
令和４年度受賞者名簿（敬称略）

愛知県知事賞

統計調査員(市町村委託統計調査員)

市区町村 氏名 ふりがな

名古屋市千種区 蔦野　早苗 つたの　さなえ

名古屋市東区 加藤　正代 かとう　まさよ

名古屋市東区 辻󠄀井　久子 つじい　ひさこ

名古屋市北区 浅野　典代 あさの　のりよ

名古屋市北区 長瀬　善紀 ながせ　よしのり

名古屋市北区 日比野　朋子 ひびの　ともこ

名古屋市西区 後沢　アキ子 ござわ　あきこ

名古屋市西区 德永　美津子 とくなが　みつこ

名古屋市西区 藤田　晃浩 ふじた　あきひろ

名古屋市西区 鈴木　讓二 すずき　じょうじ

名古屋市西区 伊佐治　日恵己 いさじ　ひえみ

名古屋市西区 村井　和枝 むらい　かずえ

名古屋市西区 氏原　典子 うじはら　のりこ

名古屋市中村区 鈴木　正美 すずき　まさみ

名古屋市中村区 松浦　美栄 まつうら　よしえ

名古屋市中区 伊藤　和美 いとう　かずみ

名古屋市中区 稲森　愛美 いなもり　あいみ

名古屋市中区 伊藤　美智子 いとう　みちこ

名古屋市瑞穂区 大橋　みち子 おおはし　みちこ

名古屋市瑞穂区 江口　裕子 えぐち　ひろこ

名古屋市熱田区 吉本　ひろ子 よしもと　ひろこ

名古屋市熱田区 内山　孝子 うちやま　たかこ
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市区町村 氏名 ふりがな

名古屋市熱田区 樽󠄀谷　直美 たるたに　なおみ

名古屋市中川区 岡崎　仁美 おかざき　ひとみ

名古屋市港区 田中　英美子 たなか　えみこ

名古屋市港区 竹内　勉 たけうち　つとむ

名古屋市港区 木村　展恵 きむら　のぶえ

名古屋市南区 増田　稔 ますだ　みのる

名古屋市緑区 近藤　比呂史 こんどう　ひろし

名古屋市名東区 山田　真弓 やまだ　まゆみ

名古屋市天白区 安藤　仁美 あんどう　ひとみ

名古屋市天白区 大西　暁子 おおにし　あきこ

豊橋市 齋藤　益己 さいとう　ますみ

豊橋市 名倉　美香 なぐら　みか

豊橋市 川治　道夫 かわじ　みちお

豊橋市 足立　直子 あだち　なおこ

豊橋市 鈴木　恭子 すずき　きょうこ

豊橋市 秦　恵子 はた　けいこ

岡崎市 鶴田　明子 つるた　あきこ

岡崎市 廣羽　恭子 ひろは　きょうこ

岡崎市 井村　陽子 いむら　ようこ

岡崎市 太田　修 おおた　おさむ

岡崎市 小森　誉雄 こもり　たかお

岡崎市 谷村　靜明 たにむら　しずあき

岡崎市 西村　知江 にしむら　ともえ

一宮市 藤森　保幸 ふじもり　やすゆき

一宮市 林　香織 はやし　かおり

一宮市 川島　時夫 かわしま　ときお
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市区町村 氏名 ふりがな

