
【参考：今後の予定】

■発令

　　令和２年４月２９日（水）

■大綬章親授式、重光章伝達式

　　延　期（時期未定）

■中綬章以下伝達式

　　中　止

経 済 産 業 省

大臣官房秘書課

令和２年春の勲章受章者名簿

（経済産業省推薦分）

※注意※

令和２年春の勲章伝達式及び拝謁については、新型コロナウイル

ス感染防止の観点から、受章される皆様方の健康や安全にもか

んがみて、大綬章親授式及び重光章伝達式を「延期」、中受章以

下伝達式及び拝謁を「中止」とさせて頂く事となりました。



（人）

推　薦　部　局　名 Ⅰ類 Ⅱ類 計

大臣官房
調査統計グループ 15 0 15

経済産業政策局 35 0 35

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 4 0 4

製造産業局 12 17 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 4 0 4

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 4 8 12

特許庁 16 0 16

中小企業庁 64 0 64

計 179 26 205

令和２年春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

瑞宝単光章 石田　正美 いした　まさみ 72 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 岩本　正人 いわもと　まさと 75 現　工業統計調査員 鳥取県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 植田　秀雄 うえだ　ひでお 77 元　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 かわせ　きょうこ 72 現　工業統計調査員 富山県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 衣笠　雅子 きぬがさ　まさこ 71 現　工業統計調査員 岐阜県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 くわばら　てつお 76 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 真行寺　靖子 しんぎょうじ　やすこ 76 現　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 髙木　敏江 たかぎ　としえ 73 現　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 橡尾　奈津子 とちお　なつこ 71 現　工業統計調査員 三重県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 外山　和敏 とやま　かずとし 71 現　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 南波　洋子 なんば　ようこ 76 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 橋本　柳子 はしもと　りゅうこ 80 元　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 伏見　美惠子 ふしみ　みえこ 76 現　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 宮田　希代子 みやた　きよこ 72 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 横内　悦子 よこうち　えつこ 71 現　工業統計調査員 長野県
大臣官房

調査統計グループ

旭日双光章 安達　英昭 あだち　ひであき 77 元　犬山商工会議所副会頭 愛知県 経済産業政策局

旭日小綬章 虻川　東雄 あぶかわ　さきお 81 元　大館商工会議所会頭 秋田県 経済産業政策局

旭日双光章 有村　隆德 ありむら　たかのり 79 現　人吉商工会議所副会頭 熊本県 経済産業政策局

旭日双光章 池内　富男 いけうち　とみお 74 元　成田商工会議所会頭 東京都 経済産業政策局

旭日双光章 伊藤　勝之 いとう　かつゆき 75 元　高砂商工会議所副会頭 兵庫県 経済産業政策局
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【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 伊藤　幹夫 いとう　みきお 73 元　春日井商工会議所副会頭 愛知県 経済産業政策局

旭日双光章 岩﨑　一雄 いわさき　かずお 80 元　沼津商工会議所会頭 静岡県 経済産業政策局

瑞宝双光章 加藤　道郎 かとう　みちろう 70
元　経済産業省経済産業政策局業務管理官
室長

埼玉県 経済産業政策局

旭日小綬章 狩野　輝昭 かのう　てるあき 72 現　本庄商工会議所会頭 埼玉県 経済産業政策局

旭日双光章 河原　通彦 かわはら　みちひこ 78 元　恵那商工会議所副会頭 岐阜県 経済産業政策局

旭日双光章 菊地　昭夫 きくち　あきお 76 元　熱海商工会議所副会頭 静岡県 経済産業政策局

旭日小綬章 木村　忠昭 きむら　ただあき 79 元　横須賀商工会議所会頭 神奈川県 経済産業政策局

旭日小綬章 合田　順一 ごうだ　じゅんいち 70 現　茨木商工会議所会頭 大阪府 経済産業政策局

旭日大綬章 榊原　定征 さかきばら　さだゆき 77
元　東レ（株）代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ
元　（一社）日本経済団体連合会会長

