
1 北海道 土井　暢子 ドイ　ノブコ

2 岩手県 太田代　健二 オオタシロ　ケンジ

3 岩手県 佐藤　智子 サトウ　トモコ

4 秋田県 兎澤　眞澄 トザワ　マスミ

5 埼玉県 山崎　良法 ヤマザキ　ヨシノリ

6 千葉県 石井　良和 イシイ　ヨシカズ

7 東京都 金子　攻 カネコ　オサム

8 神奈川県 竹田　すずよ タケダ　スズヨ

9 石川県 田中　孝子 タナカ　タカコ

10 山梨県 新井　孝子 アライ　タカコ

11 長野県 小澤　ゆき江 オザワ　ユキエ

12 大阪府 生賀　志津子 ショウガ　シズコ

13 島根県 名和田　淸子 ナワタ　キヨコ

14 広島県 藤井　葉子 フジイ　ヨウコ

15 長崎県 平野　清美 ヒラノ　キヨミ

16 沖縄県 野原　正子 ノハラ　マサコ

栄養改善事業功労者（16名）

平成29年度栄養関係功労者厚生労働大臣表彰　被表彰者一覧



1 北海道 山口　敦子 ヤマグチ　アツコ 12 京都府 前田　昭子 マエダ　アキコ

2 岩手県 長坂　慶子 ナガサカ　ケイコ 13 京都府 小切間　美保 コギリマ　ミホ

3 福島県 鍬野　信子 クワノ　ノブコ 14 大阪府 東根　裕子 ヒガシネ　ユウコ

4 群馬県 綾部　園子 アヤベ　ソノコ 15 大阪府 兒玉　成一 コダマ　セイイチ

5 埼玉県 宮城　重二 ミヤギ　シゲジ 16 岡山県 小野　章史 オノ　アキフミ

6 千葉県 川並　弘純 カワナミ　ヒロズミ 17 岡山県 嶋田　義弘 シマダ　ヨシヒロ

7 東京都 松本　孝 マツモト　タカシ 18 徳島県 犬伏　知子 イヌブシ　トモコ

8 東京都 藤井　身江子 フジイ　ミエコ 19 福岡県 太田　英明 オオタ　ヒデアキ

9 神奈川県 山本　妙子 ヤマモト　タエコ 20 佐賀県 林　眞知子 ハヤシ　マチコ

10 山梨県 松本　晴美 マツモト　ハルミ 21 長崎県 四童子　好廣 シドウジ　ヨシヒロ

11 愛知県 加藤　治美 カトウ　ハルミ 22 熊本県 白土　英樹 シラツチ　ヒデキ

栄養士養成功労者（22名）

平成29年度栄養関係功労者厚生労働大臣表彰　被表彰者一覧



1 北海道 福原　久美子 フクハラ　クミコ 21 石川県 笹野　裕子 ササノ　ユウコ 41 岡山県 樋口　資代 ヒグチ　モトヨ

2 青森県 石田　直子 イシタ　ナオコ 22 福井県 清水　淳子 シミズ　アツコ 42 岡山県 下山　英々子 シモヤマ　エイコ

3 岩手県 多田　俊子 タダ　トシコ 23 山梨県 堀内　美香子 ホリウチ　ミカコ 43 山口県 白旗　紀子 シラハタ　ノリコ

4 宮城県 武田　美由紀 タケダ　ミユキ 24 長野県 上野　マリ子 ウエノ　マリコ 44 山口県 猶　いづみ ナオ　イヅミ

5 宮城県 須藤　庸子 ストウ　ヨウコ 25 岐阜県 原　玲子 ハラ　レイコ 45 徳島県 大本　久美子 オオモト　クミコ

6 秋田県 小林　幹子 コバヤシ　ミキコ 26 岐阜県 鈴木　純恵 スズキ　スミエ 46 香川県 岡　美穗子 ヨシオカ　ミホコ

7 山形県 山内　敏行 ヤマウチ　トシユキ 27 静岡県 芹澤　正江 セリザワ　マサエ 47 愛媛県 越智　泉 オチ　イズミ

8 福島県 佐藤　る美子 サトウ　ルミコ 28 静岡県 関　明子 セキ　アキコ 48 高知県 筒井　翠子 ツツイ　スイコ

9 福島県 五十嵐　　康子 イガラシ　ヤスコ 29 愛知県 内藤　夕記子 ナイトウ　ユキコ 49 高知県 髙田　昌子 タカタ　マサコ

10 茨城県 大畠　高子 オオハタ　タカコ 30 三重県 三根　登志子 ミネ　トシコ 50 福岡県 岩﨑　昌子 イワサキ　ショウコ

