
【今後の予定】

■発令

　　令和3年4月29日(木）

■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３年春の勲章受章者名簿

（経済産業省推薦分）

※注意※

令和３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

康や安全等を鑑み、大綬章親授式及び重光章伝達式は

「延期」となり、中綬章以下伝達式及び拝謁は「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 3 0 3

大臣官房
調査統計グループ 17 0 17

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 21 0 21

貿易経済協力局 4 0 4

産業技術環境局 2 0 2

製造産業局 14 21 35

商務情報政策局
産業保安グループ 3 1 4

資源エネルギー庁 2 8 10

特許庁 14 0 14

中小企業庁 56 0 56

計 169 30 199

令和３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

瑞宝小綬章 阿部　雅栄 あべ　まさよし 70
元　経済産業省大臣官房情報システム厚生
課文書情報管理官（文書）

東京都 大臣官房

瑞宝小綬章 竹田原　昇司 たけだはら　しょうじ 70
元　通商産業省通商産業研究所政策情報シ
ステム部長

東京都 大臣官房

瑞宝双光章 中島　敏夫 なかじま　としお 70
元　経済産業省大臣官房情報システム厚生
課文書情報管理官（システム）

千葉県 大臣官房

瑞宝単光章 有川　洋子 ありかわ　ようこ 73 現　工業統計調査員 鹿児島県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 井上　知惠子 いのうえ　ちえこ 70 元　鉱工業動態統計調査員 徳島県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 木村　陽子 きむら　ようこ 72 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 迫　曉子 さこ　あきこ 76 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 椎橋　博子 しいはし　ひろこ 81 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 島　修一 しま　しゅういち 73 現　工業統計調査員 鹿児島県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 鈴木　紀惠 すずき　のりえ 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 曽我　健二 そが　けんじ 74 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 武田　尚喜 たけだ　なおき 72 現　工業統計調査員 山形県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 谷　廣子 たに　ひろこ 78 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 千葉　陽子 ちば　ようこ 74 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 柘植　よしゑ つげ　よしえ 78 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 中村　日佐子 なかむら　ひさこ 78 元　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 長谷川　美知子 はせがわ　みちこ 72 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 蒔苗　鐵子 まかなえ　てつこ 71 現　工業統計調査員 青森県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 矢野　新子 やの　しんこ 78 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 山口　栄子 やまぐち　えいこ 76 現　工業統計調査員 埼玉県
大臣官房

調査統計グループ
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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