一宮市 中江　都紀子 なかえ　ときこ

瀬戸市 尾崎　和彦 おざき　かずひこ

瀬戸市 鈴木　純子 すずき　じゅんこ

瀬戸市 水野　なち子 みずの　なちこ

半田市 小倉　澄子 おぐら　すみこ

半田市 籾山　博幸 もみやま　ひろゆき

半田市 岩田　悦子 いわた　えつこ

春日井市 大嶋　和美 おおしま　かずみ

春日井市 北村　正太 きたむら　しょうた

春日井市 荒川　悦子 あらかわ　えつこ

春日井市 橋本　久雄 はしもと　ひさお

春日井市 野村　敏彦 のむら　としひこ

春日井市 西　浩之 にし　ひろゆき

春日井市 松永　安則 まつなが　やすのり

春日井市 安藤　正敏 あんどう　まさとし

春日井市 河邉　文雄 かわべ　ふみお

春日井市 長谷川　勝己 はせがわ　かつみ

豊川市 狩野　朋子 かのう　ともこ

豊川市 吉林　仁香 よしばやし　にか

豊川市 上野　明美 うえの　あけみ

豊川市 市川　ひろえ いちかわ　ひろえ

津島市 伊藤　美也子 いとう　みやこ

碧南市 半場　明雄 はんば　あきお

刈谷市 森下　道子 もりした　みちこ

刈谷市 瀧塚　稚恵美 たきづか　ちえみ

豊田市 山口　智子 やまぐち　ともこ
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市区町村 氏名 ふりがな

豊田市 糟谷　延子 かすや　のぶこ

豊田市 古村　明雄 ふるむら　あきお

豊田市 髙橋　章子 たかはし　しょうこ

豊田市 小林　史幸 こばやし　ふみゆき

豊田市 鈴木　洌 すずき　きよし

豊田市 青木　孝仁 あおき　たかひと

安城市 木村　登志枝 きむら　としえ

安城市 佐藤　美代子 さとう　みよこ

西尾市 角藤　茂 かくとう　しげる

西尾市 山本　愛子 やまもと　あいこ

西尾市 市川　洋子 いちかわ　ようこ

西尾市 畔栁　栄美子 くろやなぎ　えみこ

蒲郡市 黒栁　理恵子 くろやなぎ　りえこ

蒲郡市 元場　みはる もとば　みはる

常滑市 田端　次美 たばた　つぐみ

常滑市 勝野　絵美子 かつの　えみこ

江南市 堀場　敏之 ほりば　としゆき

江南市 大脇　博子 おおわき　ひろこ

小牧市 小林　義明 こばやし　よしあき

小牧市 瀬尾　久夫 せのお　ひさお

小牧市 岡田　外喜雄 おかだ　ときお

小牧市 久野　育典 くの　いくのり

稲沢市 山田　美香 やまだ　みか

稲沢市 松岡　子 まつおか　けいこ

稲沢市 岩田　美智子 いわた　みちこ

稲沢市 兵　利夫 ひょう　としお
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市区町村 氏名 ふりがな

