　哲朗 ありむら　てつろう

千葉県 中山　惠美子 なかやま　えみこ 滋賀県 西河　孝明 にしかわ　たかあき

千葉県 葛岡　康広 くずおか　やすひろ 京都府 西村　秀夫 にしむら　ひでお

千葉県 小俣　勇 おまた　いさむ 京都府 武田　隆久 たけだ　たかひさ

東京都 西山　直美 にしやま　なおみ 大阪府 角谷　ヒサ子 つのや　ひさこ

東京都 河西　あかね かさい　あかね 兵庫県 田中　良樹 たなか　よしき

神奈川県 横山　尚人 よこやま　ひさと 兵庫県 石川　誠 いしかわ　まこと

神奈川県 髙橋　裕一郎 たかはし　ゆういちろう 兵庫県 泉　昭 いずみ　あきら

神奈川県 鳥山　直温 とりやま　なおはる 兵庫県 野々村　久実枝 ののむら　くみえ

神奈川県 川田　哲 かわた　さとし 和歌山県 水本　博章 みずもと　ひろあき
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鳥取県 明穂　政裕 あけほ　まさひろ 宮崎県 石川　誠一 いしかわ　せいいち

島根県 竹内　俊介 たけうち　しゅんすけ 鹿児島県 宇田　英典 うだ　ひでのり

島根県 牧野　由美子 まきの　ゆみこ 鹿児島県 櫻井　幹男 さくらい　みきお

岡山県 寺島　直之 てらしま　なおゆき 鹿児島県 大坪　充寛 おおつぼ　みつひろ

岡山県 髙田　爲行 たかた　ためゆき 鹿児島県 児島　正明 こじま　まさあき

岡山県 太田　隆正 おおた　たかまさ 沖縄県 仲宗根　トシエ なかそね　としえ

広島県 坂根　二郎 さかね　じろう 沖縄県 長嶺　信夫 ながみね　のぶお

広島県 細木　宣男 ほそぎ　のぶお 沖縄県 宜野座　治男 ぎのざ　はるお

広島県 早澤　トヨ子 はやざわ　とよこ

広島県 横尾　治 よこお　おさむ

山口県 近藤　龍一 こんどう　りゅういち

山口県 福田　せい子 ふくだ　せいこ

徳島県 小川　寿宏 おがわ　としひろ

徳島県 今川　玲代 いまがわ　さちよ

香川県 森　寿々子 もり　すずこ

香川県 小山　裕子 おやま　ゆうこ

香川県 増田　富久美 ますだ　ふくみ

愛媛県 友松　孝 ともまつ　たかし

愛媛県 秋山　一麿 あきやま　かずまろ

高知県 片岡　隆策 かたおか　りゅうさく

高知県 浦　砂智子 うら　さちこ

高知県 横山　文親 よこやま　ふみちか

福岡県 因間　司 いんま　つかさ

福岡県 津村　直平 つむら　なおひら

福岡県 上田　寛 うえだ　ひろむ

福岡県 吉村　正秀 よしむら　まさひで

長崎県 壱岐　直子 いき　なおこ

長崎県 橋口　京子 はしぐち　きょうこ

長崎県 市川　ひとみ いちかわ　ひとみ

熊本県 井上　知行 いのうえ　ともゆき

大分県 森下　昌勅 もりした　まさのり

大分県 工藤　靖子 くどう　やすこ

大分県 甲斐　香代子 かい　かよこ

宮崎県 日髙　隆德 ひだか　たかのり

宮崎県 太田尾　香代子 おおたお　かよこ
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■団体（9団体）

都道府県 団体名

青森県 小中野地区健康づくり推進協議会
こなかのちくけんこうづくりすいしんきょうぎかい

福島県 渡利舘町会福祉厚生部
わたりたてちょうかいふくしこうせいぶ

福島県 五月乙女団地自治会
さおとめだんちじちかい

埼玉県 一般社団法人　比企医師会
いっぱんしゃだんほうじん　ひきいしかい

石川県 白山市健康づくり推進員連絡協議会
はくさんしけんこうづくりすいしんいんれんらくきょうぎかい

静岡県 静岡県がん患者会　一歩一歩の会
しずおかけんがんかんじゃかい　いっぽいっぽのかい

大阪府 北河内地区障がい者（児）関係施設給食連絡会
きたかわちちくしょうがいしゃ（じ）かんけいしせつきゅうしょくれんらくかい

兵庫県 篠山市愛育会おくも愛育班
ささやましあいいくかいおくもあいいくはん

広島県 久保地区公衆衛生推進協議会
くぼちくこうしゅうえいせいすいしんきょうぎかい
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