旭日小綬章 阿部　和則 あべ　かずのり 70 現　倶知安商工会議所会頭 北海道 経済産業政策局

旭日小綬章 池田　正三郎 いけだ　しょうざぶろう 70 現　本渡商工会議所会頭 熊本県 経済産業政策局

旭日双光章 池森　政治 いけもり　まさはる 80 元　流山商工会議所会頭 千葉県 経済産業政策局

旭日小綬章 今井　欽次 いまい　きんじ 73 元　珠洲商工会議所会頭 石川県 経済産業政策局

瑞宝中綬章 梅村　美明 うめむら　よしあき 72
元　内閣府大臣官房審議官
元　通商産業省大臣官房審議官（産業金融
担当）

神奈川県 経済産業政策局

旭日双光章 梅本　弘幸 うめもと　ひろゆき 74 現　赤穂商工会議所副会頭 兵庫県 経済産業政策局

旭日双光章 金尾　雅行 かなお　まさゆき 72 元　富山商工会議所副会頭 富山県 経済産業政策局

旭日小綬章 川上　健夫 かわかみ　たけお 70 元　伊那商工会議所会頭 長野県 経済産業政策局

旭日小綬章 小堀　良夫 こぼり　よしお 73 元　富岡商工会議所会頭 群馬県 経済産業政策局

旭日双光章 是常　克博 これつね　かつひろ 73 元　加西商工会議所副会頭 兵庫県 経済産業政策局

旭日小綬章 篠原　宣之 しのはら　のりゆき 78 現　真岡商工会議所会頭 栃木県 経済産業政策局

旭日小綬章 杉岡　芳樹 すぎおか　よしき 70 現　相模原商工会議所会頭 神奈川県 経済産業政策局

旭日小綬章 杉田　愛次郎 すぎた　あいじろう 73 元　西尾商工会議所会頭 愛知県 経済産業政策局

旭日小綬章 鈴木　俊光 すずき　としみつ 71 元　掛川商工会議所会頭 静岡県 経済産業政策局

旭日小綬章 髙木　祐治 たかぎ　ゆうじ 73 元　石岡商工会議所会頭 茨城県 経済産業政策局

旭日小綬章 髙橋　信雄 たかはし　のぶお 70 現　上越商工会議所会頭 新潟県 経済産業政策局

旭日双光章 千切谷　多一朗 ちきりや　たいちろう 78
現　高松商工会議所常議員
元　香川県洋菓子協会会長

香川県 経済産業政策局

旭日双光章 林　正史 はやし　まさふみ 71 元　廿日市商工会議所副会頭 広島県 経済産業政策局

旭日小綬章 姫野　淸高 ひめの　きよたか 70 元　大分商工会議所会頭 大分県 経済産業政策局

旭日双光章 平井　良彦 ひらい　よしひこ 73 元　東大阪商工会議所副会頭 大阪府 経済産業政策局
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旭日小綬章 平岡　勝功 ひらおか　かついさ 73 現　明石商工会議所会頭 兵庫県 経済産業政策局

旭日単光章 船木　孝 ふなき　たか 91 元　秋田商工会議所女性会会長 秋田県 経済産業政策局

旭日中綬章 古瀬　誠 ふるせ　まこと 74
元　松江商工会議所会頭
元　（株） 山陰合同銀行代表取締役頭取

島根県 経済産業政策局

旭日小綬章 松木　喜一 まつき　きいち 71 元　八代商工会議所会頭 熊本県 経済産業政策局

旭日小綬章 三宅　英臣 みやけ　ひでおみ 75 現　豊田商工会議所会頭 愛知県 経済産業政策局

旭日小綬章 宮﨑　吉二 みやざき　きちつぐ 70 元　高石商工会議所会頭 大阪府 経済産業政策局

旭日小綬章 村本　隆二 むらもと　りゅうじ 70 元　恵庭商工会議所会頭 北海道 経済産業政策局

旭日単光章 矢﨑　隆也 やざき　たかなり 74 現　諏訪商工会議所常議員 長野県 経済産業政策局

旭日小綬章 山口　正夫 やまぐち　まさお 72 元　桐生商工会議所会頭 群馬県 経済産業政策局

旭日双光章 山下　信幸 やました　のぶゆき 72 現　綾部商工会議所副会頭 京都府 経済産業政策局

旭日小綬章 山田　壽久 やまだ　としひさ 71 現　藤枝商工会議所会頭 静岡県 経済産業政策局

旭日小綬章 山田　正治 やまだ　まさはる 81 元　塩尻商工会議所会頭 長野県 経済産業政策局

旭日中綬章 わたなべ　ひろみ 74 現　福島商工会議所会頭 福島県 経済産業政策局

瑞宝双光章 青山　伸治 あおやま　しんじ 70
元　中部経済産業局資源エネルギー環境部
電源開発調整官

愛知県
経済産業政策局
地域経済産業

グループ

瑞宝双光章 阿部　和彦 あべ　かずひこ 74 元　東北経済産業局産業部地域振興課長 宮城県
経済産業政策局
地域経済産業

グループ

瑞宝小綬章 稲葉　健次 いなば　けんじ 70 元　東北通商産業局長 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 上野　英道 うえの　ひでみち 82 元　北海道通商産業局商工部公害保安課長 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 大庭　泉 おおば　いずみ 70 元　中国経済産業局地域経済部長 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 北尾　哲郎 きたお　てつろう 73
現　日東薬品工業（株）代表取締役会長兼
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 栗田　高志 くりた　たかし 70 元　中部近畿産業保安監督部管理課長 愛知県
経済産業政策局
地域経済産業