東京都 経済産業政策局

旭日小綬章 相良　芳隆 さがら　よしたか 78 現　日光商工会議所会頭 栃木県 経済産業政策局

旭日双光章 佐分利　鍊尓 さぶり　れんじ 84 元　土岐商工会議所副会頭 岐阜県 経済産業政策局

旭日小綬章 柴田　忠昭 しばた　ただあき 77 元　飯田商工会議所会頭 長野県 経済産業政策局

旭日双光章 瀬戸　徹 せと　とおる 85 元　富山商工会議所副会頭 富山県 経済産業政策局

旭日双光章 髙橋　邦夫 たかはし　くにお 89
元　岩見沢商工会議所常議員
元　北海道青色申告会連合会常任理事

北海道 経済産業政策局

旭日双光章 高場　保信 たかば　やすのぶ 74 元　大川商工会議所副会頭 福岡県 経済産業政策局

旭日双光章 滝口　和碩 たきぐち　わせき 88 元　富士吉田商工会議所副会頭 山梨県 経済産業政策局

旭日双光章 竹尾　博光 たけお　ひろみつ 78 元　四日市商工会議所副会頭 三重県 経済産業政策局

旭日小綬章 たち　もりかず 72 元　青梅商工会議所会頭 東京都 経済産業政策局

旭日小綬章 玉木　康裕 たまき　やすひろ 70 現　筑後商工会議所会頭 東京都 経済産業政策局

旭日小綬章 知見　喜美男 ちけん　きみお 79 元　紋別商工会議所会頭 北海道 経済産業政策局
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旭日小綬章 西　勘三郎 にし　かんざぶろう 78 元　阿久根商工会議所会頭 鹿児島県 経済産業政策局

旭日小綬章 仁科　俊一郎 にしな　しゅんいちろう 75 元　西都商工会議所会頭 宮崎県 経済産業政策局

旭日小綬章 広幡　信悦 ひろはた　しんえつ 71 現　能代商工会議所会頭 秋田県 経済産業政策局

旭日中綬章 深山　英樹 ふかやま　ひでき 78 元　広島商工会議所会頭 広島県 経済産業政策局

旭日双光章 細野　泰司 ほその　やすじ 72 現　町田商工会議所副会頭 東京都 経済産業政策局

旭日小綬章 町田　久 まちだ　ひさし 71 元　渋川商工会議所会頭 群馬県 経済産業政策局

旭日双光章 松本　修平 まつもと　しゅうへい 73 元　高崎商工会議所副会頭 群馬県 経済産業政策局

旭日小綬章 三津橋　昌博 みつはし　まさひろ 73 元　石狩商工会議所会頭 北海道 経済産業政策局

旭日小綬章 宮内　智 みやうち　さとる 72 元　銚子商工会議所会頭 千葉県 経済産業政策局

旭日小綬章 山元　浩義 やまもと　ひろよし 77 元　川内商工会議所会頭 鹿児島県 経済産業政策局

瑞宝双光章 秋元　義克 あきもと　よしかつ 70
元　東北経済産業局資源エネルギー環境部
電源開発調整官

宮城県
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

瑞宝双光章 あらい　きよし 73
元　近畿経済産業局資源エネルギー部電源
開発調整官

三重県
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

旭日双光章 鵜野　政人 うの　まさと 73 元　（株）ヒロテック代表取締役社長 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 浦　忠幸 うら　ただゆき 71 元　北海道経済産業局産業部長 北海道
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

旭日双光章 太田　哲郎 おおた　てつろう 70 現　オリオン機械（株）代表取締役社長 長野県
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

瑞宝双光章 小草　健二 おぐさ　けんじ 71
元　中国経済産業局資源エネルギー環境部
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 佐々木　伸治 ささき　しんじ 74
元　中部経済産業局電力・ガス事業北陸支
局長

埼玉県
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

瑞宝中綬章 髙橋　晴樹 たかはし　はるき 70 元　関東経済産業局長 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 髙橋　由紀子 たかはし　ゆきこ 79 現　大一鋼業（株）代表取締役 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 寺方　泰夫 てらかた　やすお 72 現　（株）寺方工作所代表取締役 鳥取県
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

