
【今後の予定】

■発令

　　令和2年11月3日(火）

■大綬章親授式、重光章伝達式

　　令和2年11月11日（水）　　　午前　10時30分から（大綬章）

　　（場所：皇居）　　　　　　　　　午後　14時15分から（重光章）

■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年秋の勲章受章者名簿

（経済産業省推薦分）

※注意※

令和２年秋の勲章（中綬章以下）伝達式については、

新型コロナウイルス感染状況に鑑み、その人数規模

などからみて、感染防止の徹底が図れないことから

「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 14 0 14

経済産業政策局 33 0 33

経済産業政策局
地域経済産業グループ 14 0 14

貿易経済協力局 6 0 6

産業技術環境局 3 0 3

製造産業局 14 21 35

商務情報政策局 4 0 4

商務情報政策局
産業保安グループ 3 2 5

資源エネルギー庁 3 9 12

特許庁 16 0 16

中小企業庁 70 0 70

計 180 32 212

令和２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

瑞宝単光章 赤坂　昭 あかさか　あきら 86 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 池戸　武男 いけど　たけお 74 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 磯邉　育子 いそべ　いくこ 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 酒井　文子 さかい　ふみこ 83 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 高島　敏子 たかしま　としこ 75 現　工業統計調査員 徳島県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝小綬章 知久　多喜眞 ちきゅう　たきま 71 元　通商産業省大臣官房調査統計部長 東京都
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 寺内　美佐子 てらうち　みさこ 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 中島　澄江 なかしま　すみえ 71 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 能登谷　世津子 のとや　せつこ 78 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 箕浦　孝子 みのうら　たかこ 83 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 盛田　惠美子 もりた　えみこ 79 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 山田　敏彦 やまだ　としひこ 83 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 山本　清美 やまもと　きよみ 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 よしだ　まちこ 72 現　工業統計調査員 大阪府
大臣官房

調査統計グループ

旭日小綬章 秋山　光伯 あきやま　みつのり 73 現　日立商工会議所会頭 茨城県 経済産業政策局

旭日双光章 石川　晃三 いしかわ　こうぞう 75 元　浜松商工会議所副会頭 静岡県 経済産業政策局

旭日双光章 稲垣　千秋 いながき　ちあき 82 現　箕面商工会議所副会頭 大阪府 経済産業政策局

旭日小綬章 井上　峰一 いのうえ　みねひと 71 現　倉敷商工会議所会頭 岡山県 経済産業政策局

旭日双光章 大石　耕司 おおいし　こうじ 77 元　鳥栖商工会議所副会頭 佐賀県 経済産業政策局

旭日小綬章 大泉　源之 おおいずみ　もとゆき 86 元　鈴鹿商工会議所会頭 三重県 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 小川　逸郎 おがわ　いつろう 81 元　さいたま商工会議所副会頭 埼玉県 経済産業政策局