グループ
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瑞宝双光章 小長井　山治 こながい　さんじ 73 元　四国経済産業局電力・ガス事業部長 千葉県
経済産業政策局
地域経済産業

グループ

瑞宝双光章 小林　實 こばやし　みのる 73
元　関東経済産業局資源エネルギー環境部
電源開発調整官

千葉県
経済産業政策局
地域経済産業

グループ

旭日双光章 小松　義彦 こまつ　よしひこ 76 元　小松印刷（株）代表取締役社長 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 佐藤　賢司 さとう　けんじ 73 元　関東経済産業局資源エネルギー部次長 千葉県
経済産業政策局
地域経済産業

グループ

瑞宝双光章 渋田　純一 しぶた　じゅんいち 71 元　九州経済産業局産業部産業課長 福岡県
経済産業政策局
地域経済産業

グループ

旭日双光章 清水　良雄 しみず　よしお 70 元　（株）ニチリン代表取締役社長 兵庫県
経済産業政策局
地域経済産業

グループ

瑞宝双光章 高山　武久 たかやま　たけひさ 72 元　近畿経済産業局地域経済部次長 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 谷本　義典 たにもと　よしのり 70
元　四国経済産業局資源エネルギー環境部
電源開発調整官

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 鶴田　曉 つるた　さとし 82 元　環境テクノス（株）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

旭日双光章 中嶋　郭和 なかじま　ひろかず 81 現　コーデンシ（株）取締役会長 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 那波　八郎 なば　はちろう 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 新田見　實雄 にったみ　みつお 73 元　北海道通商産業局公益事業部長 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 羽鳥　基宏 はとり　もとひろ 74
現　ハトリバンテック（株）代表取締役会
長

群馬県
経済産業政策局
地域経済産業

グループ

旭日双光章 宮内　康友 みやうち　やすとも 70 現　福伸電機（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

瑞宝双光章 植村　豊紀 うえむら　とよのり 70
元　経済産業省大臣官房総務課企画官（通
商特殊関税担当）

千葉県 貿易経済協力局

瑞宝中綬章 大慈弥　隆人 おおじみ　たかと 71
元　通商産業省大臣官房審議官（通商経済
担当）

東京都 貿易経済協力局

旭日大綬章 勝俣　宣夫 かつまた　のぶお 78 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 田中　伸男 たなか　のぶお 71
元　国際エネルギー機関（ＩＥＡ）事務局長
元　経済協力開発機構科学技術産業局長
元　経済産業省通商政策局通商機構部長

東京都 貿易経済協力局

瑞宝小綬章 いのうえ　くにお 71 元　工業技術院標準部長 千葉県 産業技術環境局

瑞宝小綬章 杉上　孝二 すぎうえ　こうじ 70 元　製品評価技術センター所長 東京都 産業技術環境局
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旭日小綬章 石川　勲 いしかわ　いさお 76 元　（一社）日本ハンドバッグ協会会長 東京都 製造産業局

