
別紙

（敬称略）

自治体名 氏名 ふりがな

1 青森県 吉島 正信 よしじま まさのぶ

2 岩手県 欠端 哲代 かけはた てつよ

3 岩手県 菊池 喜勢子 きくち きせこ

4 岩手県 小関 憲一 こせき けんいち

5 岩手県 沼田 悦子 ぬまた えつこ

6 宮城県 相原 ひろ子 あいはら ひろこ

7 宮城県 片山 理知子 かたやま りちこ

8 宮城県 矢口 容子 やぐち ようこ

9 秋田県 尾久 慶子 おぎゅう けいこ

10 秋田県 加藤 敦美 かとう あつみ

11 秋田県 佐藤 律子 さとう りつこ

12 秋田県 有原 養子 ありはら ようこ

13 栃木県 小貫 惠子 おぬき けいこ

14 群馬県 石原 理惠子 いしはら りえこ

15 群馬県 茂木 ことじ もてぎ ことじ

16 群馬県 増田 恭子 ますだ きょうこ

17 群馬県 大島 美津枝 おおしま みつえ

18 埼玉県 小林 良純 こばやし りょうじゅん

19 千葉県 近藤 千賀代 こんどう ちかよ

20 千葉県 志村 すい子 しむら すいこ

21 千葉県 渡辺 玲子 わたなべ れいこ

22 千葉県 片岡 節子 かたおか せつこ

厚生労働大臣感謝状被贈呈者名簿



自治体名 氏名 ふりがな

23 千葉県 池田 たか子 いけだ たかこ

24 千葉県 篠田 美智子 しのだ みちこ

25 東京都 秋山 秀阿 あきやま しゅうあ

26 東京都 佐伯 元行 さえき もとゆき

27 神奈川県 堀部 絹代 ほりべ きぬよ

28 神奈川県 日比野 笑子 ひびの えみこ

29 神奈川県 鈴木 協子 すずき きょうこ

30 神奈川県 鈴木 栄子 すずき えいこ

31 神奈川県 小野間 晴美 おのま はるみ

32 神奈川県 飯塚 裕子 いいづか ゆうこ

33 神奈川県 大平 公子 おおひら きみこ

34 神奈川県 安本 昇 やすもと のぼる

35 新潟県 深見 咲子 ふかみ さきこ

36 新潟県 嶋田 知佳子 しまだ ちかこ

37 新潟県 坂詰 笑美子 さかつめ えみこ

38 富山県 平田 眞留美 ひらた まるみ

39 石川県 八田 真知子 はった まちこ

40 石川県 出越 弘美 でごし ひろみ

41 石川県 清水 うめ子 しみず うめこ

42 福井県 藤野 映子 ふじの えいこ

43 福井県 髙尾 美千代 たかお みちよ

44 福井県 水島 智恵美 みずしま ちえみ

45 岐阜県 坂 美智子 ばん みちこ



自治体名 氏名 ふりがな

46 岐阜県  昭裕 くしだ あきひろ

47 岐阜県 野部 眞優美 のべ まゆみ

48 静岡県  秀道 つじ しゅうどう

49 静岡県 栗原 正明 くりはら まさあき

50 静岡県 杉村 伸二郎 すぎむら しんじろう

51 静岡県 後藤 千春 ごとう ちはる

52 愛知県 中島 初美 なかしま はつみ

53 愛知県 安田 益代 やすだ ますよ

54 愛知県 鈴村 勝代 すずむら かつよ

55 三重県 中村 閑子 なかむら のりこ

56 三重県 田邊 宜子 たなべ のぶこ

57 三重県 福永 磨子 ふくなが きよこ

58 三重県 日置 美保 ひおき みほ

59 三重県 兵後 美鈴 ひょうご みすず

60 滋賀県 堀井 節子 ほりい せつこ

61 京都府 塩尻 るみ子 しおじり るみこ

62 京都府 仲西 典代 なかにし のりよ

63 大阪府 永野 三郎 ながの さぶろう

64 大阪府  久美子 つじ くみこ

65 大阪府 上農  典子 かみの のりこ

66 大阪府 中石 まゆみ なかいし まゆみ

67 大阪府 中西 敬子 なかにし けいこ

68 大阪府 藤原 豊美 ふじわら とよみ



自治体名 氏名 ふりがな

69 大阪府 西田 栄美子 にしだ えみこ

70 兵庫県 林 勝代 はやし かつよ

71 兵庫県 篠原 久美子 しのはら くみこ

72 兵庫県 掘井 美之 ほりい みゆき

73 兵庫県 小原 三和 おはら みわ

74 兵庫県 池川 正也 いけがわ まさや

75 奈良県 吉田 敦美 よしだ あつみ

76 奈良県 前川 弘恵 まえかわ ひろえ

77 奈良県 井出 恵子 いで けいこ

78 奈良県 木村 宏枝 きむら ひろえ

79 和歌山県 野上 紀代 のがみ のりよ

80 鳥取県 徃西 千夏 おおにし ちか

81 鳥取県 上鈴 小百合 うえすず さゆり

