
【参考：今後の予定】

■発令

　　平成30年11月3日（土）

■大綬章親授式、重光章伝達式

　　平成30年11月6日（火）　　 午前10時30分から（大綬章）

　　（場所：皇居）  午後　3時00分から（重光章）

■中綬章以下伝達式

　　平成30年11月12日（月） 午後  1時05分から　

　（場所：東京プリンスホテル　２階「鳳凰の間」）

経 済 産 業 省

大臣官房秘書課

平成30年秋の勲章受章者名簿

（経済産業省推薦分）

※注意※

当日伝達式会場に入場出来るのは、事前に登録された受章者の

関係者のみとなっておりますので予めご了承願います。  



（人）

推　薦　部　局　名 Ⅰ類 Ⅱ類 計

大臣官房 1 0 1

大臣官房
調査統計グループ 22 0 22

経済産業政策局 28 0 28

経済産業政策局
地域経済産業グループ 16 0 16

貿易経済協力局 3 0 3

産業技術環境局 7 0 7

製造産業局 15 14 29

商務情報政策局 1 0 1

商務情報政策局
商務・サービスグループ 1 0 1

商務情報政策局
産業保安グループ 5 1 6

資源エネルギー庁 6 10 16

特許庁 8 0 8

中小企業庁 73 0 73

計 186 25 211

平成３０年秋の勲章受章者数一覧
（経済産業省推薦分）



【Ⅰ類】

賞賜 氏名 ふりがな
年
齢

主要経歴 現住所 推薦部局名

瑞宝双光章 清野　正士 せいの　まさし 70
元　経済産業省大臣官房企画課業務管理
官

東京都 大臣官房

瑞宝単光章 綾　一美 あや　かずみ 74 現　工業統計調査員 香川県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 伊藤　光子 いとう　みつこ 75 現　鉱工業動態統計調査員 三重県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 大出　巖 おおいで　いわお 77 現　工業統計調査員 栃木県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 小川　節郎 おがわ　せつろう 70 元　工業統計調査員 岡山県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 小野　知世子 おの　ちよこ 84 現　工業統計調査員 大阪府
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 開發　和夫 かいはつ　かずお 78 現　工業統計調査員 北海道
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 佐久間　節子 さくま　せつこ 75 元　工業統計調査員 千葉県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 清水　宏子 しみず　ひろこ 80 元　工業統計調査員 愛知県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 髙橋　壽子 たかはし　ひさこ 71 現　工業統計調査員 京都府
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 田丸　美智子 たまる　みちこ 70 現　工業統計調査員 広島県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 中島　哲子 なかしま　てつこ 78 現　工業統計調査員 島根県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 南里　眞佐子 なんり　まさこ 74 現　工業統計調査員 福岡県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 土生　利昭 はぶ　としあき 84 現　工業統計調査員 宮城県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 東山　美和子 ひがしやま　みわこ 70 現　工業統計調査員 石川県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 平野　瑞枝 ひらの　みずえ 80 現　工業統計調査員 静岡県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 町井　良平 まちい　りょうへい 87 元　工業統計調査員 東京都
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 丸山　フジイ まるやま　ふじい 70 現　工業統計調査員 新潟県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 水口　ミキ みずぐち　みき 81 現　工業統計調査員 福島県
大臣官房

調査統計グループ



【Ⅰ類】

賞賜 氏名 ふりがな
年
齢

主要経歴 現住所 推薦部局名

瑞宝単光章 矢作　久惠 やはぎ　ひさえ 77 現　工業統計調査員 埼玉県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 山中　ひで子 やまなか　ひでこ 71 現　工業統計調査員 兵庫県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 横井　秀則 よこい　ひでのり 71 現　工業統計調査員 福井県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 吉田　京子 よしだ　きょうこ 71 現　鉱工業動態統計調査員 岩手県
大臣官房