旭日重光章 大久保　尚武 おおくぼ　なおたけ 81 元　積水化学工業（株）代表取締役社長 神奈川県 製造産業局

旭日小綬章 岡野　敎忠 おかの　のりただ 72 元　（株）リケン代表取締役社長 千葉県 製造産業局

旭日小綬章 加藤　海士郎 かとう　かいしろう 76 現　日本ロック工業会会長 神奈川県 製造産業局

旭日双光章 喜田　邦男 きだ　くにお 77 元　（一社）日本タンナーズ協会会長 兵庫県 製造産業局

旭日中綬章 郡　昭夫 こおり　あきお 72 元　（株）ＡＤＥＫＡ代表取締役社長 千葉県 製造産業局

旭日小綬章
鈴木　隆
（鈴木　貴士）

すずき　たかし 70 元　全国コイルセンター工業組合理事長 東京都 製造産業局

旭日小綬章 平　謙介 たいら　けんすけ 71 元　日本被服工業組合連合会理事長 広島県 製造産業局

旭日中綬章 津田　純嗣 つだ　じゅんじ 70 現　（株）安川電機代表取締役会長 福岡県 製造産業局

旭日小綬章 長坂　一 ながさか　はじめ 71 現　東海カーボン（株）代表取締役社長 東京都 製造産業局

旭日重光章 中西　宏幸 なかにし　ひろゆき 83 元　三井化学（株）代表取締役社長 東京都 製造産業局

旭日重光章 野路　國夫 のじ　くにお 74
元　（株）小松製作所代表取締役社長兼Ｃ
ＥＯ

神奈川県 製造産業局

旭日双光章 本多　悟 ほんだ　さとる 75 現　（一社）日本サッシ協会副理事長 宮城県 製造産業局

瑞宝中綬章 増田　優 ますだ　まさる 70 元　経済産業省製造産業局次長 神奈川県 製造産業局

瑞宝双光章 石戸谷　幸男 いしどや　ゆきお 72
元　九州産業保安監督部産業保安監督管理
官

北海道
商務情報政策局

産業保安グループ

瑞宝小綬章 田邊󠄃　利男 たなべ　としお 72 元　北海道鉱山保安監督部長 神奈川県
商務情報政策局

産業保安グループ

瑞宝小綬章 葉梨　益弘 はなし　ますひろ 71 元　九州鉱山保安監督部長 千葉県
商務情報政策局

産業保安グループ

旭日中綬章 黑田　晶志 くろだ　まさし 70
元　大阪瓦斯（株）代表取締役副社長執行
役員

兵庫県 資源エネルギー庁

旭日小綬章 西川　一也 にしかわ　かずや 73 現　山梨県石油商業組合理事長 山梨県 資源エネルギー庁

瑞宝小綬章 飯村　豊 いいむら　ゆたか 71 元　特許庁審査業務部国際出願課長 茨城県 特許庁
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旭日双光章 尾﨑　光三 おざき　こうぞう 82 元　日本弁理士会副会長 神奈川県 特許庁