旭日小綬章 金田　忠行 かねだ　ただゆき 79 現　高槻商工会議所会頭 兵庫県 経済産業政策局

旭日小綬章 唐橋　幸市郎 からはし　こういちろう 73 元　会津喜多方商工会議所会頭 福島県 経済産業政策局

旭日双光章 木村　茂樹 きむら　しげき 76 元　美濃加茂商工会議所副会頭 岐阜県 経済産業政策局

旭日双光章 河野　光伸 こうの　みつのぶ 80 元　宇部商工会議所副会頭 山口県 経済産業政策局

旭日小綬章 小谷　仁 こたに　ひとし 70 元　上尾商工会議所会頭 埼玉県 経済産業政策局

旭日双光章 小林　百太郎 こばやし　ひゃくたろう 91
元　堺商工会議所常議員
元　日本馬主協会連合会副会長

大阪府 経済産業政策局

旭日小綬章 榊原　義久 さかきばら　よしひさ 70 現　市原商工会議所会頭 千葉県 経済産業政策局

旭日小綬章 佐藤　晄僖 さとう　こうき 79 現　一関商工会議所会頭 岩手県 経済産業政策局

旭日双光章 眞井　靖文 さない　やすふみ 80 元　尾鷲商工会議所副会頭 三重県 経済産業政策局

旭日小綬章 清水　孝男 しみず　たかお 94 元　行田商工会議所会頭 埼玉県 経済産業政策局

旭日小綬章 鈴木　博 すずき　ひろし 76 元　佐倉商工会議所会頭 千葉県 経済産業政策局

旭日双光章 髙木　實 たかぎ　みのる 83 元　藤沢商工会議所副会頭 神奈川県 経済産業政策局

旭日小綬章 髙田　幸雄 たかた　ゆきお 70 元　児島商工会議所会頭 岡山県 経済産業政策局

旭日小綬章 田中　敏彦 たなか　としひこ 71 元　八日市商工会議所会頭 滋賀県 経済産業政策局

旭日小綬章 玉木　茂 たまき　しげる 70 現　大田原商工会議所会頭 栃木県 経済産業政策局

旭日小綬章 ちば　みちお 71 元　士別商工会議所会頭 北海道 経済産業政策局

旭日小綬章 ちば　りゅうじろう 77 元　奥州商工会議所会頭 岩手県 経済産業政策局

旭日小綬章 成田　一成 なりた　いちなり 72 元　瀬戸商工会議所会頭 愛知県 経済産業政策局

旭日双光章 西岡　義雄 にしおか　よしお 76 元　伊予商工会議所副会頭 愛媛県 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

旭日中綬章 にしむら　ていいち 75 元　大阪商工会議所副会頭 兵庫県 経済産業政策局

旭日小綬章 服部　盛隆 はっとり　もりたか 77 元　池田商工会議所会頭 兵庫県 経済産業政策局

旭日小綬章 平岩　統一郎 ひらいわ　とういちろう 72 元　碧南商工会議所会頭 愛知県 経済産業政策局

旭日双光章 松本　紘昌 まつもと　ひろまさ 75 元　苫小牧商工会議所副会頭 北海道 経済産業政策局

旭日小綬章 矢島　堅司 やじま　けんじ 79 元　佐野商工会議所会頭 栃木県 経済産業政策局

旭日双光章 よしだ　かつひこ 75 元　前橋商工会議所副会頭 群馬県 経済産業政策局

旭日単光章 中山　正昭 なかやま　まさあき 93 元　総社商工会議所常議員 岡山県 経済産業政策局

旭日単光章 池田　博嗣 いけだ　ひろつぐ 73 現　天草池田電機（株）代表取締役社長 熊本県
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

瑞宝双光章 うさみ　えいぞう 72
元　中部近畿産業保安監督部産業保安監督
管理官

岐阜県
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

旭日双光章 小田　外喜夫 おだ　ときお 75 現　サンコロナ小田（株）代表取締役 兵庫県
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

瑞宝双光章 小山　正一 こやま　しょういち 72
元　近畿経済産業局資源エネルギー環境部
電源開発調整官

大阪府
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

瑞宝双光章 近藤　久昭 こんどう　ひさあき 78 元　北海道鉱山保安監督部管理課長 北海道
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

旭日単光章 田坂　良昭 たさか　よしあき 89 現　不二貿易（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 田中　耕太郎 たなか　こうたろう 73 元　九州経済産業局産業部長 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 二上　浩一 ふたがみ　こういち 74
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

旭日単光章 古川　隆司 ふるかわ　たかし 71 元　（株）古川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

瑞宝双光章 三浦　貞男 みうら　さだお 71
元　関東東北産業保安監督部企画調整官
（東北支部担当）

宮城県
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

旭日単光章 三笠　日郎 みかさ　じつお 77 現　トスレック（株）代表取締役社長 京都府
経済産業政策局
地域経済産業グ

ループ

瑞宝双光章 三好　豊 みよし　ゆたか 70
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

旭日単光章 山田　勝也 やまだ　かつや 77 元　阪神機器（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
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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

瑞宝双光章 若林　道春 わかばやし　みちはる 70
元　関東経済産業局資源エネルギー環境部
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 井上　和俊 いのうえ　かずとし 70
元　経済産業省貿易経済協力局貿易管理部
安全保障貿易管理課国際調整官