11 群馬県 井野　文枝 イノ　フミエ 31 滋賀県 千田　素子 センダ　モトコ 51 福岡県 末信　早苗 スエノブ　サナエ

12 群馬県 女屋　さと志 オナヤ　サトシ 32 京都府 中井　邦子 ナカイ　クニコ 52 長崎県 林田　康子 ハヤシダ　ヤスコ

13 埼玉県 松本　敦子 マツモト　アツコ 33 京都府 八田　正美 ハッタ　マサミ 53 長崎県 西本　千都子 ニシモト　チヅコ

14 埼玉県 附田　良子 ツクタ　ヨシコ 34 大阪府 土山　洋正 ドヤマ　ヒロマサ 54 熊本県 浦　万希子 ウラ　マキコ

15 千葉県 上田　悦子 ウエダ　エツコ 35 大阪府 藤邊　裕子 フジベ　ヒロコ 55 大分県 下田　一美 シモダ　ヒトミ

16 神奈川県 土屋　孝子 ツチヤ　タカコ 36 兵庫県 岡﨑 智子 オカザキ　トモコ 56 宮崎県 土肥　美代子 ドイ　ミヨコ

17 新潟県 岩原　由美子 イワハラ　ユミコ 37 兵庫県 加藤　眞奈美 カトウ　マナミ 57 宮崎県 黒木　典子 クロキ　ノリコ

18 富山県 井上　福 イノウエ　フク 38 奈良県 奥野　嘉子 オクノ　ヨシコ 58 鹿児島県 益山　尚子 マスヤマ　ナオコ

19 富山県 大澤　ますみ オオサワ　マスミ 39 和歌山県 上地　房子 カミジ　フサコ 59 沖縄県 新垣　慶子 アラカキ　ケイコ

20 石川県 原田　範子 ハラダ　ノリコ 40 島根県 瀬山　仁美 セヤマ　ヒトミ

栄養指導業務功労者（59名）

平成29年度栄養関係功労者厚生労働大臣表彰　被表彰者一覧



1 岩手県 特別養護老人ホーム福寿荘 トクベツヨウゴロウジンホームフクジュソウ

2 岩手県 岩手県立千厩病院 イワテケンリツセンマヤビョウイン

3 群馬県 西吾妻福祉病院 ニシアガツマフクシビョウイン

4 埼玉県 介護老人福祉施設美里敬愛ホーム カイゴロウジンフクシシセツミサトケイアイホーム

5 埼玉県 川口市立医療センター カワグチシリツイリョウセンター

6 東京都
社会福祉法人ほうえい会
特別養護老人ホーム栄光の杜

シャカイフクシホウジンホウエイカイ
トクベツヨウゴロウジンホームエイコウノモリ

7 東京都 株式会社荏原製作所本社ビル食堂
カブシキガイシャエバラセイサクジョ
ホンシャビルショクドウ

8 新潟県
学校法人敬和学園
敬和学園高等学校

ガッコウホウジンケイワガクエン
ケイワガクエンコウトウガッコウ

9 福井県 公益財団法人松原病院 コウエキザイダンホウジンマツバラビョウイン

10 山梨県 山梨赤十字病院 ヤマナシセキジュウジビョウイン

11 静岡県 医療法人社団喜生会新富士病院 イリョウホウジンシャダンキセイカイシンフジビョウイン

12 兵庫県 公立豊岡病院組合立豊岡病院 コウリツトヨオカビョウインクミアイリツトヨオカビョウイン

13 山口県
医療法人和同会
宇部リハビリテーション病院

イリョウホウジンワドウカイ
ウベリハビリテーションビョウイン

14 山口県 医療法人南和会千鳥ヶ丘病院 イリョウホウジンナンワカイチドリガオカビョウイン

15 徳島県 東みよし町学校給食センター ヒガシミヨシチョウガッコウキュウショクセンター

16 愛媛県 旭川荘南愛媛病院 アサヒガワソウミナミエヒメビョウイン

17 福岡県 福岡逓信病院 フクオカテイシンビョウイン

18 福岡県 医療法人社団シマダ嶋田病院 イリョウホウジンシャダンシマダシマダビョウイン

19 熊本県 くまもと心療病院 クマモトシンリョウビョウイン

20 鹿児島県 鹿児島市立病院 カゴシマシリツビョウイン

特定給食施設（20施設）

平成29年度栄養関係功労者厚生労働大臣表彰　被表彰者一覧


