
 

 

 

平成 26年 4月 29日 

 

平成 26年春の勲章受章者が決定されました 

（経済産業省推薦分） 

 

 

   

平成 26 年春の勲章受章者（経済産業省推薦分）が決定されましたのでお知

らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 
 

 （本発表資料のお問い合わせ先） 

  大臣官房秘書課 

  担当者： 岩崎、石塚、徳江  

  電 話：03-3501-1511（内線 2071～2077） 

      03-3501-1608（直通） 



【参考：今後の予定】

■発令

　　平成26年4月29日(火）

■大綬章親授式、重光章伝達式

　　平成26年5月9日（金）　　 午前10時30分から（大綬章）

　　（場所：皇居）                   午後　1時30分から（重光章）

■中綬章以下伝達式

　　平成26年5月13日（火） 午前　9時40分から　

　　（場所：ザ・プリンスパークタワー東京地下2階「ボールルーム」）

経 済 産 業 省

大臣官房秘書課

平成26年春の勲章受章者名簿

（経済産業省推薦分）

※注意※ 

  

当日伝達式会場に入場出来るのは、事前に登録された受章者の

関係者のみとなっておりますので予めご了承願います。  



（人）

推　薦　部　局　名 Ⅰ類 Ⅱ類 計

大臣官房 1 0 1

大臣官房
調査統計グループ 21 0 21

経済産業政策局 10 0 10

経済産業政策局
地域経済産業グループ 10 0 10

貿易経済協力局 3 0 3

産業技術環境局 14 0 14

製造産業局 10 0 10

商務情報政策局 5 19 24

商務情報政策局
商務流通保安グループ 4 1 5

資源エネルギー庁 2 10 12

特許庁 11 0 11

中小企業庁 31 0 31

計 122 30 152

平成26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

瑞宝双光章 大島　義一 おおしま　よしかず 70
元　大臣官房情報システム課
　　情報業務企画官

神奈川県 大臣官房

瑞宝単光章 青木　悠子 あおき　ゆうこ 76 現　工業統計調査員 神奈川県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 新井　昭子 あらい　あきこ 70 元　工業統計調査員 群馬県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 上垣　共子 うえがき　ともこ 79 現　工業統計調査員 和歌山県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 海老原　壽市 えびはら　じゅいち 74 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 岡﨑　祐己子 おかざき　ゆきこ 70 元　工業統計調査員 徳島県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 岡田　登志子 おかだ　としこ 77 元　鉱工業動態統計調査員 愛知県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 小倉　フミ おぐら　ふみ 83 元　工業統計調査員 栃木県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 尾山　潤一 おやま　じゅんいち 87 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 北川　照子 きたがわ　てるこ 71 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 鬼頭　洋二 きとう　ようじ 72 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 後藤　茂 ごとう　しげる 70 現　工業統計調査員 静岡県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 佐藤　武三 さとう　たけぞう 84 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 澤田　惠美子 さわだ　えみこ 77 現　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 島津　博子 しまづ　ひろこ 71 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 しんごう　たみこ 70 現　工業統計調査員 福井県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝小綬章 すがぬま　よしお 70
元　通商産業省大臣官房調査統計部
　　管理課資源エネルギー統計管理官

千葉県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 髙堂　和美 たかどう　かずみ 70 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 中垣　セツ子 なかがき　せつこ 72 現　工業統計調査員 福岡県
大臣官房

調査統計グループ
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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

瑞宝単光章 藤原　正則 ふじわら　まさのり 71 元　鉱工業動態統計調査員 岡山県
大臣官房

調査統計グループ

瑞宝単光章 増田　綾子 ますだ　あやこ 70 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 水野　勳 みずの　いさお 72 元　工業統計調査員 新潟県
大臣官房

調査統計グループ

旭日双光章 石川　重政 いしかわ　しげまさ 79 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 伊藤　浩一 いとう　こういち 70 元　銚子商工会議所会頭 千葉県 経済産業政策局