千葉県 貿易経済協力局

瑞宝双光章 小澤　悦夫 こざわ　えつお 70
元　経済産業省通商政策局通商政策課通商
渉外調整官

茨城県 貿易経済協力局

旭日重光章 辻　亨 つじ　とおる 81 元　丸紅（株）代表取締役社長 東京都 貿易経済協力局

瑞宝重光章 豊田　正和 とよだ　まさかず 71 元　経済産業審議官 東京都 貿易経済協力局

瑞宝中綬章 山田　範保 やまだ　のりやす 72
元　環境省大臣官房審議官
元　通商産業省通商政策局経済協力部長

北海道 貿易経済協力局

瑞宝小綬章 余田　幸雄 よだ　ゆきお 70 元　通商産業省通商産業研究所次長 東京都 貿易経済協力局

瑞宝双光章 植田　博 うえだ　ひろし 70 元　製品評価技術基盤機構監査室長 千葉県 産業技術環境局

瑞宝中綬章 うらしま　まさとし 71
元　内閣府大臣官房審議官（科学技術政策担当）
元　工業技術院総務部技術審議官（研究業務担当） 神奈川県 産業技術環境局

瑞宝小綬章 富田　育男 とみた　いくお 70 元　工業技術院標準部標準審議官 東京都 産業技術環境局

旭日重光章 石津　進也 いしづ　しんや 82 元　旭硝子（株）代表取締役社長 東京都 製造産業局

旭日中綬章 石山　喬 いしやま　たかし 76
元　日本軽金属ホールディングス（株）代
表取締役社長

東京都 製造産業局

旭日大綬章 内山田　竹志 うちやまだ　たけし 74 現　トヨタ自動車（株）代表取締役会長 愛知県 製造産業局

旭日重光章 大塚　紀男 おおつか　のりお 70 元　日本精工（株）代表執行役社長 東京都 製造産業局

旭日双光章 岡本　繁美 おかもと　しげみ 76 現　（一社）日本砕石協会副会長 北海道 製造産業局

旭日双光章 喜多　昇 きた　のぼる 72 元　（一社）日本保温保冷工業協会副会長 青森県 製造産業局

旭日小綬章 佐久間　貞介 さくま　ていすけ 70 元　（一社）全日本特殊鋼流通協会会長 愛知県 製造産業局

旭日中綬章 櫻井　誠己 さくらい　しげき 70
元　（一社）日本自動車販売協会連合会会
長

島根県 製造産業局

旭日小綬章 鈴木　博之 すずき　ひろゆき 74
現　丸一鋼管（株）代表取締役会長兼ＣＥ
Ｏ

大阪府 製造産業局

旭日小綬章 田中　忠男 たなか　ただお 85 元　（社）日本溶融亜鉛鍍金協会理事長 兵庫県 製造産業局
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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