調査統計グループ

旭日単光章 淺田　裕久 あさだ　ひろひさ 78 元　金沢商工会議所常議員 石川県 経済産業政策局

旭日双光章 池田　豊 いけだ　ゆたか 78 現　佐世保商工会議所副会頭 長崎県 経済産業政策局

旭日双光章 石橋　昭彦 いしばし　あきひこ 80 元　沼津商工会議所副会頭 東京都 経済産業政策局

旭日中綬章 伊奈　輝三 いな　てるぞう 81
元　(株)ＩＮＡＸ代表取締役社長
元　常滑商工会議所会頭

愛知県 経済産業政策局

桐花大綬章 今井　敬 いまい　たかし 88
元　新日鐵代表取締役社長
元　（社）経済団体連合会会長

東京都 経済産業政策局

旭日小綬章 牛丸　欣吾 うしまる　きんご 70 元　神岡商工会議所会頭 岐阜県 経済産業政策局

旭日小綬章 岡田　章 おかだ　あきら 71 元　東広島商工会議所会頭 広島県 経済産業政策局

旭日小綬章 河田　正行 かわた　まさゆき 72 元　観音寺商工会議所会頭 香川県 経済産業政策局

旭日小綬章 川西　修 かわにし　おさむ 72 元　松原商工会議所会頭 大阪府 経済産業政策局

旭日小綬章 川村　人志 かわむら　ひとし 76 現　高岡商工会議所会頭 東京都 経済産業政策局

旭日小綬章 木村　剛考 きむら　よしたか 72 現　鹿沼商工会議所会頭 栃木県 経済産業政策局

旭日小綬章 河本　榮一 こうもと　えいいち 76 現　館林商工会議所会頭 群馬県 経済産業政策局

旭日小綬章 齋藤　彰一 さいとう　しょういち 76
元　四日市商工会議所会頭
元　(株)三重銀行取締役頭取

神奈川県 経済産業政策局

旭日小綬章 さかきばら　たくぞう 76 元　半田商工会議所会頭 愛知県 経済産業政策局

旭日小綬章 佐藤　春三 さとう　しゅんぞう 73 現　竹田商工会議所会頭 大分県 経済産業政策局



【Ⅰ類】

賞賜 氏名 ふりがな
年
齢

主要経歴 現住所 推薦部局名

旭日双光章 佐藤　正直 さとう　まさなお 79 元　中津商工会議所副会頭 大分県 経済産業政策局

旭日双光章 篠原　正能 しのはら　まさよし 76 元　四国中央商工会議所副会頭 愛媛県 経済産業政策局

旭日小綬章 清水　武信 しみず　たけのぶ 74 現　狭山商工会議所会頭 埼玉県 経済産業政策局

旭日小綬章 田上　貴 たがみ　たかし 76 元　真岡商工会議所会頭 栃木県 経済産業政策局

旭日小綬章 永井　良三 ながい　りょうぞう 82 現　江津商工会議所会頭 島根県 経済産業政策局

旭日双光章 中村　信吾 なかむら　しんご 71
元　浜松商工会議所常議員
元　（社）静岡県建設業協会理事

静岡県 経済産業政策局

旭日小綬章 中村　貴 なかむら　たかし 72 元　八女商工会議所会頭 福岡県 経済産業政策局

旭日双光章 中村　公彦 なかむら　まさひこ 86 現　和歌山商工会議所副会頭 和歌山県 経済産業政策局

旭日双光章 野村　利夫 のむら　としお 71 元　古河商工会議所副会頭 茨城県 経済産業政策局

旭日双光章 林　愛子 はやし　あいこ 71 元　立川商工会議所副会頭 東京都 経済産業政策局

旭日双光章 原　滿夫 はら　みつお 72 元　中津川商工会議所副会頭 岐阜県 経済産業政策局

旭日小綬章 細川　匡 ほそかわ　ただし 71 現　廿日市商工会議所会頭 広島県 経済産業政策局

旭日小綬章 山本　靜司 やまもと　せいじ 71 現　竹原商工会議所会頭 広島県 経済産業政策局

瑞宝双光章 赤井　誠次 あかい　せいじ 70 元　近畿経済産業局産業部長 大阪府
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