旭日中綬章 伊藤　喜美 いとう　よしみ 92 元　恵那商工会議所会頭 岐阜県 経済産業政策局

旭日小綬章 樫山　孝 かしやま　たかし 71 元　佐久商工会議所会頭 長野県 経済産業政策局

旭日双光章 勝本　僖一 かつもと　きいち 76 現　和歌山商工会議所副会頭 和歌山県 経済産業政策局

旭日小綬章 後藤　利夫 ごとう　としお 79 元　小山商工会議所会頭 栃木県 経済産業政策局

旭日小綬章 長妻　和男 ながつま　かずお 77 元　柏商工会議所会頭 千葉県 経済産業政策局

旭日小綬章 日髙　基秀 ひだか　もとひで 71 元　日向商工会議所会頭 宮崎県 経済産業政策局

旭日小綬章 柳内　光子 やない　みつこ 74 現　浦安商工会議所会頭 東京都 経済産業政策局

旭日双光章 米山　寛 よねやま　ひろし 70 元　三島商工会議所副会頭 静岡県 経済産業政策局

瑞宝小綬章 伊藤　寛一 いとう　かんいち 80 元　東京通商産業局長 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 大西　國秀 おおにし　くにひで 71 元　九州通商産業局産業部次長 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 岡島　敏夫 おかじま　としお 70
元　中部経済産業局資源エネルギー部
　　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

瑞宝小綬章 上村　雅一 かみむら　まさいち 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 たかはし　たかし 79 元　東京通商産業局公益事業部長 埼玉県
経済産業政策局
地域経済産業

グループ

瑞宝小綬章 髙山　勉 たかやま　つとむ 71 元　北海道通商産業局総務企画部長 北海道
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 壇上　克英 だんじょう　かつひで 73
元　中国通商産業局公益事業部
　　公益事業課長

広島県
経済産業政策局
地域経済産業

グループ

瑞宝双光章 久泉　昭治 ひさいずみ　しょうじ 70
元　近畿通商産業局通商部
　　国際化調整企画官

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 藤岡　廣利 ふじおか　ひろとし 71
元　中国通商産業局環境資源部
　　環境資源課長

広島県
経済産業政策局
地域経済産業

グループ

瑞宝双光章 森　謙一郎 もり　けんいちろう 70 元　四国通商産業局産業部次長 香川県
経済産業政策局
地域経済産業

グループ

瑞宝重光章 中川　勝弘 なかがわ　かつひろ 72 元　通商産業審議官 東京都 貿易経済協力局

瑞宝中綬章 前田　正博 まえだ　まさひろ 70
元　通商産業省通商政策局次長
元　日本銀行政策委員会経済企画庁
　　代表委員

千葉県 貿易経済協力局

瑞宝双光章 久我　利明 くが　としあき 71
元　通商産業省貿易局貿易保険課
　　経理審査官

東京都 貿易経済協力局

瑞宝小綬章 川合　康夫 かわい　やすお 72
元　工業技術院電子技術総合研究所
　　総務部長

東京都 産業技術環境局

瑞宝双光章 佐竹　正幸 さたけ　まさゆき 72
元　工業技術院中国工業技術研究所
　　総務課長

愛媛県 産業技術環境局

瑞宝中綬章 清水　肇 しみず　はじめ 70 元　工業技術院九州工業技術研究所長 茨城県 産業技術環境局

瑞宝小綬章 新　重光 しん　しげみつ 72
元　工業技術院物質工学工業技術研究所
　　基礎部長

茨城県 産業技術環境局

瑞宝小綬章 竹平　勝臣 たけひら　かつおみ 72
元　工業技術院物質工学工業技術研究所
　　機能表面化学部長

広島県 産業技術環境局

瑞宝中綬章 田中　正躬 たなか　まさみ 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 たにむら　よしひさ 72 元　工業技術院計量研究所力学部長 茨城県 産業技術環境局

瑞宝小綬章 寺倉　清之 てらくら　きよゆき 72
元　工業技術院産業技術融合領域研究所
　　総合研究官

茨城県 産業技術環境局

瑞宝小綬章 白田　利勝 はくた　としかつ 72
元　工業技術院物質工学工業技術研究所
　　高分子材料部長

茨城県 産業技術環境局

瑞宝小綬章 藤井　兼榮 ふじい　かねなが 72
元　工業技術院大阪工業技術研究所
　　統括研究調査官

兵庫県 産業技術環境局

瑞宝小綬章 まえだ　ひでかつ 72
元　工業技術院生命工学工業技術研究所
　　分子生物部長

東京都 産業技術環境局

瑞宝小綬章 政岡　進 まさおか　すすむ 71 元　製品評価技術センター技術部長 富山県 産業技術環境局
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瑞宝中綬章 水野　建樹 みずの　たてき 71
元　工業技術院資源環境技術総合研究所
　　次長