瑞宝中綬章 田村　修二 たむら　しゅうじ 80
元　通商産業省大臣官房審議官（基礎産業
局担当）

東京都 製造産業局

旭日重光章 深谷　紘一 ふかや　こういち 76 元　（株）デンソー代表取締役社長 愛知県 製造産業局

旭日小綬章 福田　健 ふくだ　たけし 81
元　福田金属箔粉工業（株）代表取締役社
長

京都府 製造産業局

旭日小綬章 牧野　俊清 まきの　としきよ 72 元　（一社）日本金型工業会会長 東京都 製造産業局

旭日中綬章 浅野　健 あさの　けん 72 元　全日本印刷工業組合連合会会長 東京都 商務情報政策局

旭日双光章 強口　邦雄 こわぐち　くにお 70
元　全国カレンダー出版協同組合連合会代
表理事

東京都 商務情報政策局

旭日大綬章 なかむら　くにお 81 元　松下電器産業（株）代表取締役社長 大阪府 商務情報政策局

旭日双光章 西田　勇一 にしだ　ゆういち 79
現　全日本スクリーン・デジタル印刷協同
組合連合会副会長

大阪府 商務情報政策局

瑞宝小綬章 天野　正義 あまの　まさよし 71
元　外務省参事官（在連合王国日本国大使
館公使）
元　通商産業省環境立地局保安課長

東京都
商務情報政策局

産業保安グループ

瑞宝小綬章 大関　眞一 おおぜき　しんいち 72 元　北海道鉱山保安監督部長 東京都
商務情報政策局

産業保安グループ

瑞宝小綬章 波田野　純一 はたの　じゅんいち 70 元　九州鉱山保安監督局長 神奈川県
商務情報政策局

産業保安グループ

瑞宝中綬章 大井　篤 おおい　あつし 71
元　防衛庁防衛参事官
元　経済産業省大臣官房参事官（エネル
ギー政策・プロジェクトチーム総括担当）

千葉県 資源エネルギー庁

旭日小綬章 喜多村　利秀 きたむら　としひで 70 現　全国石油商業組合連合会副会長 福岡県 資源エネルギー庁

旭日大綬章 仲井眞　弘多 なかいま　ひろかず 81
元　沖縄電力（株）代表取締役社長
元　沖縄県知事

沖縄県 資源エネルギー庁

瑞宝小綬章 粟津　憲一 あわづ　けんいち 71 元　特許庁審判部審判長 東京都 特許庁

瑞宝小綬章 上田　忠 うえだ　まこと 71 元　特許庁審判部審判長 神奈川県 特許庁

瑞宝小綬章 江藤　保子 えとう　やすこ 71 元　特許庁審判部審判長 東京都 特許庁

瑞宝小綬章 大元　修二 おおもと　しゅうじ 71 元　特許庁審判部審判長 神奈川県 特許庁

瑞宝小綬章 菊地　永司 きくち　えいじ 71 元　特許庁審査業務部出願支援課登録室長 神奈川県 特許庁

瑞宝小綬章 西郷　尚史 さいごう　ひさし 71 元　特許庁総務部長 神奈川県 特許庁
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瑞宝小綬章 すずき　りょうきち 71 元　特許庁総務部特許情報課長 埼玉県 特許庁

瑞宝小綬章 髙木　進 たかぎ　すすむ 71 元　特許庁審判部審判長 東京都 特許庁

瑞宝小綬章 髙島　喜一 たかしま　きいち 71 元　特許庁特許審査第一部首席審査長 新潟県 特許庁

瑞宝小綬章 馬場　清 ばば　きよし 71 元　特許庁審判部審判長 東京都 特許庁

瑞宝小綬章 松井　佳章 まつい　よしあき 71 元　特許庁審判部審判長 東京都 特許庁

瑞宝小綬章 水谷　万司 みずたに　まんし 71 元　特許庁審判部審判長 千葉県 特許庁

旭日双光章 八木　秀人 やぎ　ひでひと 70 元　日本弁理士会副会長 神奈川県 特許庁

瑞宝小綬章 脇村　善一 わきむら　よしかず 71 元　特許庁審判部審判長 東京都 特許庁

瑞宝小綬章 和久井　信男 わくい　のぶお 71 元　特許庁審査業務部方式審査課長 長野県 特許庁

旭日双光章 わたなべ　かずひら 70 元　日本弁理士会副会長 三重県 特許庁

旭日単光章 秋本　恭伸 あきもと　やすのぶ 81 元　電化皮膜工業（株）代表取締役社長 東京都 中小企業庁

旭日単光章 荒木　秀雄 あらき　ひでお 70 現　羽生市商工会会長 埼玉県 中小企業庁

旭日単光章 有光　幸紀 ありみつ　ゆきのり 79 現　有光工業（株）代表取締役社長 奈良県 中小企業庁

旭日小綬章 和泉　善久 いずみ　よしひさ 84 現　千葉県商工会連合会会長 千葉県 中小企業庁

旭日単光章 市口　裕一 いちぐち　ひろかず 85 現　（株）イチグチ代表取締役 奈良県 中小企業庁

旭日双光章 今咲　克己 いまさく　かつみ 73 現　島根県商工会連合会理事 島根県 中小企業庁

旭日双光章 植山　哲志 うえやま　てつじ 71 現　（一社）大阪府ＬＰガス協会副会長 大阪府 中小企業庁

旭日単光章 梅原　克子 うめはら　かつこ 82 元　南部町商工会会長 鳥取県 中小企業庁

旭日単光章 占部　明雄 うらべ　あきお 75 元　（株）ケンユー代表取締役社長 広島県 中小企業庁

旭日単光章 おおち　ただし 72 元　丹波市商工会会長 兵庫県 中小企業庁
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旭日単光章 大矢根　裕一 おおやね　ゆういち 72
元　（株）大矢根利器製作所代表取締役社
長

