
経 済 産 業 省

令和４年春の勲章受章者名簿

（経済産業省推薦分）



【Ⅰ類】 （人）

旭日章 瑞宝章 計

重光章 4 1 5

中綬章 2 5 7

小綬章 20 21 41

双光章 25 12 37

単光章 48 15 63

計 99 54 153

【Ⅱ類】 （人）

旭日章 瑞宝章 計

単光章 -               31 31

令和４年春の叙勲受章者数
（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

旭日重光章 小林　榮三 こばやし　えいぞう 73 元　伊藤忠商事（株）代表取締役社長 東京都

旭日重光章 藤吉　建二 ふじよし　けんじ 78 元　三井化学（株）代表取締役社長 東京都

旭日重光章 二木　英德 ふたぎ　ひでのり 85
元　ジャスコ（株）代表取締役社長
元　（公財）日本体操協会会長

兵庫県

旭日重光章 矢野　薫 やの　かおる 78 元　日本電気（株）代表取締役執行役員社長 東京都

旭日中綬章 小林　明治 こばやし　あきはる 70 元　日油（株）代表取締役社長 神奈川県

旭日中綬章 玉村　和己 たまむら　かずみ 72 元　日本発条（株）代表取締役社長 神奈川県

旭日小綬章 秋葉　吉秋 あきば　よしあき 71 現　茂原商工会議所会頭 千葉県

旭日小綬章 石井　淑雄 いしい　よしお 75 元　坂出商工会議所会頭 香川県

旭日小綬章 植松　孝一 うえまつ　こういち 70 現　宮崎県石油商業組合理事長 宮崎県

旭日小綬章 蝦名　文昭 えびな　ふみあき 81 元　青森県中小企業団体中央会会長 青森県

旭日小綬章 遠藤　利男 えんどう　としお 88 元　遠軽商工会議所会頭 北海道

旭日小綬章 小野　幸男 おの　ゆきお 73 元　新居浜商工会議所会頭 愛媛県

旭日小綬章 柏木　昭憲 かしわぎ　あきのり 74 元　長野県商工会連合会会長 長野県

旭日小綬章 木下　紘一 きのした　こういち 79 現　洲本商工会議所会頭 兵庫県

旭日小綬章 倉都　祥行 くらつ　よしゆき 73 現　倉吉商工会議所会頭 鳥取県

旭日小綬章 坂井　勇平 さかい　ゆうへい 73 現　関商工会議所会頭 岐阜県

旭日小綬章 瀧澤　順久 たきざわ　よりひさ 74 元　千歳商工会議所会頭 北海道

旭日小綬章 谷口　讓二 たにぐち　じょうじ 75 現　鳥取県中小企業団体中央会会長 鳥取県

旭日小綬章 つじ　しょうじ 77 元　岩内商工会議所会頭 北海道
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【Ⅰ類】

