
都道府県等 氏　名 フリガナ

北海道 森野　友夫 モリノ　トモオ

北海道 鈴木　康永 スズキ　ヤスナガ

岩手県 野田　正則 ノダ　マサノリ

岩手県 阿部　芳久 アベ　ヨシヒサ

宮城県 沼田　仁 ヌマタ　ジン

秋田県 石井　秀基 イシイ　ヒデキ

埼玉県 荒井　敏和 アライ　トシカズ

埼玉県 井ヶ田　昭二 イゲタ　ショウジ

千葉県 澁谷　初枝 シブヤ　ハツエ

千葉県 宮本　和枝 ミヤモト　カズエ

東京都 鈴木　広明 スズキ　ヒロアキ

東京都 佐藤　俊明 サトウ　トシアキ

神奈川県 石井　哲夫 イシイ　テツオ

神奈川県 許　耀庚 キョ　ヨウコウ

石川県 青木　藤夫 アオキ　フジオ

石川県 竹田　博 タケダ　ヒロシ

福井県 南部　良弘 ナンブ　ヨシヒロ

山梨県 久保田　武 クボタ　タケシ

長野県 吉田　幸雄 ヨシダ　ユキオ

長野県 依田　彌榮藏 ヨダ　ヤエゾウ

岐阜県 林　健吉 ハヤシ　ケンキチ

岐阜県 和田　邦彦 ワダ　クニヒコ

三重県 髙川　玉 タカガワ　タマ

兵庫県 上野　富幸 ウエノ　トミユキ

奈良県 若林　正美 ワカバヤシ　マサミ

山口県 松田　勝行 マツダ　カツユキ

香川県 髙　秀雄 コウ　ヒデオ

香川県 櫻又　治郎 サクラマタ　ジロウ

佐賀県 本木　和彦 モトキ　カズヒコ

宮崎県 田之上　昭嗣 タノウエ　アキツグ

中央 工藤　勝利 クドウ　カツトシ

中央 揚井　忠明 アゲイ　タダアキ

中央 上山　広 ウエヤマ　ヒロシ

※「中央」については、関係団体からの推薦である。

（１）調理師制度功労者（33名）

平成２６年度調理師関係功労者厚生労働大臣表彰　受賞者名簿



都道府県等 氏　名 フリガナ

群馬県 青木　茂治 アオキ　シゲハル

東京都 青木　久子 アオキ　ヒサコ

福井県 天谷　奈美 アマヤ　ナミ

京都府 坂本　三郎 サカモト　サブロウ

大阪府 山田　裕司 ヤマダ　ユウジ

中央 大越　光雄 オオコシ　ミツオ

中央 森田　弘志 モリタ　ヒロシ

中央 伊澤　勝平 イサワ　ショウヘイ

中央 阿部　三喜夫 アベ　ミキオ

※「中央」については、関係団体からの推薦である。

（２）調理師養成功労者（9名）



都道府県等 氏　名 フリガナ 都道府県等 氏　名 フリガナ

北海道 砂長谷　洋子 スナハセ　ヨウコ 京都府 坂井　博 サカイ　ヒロシ

北海道 森下　稔 モリシタ　ミノル 京都府 中澤　守弘 ナカザワ　モリヒロ

青森県 中村　一雄 ナカムラ　カズオ 大阪府 並松　健一 ナミマツ　ケンイチ

岩手県 熊谷　嘉夫 クマガイ　ヨシオ 大阪府 迫本　哲夫 サコモト　テツオ

岩手県 藤倉　盛 フジクラ　サカリ 奈良県 今谷　升義 イマタニ　ノリヨシ

宮城県 菅井　敏彦 スガイ　トシヒコ 和歌山県 西林　輝昌 ニシバヤシ　テルマサ

秋田県 高橋　龍一 タカハシ　リュウイチ 和歌山県 山本　道夫 ヤマモト　ミチオ

秋田県 岸　紀雄 キシ　ノリオ 島根県 布野　幸一 フノ　コウイチ