旭日単光章 浅野　邦子 あさの　くにこ 72 元　（株）箔一代表取締役社長 石川県
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

瑞宝中綬章 安逹　俊雄 あだち　としお 70
元　内閣府政策統括官
元　通商産業省大臣官房審議官

東京都
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

旭日単光章 岩見　秀雄 いわみ　ひでお 80 現　内外特殊エンジ（株）代表取締役 京都府
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

瑞宝小綬章 かわらだ　えいぞう 71 元　九州通商産業局長 東京都
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

瑞宝小綬章 坂本　昭二郎 さかもと　しょうじろう 73
元　中部経済産業局電力・ガス事業北陸
支局長

千葉県
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ



【Ⅰ類】

賞賜 氏名 ふりがな
年
齢

主要経歴 現住所 推薦部局名

瑞宝双光章 しみず　くにぞう 77 元　四国通商産業局資源部石油課長 香川県
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

旭日単光章 正田　勝啓 しょうだ　かつあき 74 元　(株)正田製作所代表取締役社長 群馬県
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

旭日単光章 新開　節夫 しんかい　せつお 72 現　(株)ワイエスピー代表取締役 福岡県
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

瑞宝双光章 菅谷　健一 すがや　けんいち 70
元　関東経済産業局資源エネルギー環境
部電力・ガス事業監査企画官

埼玉県
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

旭日単光章 中条　守康 ちゅうじょう　もりやす 78 現　(株)東洋ボデー代表取締役社長 東京都
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

瑞宝双光章 ながよし　ひでお 72
元　九州経済産業局電力・ガス事業部電
力・ガス政策課長

福岡県
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

旭日単光章 西　啓次郎 にし　けいじろう 80 元　ムネ製薬（株）代表取締役社長 兵庫県
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

瑞宝小綬章 平松　博久 ひらまつ　ひろひさ 73 元　中国通商産業局長 東京都
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

瑞宝双光章 藤田　忠男 ふじた　ただお 78 元　北海道通商産業局資源部資源課長 北海道
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