賞賜 氏名 ふりがな
年
齢

主要経歴 現住所

旭日小綬章 中山　尚志 なかやま　なおし 84 現　余市商工会議所会頭 北海道

旭日小綬章 のむら　しんいち 70 元　君津商工会議所会頭 千葉県

旭日小綬章 藤井　勝 ふじい　まさる 83 現　光商工会議所会頭 山口県

旭日小綬章 松本　勉 まつもと　つとむ 70 元　全日本革靴工業協同組合連合会会長 奈良県

旭日小綬章 宮腰　巖 みやこし　いわお 79 元　（一社）日本印刷産業機械工業会会長 千葉県

旭日小綬章 村越　政雄 むらこし　まさお 80 元　東京都商工会連合会会長 東京都

旭日小綬章 渡辺　博 わたなべ　ひろし 74 現　鳥取県商店街振興組合連合会理事長 鳥取県

旭日双光章 安藤　康雄 あんどう　やすお 75 元　大阪管工機材商業協同組合理事長 大阪府

旭日双光章 泉　哲雄 いづみ　てつお 73 現　伊勢崎商工会議所副会頭 群馬県

旭日双光章
今村　幸一
（今村　光壹）

いまむら　こういち
（いまむら　こういち）

72 現　稚内商工会議所副会頭 北海道

旭日双光章 梅田　ひろ美 うめだ　ひろみ 73
元　（株）ユニゾーン代表取締役社長
元　富山県労働委員会委員

富山県

旭日双光章 柏木　隆夫 かしわぎ　たかお 72
現　（有）柏木製麺所代表取締役
元　和歌山県製麺協同組合理事長

和歌山県

旭日双光章 木下　喜良 きのした　きよし 77 元　塩尻商工会議所副会頭 長野県

旭日双光章 小谷　眞由美 こたに　まゆみ 75 元　（一社）日本ロボット工業会副会長 京都府

旭日双光章 小林　嗣雄 こばやし　つぐお 74 元　鳥羽商工会議所副会頭 三重県

旭日双光章 小林　諭史 こばやし　ゆうじ 73 元　飯田商工会議所副会頭 長野県

旭日双光章 佐藤　良介 さとう　りょうすけ 71 現　花巻商工会議所副会頭 岩手県

旭日双光章 立石　光德 たていし　みつのり 75
元　五島市商工会会長
元　五島市消防団統括副団長

長崎県

旭日双光章 中繁　基 なかしげ　もとい 80 元　群馬県商工会連合会副会長 群馬県
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【Ⅰ類】

賞賜 氏名 ふりがな
年
齢

主要経歴 現住所

旭日双光章 永田　和子 ながた　たかこ 81 元　野田商工会議所副会頭 千葉県

旭日双光章 西島　孝喜 にしじま　たかき 72 元　日本弁理士会副会長 神奈川県

旭日双光章 にしの　たくじ 75 元　日本弁理士会副会長 兵庫県

旭日双光章 野嵜　弘 のざき　ひろし 75 元　青梅商工会議所副会頭 東京都

旭日双光章 馬場　貢 ばば　みつぐ 74 現　石川県中小企業団体中央会副会長 石川県

旭日双光章 肥田　敬夫 ひだ　よしを 81 元　（一社）静岡県計量協会会長 静岡県

旭日双光章 廣津　和信 ひろつ　かずのぶ 82 現　大川商工会議所副会頭 佐賀県

旭日双光章 深野　秀陸 ふかの　しゅうろく 77 現　人吉商工会議所副会頭 熊本県

旭日双光章 前田　豊次 まえだ　とよじ 73 現　福井県電気工事工業組合理事長 福井県

旭日双光章 松井　克夫 まつい　かつお 79 現　京都府商工会連合会副会長 京都府

旭日双光章 宮下　義重 みやした　よししげ 86 元　浜田商工会議所副会頭 島根県

旭日双光章 村松　傳 むらまつ　つたえ 77 元　静岡県建具工業組合理事長 静岡県

旭日双光章 山本　紘一 やまもと　こういち 81 元　協同組合徳島県機械金属工業会理事長 徳島県

旭日単光章 青山　章 あおやま　あきら 73 元　（株）アオヤマエコシステム代表取締役 滋賀県

旭日単光章 秋元　晃 あきもと　あきら 79 現　（有）松山サービス代表取締役社長 愛媛県

旭日単光章 伊藤　寛 いとう　ひろし 71 現　伊藤光学工業（株）代表取締役社長 愛知県

旭日単光章 岩下　吉廣 いわした　よしひろ 72 元　加治木町商工会会長 鹿児島県

旭日単光章 植田　公一 うえだ　こういち 71 現　植田商事（株）代表取締役社長 兵庫県

旭日単光章 大山　政美 おおやま　まさみ 82 元　尾花沢市商工会会長 山形県
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【Ⅰ類】