稲沢市 秦野　友子 はたの　ともこ

東海市 新美　木綿子 にいみ　ゆうこ

東海市 深谷　洋子 ふかや　ようこ

大府市 野々垣　由明子 ののがき　ゆめこ

大府市 塩谷　亜鼓 しおたに　あこ

大府市 岩橋　小百合 いわはし　さゆり

知立市 柴田　亜十二 しばた　あそじ

高浜市 後藤　さおり ごとう　さおり

岩倉市 村瀬　京子 むらせ　きょうこ

岩倉市 河村　優子 かわむら　ゆうこ

豊明市 田代　奈緒美 たしろ　なおみ

豊明市 野間　和宣 のま　かずのり

愛西市 神田　善郎 かんだ　よしろう

清須市 水野　 みずの　きよし

清須市 武藤　志郎 むとう　しろう

北名古屋市 大村　修司 おおむら　しゅうじ

北名古屋市 亀山　つき子 かめやま　つきこ

あま市 松浦　淳子 まつうら　じゅんこ

あま市 伊藤　佳代子 いとう　かよこ

あま市 後藤　直美 ごとう　なおみ

蟹江町 佐藤　由香里 さとう　ゆかり

蟹江町 伊藤　惠理 いとう　えり

東浦町 山口　雪子 やまぐち　せつこ

南知多町 篠嵜　さゆみ しのざき　さゆみ

南知多町 杉本　美香 すぎもと　みか

南知多町 山本　安子 やまもと　やすこ
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市町村職員

市区町村 氏名 ふりがな

名古屋市 森　明美 もり　あけみ

名古屋市 西川　大智 にしかわ　だいち

扶桑町 尾﨑　博之 おざき　ひろゆき

第１部（小学校１、２年生）

学校名 氏名 ふりがな

岡崎市立三島小学校 太田　小陽 おおた　こはる

安城市立安城南部小学校 冨士田　稀夕 ふじた　きゆ

豊田市立前山小学校 水口　理紗子 みずぐち　りさこ

第２部（小学校３、４年生）

学校名 氏名 ふりがな

豊田市立前山小学校 水口　優莉子 みずぐち　ゆりこ

岡崎市立三島小学校 安枝　敬登 やすえだ　けいと

岡崎市立竜美丘小学校 渡辺　藍梨 わたなべ　あいり

第３部（小学校５、６年生）

学校名 氏名 ふりがな

岡崎市立連尺小学校 長谷　祐真 ながたに　ゆうま

岡崎市立三島小学校 野田　紗恵理 のだ　さえり

第６６回愛知県統計グラフコンクール金賞受賞者（2022年10月6日発表済み）

おかざきしりつみしましょうがっこう

あんじょうしりつあんじょうなんぶしょうがっこう

とよたしりつまえやましょうがっこう

とよたしりつまえやましょうがっこう

おかざきしりつみしましょうがっこう

おかざきしりつれんじゃくしょうがっこう

おかざきしりつたつみがおかしょうがっこう

おかざきしりつみしましょうがっこう
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学校名 氏名 ふりがな

岡崎市立上地小学校 龍瀧　玲菜 りゅうたき　れな

第４部（中学生）

学校名 氏名 ふりがな

岡崎市立竜海中学校 荒川　琴音 あらかわ　ことね

岡崎市立翔南中学校 石塚　優理子 いしづか　ゆりこ

岡崎市立竜海中学校 織田　浩太朗 おだ　こうたろう

第５部（高校生、一般）

学校名 氏名 ふりがな

名古屋大学教育学部附属高等学校 赤木　修文 あかぎ　なおふみ

名古屋大学教育学部附属高等学校 大田　晴賀 おおた　はるか

愛知淑徳大学 畠　朋香 はた　ともか

名古屋大学教育学部附属高等学校 深谷　咲良 ふかや　さら

パソコン統計グラフの部（小学生以上）

学校名 氏名 ふりがな

名古屋大学教育学部附属高等学校 亀田　瑛心 かめだ　えいしん

山本学園情報文化専門学校 東島　ガブリエルユウジ ひがしじま　がぶりえるゆうじ

おかざきしりつりゅうかいちゅうがっこう

おかざきしりつしょうなんちゅうがっこう

おかざきしりつりゅうかいちゅうがっこう

なごやだいがくきょういくがくぶふぞくこうとうがっこう

なごやだいがくきょういくがくぶふぞくこうとうがっこう

あいちしゅくとくだいがく

なごやだいがくきょういくがくぶふぞくこうとうがっこう

なごやだいがくきょういくがくぶふぞくこうとうがっこう

やまもとがくえんじょうほうぶんかせんもんがっこう

おかざきしりつうえじしょうがっこう
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学校名 氏名 ふりがな

山本学園情報文化専門学校 法村　琉仁 のりむら　りゅうと

山本学園情報文化専門学校 松本　久尚 まつもと　ひさなお

山本学園情報文化専門学校 八嶋　森 やしま　もり

岡崎市立竜海中学校 古田　尊一 ふるた　とうい

岡崎市立竜美丘小学校 古田　六花 ふるた　りっか

おかざきしりつたつみがおかしょうがっこう

愛知工業大学情報電子専門学校 増　美希 ます　みき

総務大臣表彰

労働力調査

調査員

市区町村 氏名 ふりがな

名古屋市中区 長濵　久仁恵 ながはま　くにえ

名古屋市中村区 大塚　さゆり おおつか　さゆり

名古屋市瑞穂区 樽󠄀本　和子 たるもと　まさこ

名古屋市中川区 和田　子 わだ　れいこ

名古屋市港区 小林　京子 こばやし　きょうこ

豊明市 板井　久美子 いたい　くみこ

武豊町 原　ひとみ さかきばら　ひとみ

やまもとがくえんじょうほうぶんかせんもんがっこう

やまもとがくえんじょうほうぶんかせんもんがっこう

やまもとがくえんじょうほうぶんかせんもんがっこう

おかざきしりつりゅうかいちゅうがっこう

あいちこうぎょうだいがくじょうほうでんしせんもんがっこう
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小売物価統計調査

