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平成２７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 １３１名及び１１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２８年３月８日（火） １４時００分～１５時１０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２８年２月２３日 

【照会先】 

健康局健康課地域保健室 

室長補佐    小  貫（内線 2332） 

企画調査・指導係 鈴 木（内線 2335）  

(代表電話) 03(5253)1111 

(直通電話) 03(3595)2190 

 

 



■個人（131名）

都道府県 氏名 ふりがな 都道府県 氏名 ふりがな

北海道 山本　聡 やまもと　さとし 神奈川県 木内　哲也 きうち　てつや

北海道 相田　一郎 あいだ　いちろう 神奈川県 白井　尚 しらい　たかし

北海道 山口　昌宏 やまぐち　まさひろ 新潟県 庭山　昌明 にわやま　まさあき

北海道 森元　務 もりもと　つとむ 新潟県 池田　透 いけだ　とおる

青森県 柴田　ミチ しばた　みち 新潟県 片桐　正則 かたぎり　まさのり

青森県 宮川　隆美 みやがわ　たかよし 新潟県 相澤　哲郎 あいざわ　てつろう

青森県 梅庭　牧子 うめにわ　まきこ 富山県 下田　よしゑ しもだ　よしえ

青森県 鈴木　良子 すずき　りょうこ 富山県 堀田　一美 ほりた　　かずみ

岩手県 藤原　みよ子 ふじわら　みよこ 富山県 土井　ちえ子 どい　ちえこ

岩手県 嶋　弘一 しま　こういち 石川県 藤井　弥生 ふじい　やよい

岩手県 澤口　眞規子 さわぐち　まきこ 石川県 森　祐子 もり　ゆうこ

秋田県 猪野　慶 いの　けい 石川県 高野　信子 たかの　のぶこ

秋田県 岸　マサ きし　まさ 石川県 田中　京子 たなか　きょうこ

秋田県 西成　忍　 にしなり　しのぶ　 福井県 竹内 富美子 たけうち ふみこ

秋田県 鹿子沢　真由美 かのこざわ　まゆみ 山梨県 小野　茂 おの　しげる

山形県 森川　清志 もりかわ　きよし 山梨県 雨宮　和子 あめみや　かずこ

茨城県 手島　研作 てしま　けんさく 長野県 滝澤　聰男 たきざわ　としお

栃木県 齋藤　裕夫 さいとう　ひろお 長野県 三浦　靖雄 みうら　やすお

栃木県 野澤　幸二 のざわ　こうじ 長野県 岡村　猛 おかむら　たけし

栃木県 倉井　洋治 くらい　ようじ 岐阜県 戸谷　眞澄 とたに　ますみ

栃木県 小林　祐一郎 こばやし　ゆういちろう 岐阜県 江口　基子 えぐち　もとこ

群馬県 新島　とよ子 にいじま　とよこ 岐阜県 大井　益一 おおい　ますいち

群馬県 冨澤　幸夫 とみざわ　ゆきお 岐阜県 水口　滋 みずぐち　しげる

埼玉県 田尻　和行 たじり　かずゆき 静岡県 市山　純 いちやま　じゅん

埼玉県 堀江　好一 ほりえ　こういち 静岡県 田村　克美 たむら　かつみ

埼玉県 島村　益広 しまむら　ますひろ 静岡県 柴田　晴男 しばた　はるお

千葉県 寺島　正子 てらじま　まさこ 静岡県 渡　秀治 わたり　ひではる

千葉県 大野　由記子 おおの　ゆきこ 愛知県 福田　巖 ふくた　いわお

千葉県 江口　弘久 えぐち　ひろひさ 愛知県 大野　政彦 おおの　まさひこ

千葉県 青山　勇 あおやま　いさみ 愛知県 早川　正人 はやかわ　まさひと

東京都 篠﨑　育子 しのざき　いくこ 愛知県 安田　里司 やすだ　さとし

東京都 柳下　直弘 やぎした　のぶひろ 三重県 久保　公昭 くぼ　まさあき

東京都 木村　武 きむら　たけし 三重県 前山　和子 まえやま　かずこ

東京都 前川　あゆみ まえかわ　あゆみ 滋賀県 越智　眞一 おち　しんいち

神奈川県 小川　護 おがわ　まもる 滋賀県 岡本　元純 おかもと　もとずみ

神奈川県 玉城　嘉和 たまき　よしかず 京都府 髙尾　嘉興 たかお　よしおき
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都道府県 氏名 ふりがな 都道府県 氏名 ふりがな
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京都府 河本　勲則 かわもと　いさのり 佐賀県 楠本　利巳 くすもと　としみ