賞賜 氏名 ふりがな
年
齢

主要経歴 現住所

旭日単光章 小椋　庄二 おぐら　しょうじ 76 元　（株）北日本金型工業代表取締役社長 福島県

旭日単光章 尾関　勝利 おぜき　かつとし 84 現　堺商工会議所常議員 大阪府

旭日単光章 小田　治一 おだ　じいち 78 元　（株）庄内クリエート工業代表取締役会長 山形県

旭日単光章 蒲　茂太郎 かば　しげたろう 91 元　古川町商工会会長 岐阜県

旭日単光章 川勝　健吾 かわかつ　けんご 75 元　亀岡電子（株）代表取締役社長  京都府

旭日単光章 神戸　壽 かんべ　ひさし 71 現　（株）ブレイン代表取締役社長 兵庫県

旭日単光章 小砂　憲一 こすな　けんいち 75 現　（株）アミノアップ代表取締役会長 北海道

旭日単光章 佐藤　一美 さとう　かずみ 72 元　内郷商工会会長 福島県

旭日単光章 佐藤　幸太郎 さとう　こうたろう 73 元　東北電子工業（株）代表取締役社長 宮城県

旭日単光章 茂尾　実 しげお　みのる 78 元　黒松内町商工会会長 北海道

旭日単光章 鈴木　勝家 すずき　かつや 79 現　下館商工会議所常議員 茨城県

旭日単光章 鈴木　順一 すずき　じゅんいち 74 現　エンケイ（株）代表取締役社長 静岡県

旭日単光章 鈴木　徹 すずき　とおる 75 現　共和水産（株）代表取締役社長 岩手県

旭日単光章 高橋　一雄 たかはし　かずお 74 現　（株）ティー・エム・ピー代表取締役社長 茨城県

旭日単光章 田倉　和男 たくら　かずお 75
現　（株）オーテックエレクトロニクス
　　代表取締役社長

山梨県

旭日単光章 田子　文明 たご　ふみあき 79 元　しぶかわ商工会会長 群馬県

旭日単光章 たなべ　こうぞう 79 現　アンデックス（株）代表取締役社長 広島県

旭日単光章 谷口　守男 たにぐち　もりお 76 現　福崎町商工会会長 兵庫県

旭日単光章 田野井　義政 たのい　よしまさ 74 元　（株）田野井製作所代表取締役社長 東京都
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【Ⅰ類】

賞賜 氏名 ふりがな
年
齢

主要経歴 現住所

旭日単光章 鶴野　航三 つるの　こうぞう 77 元　匝瑳市商工会会長 千葉県

旭日単光章 富田　篤 とみた　あつし 74 現　（株）富田染工芸代表取締役社長 東京都

旭日単光章 長井　英隆 ながい　ひでたか 74 現　（株）長井精機代表取締役会長 群馬県

旭日単光章 中野　憲司 なかの　けんじ 74 現　（株）ナカノアパレル代表取締役社長 千葉県

旭日単光章 西村　忠憲 にしむら　ただのり 71 元　（株）西村金属代表取締役社長 福井県

旭日単光章 にしむら　ゆうこ 78 現　秋田商工会議所女性会会長 秋田県

旭日単光章 根津　祐史 ねづ　ゆうし 77 現　（株）ミズホケミカル代表取締役社長 神奈川県

旭日単光章 林　源 はやし　はじめ 74 元　林総事（株）代表取締役社長 東京都

旭日単光章 原田　昌行 はらだ　まさゆき 77 現　原田織物（株）代表取締役 福岡県

旭日単光章 ひぐち　たかよし 86 現　高松商工会議所常議員 香川県

旭日単光章 二木　喜博 ふたき　よしひろ 77 元　美川商工会会長 石川県

旭日単光章 細見　成人 ほそみ　なりと 73 現　東洋理機工業（株）代表取締役 兵庫県

旭日単光章 本堀　憲治 ほんぼり　けんじ 85 元　荒尾商工会議所常議員 熊本県

旭日単光章 松本　英二 まつもと　えいじ 71 現　シンセメック（株）代表取締役会長 北海道

旭日単光章 三澤　孝義 みさわ　たかよし 85 現　町田商工会議所常議員 東京都

旭日単光章 村井　正隆 むらい　まさたか 78 現　ムライケミカルパック（株）代表取締役社長 福岡県

旭日単光章 本松　建八 もとまつ　けんぱち 79 元　九重町商工会会長 大分県

旭日単光章 門間　忠良 もんま　ただよし 74 元　大崎商工会会長 宮城県

旭日単光章 山口　郊治郎 やまぐち　こうじろう 82 元　（株）フジヘン代表取締役社長 静岡県
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【Ⅰ類】