千葉県 産業技術環境局

瑞宝小綬章 わたなべ　ただひこ 72
元　工業技術院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

旭日小綬章 上中　節彦 うえなか　さざひこ 73 元　全国建具組合連合会会長 和歌山県 製造産業局

旭日小綬章 大川　宏之 おおかわ　ひろゆき 80 元　全国鉄鋼販売業連合会会長 東京都 製造産業局

旭日中綬章 小川　大介 おがわ　だいすけ 70 元　ダイセル化学工業(株)社長 大阪府 製造産業局

旭日重光章 苅谷　道郎 かりや　みちお 72 元　(株)ニコン社長 神奈川県 製造産業局

旭日中綬章 竹中　弘忠 たけなか　ひろただ 75 現　(一社)日本ねじ工業協会会長 大阪府 製造産業局

旭日双光章 樋口　克彦 ひぐち　かつひこ 80 現　(一社)全日本特殊鋼流通協会副会長 大阪府 製造産業局

旭日小綬章 藤森　明彦 ふじもり　あきひこ 70
現　日本ポリエチレン製品工業連合会
　　会長

神奈川県 製造産業局

旭日小綬章 増田　勇 ますだ　いさむ 71 現　全日本畳事業協同組合理事長 鹿児島県 製造産業局

旭日双光章 村元　四郞 むらもと　しろう 71 元　(一社)日本金属プレス工業協会副会長 兵庫県 製造産業局

旭日小綬章 吉田　隆司 よしだ　たかし 70 現　(一社)日本自動車部品工業会副会長 大阪府 製造産業局

旭日中綬章 岡本　晉 おかもと　すすむ 70 元　ＴＩＳ(株)代表取締役社長 東京都 商務情報政策局

旭日中綬章 北原　國人 きたはら　くにと 78 現　全国電機商業組合連合会会長 長野県 商務情報政策局

瑞宝重光章 清川　佑二 きよかわ　ゆうじ 72 元　特許庁長官 神奈川県 商務情報政策局

旭日小綬章 堀　奉之 ほり　ともゆき 71 元　(一社)日本ジュエリー協会会長 埼玉県 商務情報政策局

旭日双光章 三浦　敏明 みうら　としあき 77 元　(社)日本スポーツ用品工業協会副会長 東京都 商務情報政策局

瑞宝双光章 境　八宏 さかい　やひろ 71 元　九州鉱山保安監督部指導・石炭課長 福岡県
商務情報政策局
商務流通保安

グループ

旭日双光章 鶴野　親紀 つるの　ちかのり 71 現　(公社)東京電気管理技術者協会副会長 埼玉県
商務情報政策局
商務流通保安

グループ
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瑞宝双光章 藤本　勝 ふじもと　まさる 71 元　中部近畿鉱山保安監督部近畿支部長 北海道
商務情報政策局
商務流通保安