瑞宝双光章 明瀬　博毅 みょうせ　ひろき 72
元　中国経済産業局電力・ガス事業部電
源開発調整官

広島県
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

瑞宝小綬章 飯塚　和憲 いいづか　かずのり 71
元　国土庁計画・調整局総務課長
元　関東通商産業局総務企画部長

東京都 貿易経済協力局

瑞宝中綬章 奥村　裕一 おくむら　ひろかず 70 元　経済産業省貿易経済協力局長 東京都 貿易経済協力局

瑞宝双光章 竹中　速雄 たけなか　はやお 71
元　通商産業省貿易局長期貿易保険課プ
ロジェクトファイナンス調整官

千葉県 貿易経済協力局

瑞宝小綬章 いちじょう　ひさお 72
元　産業技術総合研究所物質工学工業技
術研究所有機材料部長

茨城県 産業技術環境局

瑞宝小綬章 太田　公廣 おおた　きみひろ 72
元　産業技術総合研究所電子技術総合研
究所産学官連携推進センター長

千葉県 産業技術環境局

瑞宝小綬章 奥山　博信 おくやま　ひろのぶ 72
元　産業技術総合研究所大阪工業技術研
究所光機能材料部長

奈良県 産業技術環境局

瑞宝小綬章 佐野　利男 さの　としお 72
元　産業技術総合研究所機械技術研究所
生産システム部長

茨城県 産業技術環境局

瑞宝小綬章 丸川　章 まるかわ　しょう 70 元　製品評価技術センター所長 東京都 産業技術環境局

瑞宝小綬章 山根　茂 やまね　しげる 72
元　産業技術総合研究所電子技術総合研
究所超分子部長

茨城県 産業技術環境局



【Ⅰ類】

賞賜 氏名 ふりがな
年
齢

主要経歴 現住所 推薦部局名

瑞宝小綬章 吉川　　暹 よしかわ　すすむ 72
現　京都大学名誉教授
元　工業技術院大阪工業技術研究所有機
機能材料部長

大阪府 産業技術環境局

旭日重光章 稲葉　善治 いなば　よしはる 70 元　ファナック(株)代表取締役社長 神奈川県 製造産業局

旭日中綬章 大池　弘一 おおいけ　ひろかず 72 元　日油(株)代表取締役社長 神奈川県 製造産業局

旭日双光章 大江　俊英 おおえ　としひで 76
現　（一社）日本スポーツ用品工業協会
副会長

東京都 製造産業局

旭日中綬章 大平　晃 おおひら　あきら 85 元　三菱瓦斯化学（株）代表取締役社長 東京都 製造産業局

旭日中綬章 岸田　清作 きしだ　きよさく 88 元　日本電気硝子（株）代表取締役社長 滋賀県 製造産業局

旭日双光章 熊谷　達男 くまがい　たつお 70 元　(社)全日本特殊鋼流通協会副会長 愛知県 製造産業局

旭日小綬章 小林　直樹 こばやし　なおき 70 元　日本接着剤工業会会長 東京都 製造産業局

旭日小綬章 雀部　昌吾 ささべ　しょうご 89 元　バンドー化学(株) 代表取締役社長 兵庫県 製造産業局

旭日中綬章 鶴　正登 つる　まさと 70 元　ＮＯＫ（株）代表取締役社長 東京都 製造産業局

旭日重光章 豊田　昌洋 とよだ　まさひろ 85
現　エア・ウォーター(株)代表取締役会長
及び最高経営責任者（ＣＥＯ）

兵庫県 製造産業局

旭日双光章 中島　常行 なかじま　つねゆき 80
元　（一社）日本保温保冷工業協会副会
長

東京都 製造産業局

旭日中綬章 林　孝司 はやし　たかし 70 元　（一社）日本食品機械工業会会長 東京都 製造産業局

旭日双光章 正木　貞良 まさき　さだよし 75
元　日本ケミカルシューズ工業組合理事
長

兵庫県 製造産業局

