
都道府県 氏　名 フリガナ 都道府県 氏　名 フリガナ

北海道 木村　勝治 キムラ　カツジ 山口県 舎川　太一 トネガワ　タイチ

青森県 三浦　清一 ミウラ　キヨイチ 徳島県 鎌田　愛子 カマダ　アイコ

青森県 須田　忠幸 スダ　タダユキ 香川県 村田　智英 ムラタ　トモヒデ

岩手県 佐々木　照雄 ササキ　テルオ 香川県 木内　厚志 キウチ　アツシ

岩手県 藤井　和幸 フジイ　カズユキ 大分県 津田　貢三 ツダ　コウゾウ

宮城県 柏原　憲雄 カシワバラ　ノリオ 中央 齊藤　恒 サイトウ　ヒサシ

福島県 浦山　菊夫 ウラヤマ　キクオ 中央 小川　幸德 オガワ　ユキノリ

茨城県 石本　章 イシモト　アキラ 中央 松浦　英明 マツウラ　ヒデアキ

埼玉県 島田　信一 シマダ　シンイチ 中央 三上　徹 ミカミ　トオル

埼玉県 石井　康雄 イシイ　ヤスオ ※中央については、関係団体からの推薦である。

千葉県 髙田　稔 タカダ　ミノル

東京都 田中　鴻 タナカ　ヒロシ

神奈川県 矢口　美佐子 ヤグチ　ミサコ

富山県 青山　繁樹 アオヤマ　シゲキ

石川県 大野　正孝 オオノ　マサタカ

石川県 坂本　英信 サカモト　ヒデノブ

福井県 柴山　洋規 シバヤマ　ヒロキ

山梨県 長田　裕光 オサダ　ヒロミツ

長野県 徳武　茂 トクタケ　シゲル

岐阜県 今井　修 イマイ　オサム

岐阜県 森　保夫 モリ　ヤスオ

静岡県 石井　 章雄 イシイ　アキヲ

三重県 近藤　學 コンドウ　マナブ

滋賀県 小林　晃 コバヤシ　アキラ

滋賀県 平井　敏克 ヒライ　トシカツ

大阪府 兒玉　和義 コダマ　カズヨシ

兵庫県 山崎　仁嗣 ヤマサキ　ヒトシ

兵庫県 貝塚　一夫 カイヅカ　カズオ

奈良県 林田　二三子 ハヤシダ　フミコ

広島県 岸田　孝美 キシダ　タカミ

平成29年度調理師関係功労者厚生労働大臣表彰　受彰者名簿

（１）調理師制度功労者（39名）



都道府県 氏　名 フリガナ

茨城県 中川　一恵 ナカガワ　カズエ

埼玉県 宮﨑　達也 ミヤザキ　タツヤ

愛知県 木下　賀律子 キノシタ　カツコ

大阪府 髙山　信行 タカヤマ　ノブユキ

中央 川口　孝真 カワグチ　タカマサ

※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（5名）



都道府県 氏　名 フリガナ 都道府県 氏　名 フリガナ

北海道 白井　勝美 シライ　カツミ 三重県 中野　雅弘 ナカノ　マサヒロ

北海道 佐藤　昇 サトウ　ノボル 滋賀県 樋口　新治 ヒグチ　シンジ

青森県 尾崎　勉 オザキ　ツトム 京都府 長谷川　光雄 ハセガワ　ミツオ

岩手県 菅原　克子 スガワラ　カツコ 京都府 小山　幸広 コヤマ　ユキヒロ

岩手県 木下　有子 キノシタ　ユウコ 大阪府 畑　勤一 ハタ　キンイチ

宮城県 井澤　茂美 イサワ　シゲミ 大阪府 小西　幸雄 コニシ　ユキオ

秋田県 藤本　トヨ子 フジモト　トヨコ 兵庫県 小西　健三郎 コニシ　ケンザブロウ

山形県 伊澤　正 イザワ　タダシ 兵庫県 武本　元秀 タケモト　モトヒデ

