
経 済 産 業 省

令和３年秋の勲章受章者名簿

（経済産業省推薦分）



（人）

推　薦　部　局　名 Ⅰ類 Ⅱ類 計

大臣官房 2 0 2

大臣官房
調査統計グループ 18 0 18

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 17 0 17

貿易経済協力局 2 0 2

産業技術環境局 7 0 7

製造産業局 10 21 31

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 0 5

資源エネルギー庁 4 8 12

特許庁 13 0 13

中小企業庁 71 0 71

計 183 29 212

令和３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

瑞宝小綬章 岩井　篤 いわい　あつし 72 元　通商産業研究所次長 東京都 大臣官房

瑞宝小綬章 木村　耕太郎 きむら　こうたろう 70
元　通商産業省大臣官房審議官（地球環境
　　問題担当）

東京都 大臣官房

瑞宝単光章 井上　ひろ子 いのうえ　ひろこ 78 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 大石　道子 おおいし　みちこ 72 元　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 岡　登美子 おか　とみこ 77 元　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 小川　和江 おがわ　かずえ 73 元　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 奥山　文子 おくやま　ふみこ 70 元　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 かとう　たえこ 71 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 川口　冨美子 かわぐち　ふみこ 74 元　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 木内　正 きうち　ただし 70 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 小林　惠美子 こばやし　えみこ 77 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 堺　薫 さかい　かおる 74 元　工業統計調査員 奈良県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 鈴木　康予 すずき　やすよ 81 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 田中　幸子 たなか　さちこ 79 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 西田　孝子 にした　たかこ 74 元　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 西村　京子 にしむら　きょうこ 77 元　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 服部　勝 はっとり　まさる 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 堀江　拓 ほりえ　ひらく 84 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 山田　憲子 やまだ　のりこ 73 元　工業統計調査員 福井県
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

瑞宝小綬章 吉田　髙明 よしだ　たかあき 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

旭日中綬章 あおき　あきひろ 79
元　高知商工会議所会頭
元　（株）四国銀行代表取締役頭取

高知県 経済産業政策局

旭日小綬章 新家　康三 あらや　こうぞう 71 元　加賀商工会議所会頭 石川県 経済産業政策局

旭日双光章 井谷　安秀 いたに　やすひで 72 元　袋井商工会議所副会頭 静岡県 経済産業政策局

旭日単光章 大塚　和彦 おおつか　かずひこ 85 元　大垣商工会議所常議員 岐阜県 経済産業政策局

旭日双光章 岡田　保 おかだ　たもつ 77 元　三木商工会議所会頭 兵庫県 経済産業政策局

旭日双光章 風間　常義 かざま　つねよし 77 元　会津喜多方商工会議所副会頭 福島県 経済産業政策局

旭日双光章 神戸　和男 かんべ　かずお 85 元　小田原商工会議所副会頭 神奈川県 経済産業政策局

旭日小綬章 宮東　悠 くどう　ひさし 84 元　大和商工会議所会頭 神奈川県 経済産業政策局

旭日双光章 小林　一郎 こばやし　いちろう 88 元　沼田商工会議所会頭 群馬県 経済産業政策局

旭日小綬章 小林　正輔 こばやし　まさすけ 86 元　根室商工会議所会頭 北海道 経済産業政策局

旭日小綬章 酒田　三男 さかた　みつお 88
現　宇部商工会議所常議員
元　（社）山口県木材協会会長

山口県 経済産業政策局

旭日双光章 佐藤　興司 さとう　こうじ 80 元　二本松商工会議所副会頭 福島県 経済産業政策局

旭日双光章 須藤　修司 すどう　しゅうじ 82 元　藤沢商工会議所副会頭 神奈川県 経済産業政策局

旭日双光章 高寺　壽 たかでら　ひさし 70 現　泉大津商工会議所副会頭 大阪府 経済産業政策局

旭日小綬章 高橋　隆助 たかはし　りゅうすけ 70 現　原町商工会議所会頭 福島県 経済産業政策局

旭日小綬章 立原　雅夫 たちはら　まさお 73 現　川越商工会議所会頭 埼玉県 経済産業政策局

旭日双光章 塔筋　重治 とうすじ　しげじ 78 現　貝塚商工会議所副会頭 大阪府 経済産業政策局

旭日小綬章 中山　徹雄 なかやま　てつお 79 元　結城商工会議所会頭 茨城県 経済産業政策局
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旭日双光章 西岡　喬 にしおか　たかし 77 元　太田商工会議所副会頭 群馬県 経済産業政策局