瑞宝小綬章 大日方　和幸 おびなた　かずゆき 71 元　特許庁審判部審判長 埼玉県 特許庁

瑞宝中綬章 北爪　由紀夫 きたづめ　ゆきお 70 元　特許庁総務部長 東京都 特許庁

瑞宝小綬章 河野　直樹 こうの　なおき 71 元　特許庁審判部審判長 神奈川県 特許庁

瑞宝小綬章 佐藤　秀一 さとう　しゅういち 71 元　特許庁審判部審判長 神奈川県 特許庁

瑞宝小綬章 佐藤　伸夫 さとう　のぶお 71 元　特許庁審判部審判長 神奈川県 特許庁

瑞宝小綬章 髙橋　泰史 たかはし　やすふみ 71 元　特許庁審判部審判長 千葉県 特許庁

瑞宝小綬章 竹林　則幸 たけばやし　のりゆき 71 元　特許庁審判部審判長 埼玉県 特許庁

瑞宝小綬章 とよおか　しずお 71 元　特許庁審判部首席審判長 東京都 特許庁

瑞宝小綬章 橋本　城二 はしもと　じょうじ 72 元　特許庁審査第一部長 東京都 特許庁

瑞宝小綬章 宮下　正之 みやした　まさゆき 71 元　特許庁審判部審判長 千葉県 特許庁

瑞宝中綬章 結田　純次 ゆいた　じゅんじ 72 元　特許庁特許審査第一部長 神奈川県 特許庁

旭日中綬章 わたなべ　けいすけ 70 元　日本弁理士会会長 千葉県 特許庁

旭日単光章 青木　勇 あおき　いさむ 70 元　高山南商工会会長 岐阜県 中小企業庁

旭日単光章 秋田　政継 あきた　まさつぐ 80 元　伊藤製油（株）代表取締役社長 三重県 中小企業庁

旭日単光章
淺野　公平
（浅野　典成）

あさの　こうへい
（あさの　のりしげ）

75 現　（株）アテックス代表取締役会長 大阪府 中小企業庁

旭日単光章 あしざわ　くにひで 78
元　（株）オーテックメカニカル代表取締
役社長

山梨県 中小企業庁

旭日単光章 いしい　やすひこ 77
現　（株）イシモク・コーポレーション代
表取締役社長

福岡県 中小企業庁

旭日単光章 石田　侃 いしだ　ただし 79 現　ワコー（株）代表取締役 和歌山県 中小企業庁

旭日単光章 稲田　育彦 いなだ　やすひこ 80 現　栃尾ニット（株）代表取締役社長 新潟県 中小企業庁

－6－



【Ⅰ類】

賞賜 氏名 ふりがな
年
齢

主要経歴 現住所 推薦部局名

旭日小綬章 岩田　克彦 いわた　かつひこ 83 元　大阪府印刷工業組合理事長 大阪府 中小企業庁

旭日単光章 内田　清治 うちだ　きよじ 74 元　（株）漆琳堂代表取締役 福井県 中小企業庁

旭日単光章 楳木　忠秋 うめき　ただあき 76 元　（株）くりんか代表取締役 福岡県 中小企業庁

旭日単光章 海老原　達郎 えびはら　たつお 77 現　（株）道央メタル代表取締役社長 北海道 中小企業庁

旭日単光章 大矢　光利 おおや　みつとし 70 元　群馬伊勢崎商工会会長 群馬県 中小企業庁

旭日単光章 奥藤　博司 おくとう　ひろし 72 元　朝来市商工会会長 兵庫県 中小企業庁

旭日単光章 表井　源一 おもてい　げんいち 72 元　内灘町商工会会長 石川県 中小企業庁

旭日単光章 賀来　芳史 かく　よしふみ 71 元　宇佐両院商工会会長 大分県 中小企業庁

旭日双光章 金谷　征正 かなだに　ゆきまさ 76 現　岡山県商工会連合会会長 岡山県 中小企業庁

旭日単光章 木村　繁雄 きむら　しげお 74 元　（株）富士製作所代表取締役社長 大阪府 中小企業庁

旭日単光章 窪之内　覚 くぼのうち　さとる 77 元　（株）環境ダイゼン代表取締役社長 北海道 中小企業庁

旭日単光章 熊谷　純三 くまがい　じゅんぞう 77 元　鳩居堂製造（株）代表取締役社長 京都府 中小企業庁

旭日単光章 國分　重人 こくぶ　しげと 78 元　（株）ケーエスディー代表取締役社長 愛知県 中小企業庁

旭日双光章 兒玉　盛介 こだま　もりすけ 71 元　長崎県陶磁器卸商業協同組合理事長 長崎県 中小企業庁

旭日単光章 近藤　安社 こんどう　やすたか 79 元　豊橋木工（株）代表取締役社長 愛知県 中小企業庁

旭日双光章 佐々木　弘志 ささき　ひろし 73 現　岩手県商工会連合会理事 岩手県 中小企業庁

旭日単光章 佐々木　道他 ささき　みちや 73 元　藤野商工会会長 神奈川県 中小企業庁

旭日単光章 さとう　のりお 79 現　新潟精密鋳造（株）代表取締役社長 新潟県 中小企業庁

旭日双光章 佐藤　允男 さとう　みつお 73
現　東光（株）代表取締役社長
現　（一社）徳島県法人会連合会副会長

徳島県 中小企業庁

旭日単光章 篠﨑　博之 しのざき　ひろゆき 80 現　（株）篠崎代表取締役社長 福岡県 中小企業庁
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旭日単光章 菅　幸一 すが　こういち 78 現　加治川商工会会長 新潟県 中小企業庁