茨城県 古谷田　徳男 コヤタ　ノリオ 奈良県 辻井　孝 ツジイ　タカシ

栃木県 常盤　仁 トキワ　ジン 和歌山県 中野　喜実雄 ナカノ　キミオ

群馬県 土屋　完一 ツチヤ　カンイチ 和歌山県 坂倉　信成 サカクラ　シンジョウ

埼玉県 堀口　文男 ホリグチ　フミオ 鳥取県 菅原　昭雄 スガハラ　アキオ

千葉県 長田　正美 ナガタ　マサミ 島根県 川角　道義 カワスミ　ミチヨシ

東京都 野　隆司 ヨシノ　タカシ 山口県 平畑　憲幸 ヒラハタ　ノリユキ

東京都 前田　正一 マエダ　ショウイチ 徳島県 松田　正子 マツダ　マサコ

東京都 竹留　和平 タケトメ　ワヘイ 愛媛県 伊藤　陽一郎 イトウ　ヨウイチロウ

東京都 松山　昌樹 マツヤマ　マサキ 高知県 竹下　昇 タケシタ　ノボル

神奈川県 飯島　敬三 イイジマ　ケイゾウ 高知県 大下　正治 オオシタ　マサハル

神奈川県 新田  喜代敏 ニッタ　キヨトシ 福岡県 中橋　義幸 ナカハシ　ヨシユキ

新潟県 村松　寛喜 ムラマツ　ヒロキ 福岡県 岩永　 克也 イワナガ　カツヤ

富山県 栗田　高文 クリタ　タカフミ 佐賀県 河井　澄 カワイ　ノボル

石川県 新田　晁 ニッタ　アキラ 長崎県 清水　善吾 シミズ　ゼンゴ

石川県 下代　隆士 シモシロ　タカシ 熊本県 竹尾　景利 タケオ　カゲトシ

山梨県 北井　久 キタイ　ヒサシ 熊本県 田邉　稔晴 タナベ　トシハル

長野県 松本　政 マツモト　マサシ 大分県 田中　利延 タナカ　トシノブ

長野県 板花　芳博 イタハナ　ヨシヒロ 鹿児島県 濵田　昭信 ハマダ　アキノブ

岐阜県 角　義隆 カク　ヨシタカ 沖縄県 小林　光栄 コバヤシ　コウエイ

岐阜県 髙瀬　均 タカセ　ヒトシ 沖縄県 屋比久　保 ヤビク　タモツ

静岡県 早川　亮介 ハヤカワ　リョウスケ 中央 若林　成治 ワカバヤシ　セイジ

愛知県 堀内　恭次 ホリウチ　キョウジ 中央 川本　紀男 カワモト　ノリオ

（３）調理業務功労者（85名）



都道府県 氏　名 フリガナ

中央 諏訪　至 スワ　イタル

中央 大江　廣嗣 オオエ　ヒロツグ

中央 窪田　好直 クボタ　ヨシナオ

中央 佃　勇 ツクダ　イサム

中央 石川　忠司 イシカワ　タダシ

中央 河村　正英 カワムラ　マサヒデ

中央 　田　稔 アイダ　ミノル

中央 井口　啓一 イグチ　ケイイチ

中央 髙橋　勇次 タカハシ　ユウジ

中央 佐藤　裕光 サトウ　ヒロミツ

中央 江田　輝美 エダ　テルミ

中央 梅原　徹 ウメハラ　トオル

中央 尾﨑　一夫 オザキ　カズオ

中央 鈴木　和雄 スズキ　カズオ

中央 丸山　博司 マルヤマ　ヒロシ

中央 松藤　茂 マツフジ　シゲル

中央 正木　裕治 マサキ　ヒロハル

中央 野村　茂 ノムラ　シゲル

中央 中村　英一郎 ナカムラ　エイイチロウ

中央 別府　明 ベップ　アキラ

中央 松浦　修 マツウラ　オサム

中央 村岡　祐史 ムラオカ　ユウジ

中央 齋藤　雅行 サイトウ　マサユキ

中央 山本　邦彦 ヤマモト　クニヒコ

中央 一色　憲治 イッシキ　ケンジ

※中央については、関係団体からの推薦である。