旭日小綬章 野﨑　友義 のざき　ともよし 70 現　草加商工会議所会頭 埼玉県 経済産業政策局

旭日双光章 伴　博親 ばん　ひろちか 85 現　日光商工会議所副会頭 栃木県 経済産業政策局

旭日小綬章 ひろせ　さとる 71 元　宇和島商工会議所会頭 愛媛県 経済産業政策局

旭日小綬章 福田　充 ふくだ　たかし 70 元　中村商工会議所会頭 高知県 経済産業政策局

旭日双光章 淵本　逸雄 ふちもと　いつお 76 現　鹿児島商工会議所副会頭 鹿児島県 経済産業政策局

旭日双光章 星野　昭夫 ほしの　あきお 74 現　鹿沼商工会議所副会頭 栃木県 経済産業政策局

旭日小綬章 村岡　安廣 むらおか　やすひろ 73 現　小城商工会議所会頭 佐賀県 経済産業政策局

旭日双光章 もとづか　ゆういちろう 70 元　熊谷商工会議所副会頭 埼玉県 経済産業政策局

旭日小綬章 山浦　速夫 やまうら　はやお 80 元　駒ヶ根商工会議所会頭 長野県 経済産業政策局

旭日双光章 山口　憲三 やまぐち　けんぞう 71 現　沼津商工会議所副会頭 静岡県 経済産業政策局

旭日小綬章 山本　仁左衛門 やまもと　にざえもん 78 現　武生商工会議所会頭 福井県 経済産業政策局

旭日双光章 吉田　國男 よしだ　くにお 80
現　金沢商工会議所常議員
元　石川県労働委員会使用者委員

石川県 経済産業政策局

旭日双光章 吉田　敏貢 よしだ　としつぐ 84 元　福井商工会議所副会頭 福井県 経済産業政策局

旭日小綬章 鷲尾　賢一郎 わしお　けんいちろう 74 現　瑞浪商工会議所会頭 岐阜県 経済産業政策局

瑞宝双光章 大西　秀人 おおにし　ひでと 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 かたおか　こうじ 76 現　（株）片岡製作所代表取締役会長 京都府
経済産業政策局
地域経済産業
グループ

瑞宝小綬章 菊田　滋 きくた　しげる 73 元　関東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

瑞宝双光章 久保田　保 くぼた　たもつ 71
元　東北経済産業局資源エネルギー環境部
　　次長

宮城県
経済産業政策局
地域経済産業
グループ
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瑞宝小綬章 小林　哲郎 こばやし　てつろう 73 元　東北経済産業局長 東京都
経済産業政策局
地域経済産業
グループ

旭日双光章 材木　正己 ざいき　まさみ 71 現　日東精工（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

旭日双光章 津田　隆雄 つだ　たかお 70 元　ハリマ共和物産（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

旭日双光章 西村　專次 にしむら　せんじ 76 元　東日本金網工業協会会長 東京都
経済産業政策局
地域経済産業
グループ

瑞宝中綬章 平井　敏文 ひらい　としふみ 71
元　経済産業省大臣官房地域経済産業審議
　　官

東京都
経済産業政策局
地域経済産業
グループ

旭日双光章 ぼうだ　はちろう 79 元　（株）ハマダ代表取締役社長 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 細川　幹夫 ほそかわ　みきお 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