旭日単光章 杉本　亨 すぎもと　とおる 79
現　（株）オリエンタル工芸社代表取締役
社長

東京都 中小企業庁

旭日単光章 鈴木　光一 すずき　こういち 78 元　マルスン（株）代表取締役社長 静岡県 中小企業庁

旭日単光章 鈴木　洋 すずき　ひろし 75 現　扶桑町商工会会長 愛知県 中小企業庁

旭日単光章 そけい　かずすけ 74 現　南富良野町商工会会長 北海道 中小企業庁

旭日単光章 津金　洋一 つがね　よういち 79 現　（株）ミラプロ取締役会長 山梨県 中小企業庁

旭日単光章 とい　まさひと 70 元　柳津町商工会会長 福島県 中小企業庁

旭日双光章 とみどころ　ひろし 81
元　柿崎商工会会長
元　（社）新潟県労働保険事務組合連合会
副会長

新潟県 中小企業庁

旭日単光章 仲　昌男 なか　まさお 82
現　（株）ナカリキッドコントロール代表
取締役社長

大阪府 中小企業庁

旭日単光章 中野　隆次 なかの　たかじ 77 現　（株）中野鉄工所代表取締役 大阪府 中小企業庁

旭日単光章 中農　康久 なかの　やすひさ 74 現　（株）中農製作所代表取締役会長 大阪府 中小企業庁

旭日単光章 長谷川　直 はせがわ　ただし 78
現　（株）マルト長谷川工作所代表取締役
会長

新潟県 中小企業庁

旭日双光章 久門　敏男 ひさかど　としお 86 元　大阪管工機材商業協同組合理事長 大阪府 中小企業庁

旭日単光章 菱木　貞夫 ひしき　さだお 79
現　（株）染めＱテクノロジィ代表取締役
社長

茨城県 中小企業庁

旭日単光章 平賀　周一 ひらが　しゅういち 71 元　山部商工会会長 北海道 中小企業庁

旭日単光章 福ケ迫　昭善 ふくがさこ　あきよし 73 元　菜の花商工会会長 鹿児島県 中小企業庁

旭日小綬章 藤澤　正義 ふじさわ　まさよし 70 現　秋田県中小企業団体中央会会長 秋田県 中小企業庁

旭日単光章 伏見　豊 ふしみ　ゆたか 72 現　（株）伏見製薬所代表取締役社長 香川県 中小企業庁

旭日単光章 細田　悌治 ほそだ　ていじ 79 現　細田木材工業（株）代表取締役社長 東京都 中小企業庁

旭日単光章 本田　日出雄 ほんだ　ひでお 77 元　（有）ほんだ菓子司代表取締役社長 北海道 中小企業庁
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旭日単光章 本丸　明子 ほんまる　あきこ 74 現　兵庫ベンダ工業（株）代表取締役社長 兵庫県 中小企業庁

旭日双光章 本山　秀一 もとやま　ひでいち 77 元　高知県印刷工業組合理事長 高知県 中小企業庁

旭日双光章 森　文夫 もり　ふみお 72 元　名古屋婦人子供服工業組合理事長 愛知県 中小企業庁

旭日単光章 矢口　信哉 やぐち　のぶや 73 元　東根市商工会会長 山形県 中小企業庁

旭日双光章 山本　善通 やまもと　よしみち 70
元　（社）中小企業診断協会滋賀県支部支
部長

滋賀県 中小企業庁

旭日単光章 湯浅　信夫 ゆあさ　のぶお 79
元　ユアサシステム機器（株）代表取締役
社長

岡山県 中小企業庁

旭日双光章 吉田　充孝 よしだ　みつたか 72 現　大阪高圧ガス熔材協同組合理事長 和歌山県 中小企業庁

旭日双光章 和田　芳信 わだ　よしのぶ 72 現　茨城県商工会連合会副会長 茨城県 中小企業庁

旭日単光章 わたなべ　かおる 71 元　袖ケ浦市商工会会長 千葉県 中小企業庁
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瑞宝単光章 朝　仁博 あさ　じんひろ 75 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 池原　竹子 いけはら　たけこ 83 織物（読谷山花織）製造業従事者 沖縄県 製造産業局