82 鳥取県 中江 ゆかり なかえ ゆかり

83 岡山県 池田 みはる いけだ みはる

84 山口県 南 寬正 みなみ ひろまさ

85 山口県 今川 元治 いまがわ もとはる

86 山口県 龍石 晃裕 たついし あきひろ

87 山口県 桂 信一 かつら しんいち

88 徳島県 長澤 紀子 ながさわ のりこ

89 徳島県 新見 公美子 にいみ くみこ

90 徳島県 名護 仁美 みょうご ひとみ

91 徳島県 乾 千代 いぬい ちよ



自治体名 氏名 ふりがな

92 香川県 増田 実雄 ますだ じつお

93 香川県 川窪 洋子 かわくぼ ようこ

94 香川県 松下 美保 まつした みほ

95 愛媛県 髙市 妃登美 たかいち ひとみ

96 愛媛県 龍田 三津子 たつた みつこ

97 愛媛県 関本 留美子 せきもと るみこ

98 愛媛県 宮﨑 恵美子 みやざき えみこ

99 福岡県 馬場 美智子 ばば みちこ

100 福岡県 鶴 由美子 つる ゆみこ

101 福岡県 楢﨑 信雅 ならざき のぶまさ

102 福岡県 楢﨑 瑞惠 ならざき みずえ

103 福岡県 西村 公子 にしむら きみこ

104 福岡県 長野 美子 ながの よしこ

105 佐賀県 金丸 由子 かなまる ゆうこ

106 佐賀県 中山 恵美 なかやま えみ

107 佐賀県 嘉村 真澄 かむら ますみ

108 佐賀県 松永 みゆき まつなが みゆき

109 長崎県 水田 明光 みずた あけみつ

110 長崎県 松島 興太郎 まつしま こうたろう

111 長崎県 古川 トモ ふるかわ とも

112 長崎県 松本 恵子 まつもと けいこ

113 熊本県 松嶋 靖子 まつしま やすこ

114 熊本県 園木 純子 そのき じゅんこ



自治体名 氏名 ふりがな

115 熊本県 季平 倫子 すえひら みちこ

116 熊本県 橋本 クミ はしもと くみ

117 宮崎県 間所 あゆみ まどころ あゆみ

118 札幌市 熊澤 千夏 くまざわ ちか

119 札幌市 髙松 光子 たかまつ みつこ

120 仙台市 鈴木 知香子 すずき ちかこ

121 仙台市 加藤 真澄 かとう ますみ

122 仙台市 佐藤 由美 さとう ゆみ

123 仙台市 鈴木 成子 すずき せいこ

124 千葉市 秋葉 英子 あきば ひでこ

125 千葉市 佐藤 道子 さとう みちこ

126 千葉市 鈴木 ゆかり すずき ゆかり

127 横浜市 小山 真弓 こやま まゆみ

128 横浜市 苅谷 美恵子 かりや みえこ

129 横浜市 門間 邦子 もんま くにこ

130 横浜市 近藤 清子 こんどう きよこ

131 横浜市 北村 園子 きたむら そのこ

132 横浜市 小野田 恵理 おのだ えり

133 横浜市 黒田 美穂子 くろだ みほこ

134 横浜市 瀧川 久子 たきがわ ひさこ

135 横浜市 角野 智美 すみの ともみ

136 川崎市 松岡 由美子 まつおか ゆみこ

137 川崎市 住永 幸子 すみなが さちこ



自治体名 氏名 ふりがな

138 相模原市 田中 恵美子 たなか えみこ

139 相模原市 小川 富美枝 おがわ ふみえ

140 相模原市 荒井 秀子 あらい ひでこ

141 静岡市 浅井 哲朗 あさい てつお

142 静岡市 大石 眞理子 おおいし まりこ

143 名古屋市 竹内 公子 たけうち きみこ

144 名古屋市 横江 萬喜子 よこえ まきこ

145 名古屋市 竹内 清 たけうち きよし

146 名古屋市 加藤 秀伝 かとう しゅうでん

147 名古屋市 福田 明美 ふくだ あけみ

148 名古屋市 社古地  恵子 しゃこじ けいこ

149 京都市 茨木 雅子 いばらき まさこ

150 京都市 片山 定嗣 かたやま さだつぐ

151 京都市 中路 達雄 なかじ たつお

152 京都市 田中 加代子 たなか かよこ

153 京都市 橋本 さかゑ はしもと さかえ

154 大阪市 竹本 美保子 たけもと みほこ

155 大阪市 星乃 隆志 ほしの たかし

156 大阪市 大城 厚子 おおしろ あつこ

157 大阪市 長谷部 紀子 はせべ のりこ

158 大阪市 喜連川 仁志 きれがわ ひとし

159 大阪市 河内 ア子 かわち あこ

160 大阪市 田辺 伸子 たなべ のぶこ



自治体名 氏名 ふりがな