山形県 中川　清昭 ナカガワ　キヨアキ 広島県 沖原　澄夫 オキハラ　スミオ

福島県 菅家　幸弘 カンケ　ユキヒロ 広島県 横山　正 ヨコヤマ　タダシ

茨城県 岡本　裕明 オカモト　ヒロアキ 山口県 大久保　修 オオクボ　オサム

栃木県 福田　信夫 フクダ　ノブオ 徳島県 野々瀬　德志朗 ノノセ　トクシロウ

群馬県 元木　文男 モトキ　フミオ 香川県 北村　隆明 キタムラ　タカアキ

埼玉県 齋藤　忠行 サイトウ　タダユキ 愛媛県 玉井　祥弘 タマイ　ヨシヒロ

埼玉県 大澤　幸吉 オオサワ　コウキチ 高知県 横山　嘉之 ヨコヤマ　ヨシユキ

東京都 善養寺　明 ゼンヨウジ　アキラ 高知県 町戸　太 マチド　フトシ

東京都 松本　昇 マツモト　ノボル 福岡県 原田　慶男 ハラダ　ケイオ

東京都 陳　龍誠 チン　リュウセイ 福岡県 青野　惠則 アオノ　ヤスノリ

神奈川県 諸橋　文雄 モロハシ　フミオ 佐賀県 山下　正実 ヤマシタ　マサミ

神奈川県 菅野　広 スガノ　ヒロシ 熊本県 長田　春男 ナガタ　ハルオ

富山県 江向　博保 エムカイ　ヒロヤス 熊本県 川上　洋信 カワカミ　ヒロノブ

石川県 和多　伸夫 ワダ　ノブオ 大分県 成安　宣章 ナリヤス　ノブアキ

山梨県 川口　辰義 カワグチ　タツヨシ 大分県 瀬口　久行 セグチ　ヒサユキ

長野県 山岸　啓佐義 ヤマギシ　ケサヨシ 鹿児島県 田中　雄二 タナカ　ユウジ

長野県 若宮　幸正 ワカミヤ　ユキマサ 鹿児島県 伊比禮　数利 イビレ　カズトシ

岐阜県 永田　忠 ナガタ　タダシ 沖縄県 池宮　哲 イケミヤ　サトシ

岐阜県 野村　朋司 ノムラ　トモジ 中央 西　稔史 ニシ　トシフミ

静岡県 井出　勝廣 イデ　カツヒロ 中央 井田　仲弘 イダ　ナカヒロ

静岡県 小野田　徹 オノダ　トオル 中央 金原　松夫 カナバラ　マツオ

愛知県 榊原　　紀正 サカキバラ　ノリマサ 中央 本田　弘 ホンダ　ヒロム

三重県 山上　世い子 ヤマウエ　セイコ 中央 秋葉　慎也 アキバ　シンヤ

滋賀県 上村　長司 カミムラ　チョウジ 中央 坂本　昭司 サカモト　ショウジ

滋賀県 堀川　貞雄 ホリカワ　サダオ 中央 齋藤　京子 サイトウ　キョウコ

（３）調理業務功労者（80名）



都道府県等 氏　名 フリガナ

中央 小川　春男 オガワ　ハルオ

中央 大和田　健二 オオワダ　ケンジ

中央 元井　哲也 モトイ　テツヤ

中央 保阪　修 ホサカ　オサム

中央 関口　寛 セキグチ　ヒロシ

中央 渡久地　政秀 トクチ　マサヒデ

中央 丸山　学 マルヤマ　マナブ

中央 永田　龍男 ナガタ　タツオ

中央 松岡　佳久 マツオカ　ヨシヒサ

中央 岸良　秋男 キシラ　アキオ

中央 川向　和美 カワムカイ　カズミ

中央 浦　敦 ウラ　アツシ

中央 椎野　幸男 シイノ　ユキオ

中央 大宮　康雄 オオミヤ　ヤスオ

※「中央」については、関係団体からの推薦である。