調査員

市区町村 氏名 ふりがな

名古屋市千種区 木村　真弓 きむら　まゆみ

岡崎市 石川　新次 いしかわ　しんじ

家計調査

調査員

市区町村 氏名 ふりがな

名古屋市南区 佐藤　千里 さとう　ちさと

長久手市 河合　玲子 かわい　れいこ

令和３年経済センサス-活動調査

調査員

市区町村 氏名 ふりがな

名古屋市千種区 樋󠄀上　千夏 ひのうえ　ちなつ

碧南市 深津　唱多 ふかつ　うたた

蒲郡市 尾﨑　清 おざき　きよし

知多市 上原　瑛子 うえはら　ようこ

令和３年経済センサス-活動調査

指導員

市区町村 氏名 ふりがな

名古屋市中川区 岡田　尚美 おかだ　ひさみ

豊田市 市川　須子 いちかわ　すまこ

令和３年社会生活基本調査

調査員

市区町村 氏名 ふりがな

名古屋市千種区 杉村　多恵子 すぎむら　たえこ

一宮市 橋本　尚子 はしもと　なおこ
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各種統計調査

調査員

市区町村 氏名 ふりがな

名古屋市西区 木塚　つや子 きづか　つやこ

名古屋市港区 髙桒　洋子 たかくわ　ようこ

稲沢市 三浦　と志子 みうら　としこ

厚生労働大臣表彰

毎月勤労統計調査

調査員

市区町村 氏名 ふりがな

名古屋市港区 末廣　とみ子 すえひろ　とみこ

小牧市 小林　義明 こばやし　よしあき

毎月勤労統計調査

事業所

市区町村

名古屋市東区

名古屋市中村区

名古屋市中村区

名古屋市中区

名古屋市港区

名古屋市港区

豊橋市

岡崎市

岡崎市

一宮市

瀬戸市

半田市 株式会社ヤマミ醸造

西川コミュニケーションズ株式会社

岡崎合繊株式会社

サン・ベルグラビアカントリー倶楽部株式会社

株式会社全日警　名古屋支社

東レエンジニアリング中部株式会社

事業所名

富士特殊紙業株式会社

株式会社サカツコーポレーション

株式会社ヒューマニック　名古屋支店

ＴＭＥＨジャパン株式会社

ネッカート株式会社

株式会社空見スチールサービス東工場
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市区町村

春日井市

春日井市

豊川市

刈谷市

豊田市

豊田市

豊田市

常滑市

大府市

愛西市

長久手市

愛知県統計協会長表彰

市町村職員

市区町村 氏名 ふりがな

豊橋市 渡部　裕也 わたなべ　ゆうや

阿久比町 新美　育代 にいみ　いくよ

統計グラフコンクール指導者表彰

学校名 氏名 ふりがな

岡崎市立三島小学校 神谷　明彦 かみや　あきひこ

学校名

岡崎市立東海中学校 おかざきしりつとうかいちゅうがっこう

統計グラフ教育指導者表彰

学校名 氏名 ふりがな

瀬戸市立水野中学校 小山　祐生 こやま　ゆうき

事業所名

おかざきしりつみしましょうがっこう

ふりがな

ロイヤルホームセンター株式会社
　ロイヤルホームセンター長久手

中京パイプ工業株式会社

せとしりつみずのちゅうがっこう

ＡＮＡ中部空港株式会社

日鉄物産荒井オートモーティブ株式会社

榎本産業株式会社

株式会社　新巧模型製作所

株式会社Ｊパック

日本郵便株式会社豊田北郵便局

豊大工業株式会社　本社工場

宇都宮工業株式会社

株式会社　中部技研
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