旭日小綬章 吉田　純一 よしだ　じゅんいち 70 元　全国オートバイ協同組合連合会会長 大阪府 製造産業局

旭日大綬章 渡辺　捷昭 わたなべ　かつあき 76
元　トヨタ自動車（株）代表取締役社
長、副会長
元　（一社）日本経済団体連合会副会長

愛知県 製造産業局

旭日中綬章 田中　稔三 たなか　としぞう 78 現　キヤノン(株)代表取締役副社長 東京都 商務情報政策局

旭日双光章 髙橋　祥元 たかはし　よしもと 78
現　(一社)日本ショッピングセンター協会
副会長

岩手県
商務情報政策局
商務・サービス

グループ



【Ⅰ類】

賞賜 氏名 ふりがな
年
齢

主要経歴 現住所 推薦部局名

瑞宝小綬章 青木　信也 あおき　しんや 71 元　北海道鉱山保安監督局長 千葉県
商務情報政策局

産業保安グループ

旭日双光章 尾上　剛二 おのうえ　こうじ 77 元　奈良県電気工事工業組合理事長 奈良県
商務情報政策局

産業保安グループ

瑞宝双光章 三浦　秀夫 みうら　ひでお 72 元　中部近畿鉱山保安監督部長 埼玉県
商務情報政策局

産業保安グループ

瑞宝双光章 峯村　位成 みねむら　のりしげ 72 元　中国四国鉱山保安監督部長 東京都
商務情報政策局

産業保安グループ

瑞宝双光章 山田　正之 やまだ　まさゆき 72
元　九州産業保安監督部産業保安監督管
理官

福岡県
商務情報政策局

産業保安グループ

旭日中綬章 芦塚　日出美 あしづか　ひでみ 78 元　九州電力（株）代表取締役副社長 福岡県 資源エネルギー庁

旭日小綬章 伊藤　豊 いとう　ゆたか 70 現　北海道石油商業組合理事長 北海道 資源エネルギー庁

瑞宝小綬章 篠原　徹 しのはら　とおる 72
元　資源エネルギー庁石炭・新エネル
ギー部長

東京都 資源エネルギー庁

旭日中綬章 當眞　嗣吉 とうま　つぎよし 71 元　沖縄電力(株)代表取締役社長 沖縄県 資源エネルギー庁

旭日双光章 向山　精二 むかいやま　せいじ 72
現　(一社)日本コミュニティーガス協会副
会長

和歌山県 資源エネルギー庁

瑞宝双光章 谷津　正 やつ　ただし 70
元　資源エネルギー庁長官官房総合政策
課業務管理官

千葉県 資源エネルギー庁

瑞宝小綬章 石川　昇治 いしかわ　しょうじ 70 元　特許庁審判部審判長 東京都 特許庁

瑞宝小綬章 内田　進 うちだ　すすむ 70 元　特許庁総務部特許情報課長 東京都 特許庁

瑞宝小綬章 小川　謙 おがわ　けん 70 元　特許庁審判部審判長 東京都 特許庁

瑞宝中綬章 小野　新次郎 おの　しんじろう 70 元　特許庁特許技監 東京都 特許庁

瑞宝小綬章 釼持　和雄 けんもつ　かずお 70 元　特許庁審査業務部国際出願課長 千葉県 特許庁

瑞宝小綬章 田中　弘滿 たなか　ひろみつ 70 元　特許庁審判部審判長 東京都 特許庁

瑞宝小綬章 はなだ　よしあき 71 元　特許庁審判部審判長 千葉県 特許庁

瑞宝小綬章 山田　啓治 やまだ　けいじ 70 元　工業所有権研修所長 東京都 特許庁



【Ⅰ類】

賞賜 氏名 ふりがな
年
齢

主要経歴 現住所 推薦部局名

旭日双光章 會澤　實 あいざわ　みのる 79
元　北海道生コンクリート工業組合理事
長

北海道 中小企業庁

旭日単光章 青戸　隆章 あおと　たかあき 72 元　葵スプリング(株)代表取締役社長 大阪府 中小企業庁

旭日単光章 浅沼　進 あさぬま　すすむ 70 現　(株)浅沼技研代表取締役社長 静岡県 中小企業庁