瑞宝小綬章 牧野　直樹 まきの　なおき 74
元　北海道経済産業局資源エネルギー環境
　　部長

埼玉県
経済産業政策局
地域経済産業
グループ

瑞宝双光章 松本　一行 まつもと　かずゆき 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

奈良県
経済産業政策局
地域経済産業
グループ

瑞宝双光章 村上　正美 むらかみ　まさみ 73 元　東北経済産業局電力・ガス事業部長 神奈川県
経済産業政策局
地域経済産業
グループ

瑞宝双光章 やました　くにへい 81 元　北海道通商産業局資源部鉱業課長 北海道
経済産業政策局
地域経済産業
グループ

瑞宝小綬章 湯浅　憲義 ゆあさ　のりよし 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 吉田　武雄 よしだ　たけお 84 元　（株）ヨシダ代表取締役社長 大阪府
経済産業政策局
地域経済産業
グループ

瑞宝重光章 石毛　博行 いしげ　ひろゆき 70 元　経済産業審議官 東京都 貿易経済協力局

旭日小綬章 上野　誠 うえの　まこと 73 現　（公社）横浜貿易協会会長 神奈川県 貿易経済協力局

瑞宝中綬章 市川　祐三 いちかわ　ゆうぞう 71
元　経済産業省大臣官房審議官（地球環境
　　問題担当）

東京都 産業技術環境局

瑞宝小綬章 奥田　義久 おくだ　よしひさ 74
元　産業技術総合研究所地質調査所資源

エネルギー地質部長
東京都 産業技術環境局

瑞宝小綬章 久保　和也 くぼ　かずや 74
元　産業技術総合研究所地質調査所地質
　　部長

茨城県 産業技術環境局

瑞宝小綬章 斎田　真也 さいだ　しんや 74
元　産業技術総合研究所生命工学工業技術
　　研究所人間情報部長

群馬県 産業技術環境局
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瑞宝小綬章 立山　博 たてやま　ひろし 74
元　産業技術総合研究所九州工業技術研究
　　所無機複合材料部長