賞賜 氏名 ふりがな
年
齢

主要経歴 現住所

旭日単光章 山口　達三 やまぐち　たつぞう 80 現　アルデックス（株）代表取締役 神奈川県

旭日単光章
（山田　邦雄）

やまだ　かずくに
（やまだ　くにお）

72 元　富士インパルス（株）代表取締役社長 大阪府

旭日単光章 渡部　渉 わたなべ　わたる 75 元　ルーフシステム（株）代表取締役社長 栃木県

旭日単光章 亘　元明 わたり　もとあき 76 元　富士エネルギー（株）代表取締役 鹿児島県
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【Ⅰ類】

賞賜 氏名 ふりがな
年
齢

主要経歴 現住所

瑞宝重光章 小長　啓一 こなが　けいいち 91 元　通商産業事務次官 神奈川県

瑞宝中綬章 小脇　一朗 こわき　いちろう 70 元　中小企業庁次長 東京都

瑞宝中綬章 さえき　ひでたか 71 元　経済産業省大臣官房審議官（地域協力担当） 東京都

瑞宝中綬章 鷲見　良彦 すみ　よしひこ 70
元　外務省コスタリカ国駐箚特命全権大使
元　経済産業省大臣官房審議官（ＩＴ国際戦略担
　　当）

神奈川県

瑞宝中綬章 林　由紀夫 はやし　ゆきお 71
元　国土交通省大臣官房審議官（国土計画局担当）
元　経済産業省大臣官房審議官（通商戦略担当）

東京都

瑞宝中綬章 藤野　達夫 ふじの　たつお 71
元　人事院人材局長
元　通商産業省工業技術院総務部長

東京都

瑞宝小綬章 井岡　秀自 いおか　しゅうじ 70 元　近畿経済産業局資源エネルギー環境部長 大阪府

瑞宝小綬章 いたばし　かずたか 71 元　特許庁審判部審判長 埼玉県

瑞宝小綬章 井出　隆一 いで　りゅういち 71 元　特許庁審判部審判長 東京都

瑞宝小綬章 遠藤　正利 えんどう　まさとし 73 元　北海道経済産業局総務企画部長 東京都

瑞宝小綬章 大嶋　清治 おおしま　せいじ 73 元　中国通商産業局長 神奈川県

瑞宝小綬章 大場　義則 おおば　よしのり 71 元　特許庁審判部審判長 千葉県

瑞宝小綬章 かなや　あきお 70 元　経済産業省大臣官房審議官（基準認証担当） 東京都

瑞宝小綬章 小鍜治　繁 こかじ　しげる 74
元　産業技術総合研究所機械技術研究所
　　極限技術部長

茨城県

瑞宝小綬章 酒井　進 さかい　しん 71 元　特許庁審判部審判長 千葉県

瑞宝小綬章 筒井　康賢 つつい　やすかた 74 元　産業技術総合研究所機械技術研究所次長 東京都

瑞宝小綬章 つのだ　しゅういち 72 元　東北経済産業局長 東京都

瑞宝小綬章 羽鳥　賢一 はとり　けんいち 71 元　特許庁審判部審判長 埼玉県

瑞宝小綬章 原　光明 はら　みつあき 71 元　特許庁審判部審判長 埼玉県
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【Ⅰ類】