グループ

瑞宝小綬章 山本　勝 やまもと　まさる 71 元　関東東北鉱山保安監督部長 千葉県
商務情報政策局
商務流通保安

グループ

旭日小綬章 山田　菊雄 やまだ　きくお 73 現　岐阜県石油商業組合理事長 岐阜県 資源エネルギー庁

旭日大綬章 渡　文明 わたり　ふみあき 77
元　新日本石油(株)代表取締役社長
現　(一社)日本経済団体連合会審議員会
　　議長

東京都 資源エネルギー庁

瑞宝小綬章 飛鳥井　春雄 あすかい　はるお 70 元　特許庁審判部審判長 埼玉県 特許庁

瑞宝小綬章 岡部　惠行 おかべ　よしゆき 70 元　特許庁審判部審判長 神奈川県 特許庁

旭日双光章 亀川　義示 かめかわ　よしじ 70 元　日本弁理士会副会長 千葉県 特許庁

旭日双光章 小宮　良雄 こみや　よしお 72 元　日本弁理士会副会長 東京都 特許庁

瑞宝小綬章 酒井　徹 さかい　とおる 70 元　特許庁審判部審判長 東京都 特許庁

旭日双光章 西脇　民雄 にしわき　たみお 72 元　日本弁理士会副会長 埼玉県 特許庁

瑞宝小綬章 福田　正孝 ふくだ　まさたか 70 元　特許庁審査第一部方式審査第二課長 神奈川県 特許庁

瑞宝小綬章 福原　淑弘 ふくはら　としひろ 71 元　特許庁工業所有権研修所長 神奈川県 特許庁

瑞宝小綬章 宮本　昭男 みやもと　あきお 70 元　特許庁審判部審判長 埼玉県 特許庁

瑞宝小綬章 矢田　歩 やた　あゆむ 71 元　特許庁審判部審判長 東京都 特許庁

瑞宝小綬章 山本　哲也 やまもと　てつや 70 元　特許庁審判部審判長 千葉県 特許庁

旭日重光章 石澤　義文 いしざわ　よしふみ 82 現　全国商工会連合会会長 富山県 中小企業庁

旭日双光章 市川　榮一郎 いちかわ　えいいちろう 73 元　(社)和歌山県エルピーガス協会会長 和歌山県 中小企業庁

旭日双光章 内田　剛 うちだ　つよし 79  元　(一社)大分県ＬＰガス協会会長 大分県 中小企業庁

旭日双光章 大井　裕久 おおい　ひろひさ 77 現　富山県商工会連合会理事 富山県 中小企業庁
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旭日双光章 大宮　睦夫 おおみや　むつお 73 現　石川県ニット工業組合理事長 石川県 中小企業庁

旭日中綬章 岡本　楢雄 おかもと　ならお 85 現　大阪府中小企業団体中央会会長 大阪府 中小企業庁

旭日単光章 奥村　文子 おくむら　ふみこ 85 元　徳島県商工会女性部連合会会長 徳島県 中小企業庁

旭日双光章 瓦井　利宗 かわらい　としむね 77 現　栃木県中小企業団体中央会会長 栃木県 中小企業庁

旭日双光章 木田　芳人 きだ　よしと 73 現　宮崎県中小企業団体中央会副会長 大分県 中小企業庁

旭日双光章 光山　紘 こうやま　ひろし 73 元　群馬県鍍金工業組合理事長 群馬県 中小企業庁

旭日双光章 興梠　亘 こうろき　わたる 75 現　宮崎県商工会連合会理事 宮崎県 中小企業庁

旭日単光章 特手　祐治 こって　ゆうじ 70 元　鶴の町商工会会長 鹿児島県 中小企業庁

瑞宝重光章 児玉　幸治 こだま　ゆきはる 79 元　通商産業事務次官 神奈川県 中小企業庁

旭日単光章 島野　勝 しまの　まさる 73 元　串本町商工会会長 和歌山県 中小企業庁

旭日小綬章 杉谷　雅祥 すぎたに　まさよし 75 現　島根県中小企業団体中央会会長 島根県 中小企業庁

旭日単光章 添田　正男 そえた　まさお 77 元　天栄村商工会会長 福島県 中小企業庁

旭日小綬章 竹井　清八 たけい　せいはち 84 元　山梨県商工会連合会会長 山梨県 中小企業庁

旭日重光章 鶴田　欣也 つるた　きんや 73 現　全国中小企業団体中央会会長 愛知県 中小企業庁

旭日双光章 當山　憲一 とうやま　けんいち 70 現　沖縄県商工会連合会副会長 沖縄県 中小企業庁

旭日双光章 徳本　覚作 とくもと　こうさく 88 元　福井県印刷工業組合理事長 福井県 中小企業庁

旭日単光章 中島　靖子 なかしま　やすこ 82 現　山口県商工会女性部連合会会長 山口県 中小企業庁

瑞宝重光章 中田　哲雄 なかた　てつお 72 元　中小企業庁長官 千葉県 中小企業庁

旭日双光章 中西　昭夫 なかにし　あきお 86 現　奈良県商工会連合会理事 奈良県 中小企業庁
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旭日単光章 沼野　辰三 ぬまの　たつぞう 74 現　高萩市商工会会長 茨城県 中小企業庁

旭日双光章 堀田　悦三 ほった　えつぞう 84 現　広島県商工会連合会副会長 広島県 中小企業庁

旭日単光章 牧瀬　正彦 まきせ　まさひこ 75 元　世知原町商工会会長 長崎県 中小企業庁

旭日双光章 町田　貴 まちだ　たかし 73 現　高知県中小企業団体中央会副会長 高知県 中小企業庁

旭日単光章 藪　喜一郎 やぶ　きいちろう 76 元　殿下商工会会長 福井県 中小企業庁

旭日単光章 山﨑　清一郎 やまざき　せいいちろう 71 現　西陣織工業組合副理事長 京都府 中小企業庁

旭日双光章 吉田　修 よしだ　おさむ 71 現　音羽電機工業(株)代表取締役社長 兵庫県 中小企業庁

旭日双光章 吉田　美政 よしだ　よしまさ 76 元　福島県商工会連合会副会長 福島県 中小企業庁
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瑞宝単光章 石原　英和 いしはら　ひでかず 79 和紙(美濃和紙)製造業従事者 岐阜県 商務情報政策局