－4－



【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 中村　己義 なかむら　みよし 90 元　中村産業（株）代表取締役会長 福岡県
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

瑞宝小綬章 永尾　裕司 ながお　ゆうじ 73 元　九州経済産業局国際部長 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 西村　一夫秀天 にしむら　かずおしゅうてん 79 元　四国通商産業局公益事業部施設課長 香川県
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

瑞宝双光章 野田　豊 のだ　ゆたか 71
元　中部経済産業局電力・ガス事業北陸支
局電源開発調整官

富山県
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

瑞宝双光章 茂木　恒明 もぎ　つねあき 71 元　関東経済産業局地域経済部次長 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 吉川　彰充 よしかわ　あきみつ 81 元　（株）ヨシカワ代表取締役社長 群馬県
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

旭日重光章 岡　素之 おか　もとゆき 76 元　住友商事（株）代表取締役社長 東京都 貿易経済協力局

瑞宝双光章 仲野　洋介 なかの　ようすけ 70
元　経済産業省貿易経済協力局貿易保険課
企画・国際室長

兵庫県 貿易経済協力局

瑞宝双光章 松本　博行 まつもと　ひろゆき 71
元　経済産業省貿易経済協力局貿易保険課
経理審査官

神奈川県 貿易経済協力局

瑞宝小綬章 内仲　康夫 うちなか　やすお 77
元　国土庁長官官房審議官（大都市圏整備
局担当）
元　工業技術院総務部技術振興課長

神奈川県 産業技術環境局

瑞宝小綬章 大津　展之 おおつ　のぶゆき 73
元　産業技術総合研究所電子技術総合研究
所知能情報部長

茨城県 産業技術環境局

瑞宝小綬章 中村　治 なかむら　おさむ 73
元　工業技術院大阪工業技術研究所光機能
材料部長

茨城県 産業技術環境局

瑞宝中綬章 吉田　裕 よしだ　ひろし 71
元　環境庁長官官房審議官（官房担当）
元　工業技術院総務部技術審議官（研究業
務担当）

東京都 産業技術環境局

旭日小綬章 猪瀬　昇一 いのせ　しょういち 73 元　（一社）日本鞄協会理事長 東京都 製造産業局

旭日双光章 北川　不二男 きたがわ　ふじお 73
元　（一社）日本自動車機械器具工業会理
事長

東京都 製造産業局

旭日中綬章 黒田　章裕 くろだ　あきひろ 70 現　コクヨ（株）会長 兵庫県 製造産業局

旭日双光章 小松　俊悦 こまつ　しゅんえつ 70 元　（一社）全国建具組合連合会理事長 秋田県 製造産業局

旭日重光章 佐藤　彰夫 さとう　あきお 86 元　三井化学（株）代表取締役社長 神奈川県 製造産業局

旭日小綬章 のぐち　やすひろ 70 現　全国陶器瓦工業組合連合会理事長 愛知県 製造産業局

旭日重光章 東　哲郎 ひがし　てつろう 70
元　東京エレクトロン（株）代表取締役社
長兼最高経営責任者

東京都 製造産業局
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旭日中綬章 水野　明人 みずの　あきと 70 現　美津濃（株）代表取締役社長 兵庫県 製造産業局

旭日中綬章 森　哲次 もり　てつじ 83 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 森𦚰　隆 もりわき　たかし 70 元　全国鍍金工業組合連合会会長 大阪府 製造産業局