京都府 荻野　和大 おぎの　かずひろ 長崎県 津口　睦美 つぐち　むつみ

大阪府 得本　誠 とくもと　まこと 長崎県 長山　澄彦 ながやま　すみひこ

大阪府 富永　礼子 とみなが　れいこ 長崎県 山口　佳代子 やまぐち　かよこ

大阪府 有元　かよ子 ありもと　かよこ 長崎県 松尾　幸子 まつお　さちこ

兵庫県 渡辺　弥生 わたなべ　やよい 熊本県 松﨑　優子 まつざき　ゆうこ

兵庫県 米田　寛子 よねだ　ひろこ 熊本県 齊藤　忍 さいとう　しのぶ

兵庫県 木谷　忍 きたに　しのぶ 熊本県 村口　桂子 むらぐち　けいこ

奈良県 近藤　桂子 こんどう　けいこ 熊本県 梶原　敦子 かじわら　あつこ

和歌山県 山西　陽子 やまにし　ようこ 大分県 甲斐　慶子 かい　けいこ

鳥取県 吉中　正人 よしなか　まさと 大分県 氏田　尚之 うじた　なおゆき

島根県 堀江　肇 ほりえ　はじめ 大分県 久澄　千里 ひさすみ　ちさと

島根県 平賀　瑞雄 ひらが　みつお 大分県 松尾　佳子 まつお　よしこ

岡山県 石川　絋 いしかわ　こう 宮崎県 阿南　育男 あなみ　いくお

岡山県 菅田　毅 かんだ　たけし 宮崎県 林　チヱ子 はやし　ちえこ

岡山県 藤本　宗平 ふじもと　そうへい 宮崎県 川野　秀文 かわの　ひでふみ

岡山県 石本　傅江 いしもと　つたえ 宮崎県 戸倉　修 とくら　おさむ

広島県 中光　忠市 なかみつ　ちゅういち 鹿児島県 中村　勇三 なかむら　ゆうぞう

広島県 大下　芙紗子 おおした　ふさこ 鹿児島県 立志　公和 たてし　きみかず

広島県 渡邊　政夫 わたなべ　まさお 鹿児島県 有水　五郎 ありみず　ごろう

広島県 菅田　巌 すがた　いわお 鹿児島県 新塘　久美子 しんとも　くみこ

山口県 河野　隆任 かわの　たかとう 沖縄県 久場　兼功 くば　けんこう

山口県 為近　純子 ためちか　　すみこ 沖縄県 狩俣　陽一 かりまた　よういち

徳島県 中川　幸夫 なかがわ　ゆきお

香川県 丸山　保夫 まるやま　やすお

香川県 植村　英子 うえむら　えいこ

香川県 伊勢　愛弓 いせ　あゆみ

香川県 山本　真由美 やまもと　まゆみ

愛媛県 松岡　一元 まつおか　かずもと

愛媛県 松浦　裕 まつうら　ゆたか

高知県 山村　貞雄 やまむら　さだお

高知県 津野　恵 つの　めぐみ

福岡県 江頭　啓介 えがしら　けいすけ

福岡県 要　信義 かなめ　のぶよし

福岡県 蓮澤　浩明 はすざわ　ひろあき

福岡県 金岡　正藏 かなおか　しょうぞう
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■団体（11団体）

都道府県 団体名

福島県 遠原団地町内会
とおはらだんちちょうないかい

福島県 田沢
た ざわ

町会
ちょうかい

埼玉県 一般社団法人
いっぱんしゃだんほうじん

　草加八潮医師会
そ う か や し お い し か い

静岡県 静岡県給食協会
しずおかけんきゅうしょくきょうかい

　沼津伊豆支部
ぬ ま づ い ず し ぶ

大阪府 大阪府藤井寺保健所管内
おおさかふふじいでらほけんじょかんない

　特定給食研究会
とくていきゅうしょくけんきゅうかい

兵庫県 太子町竜田地区愛育班
たいしちょ うたつたちくあいいくはん

奈良県 奈良県断酒連合会
ならけんだんしゅれんごうかい

広島県 日比崎地区公衆衛生推進協議会
ひびざきちくこうしゅうえいせいすいしんきょうぎかい

徳島県 社会福祉法人
しゃかいふくしほうじん

　三好やまなみ会
み よ し や ま な み か い

徳島県 特定非営利活動法人
とくていひえいりかつどうほうじん

　美馬心の健康を考える会
みまこころのけんこうをかんがえるかい

熊本県 一般社団法人
いっぱんしゃだんほうじん　

　熊本県鍼灸マッサージ師会
く ま も と け ん し ん き ゅ う ま っ さ ー じ し か い
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