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平成２８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 １３０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２９年２月１３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２９年２月１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（130名）

都道府県 氏名 ふりがな 都道府県 氏名 ふりがな

北海道 羽山　美由樹 はやま　みゆき 東京都 橋本　雅美 はしもと　まさみ

北海道 大江　融 おおえ　ゆずる 東京都 栗原　玲子 くりはら　れいこ

北海道 北崎　信仁 きたざき　のぶひと 東京都 對馬　かな子 つしま　かなこ

北海道 舩水　さかえ ふなみず　さかえ 神奈川県 若林　澄子 わかばやし　すみこ

青森県 北山　つね子 きたやま　つねこ 神奈川県 髙橋　洋一 たかはし　よういち

青森県 田中　砦子 たなか　さいこ 神奈川県 松井　住仁 まつい　じゅうにん

青森県 三上　のり子 みかみ　のりこ 神奈川県 土屋　敦 つちや　あつし

青森県 木村　美穂子 きむら　みほこ 新潟県 歌川　亨一 うたがわ　こういち

岩手県 小野寺　マキ子 おのでら　まきこ 新潟県 大熊　達義 おおくま　たつよし

岩手県 小野寺　千壽 おのでら　ちず 富山県 長岡　礼子 ながおか　れいこ

岩手県 花崎　洋子 はなさき　ようこ 富山県 中川　都子 なかがわ　みやこ

宮城県 大金　由夫 おおがね　よしお 富山県 安田　和美 やすだ　かずみ

秋田県 佐藤　家隆 さとう　いえたか 石川県 酢谷　美和子 すや　みわこ

秋田県 佐藤　茂直 さとう　しげなお 石川県 髙見　幸子 たかみ　さちこ

秋田県 田口　明子 たぐち　あきこ 石川県 谷敷　美千代 やしき　みちよ

秋田県 鐙　妙子 あぶみ　たえこ 石川県 朝川　由美子 あさかわ　ゆみこ

山形県 岩沼　甫 いわぬま　はじめ 福井県 渡邊　美佐江 わたなべ　みさえ

茨城県 山中　亮助 やまなか　りょうすけ 福井県 池田　範子 いけだ　のりこ

茨城県 志村　俊晴 しむら　としはる 山梨県 若尾　直子 わかお　なおこ

栃木県 栃木　秀麿 とちぎ　ひでまろ 長野県 平野　孝明 ひらの　たかあき

栃木県 江原　義明 えはら　よしあき 岐阜県 間部　房男 まべ　ふさお

栃木県 神永　時雄 かみなが　ときお 静岡県 紀平　幸一 きのひら　こういち

栃木県 吉田　博光 よしだ　ひろみつ 静岡県 笹田　庸子 ささだ　ようこ

群馬県 正田　好枝 しょうだ　よしえ 静岡県 坂尾　正 さかお　ただし

群馬県 松田　錦弥 まつだ　きんや 静岡県 宇山　瑞穂 うやま　みづお

群馬県 矢野　由美子 やの　ゆみこ 愛知県 加藤　四郎 かとう　しろう

埼玉県 三上　俊衛 みかみ　としえ 愛知県 山田　茂 やまだ　しげる

埼玉県 清水　文孝 しみず　ふみたか 愛知県 山本　真一 やまもと　しんいち

埼玉県 加藤　静子 かとう　しずこ 愛知県 板倉　義之 いたくら　よしゆき

埼玉県 細矢　義治 ほそや　よしはる 三重県 西田　誠 にしだ　まこと

千葉県 阿部　ちえ子 あべ　ちえこ 滋賀県 笠原　 孝 かさはら　よしたか

千葉県 三宅　松枝 みやけ　まつえ 滋賀県 伊達　成基 だて　せいき

千葉県 勝田　正美 かつた　まさみ 滋賀県 重松　忠 しげまつ　ただし

千葉県 植田　雅明 うえだ　まさあき 滋賀県 竹島　通 たけしま　とおる

東京都 米山　啓一郎 よねやま　けいいちろう 京都府 清水　鴻一郎 しみず　こういちろう
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■個人（130名）

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 森　洋一 もり　よういち 高知県 岡林 康夫 おかばやし やすお