旭日小綬章 矢澤　英人 やざわ　ひでと 74 現　（一社）日本科学機器協会会長 東京都 製造産業局

旭日小綬章 山本　隆章 やまもと　たかあき 70
現　（株）大紀アルミニウム工業所代表取
締役社長

大阪府 製造産業局

旭日重光章 澤部　肇 さわべ　はじめ 78 元　ＴＤＫ（株）代表取締役社長 千葉県 商務情報政策局

旭日中綬章 青木　桂生 あおき　けいせい 78 元　日本チェーンドラッグストア協会会長 石川県
商務情報政策局
商務・サービス

グループ

瑞宝小綬章 鷺坂　正 さぎさか　ただし 71
元　滋賀県警察本部長
元　通商産業省大臣官房審議官（消費者行
政担当）

東京都
商務情報政策局
商務・サービス

グループ

瑞宝中綬章 藤岡　誠 ふじおか　まこと 70

元　在アラブ首長国連邦日本国大使館特命全権
大使
元　元　通商産業省大臣官房審議官（国際博覧
会担当）

東京都
商務情報政策局
商務・サービス

グループ

旭日小綬章 吉川　秀隆 よしかわ　ひでたか 70 現　タカラベルモント会長兼社長 東京都
商務情報政策局
商務・サービス

グループ

瑞宝双光章 板垣　宜雄 いたがき　よしお 72 元  北海道鉱山保安監督部鉱山課長 北海道
商務情報政策局

産業保安グループ

瑞宝小綬章 岡田　泰 おかだ　やすし 72
元　国土庁防災局復興対策課長
元　関東東北鉱山保安監督部長

東京都
商務情報政策局

産業保安グループ

瑞宝小綬章 岡本　秀樹 おかもと　ひでき 71 元　北海道鉱山保安監督部長 埼玉県
商務情報政策局

産業保安グループ

瑞宝双光章 倉田　博史 くらた　ひろし 72
元　関東東北産業保安監督部産業保安監督
管理官（東北支部担当）

北海道
商務情報政策局

産業保安グループ

瑞宝小綬章 横井　弘明 よこい　ひろあき 76 元　原子力安全・保安院石炭保安課長 秋田県
商務情報政策局

産業保安グループ

瑞宝双光章 庄野　徹治 しょうの　てつはる 70
元　資源エネルギー庁長官官房総合政策課
会計室予算管理官

千葉県 資源エネルギー庁

旭日大綬章 常盤　百樹 ときわ　ももき 78 元　四国電力（株）代表取締役社長 香川県 資源エネルギー庁

旭日小綬章 西　謙二 にし　けんじ 70 現　大分県石油商業組合理事長 大分県 資源エネルギー庁

旭日小綬章 三角　清一 みすみ　せいいち 71 現　熊本県石油商業組合理事長 熊本県 資源エネルギー庁
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瑞宝中綬章 石丸　雍二 いしまる　ようじ 72 元　特許庁総務部長 東京都 特許庁