賞賜 氏名 ふりがな
年
齢

主要経歴 現住所

瑞宝小綬章 日髙　俊信 ひだか　としのぶ 73 元　関東東北産業保安監督部長 千葉県

瑞宝小綬章 細川　安広 ほそかわ　やすひろ 71 元　北海道経済産業局産業部長 北海道

瑞宝小綬章 松本　弘一 まつもと　ひろかず 74 元　産業技術総合研究所計量研究所量子部長 茨城県

瑞宝小綬章 水沢　誠一 みずさわ　せいいち 71 元　九州産業保安監督部長 東京都

瑞宝小綬章 水野　光一 みずの　こういち 74
元　産業技術総合研究所資源環境技術総合研究所
　　環境影響予測部長

東京都

瑞宝小綬章 村本　佳史 むらもと　よしぶみ 71 元　特許庁審判部審判長 埼玉県

瑞宝小綬章 山田　清治 やまだ　せいじ 71 元　特許庁審判部審判長 千葉県

瑞宝小綬章 吉田　親司 よしだ　ちかし 71 元　特許庁審判部審判長 埼玉県

瑞宝双光章 江島　幸男 えじま　ゆきお 73
元　経済産業省大臣官房情報システム厚生課
　　厚生審査官

千葉県

瑞宝双光章 榎本　照彌 えのもと　てるや 74
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

瑞宝双光章 栗原　眞 くりはら　まこと 71 元　中小企業庁事業環境部取引課統括官公需対策官 埼玉県

瑞宝双光章 黒川　純孝 くろかわ　よしたか 72 元　北海道産業保安監督部産業保安監督管理官 北海道

瑞宝双光章 小嶋　泰廣 こじま　やすひろ 70 元　中国経済産業局資源エネルギー環境部次長 広島県

瑞宝双光章 佐々木　孝一 ささき　こういち 72 元　東北経済産業局総務企画部会計課長 山形県

瑞宝双光章 鈴木　芳雄 すずき　よしお 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）

埼玉県

瑞宝双光章 橘　秀男 たちばな　ひでお 73
元　関東経済産業局資源エネルギー環境部
　　電力安全課長

千葉県

瑞宝双光章 たまい　しんじ 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

瑞宝双光章 永井　正博 ながい　まさひろ 70 元　中部近畿産業保安監督部長 東京都

瑞宝双光章 村上　英治 むらかみ　えいじ 71 元　九州経済産業局産業部次長 福岡県
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【Ⅰ類】

賞賜 氏名 ふりがな
年
齢

主要経歴 現住所

瑞宝双光章 本吉　正 もとよし　ただし 71
元　資源エネルギー庁長官官房総合政策課
　　業務管理官

東京都

瑞宝単光章 いいじま　のりこ 79 元　工業統計調査員 埼玉県

瑞宝単光章 伊藤　くに いとう　くに 92 元　工業統計調査員 愛知県

瑞宝単光章 加藤　富美子 かとう　ふみこ 71 元　工業統計調査員 愛知県

瑞宝単光章 黒田　登志代 くろだ　としよ 73 元　工業統計調査員 愛知県

瑞宝単光章 種村　たつ子 たねむら　たつこ 70 元　工業統計調査員 新潟県

瑞宝単光章 知花　初 ちばな　はつ 84 元　工業統計調査員 沖縄県

瑞宝単光章 中島　福江 なかしま　ふくえ 80 元　工業統計調査員 愛知県

瑞宝単光章 中山　悦子 なかやま　えつこ 76 元　工業統計調査員 岡山県

瑞宝単光章 判治　幸子 はんじ　さちこ 71 元　工業統計調査員 愛知県

瑞宝単光章 美谷島　和子 びやじま　かずこ 78 元　工業統計調査員 長野県

瑞宝単光章 福本　律子 ふくもと　りつこ 76 元　工業統計調査員 三重県

瑞宝単光章 ほそかわ　たかお 72 元　工業統計調査員 長野県

瑞宝単光章 水田　曉子 みずた　あきこ 79 元　工業統計調査員 大阪府

瑞宝単光章 村上　秋子 むらかみ　あきこ 74 元　工業統計調査員 秋田県

瑞宝単光章 吉村　道子 よしむら　みちこ 82 元　工業統計調査員 福岡県
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【Ⅱ類】