161 堺市 今田 初美 いまだ はつみ

162 堺市 後藤 裕子 ごとう ゆうこ

163 堺市 北村 一恵 きたむら かずえ

164 神戸市 田中 英雄 たなか ひでお

165 神戸市 山ノ井 景子 やまのい けいこ

166 神戸市 谷村 誠 たにむら まこと

167 神戸市 前澤 美津子 まえざわ みつこ

168 岡山市 古原 一恵 こはら かずえ

169 広島市 土井 美智子 どい みちこ

170 広島市 佐賀 明子 さが あきこ

171 広島市 原 沢子 はら さわこ

172 広島市 浅木 明美 あさき あけみ

173 広島市 寳来 ゆかり ほうらい ゆかり

174 北九州市 西 敏昭 にし としあき

175 北九州市 上瀧 美絵 かみたき よしえ

176 北九州市 坂本 栄子 さかもと えいこ

177 北九州市 林田 裕子 はやしだ ひろこ

178 福岡市 阪本 みゆき さかもと みゆき

179 福岡市 林田 睦子 はやしだ むつこ

180 福岡市 山内 貞子 やまうち さだこ

181 福岡市 福田 富美子 ふくだ ふみこ

182 福岡市 榎本 芳子 えのもと よしこ

183 福岡市 阿部 珠美 あべ たまみ



自治体名 氏名 ふりがな

184 福岡市 安福 千枝子 やすふく ちえこ

185 熊本市 竹ノ内 信代 たけのうち のぶよ

186 熊本市 大谷 晃代 おおたに てるよ

187 熊本市 大本 佳子 おおもと よしこ

188 盛岡市 福島 智恵子 ふくしま ちえこ

189 秋田市 加賀谷 典子 かがや のりこ

190 秋田市 保坂 百合子 ほさか ゆりこ

191 水戸市 菅具 久美子 かんぐ くみこ

192 前橋市 茂木 文子 もぎ ふみこ

193 前橋市 髙橋 さち江 たかはし さちえ

194 船橋市 生田 邦彦 いくた くにひこ

195 船橋市 野口 幸子 のぐち さちこ

196 船橋市 松﨑 満枝 まつざき みつえ

197 富山市  亮子 つじさわ りょうこ

198 富山市 老田 康子 おいだ やすこ

199 富山市 青井 陽子 あおい ようこ

200 金沢市 長田 智加代 ながた ちかよ

201 金沢市 瀬田 尚美 せた なおみ

202 福井市 藤澤 芳美 ふじさわ よしみ

203 福井市 宮木 由利枝 みやき ゆりえ

204 甲府市 田中 典子 たなか のりこ

205 豊橋市 村田周治郎 むらた しゅうじろう

206 豊橋市 木村 直仁 きむら なおひと
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207 豊橋市 中島 章裕 なかじま あきひろ

208 一宮市 柴田 清美 しばた きよみ

209 枚方市 小山 育子 こやま いくこ

210 八尾市 酒瀬川 慶子 さかせがわ けいこ

211 八尾市 山田 早苗 やまだ さなえ

212 西宮市 今井 真純 いまい ますみ

213 尼崎市 三木 英子 みき えいこ

214 明石市 小坂 明子 こさか あきこ

215 奈良市 田中 明美 たなか あけみ

216 奈良市 黒田 敏加 くろだ としか

217 和歌山市 畑中 里美 はたなか さとみ

218 和歌山市 東 由起 ひがし ゆき

219 鳥取市 西尾 紀子 にしお のりこ

220 倉敷市 中桐 哲夫 なかぎり てつお

221 倉敷市 滝澤 伸子 たきざわ のぶこ

222 倉敷市 古中 志津子 こなか しづこ

223 福山市 徳永 后子 とくなが きみこ

224 福山市 藤井 朋子 ふじい ともこ

225 福山市 田和 由里子 たわ ゆりこ

226 高松市 三木 一平 みき いっぺい

227 松山市  上岡 周介 うえおか しゅうすけ

228 松山市 中川 惠津子 なかがわ えつこ

229 久留米市 古賀 悦子 こが えつこ
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230 久留米市 石崎 陽子 いしざき ようこ

231 久留米市 古賀 佳代 こが かよ

232 長崎市 廣井 昭子 ひろい あきこ

233 長崎市 木村 悦子 きむら えつこ

234 長崎市 柴田 眞木 しばた まき

235 鹿児島市 羽生 悦朗 はぶ えつろう

236 鹿児島市 吉村 瑠璃子 よしむら るりこ

237 鹿児島市 山崎 なが子 やまさき ながこ