瑞宝小綬章 片岡　栄一 かたおか　えいいち 71 元　特許庁審判部審判長 埼玉県 特許庁

瑞宝小綬章 鹿股　俊雄 かのまた　としお 71 元　特許庁審判部審判長 神奈川県 特許庁

瑞宝小綬章 川名　幹夫 かわな　みきお 71 元　特許庁審判部審判長 千葉県 特許庁

瑞宝小綬章 小林　正己 こばやし　まさみ 71 元　特許庁審査業務部出願支援課長 埼玉県 特許庁

瑞宝小綬章 酒井　正己 さかい　まさみ 71 元　特許庁審判部審判長 東京都 特許庁

瑞宝中綬章 篁　悟 たかむら　さとし 71 元　特許庁特許審査第一部長 千葉県 特許庁

瑞宝小綬章 たなべ　ひでみ 71 元　特許庁審判部審判長 千葉県 特許庁

瑞宝中綬章 寺山　啓進 てらやま　けいしん 71 元　特許庁特許審査第四部長 埼玉県 特許庁

瑞宝小綬章 西川　恵雄 にしかわ　よしお 71 元　特許庁審判部審判長 千葉県 特許庁

瑞宝小綬章 藤田　豊比古 ふじた　とよひこ 71 元　特許庁審判部審判長 神奈川県 特許庁

旭日中綬章 古谷　史旺 ふるや　 ふみお 76 元　日本弁理士会会長 埼玉県 特許庁

瑞宝小綬章 眞壽田　順啓 ますだ　よしひろ 71 元　特許庁審判部審判長 東京都 特許庁

旭日双光章 松浦 　喜多男 まつうら　きたお 72 元　日本弁理士会副会長 愛知県 特許庁

瑞宝小綬章 むらやま　たかし 71 元　特許庁審判部審判長 東京都 特許庁

瑞宝小綬章 吉村　宅衛 よしむら　たくえ 71 元　特許庁審判部審判長 神奈川県 特許庁

旭日単光章 石井　雅之 いしい　まさゆき 78 元　福井県インテリア事業協同組合理事長 福井県 中小企業庁

旭日単光章 石屋　誠一 いしや　せいいち 71 元　森本商工会会長 石川県 中小企業庁

旭日単光章 井田　義明 いだ　よしあき 77 元　マルイ鍍金工業（株）代表取締役 兵庫県 中小企業庁

旭日単光章 井上　忠 いのうえ　ただし 70 元　浜井産業（株）代表取締役社長 栃木県 中小企業庁
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旭日単光章 井上　智史 いのうえ　ひろし 79 元　井上スダレ（株）代表取締役社長 大阪府 中小企業庁

瑞宝双光章 宇田川　則夫 うだがわ　のりお 72
元　中小企業庁長官官房政策調整課企画官
（ＩＴ対策担当）

東京都 中小企業庁

旭日単光章 江森　義一 えもり　よしかず 79 元　太田市新田商工会会長 群馬県 中小企業庁

旭日単光章 大鹿　立脇 おおしか　たてわき 86 元　足柄上商工会会長 神奈川県 中小企業庁

旭日双光章 大槻　裕樹 おおつき　ひろき 70 元　京都シール印刷工業協同組合理事長 京都府 中小企業庁

旭日単光章 おおの　とくろう 84 元　（株）モリ山技研代表取締役 愛知県 中小企業庁

旭日単光章 岡本　憲良 おかもと　けんりょう 83 元　（株）岡本亀太郎本店代表取締役 広島県 中小企業庁

旭日双光章 岡本　城夫 おかもと　しろお 77 現　大阪府製本工業組合理事長 大阪府 中小企業庁

旭日単光章 かきうち　たかはる 82 元　（株）垣内代表取締役社長 高知県 中小企業庁

旭日単光章 加藤　一江 かとう　かずえ 81 元　カトウ工機（株）代表取締役社長 東京都 中小企業庁

旭日双光章 川上　彰久 かわかみ　あきひさ 70 元　神奈川県印刷工業組合理事長 神奈川県 中小企業庁

旭日単光章 權田　源太郎 ごんだ　げんたろう 70 現　権田金属工業（株）代表取締役社長 神奈川県 中小企業庁

旭日単光章 齋藤　忠恒 さいとう　ただつね 75 現　大麻町商工会会長 徳島県 中小企業庁

旭日単光章 さいとう　ゆたか 82 元　（株）サイトウ製作所代表取締役社長 東京都 中小企業庁

旭日単光章 坂口　松一 さかぐち　まついち 85 元　長崎市北部商工会会長 長崎県 中小企業庁

旭日単光章 坂本　朝夫 さかもと　あさお 70 現　（株）坂本乙造商店代表取締役社長 福島県 中小企業庁

旭日単光章 坂本　勉 さかもと　つとむ 71 元　（株）洛北義肢代表取締役 京都府 中小企業庁

旭日単光章 佐久本　明 さくもと　あきら 71 現　ヨシザワＬＡ（株）代表取締役社長 千葉県 中小企業庁

旭日双光章 貞野　正昭 さだの　まさあき 75 元　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 佐土原　正博 さどはら　まさひろ 71 元　宮崎県商工会連合会副会長 宮崎県 中小企業庁
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旭日単光章 清水屋　眞二 しみずや　しんじ 77 元　（株）ヤマニ代表取締役社長 石川県 中小企業庁