佐賀県 産業技術環境局

瑞宝小綬章 町田　進 まちだ　すすむ 74
元　産業技術総合研究所生命工学工業技術
　　研究所総務部長

千葉県 産業技術環境局

瑞宝双光章 宮本　宏 みやもと　ひろし 74
元　産業技術総合研究所生命工学工業技術
　　研究所首席研究官

茨城県 産業技術環境局

旭日中綬章 伊藤　光男 いとう　みつお 71 元　（一社）日本鋳造協会会長 埼玉県 製造産業局

旭日中綬章 稲村　純三 いなむら　じゅんぞう 73 元　（株）明電舎代表取締役社長 神奈川県 製造産業局

旭日中綬章 大嶽　昌宏 おおたけ　まさひろ 74
現　（株）小糸製作所代表取締役会長兼
　　最高経営責任者（ＣＥＯ）

東京都 製造産業局

旭日双光章 北岡　功 きたおか　いさお 71
元　（一社）日本スポーツ用品工業協会
　　副会長

神奈川県 製造産業局

旭日小綬章 小林　太郎 こばやし　たろう 70 元　（一社）日本工業炉協会会長 大阪府 製造産業局

旭日中綬章 田渕　宏政 たぶち　ひろまさ 70 元　（一社）日本バルブ工業会会長 大阪府 製造産業局

旭日重光章 芳賀　義雄 はが　よしお 71 元　日本製紙（株）代表取締役社長 埼玉県 製造産業局

旭日重光章 張本　邦雄 はりもと　くにお 70
元　ＴＯＴＯ（株）代表取締役社長執行
　　役員

千葉県 製造産業局

旭日双光章 矢倉　義弘 やぐら　よしひろ 85 現　全国製紙原料商工組合連合会副理事長 兵庫県 製造産業局

瑞宝双光章 吉田　康夫 よしだ　やすお 71
元　経済産業省大臣官房総務課企画官
　　（住宅産業・建材担当）

東京都 製造産業局

瑞宝中綬章 青木　宏道 あおき　ひろみち 70 元　経済産業省大臣官房商務流通審議官 神奈川県
商務情報政策局
商務・サービス

グループ

旭日双光章 浅川　誠吾 あさかわ　せいご 73 現　福島県電気工事工業組合理事長 福島県
商務情報政策局
産業保安グループ

瑞宝双光章 斉数　恊 さいすう　きょう 73 元　北海道産業保安監督部長 千葉県
商務情報政策局
産業保安グループ

瑞宝小綬章 高田　敏雄 たかだ　としお 72 元　九州産業保安監督部長 埼玉県
商務情報政策局
産業保安グループ

旭日双光章 平野　喜嗣 ひらの　よしつぐ 74 現　岩手県電気工事業工業組合理事長 岩手県
商務情報政策局
産業保安グループ

瑞宝双光章 山野　繁雄 やまの　しげお 72
元　中部近畿産業保安監督部産業保安監督
　　管理官（近畿支部担当）

北海道
商務情報政策局
産業保安グループ

－5－



【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 須藤　豊 すどう　ゆたか 70
元　資源エネルギー庁電力・ガス事業部
　　政策課電力・ガス事業監査管理官

埼玉県 資源エネルギー庁

旭日大綬章 高橋　宏明 たかはし　ひろあき 80
元　東北電力（株）代表取締役社長
元　電気事業連合会副会長

宮城県 資源エネルギー庁

旭日小綬章 内藤　英一 ないとう　えいいち 73 現　埼玉県石油商業組合理事長 埼玉県 資源エネルギー庁

旭日中綬章 吉岡　征四郎 よしおか　せいしろう 76 元　大阪瓦斯（株）代表取締役副社長 大阪府 資源エネルギー庁

旭日双光章 いとう　すすむ 73 元　弁理士会副会長 東京都 特許庁

瑞宝中綬章 岩﨑　孝治 いわさき　こうじ 72 元　特許庁特許審査第四部長 神奈川県 特許庁

瑞宝小綬章 大隅　正憲 おおすみ　まさのり 71 元　特許庁審査第一部長 東京都 特許庁

瑞宝小綬章 大橋　康史 おおはし　こうし 71 元　特許庁審判部審判長 東京都 特許庁

瑞宝小綬章 新宮　佳典 しんぐう　よしのり 71 元　特許庁審判部審判長 島根県 特許庁

瑞宝小綬章 田中　秀夫 たなか　ひでお 71 元　特許庁審判部審判長 埼玉県 特許庁

旭日双光章 永井　義久 ながい　よしひさ 75 元　弁理士会副会長 千葉県 特許庁

瑞宝小綬章 二宮　千久 にのみや　かずひさ 71 元　特許庁審判部審判長 神奈川県 特許庁

瑞宝小綬章 沼澤　幸雄 ぬまさわ　ゆきお 71 元　特許庁審判部審判長 神奈川県 特許庁

瑞宝小綬章 日比野　香 ひびの　かおる 71 元　特許庁審判部審判長 神奈川県 特許庁

瑞宝小綬章 平井　良憲 ひらい　よしのり 71 元　特許庁審判部審判長 千葉県 特許庁

瑞宝中綬章 守屋　敏道 もりや　としみち 72 元　特許庁特許技監 東京都 特許庁

瑞宝小綬章 渡部　利行 わたべ　としゆき 71 元　特許庁審判部審判長 埼玉県 特許庁

旭日単光章 青木　眞 あおき　まこと 78 元　泉工医科工業（株）代表取締役社長 神奈川県 中小企業庁

旭日双光章 明石　秀人 あかし　ひでと 71
元　えびの市商工会会長
現　宮崎県酒造組合副会長

宮崎県 中小企業庁
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旭日単光章 赤津　和三 あかつ　かずみ 76 現　（株）シンテック代表取締役社長 福島県 中小企業庁

