
1 青森県 齋川　成夫 サイカワ　ナリオ

2 岩手県 村元　美代 ムラモト　ミヨ

3 茨城県 岡　純子 オカ　ジュンコ

4 神奈川県 紅谷　加津江 ベニヤ　カツエ

5 山梨県 山本　聖子 ヤマモト　キヨコ

6 長野県 小笠原　憲子 オガサワラ　ノリコ

7 静岡県 吉田　隆子 ヨシダ　タカコ

8 島根県 伊藤　孝子 イトウ　タカコ

9 岡山県 安藤　智里 アンドウ　チサト

10 広島県 木村　要子 キムラ　ヨウコ

11 熊本県 田上　あつみ タノウエ　アツミ

12 大分県 足立　和代 アダチ　カズヨ

平成30年度栄養関係功労者厚生労働大臣表彰　被表彰者一覧

栄養改善事業功労者（12名）



1 北海道 石井　智美 イシイ　サトミ

2 岩手県 鈴木　惇 スズキ　アツシ

3 福島県 坂上　 茂 サカジョウ　シゲル

4 群馬県 渡辺　由美 ワタナベ　ユミ

5 埼玉県 松田　康子 マツダ　ヤスコ

6 千葉県 佐々木　弘子 ササキ　ヒロコ

7 千葉県 後藤　政幸 ゴトウ　マサユキ

8 東京都 筒井　知己 ツツイ　トモミ

9 東京都 君羅　満 キミラ　ミツル

10 山梨県 仲尾　玲子 ナカオ　レイコ

11 静岡県 末永　美雪 スエナガ　ミユキ

12 愛知県 濱田　義和 ハマダ　ヨシカズ

13 京都府 東　あかね ヒガシ　アカネ

14 兵庫県 松浦　寿喜 マツウラ　トシキ

15 奈良県 池内　ますみ イケウチ　マスミ

16 広島県 岡本　洋子 オカモト　ヨウコ

17 広島県 西村　美津子 ニシムラ　ミツコ

18 福岡県 原　孝之 ハラ　タカユキ

19 佐賀県 江口　昭彦 エグチ　アキヒコ

20 長崎県 古場 　一哲 コバ　カズノリ

平成30年度栄養関係功労者厚生労働大臣表彰　被表彰者一覧

栄養士養成功労者（20名）



1 青森県 福士　セツ フクシ　セツ 21 岐阜県 伊藤　育子 イトウ　イクコ 41 高知県 野町　利江 ノマチ　トシエ

2 岩手県 佐藤　ユウ サトウ　ユウ 22 静岡県 今泉　美津子 イマイズミ　ミツコ 42 福岡県 下川　由子 シモカワ　ヨリコ

3 岩手県 髙 　ヒサ子 タカハシ　ヒサコ 23 静岡県 渡邊　恵美子 ワタナベ　エミコ 43 長崎県 後藤　洋子 ゴトウ　ヒロコ

4 宮城県 千葉　綾子 チバ　リョウコ 24 愛知県 徳永　佐枝子 トクナガ　サエコ 44 長崎県 川口　智子 カワグチ　トモコ

5 秋田県 藤原　久美子 フジワラ　クミコ 25 三重県 田島　睦美 タシマ　ムツミ 45 熊本県 松永　正子 マツナガ　マサコ

6 山形県 齋藤　恵子 サイトウ　ケイコ 26 京都府 片木　千景 カタギ　チカゲ 46 大分県 衞藤　寿恵 エトウ　トシエ

7 福島県 渡辺　美智子 ワタナベ　ミチコ 27 京都府 玉井　彰子 タマイ　アキコ 47 宮崎県 黒木　典子 クロキ　ノリコ

8 福島県 藤沼　祥子 フジヌマ　サチコ 28 大阪府 金石　智津子 カネイシ　チヅコ

9 群馬県 廣瀬　浄美 ヒロセ　キヨミ 29 大阪府 前田　せき子 マエダ　セキコ

10 埼玉県 深谷　靜香 フカヤ　シズカ 30 兵庫県 今井　鈴子 イマイ　スズコ

11 埼玉県 柴﨑　美幸 シバサキ　ミユキ 31 兵庫県 小西　厚子 コニシ　アツコ