旭日双光章 下津　春美 しもつ　はるみ 80 現　鹿児島県中小企業団体中央会理事 鹿児島県 中小企業庁

旭日単光章 鈴木　隆 すずき　たかし 71 現　三丸機械工業（株）代表取締役 静岡県 中小企業庁

旭日単光章 鈴木　英明 すずき　ひであき 76 現　サヌキ印刷（株）代表取締役会長 香川県 中小企業庁

旭日双光章 住永　金司 すみなが　きんじ 72 現　熊本県商工会連合会副会長 熊本県 中小企業庁

旭日単光章 髙橋　新作 たかはし　しんさく 70 現　トルク精密工業（株）代表取締役社長 北海道 中小企業庁

旭日単光章 髙橋　日出男 たかはし　ひでお 70 現　（株）協立製作所代表取締役会長 茨城県 中小企業庁

旭日双光章 瀧本　正明 たきもと　まさあき 70 元　京都府印刷工業組合理事長 京都府 中小企業庁

旭日単光章 竹内　三男 たけうち　みつお 79 元　竹内精工（株）代表取締役社長 福島県 中小企業庁

旭日単光章 武田　孝 たけだ　たかし 87 元　広尾町商工会会長 北海道 中小企業庁

旭日単光章 竹村　孔伸 たけむら　よしのぶ 78 元　東京都漆器商工業協同組合理事長 東京都 中小企業庁

旭日双光章 竹森　莞爾 たけもり　かんじ 74 元　石原薬品（株）代表取締役社長 兵庫県 中小企業庁

旭日単光章 田中　正侑 たなか　まさゆき 72 元　榛東村商工会会長 群馬県 中小企業庁

旭日単光章 田中　義弘 たなか　よしひろ 84 現　（有）スズキワーパー代表取締役 群馬県 中小企業庁

旭日単光章 冨吉　博文 とみよし　ひろふみ 71
元　（株）サニー・シーリング代表取締役
社長

宮崎県 中小企業庁

旭日単光章 中本　拓治 なかもと　たくじ 70 現　南さつま市商工会会長 鹿児島県 中小企業庁

旭日単光章 夏目　雅康 なつめ　まさやす 72 元　（株）ナツメ代表取締役社長 愛知県 中小企業庁

旭日単光章 芳賀沼　哲夫 はがぬま　てつお 70 元　（株）オメガトロン代表取締役 茨城県 中小企業庁

瑞宝双光章 橋本　正美 はしもと　まさよし 71
現　新冠町商工会会長
現　北海道日高中部消防組合新冠消防団団
長

北海道 中小企業庁

旭日単光章 長谷川　喜八郎 はせがわ　きはちろう 84 元　（株）一文字屋和舗代表取締役社長 京都府 中小企業庁

－9－



【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 秦　和陽児 はた　かずひこ 70 現　長野県商工会連合会副会長 長野県 中小企業庁