旭日単光章 浅野　忠一 あさの　ちゅういち 79 元　福寿産業（株）代表取締役 香川県 中小企業庁

旭日双光章 天木　一馬 あまき　かずま 70 元　愛知県商工会連合会副会長 愛知県 中小企業庁

旭日単光章 天崎　直幸 あまさき　なおゆき 71 元　日南町商工会会長 鳥取県 中小企業庁

旭日単光章 井川　泰男 いかわ　やすお 77 現　東洋電子工業（株）代表取締役社長 山梨県 中小企業庁

旭日単光章 いしづか　しずか 76 現　アルファクス（株）代表取締役 神奈川県 中小企業庁

旭日双光章 礒部　進 いそべ　すすむ 70 元　東京塗料商業協同組合理事長 東京都 中小企業庁

旭日単光章 一瀬　美教 いちのせ　よしのり 74 現　（株）大直代表取締役 山梨県 中小企業庁

旭日双光章 いとう　しげる 72 現　愛知県電機商業組合理事長 愛知県 中小企業庁

旭日双光章 岩下　春幸 いわした　はるゆき 73 現　福井県機械工業協同組合理事長 福井県 中小企業庁

旭日単光章 うめはら　かつひこ 82 元　（株）エーワン精密代表取締役社長 東京都 中小企業庁

旭日双光章 大石　恭寿 おおいし　やすかず 71
元　東京ニットファッション工業組合
　　理事長

千葉県 中小企業庁

旭日単光章 大賀　奉昭 おおが　ともあき 77 現　（株）宏機製作所代表取締役 茨城県 中小企業庁

旭日単光章 大野　耕藏 おおの　こうぞう 77 現　（株）ＩＮＵＩ代表取締役社長 愛知県 中小企業庁

旭日双光章 大場　博之 おおば　ひろゆき 76 元　関東塗料工業組合理事長 東京都 中小企業庁

旭日単光章 岡村　邦康 おかむら　くにやす 77
現　西光エンジニアリング（株）
　　代表取締役

静岡県 中小企業庁

旭日小綬章 沖田　康彦 おきた　やすひこ 78 現　京都府商工会連合会会長 京都府 中小企業庁

旭日単光章 奥　篤次 おく　とくじ 74 現　あまみ商工会会長 鹿児島県 中小企業庁

旭日単光章 小倉　幸夫 おぐら　ゆきお 75
現　ジャパンプローブ（株）代表取締役
　　社長

茨城県 中小企業庁
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旭日単光章 甲斐　美利 かい　みとし 77 現　（株）向洋技研代表取締役 神奈川県 中小企業庁