瑞宝単光章 江上　昌幸 えがみ　まさゆき 71 染色品（東京手描友禅）製造業従事者 東京都 商務情報政策局

瑞宝単光章 落合　啓男 おちあい　あきお 71 箪笥（紀州箪笥）製造業従事者 和歌山県 商務情報政策局

瑞宝単光章 片岡　貞光 かたおか　さだみつ 71 陶磁器（常滑焼）製造業従事者 愛知県 商務情報政策局

瑞宝単光章 加藤　悦朗 かとう　えつろう 73 漆器（会津塗）製造業従事者 福島県 商務情報政策局

瑞宝単光章 倉辻　彦一 くらつじ　ひこいち 76 織物（西陣織）製造業従事者 京都府 商務情報政策局

瑞宝単光章 栗原　勝男 くりはら　かつお 76 織物（結城紬）製造業従事者 茨城県 商務情報政策局

瑞宝単光章 黒島　敏 くろしま　さとし 72 染色品（京友禅）製造業従事者 京都府 商務情報政策局

瑞宝単光章 柴田　功美 しばた　いさよし 74 仏壇（三河仏壇）製造業従事者 愛知県 商務情報政策局

瑞宝単光章 鈴木　輝義 すずき　てるよし 74 金工品（東京銀器）製造業従事者 東京都 商務情報政策局

瑞宝単光章 高橋　庸三 たかはし　ようぞう 75 仏壇（三条仏壇）製造業従事者 新潟県 商務情報政策局

瑞宝単光章 田村　康浩 たむら　やすひろ 74 染色品（京友禅）製造業従事者 京都府 商務情報政策局

瑞宝単光章 辻口　强 つじぐち　つよし 73 仏壇（七尾仏壇）製造業従事者 石川県 商務情報政策局

瑞宝単光章 橋本　欣三 はしもと　きんぞう 71 仏壇（京仏壇）製造業従事者 京都府 商務情報政策局

瑞宝単光章 牧野　正俊 まきの　まさとし 70 織物（西陣織）製造業従事者 京都府 商務情報政策局

瑞宝単光章 松﨑　啓三郎 まつざき　けいざぶろう 77 木版画（江戸木版画）製造業従事者 東京都 商務情報政策局

瑞宝単光章 三野原　晃一 みのはら　こういち 72 漆器（村上木彫堆朱）製造業従事者 新潟県 商務情報政策局

瑞宝単光章 宮川　一三 みやがわ　いちぞう 76 陶磁器（京焼・清水焼）製造業従事者 京都府 商務情報政策局

瑞宝単光章 やしろ　ますみ 73 硝子工芸（江戸切子）製造業従事者 東京都 商務情報政策局
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瑞宝単光章 野村　賢三 のむら　けんぞう 67 元　九建架線工事(株)作業班長 福岡県
商務情報政策局
商務流通保安

グループ

瑞宝単光章 大藪　昭男 おおやぶ　てるお 69
元　九州電力(株)福岡支店久留米営業所
　　配電運用グループ副長

福岡県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 岡野　司 おかの　つかさ 60
元　中国電力(株)流通事業本部
　　広島北電力所安芸太田電力センター
　　専任副長

広島県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 河口　立美 かわぐち　たつみ 61
元　大阪瓦斯(株)泉北製造所
　　製造２チームリーダー

大阪府 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 小木曽　安隆 こぎそ　やすたか 69
元　中部電力(株)岡崎支店
　　豊田電力センター矢作川電力所
　　駐在専門役

岐阜県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 清水　敏明 しみず　としあき 68
元　北海道電力(株)旭川支店営業部
　　配電ｸﾞﾙｰﾌﾟ主査

北海道 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 田畑　正美 たばた　まさみ 67
元　四国電力(株)高松支店大内営業所
　　配電センター長

香川県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 松岡　道雄 まつおか　みちお 68
元　東邦ガス(株)供給管理部
　　幹線保全グループ

愛知県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 森沢　卓夫 もりさわ　たくお 61
元　関西電力(株)美浜発電所放射線管理課
　　放射線係長

福井県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 安田　庄治 やすだ　しょうじ 66
元　(株)キャプティ北部事業部
　　練馬設備ステーション所長

埼玉県 資源エネルギー庁

瑞宝単光章 山本　國雄 やまもと　くにお 71
元　北陸電力(株)富山支店常願寺電力部
　　発変電保守課

富山県 資源エネルギー庁
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