香川県 中小企業庁

旭日双光章 岡本　弘 おかもと　ひろし 73 現　近畿電子部品卸商組合理事長 大阪府 中小企業庁

旭日単光章 鬼柳　一宇 おにやなぎ　かずたか 80 元　（株）アイオー精密代表取締役社長 岩手県 中小企業庁

旭日単光章 笠島　秀雄 かさしま　ひでお 71 元　坂井市商工会会長 福井県 中小企業庁

旭日単光章 加藤　文雄 かとう　ふみお 75 元　ツカサ工業（株）代表取締役社長 愛知県 中小企業庁

旭日単光章 金岡　久夫 かなおか　ひさお 80 元　金剛建設（株）代表取締役社長 石川県 中小企業庁

旭日単光章 管野　幸治 かんの　こうじ 70 元　大越町商工会会長 福島県 中小企業庁

旭日単光章 菊池　良一 きくち　りょういち 72 現　大槌商工会会長 岩手県 中小企業庁

旭日単光章 葛谷　幸男 くずや　ゆきお 84 愛知県 中小企業庁

旭日単光章 国本　幸孝 くにもと　ゆきたか 73 現　国本工業（株）代表取締役会長 静岡県 中小企業庁

旭日単光章 小嶋　實 こじま　みのる 87 元　コジマ技研工業（株）代表取締役社長 神奈川県 中小企業庁

旭日単光章 小松﨑　壽志 こまつざき　ひさし 84 元　三興電子工業（株）代表取締役社長 青森県 中小企業庁

瑞宝双光章 今野　一正 こんの　かずまさ 72
元　中小企業庁事業環境部企画課企画官
（中小企業総合事業団担当）

東京都 中小企業庁

旭日単光章 さいとう　まさる 91 現　（株）東京信友代表取締役 東京都 中小企業庁

旭日単光章 さいのひら　しんいち 72 現　三州製菓（株）代表取締役社長 千葉県 中小企業庁

旭日双光章 坂田　弘實 さかた　ひろみ 80 元　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 佐藤　一彦 さとう　かずひこ 73 現　（株）釜石電機製作所代表取締役社長 岩手県 中小企業庁

旭日単光章 清水　昭南 しみず　しょうなん 78 元　北飛騨商工会会長 岐阜県 中小企業庁

旭日単光章 下島　康保 しもじま　やすほ 82 現　塚田理研工業（株）代表取締役 長野県 中小企業庁

旭日単光章 鈴木　新王 すずき　あらお 83 元　二宮町商工会会長 神奈川県 中小企業庁
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瑞宝双光章 鶴田　雅文 つるた　まさふみ 70
元　中小企業庁長官官房企画官（創業連携
推進・ＩＴ対策担当）