旭日単光章 我妻　武男 あづま　たけお 70 元　古殿町商工会会長 福島県 中小企業庁

旭日双光章 有田　重人 ありた　しげと 83 現　広島県中小企業団体中央会理事 広島県 中小企業庁

旭日双光章 伊東　一夫 いとう　かずお 74 現　伊東電機(株)代表取締役社長 兵庫県 中小企業庁

旭日単光章 伊藤　和宏 いとう　かずひろ 75 元　(株)イトー鋳造代表取締役社長 秋田県 中小企業庁

旭日単光章 今田　義春 いまだ　よしはる 72 現　新篠津村商工会会長 北海道 中小企業庁

旭日単光章 岩渕　吉郎 いわぶち　きちろう 80 現　みやぎ北上商工会会長 宮城県 中小企業庁

旭日双光章 植木　修 うえき　おさむ 73 元　群馬県商店街振興組合連合会副会長 群馬県 中小企業庁

旭日双光章 上野　忠明 うえの　ただあき 70 元　京都府鍍金工業組合理事長 京都府 中小企業庁

旭日単光章 植原　正光 うえはら　まさみつ 70 現　(株)テクノステート代表取締役社長 神奈川県 中小企業庁

旭日双光章 梅田　吉臣 うめだ　よしとみ 70 元　福井県眼鏡卸商協同組合理事長 福井県 中小企業庁

旭日小綬章 大岡　三茂 おおおか　みつしげ 75 元　大岡技研(株)代表取締役社長 愛知県 中小企業庁

旭日単光章 大塚　經雄 おおつか　つねお 85 現　(株)亀屋陸奥代表取締役会長 京都府 中小企業庁

旭日単光章 大西　秀憲 おおにし　ひでのり 71 元　(株)テクノスジャパン代表取締役会長 兵庫県 中小企業庁

旭日単光章 岡田　健次 おかだ　けんじ 71 現　(株)岡萬商店代表取締役 徳島県 中小企業庁

旭日単光章 岡田　幸子 おかだ　さちこ 77 現　和歌山県商工会女性部連合会会長 和歌山県 中小企業庁

旭日単光章 岡田　幸勝 おかだ　ゆきかつ 71 現　(株)光学技研代表取締役社長 神奈川県 中小企業庁



【Ⅰ類】

賞賜 氏名 ふりがな
年
齢

主要経歴 現住所 推薦部局名

旭日双光章 岡部　康彦 おかべ　やすひこ 74 元　北海道印刷工業組合理事長 北海道 中小企業庁

旭日単光章 岡本　俊文 おかもと　としふみ 72 現　(株)エルオー代表取締役 和歌山県 中小企業庁

瑞宝重光章 長田　英機 おさだ　ひでき 77 元　中小企業庁長官 東京都 中小企業庁

旭日単光章 落合堂　淳夫 おちあいどう　すみお 70 元　南陽市商工会会長 山形県 中小企業庁

旭日単光章 柿沼　正志 かきぬま　まさし 70 元　東京都雛人形工業協同組合理事長 埼玉県 中小企業庁

旭日単光章 加古　公一 かこ　こういち 73 元　(株)カコテクノス代表取締役社長 兵庫県 中小企業庁

旭日双光章 かたやま　ゆうのすけ 82 現　岡山県中小企業団体中央会副会長 岡山県 中小企業庁

瑞宝双光章 田中　利夫 たなか　としお 70
元　中小企業庁事業環境部取引課統括下
請代金検査官

埼玉県 中小企業庁

瑞宝中綬章 殿岡　茂樹 とのおか　しげき 70 元　中小企業庁次長 東京都 中小企業庁

旭日双光章 唐沢　政彦 からさわ　まさひこ 82 現　長野県中小企業団体中央会副会長 長野県 中小企業庁

旭日単光章 河本　茂夫 かわもと　しげお 71
元　(株)アグロス・カワモト代表取締役社
長

京都府 中小企業庁

旭日双光章 北村　良藏 きたむら　りょうぞう 78 現　滋賀県中小企業団体中央会常任理事 滋賀県 中小企業庁