瑞宝単光章 大村　洋子 おおむら　ようこ 80 染色品（加賀友禅）製造業従事者 石川県 製造産業局

瑞宝単光章 加藤　鞆美 かとう　ともみ 86 人形（江戸節句人形）製造業従事者 東京都 製造産業局

瑞宝単光章 栗盛　俊二 くりもり　しゅんじ 72 木工品（大館曲げわっぱ）製造業従事者 秋田県 製造産業局

瑞宝単光章 近藤　良治 こんどう　よしはる 72 染色品（東京無地染）製造業従事者 東京都 製造産業局

瑞宝単光章 さとう　まさはる 74 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 澤田　輝男 さわだ　てるお 79 織物（西陣織）製造業従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章
清水　洋
（清水　醉月）

しみず　ひろし
（しみず　すいげつ）

77 陶磁器（四日市萬古焼）製造業従事者 三重県 製造産業局

瑞宝単光章 中島　文雄 なかじま　ふみお 70 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 にしむら　よしお 73 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 野依　稔 のより　みのる 76 仏具（尾張仏具）製造業従事者 愛知県 製造産業局

瑞宝単光章 橋本　孝司 はしもと　たかし 73 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 羽尻　裕 はじり　ひろし 75 織物（西陣織）製造業従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 林　正機 はやし　まさき 77 織物（塩沢紬）製造業従事者 新潟県 製造産業局

瑞宝単光章
福島　武征
（福島　武山）

ふくしま　たけゆき
（ふくしま　ぶざん）

76 陶磁器（九谷焼）製造業従事者 石川県 製造産業局

瑞宝単光章 藤澤　多喜子 ふじさわ　たきこ 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 丸野　勝寛 まるの　かつひろ 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
村上　満
（村上　湛雲）

むらかみ　みつる
（むらかみ　たんうん）

70 仏具（京仏具）製造業従事者 京都府 製造産業局
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瑞宝単光章 わたなべ　ふみかず 76 陶磁器（常滑焼）製造業従事者 愛知県 製造産業局

瑞宝単光章 渡辺　光朗 わたなべ　みつお 71 漆器（香川漆器）製造業従事者 香川県 製造産業局

瑞宝単光章 荒巻　弘行 あらまき　ひろゆき 61 現　岳南建設（株）福岡支店総括班長 鹿児島県
商務情報政策局
産業保安グループ

瑞宝単光章 青木　慶治 あおき　けいじ 63
元　東京瓦斯（株）緊急保安部保安指令
センター長

千葉県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 朝比　謙一 あさひ　けんいち 64
元　大阪瓦斯（株）泉北製造所製造２
チームチーフ

大阪府 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 金井　政夫 かない　まさお 75
元　中部電力（株）長野支店上田営業所
配電建設課

長野県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 白井　智之 しらい　ともゆき 62
元　関西電力（株）北陸電力部黒部川第
二発電所改良工事所長代理

富山県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 せがわ　けいし 67
元　四国電力（株）中村支店電力部窪川
電力センターダム管理所

高知県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 髙橋　正訓 たかはし　まさのり 65
元　東邦ガス（株）四日市工場管理課
チーフ

三重県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 竹下　孝弘 たけした　たかひろ 77
元　九州電力（株）熊本支店熊本西営業
所配電運用課副長

熊本県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 内藤　忠志 ないとう　ただし 65
元　（株）ライクス導管事業本部西部導
管事業所所長

東京都 資源エネルギー庁
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