京都府 石川　和弘 いしかわ　やすひろ 福岡県 村田　栄治 むらた　えいじ

大阪府 保元　明子 やすもと　あきこ 福岡県 安東　恵津子 あんどう　えつこ

大阪府 道場　和子 どうば　かずこ 福岡県 金谷　久司 かなや　ひさし

大阪府 髙田　厚照 たかだ　あつあき 福岡県 重藤　紘 しげとう　ひろし

大阪府 清水　隆之 しみず　たかゆき 佐賀県 古澤　均 ふるさわ　ひとし

兵庫県 渡辺　志伸 わたなべ　しのぶ 長崎県 増田　秀美 ますだ　ひでみ

兵庫県 西　昂 にし　たかし 長崎県 吉田　悦子 よしだ　えつこ

兵庫県 中野　惠子 なかの　けいこ 長崎県 﨑村　芳子 さきむら　よしこ

兵庫県 内野　栄子 うちの　えいこ 長崎県 平野　学 ひらの　まなぶ

奈良県 荒田　久美子 あらた　くみこ 熊本県 田畑　敏子 たばた　としこ

和歌山県 上原　俊宏 うえはら　としひろ 大分県 赤峰　真由美 あかみね　まゆみ

和歌山県 嶋田　左知代 しまだ　さちよ 大分県 河野　昭二 かわの　しょうじ

鳥取県 吉田　眞人 よしだ　まさと 大分県 首藤　睦子 しゅとう　むつこ

島根県 中川　昭生 なかがわ　あきお 大分県 江藤　英二 えとう　えいじ

岡山県 藤田　洽二 ふじた　こうじ 宮崎県 黒瀬　明治 くろせ　あきはる

岡山県 作野　和人 さくの　かずと 宮崎県 上原　松平 うえはら　しょうへい

岡山県 小出　尚志 こいで　ひさし 宮崎県 坂梨　朱美 さかなし　あけみ

岡山県 長安　つた子 ながやす　つたこ 宮崎県 井之上　睦美 いのうえ　むつみ

広島県 福永　國夫 ふくなが　くにお 鹿児島県 原田　ケイ子 はらだ　けいこ

広島県 栁　安子 やなぎ　やすこ 鹿児島県 八田　冷子 やつだ　れいこ

広島県 檜谷　義美 ひだに　よしみ 鹿児島県 徳留　修身 とくどめ　おさみ

山口県 福田　信二 ふくた　しんじ 鹿児島県 内山　太一郎 うちやま　たいちろう

山口県 沖田　敏宜 おきた　としのり 沖縄県 屋比久　武 やびく　たけし

徳島県 藤原　良介 ふじわら　りょうすけ 沖縄県 喜久村　徳清 きくむら　とくせい

徳島県 赤松　茂 あかまつ　しげる

香川県 水本　壽美子 みずもと　すみこ

香川県 亀井　眞代 かめい　まさよ

香川県 久保　典子 くぼ　のりこ

香川県 横田　敏江 よこた　としえ

愛媛県 今川　俊一郎 いまがわ　しゅんいちろう

愛媛県 土居　康展 どい　やすのぶ

高知県 津野　倫子 つの　みちこ

高知県 島村　千春 しまむら　ちはる

高知県 竹内　ゆかり たけうち　ゆかり
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■団体（11団体）

都道府県 団体名

福島県 萱場町内会
かやばちょうないかい

　衛生部
えいせいぶ

福島県 白山区
は く さ ん く

すこやかな地域
ち い き

づくり推進委員会
すいしんいいんかい

埼玉県 一般社団法人
いっぱんしゃだんほうじん

飯能地区医師会
は ん の う ち く い し か い

千葉県 一般社団法人
いっぱんしゃだんほうじん

松戸市
ま つ ど し

薬剤師
や く ざ い し

会
かい

千葉県 栄町三師会
さかえまちさんしかい

石川県 穴水町
あなみずまち

健康づくり
け ん こ う づ く り

推進員
すいしんいん

連絡会
れんらくかい

大阪府 大阪府
おおさかふ

八尾
や お

保健所
ほけんじょ

管内
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

広島県 新高山地区公衆衛生推進協議会
しんたかやまちくこうしゅうえいせいすいしんきょうぎかい

徳島県 美馬
み ま

・つるぎ糖尿病対策
とうにょうびょうたいさく

をすすめる会
かい

徳島県 はつらつクラブ

高知県 高知県
こ う ちけん

在宅
ざいたく

保健
ほけん

活動者
かつどうしゃ

なでしこの会
かい
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