賞賜 氏名 ふりがな
年
齢

主要経歴 現住所

瑞宝単光章 新井　啓一 あらい　けいいち 87 織物（秩父銘仙）製造業従事者 埼玉県

瑞宝単光章 石川　進 いしかわ　すすむ 70 漆器（山中漆器）製造業従事者 石川県

瑞宝単光章 石田　万介 いしだ　まんすけ 72 染色品（京友禅）製造業従事者 京都府

瑞宝単光章 市野　信行 いちの　のぶゆき 69 陶磁器（丹波立杭焼）製造業従事者 兵庫県

瑞宝単光章 伊藤　富男 いとう　とみお 71 元　北海道電力（株）函館支店電力部発変電課副長 北海道

瑞宝単光章 江花　雄 えばな　としお 67 元　（株）ライクス導管事業本部第一導管事業部長 東京都

瑞宝単光章 大池　光義 おおいけ　みつよし 62 現　北九送電（株）取締役架空線工事部長 佐賀県

瑞宝単光章 太田　進 おおた　すすむ 66
元　四国電力（株）高松支店電力部高松送電セン
　　ター担当副長

香川県

瑞宝単光章 奥村　務 おくむら　つとむ 71 仏具（京仏具）製造業従事者 京都府

瑞宝単光章 柿木　 かきのき　はじめ 69 織物（結城紬）製造業従事者 栃木県

瑞宝単光章 篠原　俊雄 しのはら　としお 75 貴石細工（甲州水晶貴石細工）製造業従事者 山梨県

瑞宝単光章 澁谷　實 しぶや　みのる 68 染色品（京友禅）製造業従事者 京都府

瑞宝単光章 新川　優 しんかわ　まさる 77
元　九州電力（株）佐賀支店佐賀電力所唐津工務所
　　技術リーダー

佐賀県

瑞宝単光章 　明 すみ　あきら 71 織物（西陣織）製造業従事者 京都府

瑞宝単光章 髙見澤　哲雄 たかみざわ　てつお 71
元　中部電力（株）長野支店佐久営業所配電運営課
　　主任

長野県

瑞宝単光章 竹本　慶一 たけもと　けいいち 63
元　関西電力（株）滋賀電力所彦根電力システム
　　センター（送電）保線課作業長

滋賀県

瑞宝単光章 谷口　智視 たにぐち　ともみ 61 元　大阪瓦斯（株）幹線部建設チームチーフ 兵庫県

瑞宝単光章 貞　健一 てい　けんいち 81 織物（本場大島紬）製造業従事者 鹿児島県

瑞宝単光章 遠宮　良一 とおみや　りょういち 73 漆器（会津塗）製造業従事者 福島県
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瑞宝単光章 富樫　憲治 とがし　けんじ 75 金工品（堺打刃物）製造業従事者 大阪府

瑞宝単光章 富田　有子 とみた　ゆうこ 66 元　特許庁総務部会計課電話長 千葉県

瑞宝単光章 中村　喜久雄 なかむら　きくお 77 金工品（高岡銅器）製造業従事者 富山県

瑞宝単光章 中村　亨 なかむら　とおる 70 元　あすか創建（株）導管事業部北東事業所所長 東京都

瑞宝単光章 濵﨑　康 はまさき　やすし 67 元　東邦ガス（株）知多製造部電気課 愛知県

瑞宝単光章 三木　茂記 みき　しげき 71 織物（西陣織）製造業従事者 京都府

瑞宝単光章 山口　義博 やまぐち　よしひろ 70 陶磁器（九谷焼）製造業従事者 石川県

瑞宝単光章
山村　正義
（山村　将嘉）

やまむら　まさよし
（やまむら　まさよし）

76 染色品（京友禅）製造業従事者 京都府

瑞宝単光章
山本　孝
（山本　長左）

やまもと　たかし
（やまもと　ちょうざ）

68 陶磁器（九谷焼）製造業従事者 石川県

瑞宝単光章 川　房夫 よしかわ　ふさお 74 陶磁器（常滑焼）製造業従事者 愛知県

瑞宝単光章 村　加代 よしむら　かよ 71 諸工芸（京表具）製造業従事者 京都府

瑞宝単光章 米　伸治 よねはら　しんじ 73 諸工芸（京扇子）製造業従事者 京都府
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