旭日単光章 加藤　隆司 かとう　たかし 73 現　（株）加藤製作所代表取締役 岐阜県 中小企業庁

旭日単光章 金碇　長一郎 かないかり　ちょういちろう 70 元　佐伯市あまべ商工会会長 大分県 中小企業庁

旭日単光章 河田　公美 かわた　　こうみ 81 元　大平町商工会会長 栃木県 中小企業庁

旭日単光章 川畑　義行 かわばた　よしゆき 89 元　頴娃町商工会会長 鹿児島県 中小企業庁

旭日双光章 川原　幸夫 かわはら　ゆきお 75 元　（株）ＢＢＳ金明代表取締役社長 石川県 中小企業庁

旭日双光章 工藤　久志 くどう　ひさし 77 元　東京都印刷工業組合副理事長 千葉県 中小企業庁

旭日双光章 鍬先　篤 くわさき　あつし 72 元　大阪府テントシート工業組合理事長 大阪府 中小企業庁

旭日単光章 近藤　宣之 こんどう　のぶゆき 77 現　（株）日本レーザー代表取締役会長 東京都 中小企業庁

瑞宝双光章 西尾　広次 にしお　ひろじ 70
元　中小企業庁長官官房企画官（新事業
　　創出・支援人材担当）

千葉県 中小企業庁

旭日単光章 斉須　正男 さいす　まさお 76
現　（株）湯田中ビューホテル代表取締役
　　社長

長野県 中小企業庁

旭日単光章 櫻井　秀夫 さくらい　ひでお 81 元　大桑村商工会会長 長野県 中小企業庁

旭日単光章 櫻井　比呂之 さくらい　ひろゆき 80 元　山中商工会会長 石川県 中小企業庁

旭日双光章 佐合　重光 さごう　しげみつ 81 元　岐阜県商工会連合会副会長 岐阜県 中小企業庁

旭日双光章 佐藤　教誘 さとう　のりひで 78
現　佐藤木材工業（株）代表取締役社長
元　北海道木材産業協同組合連合会副会長

北海道 中小企業庁

旭日単光章 芝原　茂樹 しばはら　しげき 71 現　（株）近江物産代表取締役会長 滋賀県 中小企業庁

旭日単光章 尺田　泰吏 しゃくだ　たいじ 75 元　（有）瑞穂代表取締役社長 広島県 中小企業庁

旭日単光章 白山　良一 しらやま　よしかず 81 現　（株）シラヤマ代表取締役会長 東京都 中小企業庁

旭日双光章 新谷　孝雄 しんたに　たかお 74 現　福井県中小企業団体中央会理事 福井県 中小企業庁
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旭日単光章 菅原　和幸 すがわら　かずゆき 70 元　本吉唐桑商工会会長 宮城県 中小企業庁

旭日双光章 須山　光男 すやま　みつお 71 元　（一社）栃木県ＬＰガス協会会長 栃木県 中小企業庁

旭日単光章 攝津　隆祐 せっつ　たかすけ 76 現　攝津工業（株）代表取締役会長 熊本県 中小企業庁

旭日単光章 瀬戸　二郎 せと　じろう 74 元　足柄上商工会会長 神奈川県 中小企業庁

旭日単光章 髙井　利洋 たかい　としひろ 70
現　カタシモワインフード（株）
　　代表取締役

大阪府 中小企業庁

旭日双光章 髙橋　正幸 たかはし　まさゆき 71 元　静岡県家具工業組合理事長 静岡県 中小企業庁

旭日単光章 竹尾　啓助 たけお　けいすけ 77
現　（株）唐津プレシジョン代表取締役
　　社長

佐賀県 中小企業庁

旭日単光章
（玉置　半兵衛）

たまおき　たつじ
（たまおき　はんべえ）

87 現　（株）半兵衛麸代表取締役会長 京都府 中小企業庁

旭日単光章 玉川　長雄 たまがわ　ながお 95 現　（株）アクアテック代表取締役会長 大阪府 中小企業庁

旭日単光章 田村　輝男 たむら　てるお 74 現　京染卸商業組合理事長 京都府 中小企業庁

旭日双光章 辻村　啓一 つじむら　けいいち 73 現　香川県中小企業団体中央会理事 香川県 中小企業庁

旭日双光章 出井　久幸 でい　ひさゆき 72 現　全東京記章商工協同組合理事長 東京都 中小企業庁

旭日単光章 富永　志郎 とみなが　しろう 70 現　上板町商工会会長 徳島県 中小企業庁

旭日単光章 中河原　四郎 なかがわら　しろう 76 現　（株）くればぁ代表取締役会長 愛知県 中小企業庁

旭日双光章 夏山　享啓 なつやま　たかひろ 71
元　（一社）大阪金属プレス工業会
　　代表理事

奈良県 中小企業庁

旭日単光章 奈良　哲男 なら　てつお 74 元　高山村商工会会長 群馬県 中小企業庁

旭日単光章 畑中　得實 はたなか　とくみ 71 現　キョーユー（株）代表取締役 宮城県 中小企業庁

旭日単光章 林　和宏 はやし　かずひろ 74 現　（株）玉林園代表取締役 和歌山県 中小企業庁

旭日単光章 飛田　登 ひだ　のぼる 77
元　アドバンス電気工業（株）代表取締役
　　社長

愛知県 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 福島　幹治 ふくしま　かんじ 72 元　（一社）和歌山県ＬＰガス協会会長 和歌山県 中小企業庁