旭日単光章 濱本　義則 はまもと　よしのり 79 元　川南町商工会会長 宮崎県 中小企業庁

旭日単光章 原　富士雄 はら　ふじお 80 元　中山町商工会会長 山形県 中小企業庁

旭日単光章 平沼　憲一 ひらぬま　けんいち 72 現　平沼産業（株）代表取締役社長 茨城県 中小企業庁

旭日双光章 福坂　壽夫 ふくさか　ひさお 72 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

旭日双光章 藤野　拓三 ふじの　たくみ 71 元　（一社）福井県ＬＰガス協会会長 福井県 中小企業庁

旭日単光章 二神　久光 ふたがみ　ひさみつ 75 現　（株）ユタカ代表取締役 愛媛県 中小企業庁

旭日単光章 二九　宏和 ふたく　ひろかず 76
現　二九精密機械工業（株）代表取締役会
長

京都府 中小企業庁

旭日双光章 古﨑　紀一 ふるさき　のりかず 79 現　福井県家具建具協同組合理事長 福井県 中小企業庁

旭日単光章 ふるたち　ひとみ 73 現　佐賀県商工会女性部連合会会長 佐賀県 中小企業庁

旭日単光章 正岡　武志 まさおか　たけし 83
元　朝日レントゲン工業（株）代表取締役
社長

神奈川県 中小企業庁

旭日双光章 増渕　千佶郎 ますぶち　せんきちろう 83 元　茨城県室内装飾事業協同組合理事長 茨城県 中小企業庁

旭日単光章 三渡　圭介 みわたり　けいすけ 72 元　宍粟市商工会会長 兵庫県 中小企業庁

旭日単光章 村田　茂 むらた　しげる 76 元　朝日熱処理工業（株）代表取締役社長 大阪府 中小企業庁

旭日単光章 森田　孝 もりた　たかし 73 元　播磨町商工会会長 兵庫県 中小企業庁

旭日単光章 八木　良樹 やぎ　よしき 74 現　マイクロニクス（株）代表取締役社長 滋賀県 中小企業庁

旭日双光章 八木原　保 やぎはら　たもつ 80 現　東京ニット卸商業組合理事長 東京都 中小企業庁

旭日双光章 安原　俊晴 やすはら　としはる 82 元　和歌山県衣料縫製品工業組合理事長 和歌山県 中小企業庁

旭日単光章 山川　義男 やまかわ　よしお 86 元　コスモ精機（株）代表取締役社長 東京都 中小企業庁

旭日単光章 わたなべ　しんじ 70 埼玉県 中小企業庁
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瑞宝単光章 石田　俊雄 いしだ　としお 69 打刃物(信州打打刃物)製造従事者 長野県 製造産業局

瑞宝単光章 石本　則男 いしもと　のりお 72 漆器(木曽漆器)製造従事者 長野県 製造産業局

瑞宝単光章 岩崎　ミフ子 いわさき　みふこ 80 織物(本場大島紬)製造従事者 鹿児島県 製造産業局

瑞宝単光章 うめはら　ひろたか 73 陶磁器(常滑焼)製造従事者 愛知県 製造産業局

瑞宝単光章 岡田　修 おかだ　おさむ 70 仏具(京仏具)製造従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 木下　敏之 きのした　としゆき 78 染色品(京友禅)製造従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 清水　郁男 しみず　いくお 82 漆器(山中漆器)製造従事者 石川県 製造産業局

瑞宝単光章 田中　稔貢 たなか　としつぐ 77 染色品(京友禅)製造従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 坪井　秀夫 つぼい　ひでお 72 織物(西陣織)製造従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 中里　一郎 なかざと　いちろう 78 陶磁器(三川内焼)製造従事者 長崎県 製造産業局

瑞宝単光章 野田　大作 のだ　だいさく 81 陶磁器(赤津焼)製造従事者 愛知県 製造産業局

瑞宝単光章 長谷川　剛士 はせがわ　たけし 74 諸工芸(京表具)製造従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 日比　勝治 ひび　かつじ 68 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 村田　清 むらた　きよし 75 漆器(金沢漆器)製造従事者 石川県 製造産業局

瑞宝単光章 森　德壽 もり　のりひさ 72 仏壇(飯山仏壇)製造従事者 長野県 製造産業局

瑞宝単光章 山田　義明 やまだ　よしあき 71 陶磁器(九谷焼)製造従事者 石川県 製造産業局

瑞宝単光章 山本　幸夫 やまもと　ゆきお 68 木工品(大阪泉州桐箪笥)製造従事者 大阪府 製造産業局

瑞宝単光章 前田　満次郎 まえだ　みつじろう 62 現　九建架線工事（株）総括班長 福岡県
商務情報政策局

産業保安グループ

瑞宝単光章 池田　忠易 いけだ　ただやす 80
元　中部電力（株）長野支店諏訪営業所
お客さまセンター技士長

長野県 資源エネルギー庁
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瑞宝単光章 稻垣　光良 いながき　みつよし 65
元　東邦ガス（株）知多製造部知多ＬＮ
Ｇ共同基地製造課

愛知県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 榎本　昌臣 えのもと　まさおみ 64
元　（株）ライクス導管事業部西部導管
事業所長

東京都 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 河野　和男 かわの　かずお 61
元　関西電力（株）赤穂発電所発電課当
直係長

大阪府 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 古賀　弘二 こが　ひろじ 77
元　九州電力（株）佐賀営業所配電運用
課副長

佐賀県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 新保　哲治 しんぼ　てつじ 71
元　北海道電力（株）札幌支店砂川電力
所送電課主査

北海道 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 住吉　榮司 すみよし　えいじ 65
元　四国電力（株）高松支店営業部配電
センター技術サービス課副長

香川県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 古田　明久 ふるた　あきひさ 61
元　大阪瓦斯（株）北東部導管部設備保
安チームチーフ

大阪府 資源エネルギー庁
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