千葉県 中小企業庁

瑞宝中綬章 羽山　正孝 はやま　まさたか 71 元　中小企業庁次長 東京都 中小企業庁

旭日単光章 鈴木　覺 すずき　さとる 77 元　鈴覚（株）代表取締役社長 静岡県 中小企業庁

旭日双光章 鈴木　竹敏 すずき　たけとし 73 現　（一社）東部硝子工業会会長 東京都 中小企業庁

旭日双光章 田尾　政幸 たお　まさゆき 70 元　長崎県商工会連合会副会長 長崎県 中小企業庁

旭日双光章 髙取　律男 たかとり　りつお 78
現　大治町商工会会長
元　大治町議会議員

愛知県 中小企業庁

旭日単光章 たけい　くにお 82 現　武井電機工業（株）代表取締役会長 佐賀県 中小企業庁

旭日双光章 橘　克弘 たちばな　かつひろ 75
元　広尾町商工会会長
現　（一社）北海道法人会連合会理事

北海道 中小企業庁

旭日単光章 たつた　しんや 82 現　龍田紡績（株）代表取締役会長 兵庫県 中小企業庁

旭日双光章 田中　清行 たなか　きよゆき 71
元　（一社）滋賀県中小企業診断士協会会
長

滋賀県 中小企業庁

旭日単光章 田中　弘一 たなか　こういち 79 現　（株）ＳＤＣ田中取締役会長 大阪府 中小企業庁

旭日双光章 田中　光男 たなか　みつお 72 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

旭日単光章 谷川　忠洋 たにかわ　ただひろ 82 元　（株）宇佐ランタン代表取締役社長 大分県 中小企業庁

旭日単光章 戸田　博 とだ　ひろし 71 大阪府 中小企業庁

旭日単光章 なかにし　くにやす 79 現　民宿中の屋代表 富山県 中小企業庁

旭日双光章 中村　博美 なかむら　ひろみ 72 元　鹿児島県商工会連合会副会長 鹿児島県 中小企業庁

旭日単光章 難波　敢 なんば　すすむ 75 現　倉敷レーザー（株）代表取締役会長 岡山県 中小企業庁

旭日双光章 西村　隆 にしむら　たかし 86 元　茨城県中小企業団体中央会理事 茨城県 中小企業庁

旭日双光章 丹羽　正行 にわ　まさゆき 70 現　愛知県製綿寝装品製造協同組合理事長 愛知県 中小企業庁

旭日双光章 野村　玲三 のむら　れいぞう 73 現　静岡県生コンクリート工業組合理事長 静岡県 中小企業庁
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旭日単光章 畠山　泰彦 はたけやま　やすひこ 80 現　（株）ハタ研削代表取締役会長 長野県 中小企業庁

旭日単光章 疋田　正一 ひきだ　しょういち 71 現　疋田産業（株）代表取締役会長 石川県 中小企業庁

旭日単光章 深田　政宏 ふかだ　まさひろ 82
元　川西航空機器工業（株）代表取締役会
長

大阪府 中小企業庁

旭日単光章 星　勝治 ほし　かつじ 81
現　スターエンジニアリング（株）代表取
締役会長

茨城県 中小企業庁

旭日単光章 堀本　京子 ほりもと　きょうこ 75 現　（有）串本儀平取締役 和歌山県 中小企業庁

旭日双光章 松葉　善治 まつば　ぜんじ 85 現　大阪府中小企業団体中央会常任理事 大阪府 中小企業庁

旭日単光章 三浦　高行 みうら　たかゆき 80 元　布施真空（株）代表取締役社長 奈良県 中小企業庁

旭日単光章 宮階　有二 みやがい　ゆうじ 72 元　西陣織工業組合副理事長 京都府 中小企業庁

旭日単光章 宮田　致良 みやた　むねよし 82 元　ミック電子工業（株）代表取締役社長 東京都 中小企業庁

旭日単光章 森井　良雄 もりい　よしお 79 現　（株）アスコット代表取締役会長 奈良県 中小企業庁

旭日双光章 守田　敏治 もりた　としはる 73 現　北海道紙器段ボール箱工業組合理事長 北海道 中小企業庁

旭日単光章 安井　利彦 やすい　としひこ 83 現　安井酒造場代表 滋賀県 中小企業庁

旭日単光章 安田　勝彦 やすだ　かつひこ 84 現　（株）ハイテム代表取締役社長 岐阜県 中小企業庁

旭日単光章 安田　徹 やすだ　とおる 78
元　（社）中小企業診断協会京都支部支部
長

京都府 中小企業庁

旭日小綬章 矢野　利幸 やの　としゆき 70 元　大分県商店街振興組合連合会理事長 大分県 中小企業庁

旭日単光章 山内　賢明 やまうち　けんめい 88 元　玄海酒造（株）代表取締役社長 千葉県 中小企業庁

旭日双光章 山田　義裕 やまだ　よしひろ 72 現　山口県中小企業団体中央会副会長 山口県 中小企業庁

旭日双光章 山本　和彦 やまもと　かずひこ 74 現　（一社）広島県計量協会会長 広島県 中小企業庁

旭日単光章 よしだ　ようこ 90 現　（株）ヨシダ代表取締役社長 茨城県 中小企業庁

旭日双光章 若杉　成剛 わかすぎ　せいごう 77 現　山梨県商工会連合会副会長 山梨県 中小企業庁
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瑞宝単光章 浅野　盛光 あさの　せいこう 71 金工品（東京銀器）製造業従事者 東京都 製造産業局

瑞宝単光章 安藤　忠彦 あんどう　ただひこ 74 人形（京人形）製造業従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 大村　俊男 おおむら　としお 87 竹工品（駿河竹千筋細工）製造業従事者 静岡県 製造産業局

瑞宝単光章 表　正則 おもて　まさのり 82 漆器（山中漆器）製造業従事者 石川県 製造産業局

瑞宝単光章 加藤　白次 かとう　しろじ 70 陶磁器（京焼・清水焼）製造業従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 鎌滝　隆 かまたき　たかし 79 染色品（東京手描友禅）製造業従事者 東京都 製造産業局