旭日単光章 木下　治彦 きのした　はるひこ 79 現　木下精密工業(株)代表取締役 愛知県 中小企業庁

旭日双光章 くすい　よしのり 75 現　香川県中小企業団体中央会常任理事 香川県 中小企業庁

旭日双光章 久保　順一 くぼ　じゅんいち 77 元　羽咋市商工会会長 石川県 中小企業庁

旭日単光章 榑松　武男 くれまつ　たけお 71 元　ケージーエス(株)代表取締役社長 埼玉県 中小企業庁

旭日双光章 輿水　順彦 こしみず　よしひこ 70 現　山梨県商工会連合会理事 山梨県 中小企業庁

旭日単光章 小谷　正博 こたに　まさひろ 71 現　(株)コタニ代表取締役社長 兵庫県 中小企業庁

旭日単光章 小林　敬 こばやし　たかし 73 現　(株)プロスパイン代表取締役 宮城県 中小企業庁



【Ⅰ類】

賞賜 氏名 ふりがな
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齢

主要経歴 現住所 推薦部局名

旭日単光章 小林　忠司 こばやし　ただし 76 現　鴻巣市商工会会長 埼玉県 中小企業庁

旭日単光章 小林　史明 こばやし　ふみあき 72 現　(株)チップトン代表取締役 愛知県 中小企業庁

旭日双光章 櫻本　進 さくらもと　すすむ 74 元　(社)山梨県鉄構協会会長 山梨県 中小企業庁

旭日単光章 迫田　黙太郎 さこだ　もくたろう 72 元　えびの市商工会会長 宮崎県 中小企業庁

旭日単光章 澤田　藤司一 さわだ　としかず 82 元　多賀町商工会会長 滋賀県 中小企業庁

旭日単光章 嶌村　彰禧 しまむら　あきよし 91 元　北海道ワイン(株)代表取締役社長 北海道 中小企業庁

旭日双光章 杉本　喜助 すぎもと　よしもと 71 元　三重県商工会連合会理事 三重県 中小企業庁

旭日単光章 鈴木　耕一 すずき　こういち 75 元　協和精工(株)代表取締役社長 千葉県 中小企業庁

旭日単光章 関　重和 せき　しげかず 70
元　(株)セキコーポレーション代表取締役
社長

東京都 中小企業庁

旭日単光章 髙木　啓至 たかぎ　ひろゆき 70 元　(株)髙木化学研究所代表取締役社長 愛知県 中小企業庁

旭日単光章 竹内　宏 たけうち　ひろし 72 元　(株)新興セルビック代表取締役 東京都 中小企業庁

旭日双光章 武田　晏和 たけだ　やすかず 76 元　京都府商工会連合会副会長 京都府 中小企業庁

旭日単光章 田中　義治 たなか　よしはる 70 現　芙陽工業(株)代表取締役 兵庫県 中小企業庁

旭日単光章 田ノ上　忍 たのうえ　しのぶ 90 現　丸武産業(株)取締役会長 鹿児島県 中小企業庁

旭日単光章 玉田　善明 たまだ　よしあき 71 現　玉田工業(株)代表取締役社長 石川県 中小企業庁

旭日単光章 都築　勇一 つづき　ゆういち 71 元　一色町商工会会長 愛知県 中小企業庁

旭日単光章 中辻　良一 なかつじ　りょういち 70 現　五條市商工会会長 奈良県 中小企業庁

旭日単光章 なめき　しずか 79 元　山武市商工会会長 千葉県 中小企業庁

旭日単光章 新田　一福 にった　かずふく 70 元　(株)メトラン代表取締役社長 埼玉県 中小企業庁

196006
ハイライト表示
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旭日単光章 橋本　秀夫 はしもと　ひでお 71 元　日本エクシード(株)代表取締役社長 茨城県 中小企業庁