旭日双光章 福田　外茂男 ふくだ　ともお 77 元　石川県電器商業組合理事長 石川県 中小企業庁

旭日単光章 藤田　俊介 ふじた　　しゅんすけ 72 元　藤田金属（株）代表取締役社長 大阪府 中小企業庁

旭日単光章 堀　正秋 ほり　まさあき 73 元　南箕輪村商工会会長 長野県 中小企業庁

旭日双光章 堀木　俊男 ほりき　としお 70 元　三重県中小企業団体中央会理事 三重県 中小企業庁

旭日単光章 松浪　明 まつなみ　あきら 87 現　松浪硝子工業（株）代表取締役社長 大阪府 中小企業庁

旭日単光章 松原　弘文 まつばら　ひろふみ 74 元　三朝町商工会会長 鳥取県 中小企業庁

旭日単光章 松本　和男 まつもと　かずお 82
現　（株）ナールスコーポレーション
　　代表取締役会長

大阪府 中小企業庁

旭日単光章 宮下　忠久 みやした　ただひさ 77 元　夏目光学（株）代表取締役社長 長野県 中小企業庁

旭日単光章 盛田　延之 もりた　のぶゆき 74 現　東海部品工業（株）代表取締役 静岡県 中小企業庁

旭日単光章 和田　隆雅 わだ　たかまさ 77 元　富士機械工業（株）代表取締役社長 広島県 中小企業庁

旭日双光章 渡部　文一 わたなべ　ぶんいち 71 現　福島県商工会連合会副会長 福島県 中小企業庁

－10－



【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 味岡　知行 あじおか　ともゆき 77 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 池田　錦彦 いけだ　かねひこ 78 工芸材料（金沢箔）製造業従事者 石川県 製造産業局

瑞宝単光章
（二代目　井上雅風）

いのうえ　まさひろ
（にだいめ　いのうえ

がふう）
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 岩崎　永祐 いわさき　えいすけ 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 梅原　新吉 うめはら　しんきち 79 木工品（岩谷堂箪笥）製造業従事者 岩手県 製造産業局

瑞宝単光章 太田　英雄 おおた　ひでお 72 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 河辺　明光 かわべ　あきみつ 74 染色品（京小紋）製造業従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 久保田　昇治 くぼた　しょうじ 72 木工品（大阪欄間）製造業従事者 奈良県 製造産業局

瑞宝単光章 坂原　榮 さかはら　さかえ 78 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 笹川　德英 ささがわ　とくひで 71 仏壇（新潟・白根仏壇）製造業従事者 新潟県 製造産業局

瑞宝単光章 佐竹　一夫 さたけ　かずお 79 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 杉村　町子 すぎむら　まちこ 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 髙橋　孝之 たかはし　たかゆき 74 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 朝長　仁 ともなが　ひとし 74 陶磁器（波佐見焼）製造業従事者 長崎県 製造産業局

瑞宝単光章 平井　康雄 ひらい　やすお 82 仏具（京仏具）製造業従事者 京都府 製造産業局

瑞宝単光章 藤森　洋一 ふじもり　よういち 74 和紙（阿波和紙）製造業従事者 徳島県 製造産業局

瑞宝単光章 前田　利一 まえだ　としかず 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 松尾　清 まつお　きよし 74 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 松島　文代 まつしま　ふみよ 81 くみひも（伊賀くみひも）製造業従事者 三重県 製造産業局
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【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 村田　道宣 むらた　みちのぶ 79 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
由水　卓朗
（由水　煌人）

ゆうすい　たくお
（ゆうすい　あきと）

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 大植　荘一 おおうえ　しょういち 60
元　中国電力ネットワーク（株）
　　岡山ネットワークセンター
　　配電保修課担当副長

岡山県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 大西　清 おおにし　きよし 66
元　四国電力（株）池田支店電力部池田
　　送電センター副長

徳島県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 亀田　善之 かめだ　よしゆき 67
元　（株）ライクス城東営業所
　　保安グループリーダー

東京都 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 北川　歳泰 きたがわ　としやす 61
元　大阪瓦斯（株）大阪導管部緊急保安

チーム緊急第４グループチーフ
兵庫県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 古村　滋朗 ふるむら　しげお 69
元　東邦ガス（株）供給防災部整圧

センター整圧施設課チーフ
愛知県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 正岡　哲也 まさおか　てつや 84
元　中部電力（株）火力センター品質
　　管理グループ担当副部長

愛知県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 森本　繁豊 もりもと　しげとよ 65
元　関西電力（株）大飯発電所タービン
　　保修課配管係長

福井県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 山形　時雄 やまがた　ときお 78
元　北海道電力（株）室蘭支店静内
　　電力所土木課業務主任

北海道 資源エネルギー庁
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