瑞宝単光章 川上　忠義 かわかみ　ただよし 71 織物（西陣織）製造業従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 北岡　英雄 きたおか　ひでお 70 金工品（越前打刃物）製造業従事者 福井県 製造産業局

瑞宝単光章 佐治　完三 さじ　かんぞう 71 人形（京人形）製造業従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 澤野井　正晴 さわのい　まさはる 71 仏具（京仏具）製造業従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 志賀　豊 しが　ゆたか 72 染色品（京友禅）製造業従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 高見　芳雄 たかみ　よしお 69 諸工芸（京表具）製造業従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 長池　廣行 ながいけ　ひろゆき 81 金工品（播州三木打刃物）製造業従事者 兵庫県 製造産業局

瑞宝単光章 中嶋　虎男 なかしま　とらお 80 漆器（山中漆器）製造業従事者 石川県 製造産業局

瑞宝単光章 にしだ　たへじ 74 石工品（京石工芸品）製造業従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 林　克美 はやし　かつみ 70 硝子工芸（江戸切子）製造業従事者 東京都 製造産業局

瑞宝単光章 東　登百江 ひがし　ともえ 79 織物（本場大島紬）製造業従事者 鹿児島県 製造産業局

瑞宝単光章 森川　明洋 もりかわ　あけひろ 77 染色品（東京手描友禅）製造業従事者 東京都 製造産業局

瑞宝単光章 山上　寬恭 やまうえ　ひろやす 68 竹工品（紀州へら竿）製造業従事者 和歌山県 製造産業局
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瑞宝単光章 山岸　和幸 やまぎし　かずゆき 71 染色品（京鹿の子絞）製造業従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 やまもと　ひであき 86 金工品（堺打刃物）製造業従事者 大阪府 製造産業局

瑞宝単光章 堀越　満夫 ほりこし　みつお 67 現　（有）駿興電気　総括作業班長 茨城県
商務情報政策局

産業保安グループ

瑞宝単光章 横田　俊和 よこた　としかず 64 現　高知電気建設（株）取締役社長 高知県
商務情報政策局

産業保安グループ

瑞宝単光章 きくち　かずとみ 61
元　大阪瓦斯（株）南部導管部保全チー
ム維持供給グループチーフ

和歌山県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 柴田　亮介 しばた　りょうすけ 68
元　東邦ガス（株）導管部東部センター
岡崎導管課チーフ

愛知県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 下山　英明 しもやま　ひであき 76
元　東北電力（株）酒田営業所配電課副
長

山形県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 白間　啓二 しらま　けいじ 66
元　東京ガス（株）導管部導管工事グ
ループ課長

群馬県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 髙橋　憲一 たかはし　けんいち 70
元　（株）ライクス都心保安事業所緊急
工事グループリーダー課長

東京都 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 竹下　洋光 たけした　ひろみつ 67
元　北陸電力（株）石川支店金沢電力部
送電課

石川県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 服部　勲 はっとり　いさお 72
元　中部電力（株）岡崎支店刈谷電力セ
ンター所長

愛知県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 松岡　秀行 まつおか　ひでゆき 65
元　四国電力(株)松山支店電力部送電課副
長

愛媛県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 矢野　正治 やの　まさはる 79
元　九州電力（株）大分支店日田電力所
土木課副長

大分県 資源エネルギー庁

－12－


	表紙（HP用）
	局別推薦数
	Ⅰ類・推薦部局順・現住県
	Ⅱ類・推薦部局順・現住県
	【令２秋・叙勲】報道発表用名簿（ＨＰ用）中止決定後
	表紙（HP用）中止決定後

	【令２秋・叙勲】報道発表用名簿（固定版・外字入り）
	表紙（HP用）中止決定後

	【令２秋・叙勲】報道発表用名簿（固定版・外字入り）
	表紙（HP用）

	【令２秋・叙勲】報道発表用名簿（ＨＰ用）修正
	表紙（HP用）中止決定後

	【令２秋・叙勲】報道発表用名簿（ＨＰ用）修正
	表紙（HP用）中止決定後

	【令２秋・叙勲】報道発表用名簿（固定版・外字入り）
	表紙（HP用）中止決定後