旭日単光章 早瀬　實 はやせ　みのる 78 元　(株)ナガラ代表取締役 愛知県 中小企業庁

旭日単光章 はら　じょういち 74 元　玉村町商工会会長 群馬県 中小企業庁

旭日小綬章 日比野　豊 ひびの　ゆたか 70 現　岐阜県商店街振興組合連合会理事長 岐阜県 中小企業庁

旭日単光章 府田　政之 ふだ　まさゆき 77 元　加美商工会会長 宮城県 中小企業庁

旭日単光章 古庄　忠信 ふるしょう　ただのぶ 73 現　(株)イズミ車体製作所代表取締役会長 熊本県 中小企業庁

旭日単光章 増田　敏昭 ますだ　としあき 75 元　村田町商工会会長 宮城県 中小企業庁

旭日双光章 松本　健次 まつもと　けんじ 76 元　東京都文具事務用品商業組合理事長 東京都 中小企業庁

旭日単光章 三浦　宏 みうら　こう 71 現　(株)東亜電化代表取締役 岩手県 中小企業庁

旭日単光章 己之上　潤二 みのうえ　じゅんじ 72 元　富士電子工業(株)代表取締役社長 奈良県 中小企業庁

旭日単光章 宮本　一郎 みやもと　いちろう 81 元　桑折町商工会会長 福島県 中小企業庁

旭日単光章 森川　潔 もりかわ　きよし 71 元　(株)モリカワ代表取締役社長 東京都 中小企業庁

旭日単光章 安田　光孝 やすだ　みつたか 75 元　与謝野町商工会会長 京都府 中小企業庁

旭日双光章 山根　金造 やまね　きんぞう 72 元　兵庫県書店商業組合理事長 兵庫県 中小企業庁

旭日単光章 山本　俊和 やまもと　としかず 71 元　(株)電子制御国際代表取締役社長 東京都 中小企業庁

旭日単光章 山本　充喜 やまもと　みつよし 75 元　森町商工会会長 静岡県 中小企業庁
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瑞宝単光章 芦田　俊明 あしだ　としあき 75 染色品（京友禅）製造従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 池田　慶郎 いけだ　よしろう 77 金工品（越後三条打刃物）製造従事者 新潟県 製造産業局

瑞宝単光章 伊保　弘一 いほ　ひろかず 71 石工品（京石工芸品）製造従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 江守　正弘 えもり　まさひろ 75 織物（西陣織）製造従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 大久保　忠幸 おおくぼ　ただゆき 69 硝子工芸（江戸切子）製造従事者 東京都 製造産業局

瑞宝単光章 小谷　昭男 おだに　あきお 76 仏壇（京仏壇）製造従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 さいとう　よしたか 77 仏壇（山形仏壇）製造従事者 山形県 製造産業局

瑞宝単光章 佐伯　和彦 さえき　かずひこ 74 染色品（京鹿の子絞）製造従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 佐野　宏行 さの　ひろゆき 73 金工品（高岡銅器）製造従事者 富山県 製造産業局

瑞宝単光章 杉林　孝幸 すぎばやし　たかゆき 70 仏壇（金沢仏壇）製造従事者 石川県 製造産業局

瑞宝単光章 中辻　隆 なかつじ　たかし 72 染色品（京友禅）製造従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 西口　良次 にしぐち　よしつぐ 83 金工品（播州三木打刃物）製造従事者 兵庫県 製造産業局

瑞宝単光章 沼田　守康 ぬまた　もりやす 72 金工品（東京銀器）製造従事者 東京都 製造産業局

瑞宝単光章 ほった　よしのぶ 69 染色品（京小紋）製造従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 鈴木　駿司 すずき　しゅんじ 64 現　(株)中央電工取締役会長 静岡県
商務情報政策局

産業保安グループ

瑞宝単光章 安達　清晴 あだち　きよはる 76
元　東北電力(株)会津若松支社阿賀野川ダ
ム管理所長

福島県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 大竹　茂 おおたけ　しげる 70
元　東京ガス(株)神奈川事業本部神奈川導
管ＮＣ照会工事ＴＬ

神奈川県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 岡嵜　秀美 おかざき　ひでみ 65
元　東邦ガス(株)知多製造部知多ＬＮＧ共
同基地製造課チーフ

愛知県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 沖田　正 おきた　ただし 66
元　四国電力(株)松山支店営業部松山南お
客さまセンター所長

愛媛県 資源エネルギー庁



【Ⅱ類】

賞賜 氏名 ふりがな
年
齢

主要経歴 現住所 推薦部局名

瑞宝単光章 瀬間　浩 せま　ひろし 65 元　(株)キャプティ中央事業部事業部長 埼玉県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 西本　勝矢 にしもと　かつや 73
元　九州電力(株)熊本支店総務部人事労務
G副長

熊本県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 野尻　猛男 のじり　たけお 73
元　中部電力(株)岐阜支店加茂電力セン
ター送電課副長

岐阜県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 藤本　三智也 ふじもと　みちや 61
元　大阪瓦斯(株)京滋導管部緊急保安チー
ム保安推進チーフ

京都府 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 細川　正彦 ほそかわ　まさひこ 63
元　関西電力(株)奈良営業所奈良ネット
ワーク技術センター係長

三重県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 南山　外喜男 みなみやま　ときお 66
元　北陸電力(株)石川支店総務部用地チー
ム副課長

石川県 資源エネルギー庁