12 神奈川県 江口　浩之 エグチ　ヒロユキ 32 奈良県 藤井 智津子 フジイ　チヅコ

13 富山県 橋本　悦子 ハシモト　エツコ 33 和歌山県 川村　雅夫 カワムラ　マサオ

14 富山県 盛野　千香子 モリノ　チカコ 34 島根県 上代　悦子 ジョウダイ　エツコ

15 石川県 橋本　良子 ハシモト　ヨシコ 35 岡山県 市川　和子 イチカワ　カズコ

16 石川県 山口　節子 ヤマグチ　セツコ 36 山口県 増本　久美子 マスモト　クミコ

17 福井県 林　桂子 ハヤシ　ケイコ 37 山口県 中村　千代 ナカムラ　チヨ

18 山梨県 堀込　かずみ ホリゴメ　カズミ 38 徳島県 松村　晃子 マツムラ　アキコ

19 長野県 三浦　京子 ミウラ　キョウコ 39 愛媛県 越智　由佳 オチ　ユカ

20 岐阜県 新谷　由加里 シンタニ　ユカリ 40 高知県 伊與木　美保 イヨキ　ミホ

平成30年度栄養関係功労者厚生労働大臣表彰　被表彰者一覧

栄養指導業務功労者（47名）



1 岩手県 一関市花泉学校給食センター イチノセキシハナイズミガッコウキュウショクセンター

2 岩手県
社会医療法人智徳会
未来の風せいわ病院

シャカイイリョウホウジンチトクカイ
ミライノカゼセイワビョウイン

3 山形県 介護老人保健施設リバーヒル長井 カイゴロウジンホケンシセツリバーヒルナガイ

4 群馬県
富岡地域医療企業団
公立富岡総合病院

トミオカチイキイリョウキギョウダン
コウリツトミオカソウゴウビョウイン

5 富山県 特別養護老人ホームつまま園 トクベツヨウゴロウジンホームツママエン

6 石川県
特定医療法人社団勝木会
やわたメディカルセンター

トクテイイリョウホウジンシャダンカツキカイ
ヤワタメディカルセンター

7 福井県
医療法人新田塚医療福祉センター
福井病院

イリョウホウジンニッタヅカイリョウフクシセンター
フクイビョウイン

8 山梨県
社会福祉法人塩山福祉会
幼保連携型認定こども園たんぽぽこども園

シャカイフクシホウジンエンザンフクシカイ
ヨウホレンケイガタニンテイコドモエンタンポポコドモエン

9 兵庫県 医療法人山西会三田西病院 イリョウホウジンヤマニシカイサンダニシビョウイン

10 広島県
廿日市市立
廿日市学校給食センター

ハツカイチシリツ
ハツカイチガッコウキュウショクセンター

11 山口県 医療法人杏祐会三隅病院 イリョウホウジンキョウユウカイミスミビョウイン

12 徳島県 阿南共栄病院 アナンキョウエイビョウイン

13 香川県
医療法人社団豊南会
香川井下病院

イリョウホウジンシャダンホウナンカイ
カガワイノシタビョウイン

14 愛媛県 医療法人友朋会栗林病院 イリョウホウジンユウホウカイクリバヤシビョウイン

15 愛媛県 医療法人順風会天山病院 イリョウホウジンジュンプウカイアマヤマビョウイン

16 福岡県
社会医療法人北九州病院
北九州中央病院

シャカイイリョウホウジンキタキュウシュウビョウイン
キタキュウシュウチュウオウビョウイン

17 福岡県 医療法人愛風会さく病院 イリョウホウジンアイフウカイサクビョウイン

平成30年度栄養関係功労者厚生労働大臣表彰　被表彰者一覧

特定給食施設（17施設）


