
令和４年 11 月９日 

保健医療局生活衛生部食品安全推進課 

福岡市政担当記者各位 

食品衛生功労者や優良施設を表彰 

令和４年度福岡市食品衛生大会について 

食品衛生思想の普及向上を図るため、食品衛生上特に顕著な功績があった方<食品衛生功労者>や 

食品関係施設の改善と資質の向上に努め、他の模範となる施設＜食品衛生優良施設＞の表彰を行います。 

食品衛生指導員の体験発表も予定していますので、ぜひ取材をお願いします。 

１ 日時 令和４年 11 月 17 日（木） 

14：00～16：00 

２ 場所 あいれふホール 

福岡市中央区舞鶴２丁目５－１－10F

３ 主催 福岡市 

４ 共催 公益社団法人福岡市食品衛生協会 

５ 参加者 食品関係事業者等 約 70 名 

６ 内容 

（１）食品衛生指導員体験発表（１４：０５～１４：３５）

（２）表彰式典（１４：３５～１６：００）

①福岡市長表彰（食品衛生功労者７名）

②公益社団法人福岡市食品衛生協会会長表彰

（食品衛生功労者６名、食品衛生優良施設 30 施設） 

※ 上記の表彰のほか、全国大会における厚生労働大臣表彰等の受賞者の紹介を行います。

＜参考資料＞ 

表彰一覧（別紙） 

・福岡市長表彰

・（公社）福岡市食品衛生協会会長表彰 

問い合わせ先 

保健医療局生活衛生部食品安全推進課 

電話：092-711－4277（内線：2258） 

担当：平野、藤瀬 

<令和３年度 功労者表彰の様子> 



食品衛生功労者

以上７名

　　　　　　　　　森　常敏

福岡市長表彰

氏名

　　　　　　　［西　保健所］

1

　　　　　　　　　浦﨑　千代始

　　　　　　　［中央保健所］

　　　　　　　　　大塚　洋一

　　　　　　　　　野田　拓史

　　　　　　　　　桑野　暁

　　　　　　　［東　保健所］

　　　　　　　　　一木　貴吉

　　　　　　　　　津嶌　美喜夫

　　　　　　　［博多保健所］

　　　　　　　　　　　組合事務

       業種

　　　　　　　　　　　菓子製造業

　　　　　　　　　　　飲食店営業

　　　　　　　　　　　飲食店営業

　　　　　　　　　　　飲食店営業

　　　　　　　　　　　豆腐製造業

　　　　　　　　　　　菓子製造業



食品衛生功労者

以上 ２ 名

以上 １ 名

以上 １ 名

以上 １ 名

以上 １ 名

以上計 6 名

公益社団法人 福岡市食品衛生協会会長表彰
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氏名

　　　　　　　［東　支所］

　　　　　　　　　藤野　久美

　　　　　　　［城南支所］

　　　　　　　　　 渡邊　脩

業種

飲食店営業

飲食店営業

飲食店営業

食肉処理業

飲食店営業

食肉販売業

　　　　　　　［博多支所］

　　　　　　　　　 前田　初美

　　　　　　　［中央支所］

　　　　　　　　　 平野　智一

　　　　　　　［南　支所］

　　　　　　　　　 今泉　健太

　　　　　　　　　青栁　ゆうこ



食品衛生優良施設

屋号 営業者名 営業所所在地 業種

［西　支所］

　中華川菜　蓮華 福本　博和 西区周船寺2-7-7 飲食店営業

　中村学園事業部２３１３０ 学校法人　中村学園 西区飯氏243-1 飲食店営業

　とんかつきのや　福岡店 株式会社　きのや 西区今宿東3-39-18 飲食店営業

以上 ３ 施設

［東　支所］

　（株）米一 株式会社　米一 東区千早2-2-41 飲食店営業

　中村学園事業部２２５８０ 学校法人　中村学園 東区西戸崎4-19-22 飲食店営業

　味処　魚広 後藤　尚子 東区箱崎1-36-35 飲食店営業

　十里秀 湯浅　秀年 東区松島2-3-16 飲食店営業

以上 ４ 施設

［博多支所］

　筑紫野
株式会社
ホライズン・ホテルズ

博多区博多駅前3-3-3　15階 飲食店営業

　銀寿司 山村　尊宣
博多区中洲2-5-10
銀ビル1階

飲食店営業

　ばんぎや菓子舗 長末　光正
博多区綱場町5-18
博多献上ﾋﾞﾙ6F　601号

菓子製造業

　ステーキの壷 髙木　寛子
博多区中洲4-3-16
ｸﾄﾞｳﾋﾞﾙ2階

飲食店営業

　珈琲館　ＪＲ博多駅店
ＪＲ九州フードサービス
株式会社

博多区博多駅中央街1-1
新幹線博多駅構内2F

飲食店営業

　うまや　キャナルシティ店
ＪＲ九州フードサービス
株式会社

博多区住吉1-2-22
ｷｬﾅﾙｼﾃｨ　4F

飲食店営業

　スナック　ＪＵＮ 片山　順子
博多区中洲4-5-9
ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ　3F

飲食店営業

以上 ７ 施設
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屋号 営業者名 営業所所在地 業種

［中央支所］

　東３F食堂 福岡競艇場食堂株式会社 中央区那の津1-7-5 飲食店営業

　中村学園事業２３３６０ 学校法人中村学園 中央区赤坂1-16-5 飲食店営業

　近松 坂西　信浩
中央区薬院2-6-19
ｸﾞﾘｰﾝﾏﾝｼｮﾝ薬院

飲食店営業

　フロマジュリー　欧グルマン 株式会社欧グルマン
中央区薬院1-12-32
ﾔｸｲﾝﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾋﾞﾙ１F

飲食店営業

　すっぽん料理　　前田 原　奉晴
中央区西中洲12-10
西中洲ﾋﾞﾙB1

飲食店営業

　レザンドール 株式会社レザンドール
中央区西中洲2-25
ｽﾃｰｼﾞ１西中洲１階

飲食店営業

　株式会社九十九島グループ　福岡工場 株式会社九十九島グループ 中央区那の津3-12-10 菓子製造業

　もつ料理　幸 有限会社幸房 中央区薬院1-12-12 飲食店営業

以上 ８ 施設

［南　支所］

　くいどうらく 山口　健治 南区野間4-1-35 飲食店営業

　つしま亭
有限会社
つしまコーポレーション

南区大橋2-15-5-2階 飲食店営業

　洋菓子メロディ 田前　孝幸 南区桧原1-15-6 菓子製造業

以上 ３ 施設

［城南支所］　　

 福岡大学第三食堂Ｆ１ 有限会社　すずらん 城南区片江5-3-18 飲食店営業

以上 １ 施設

［早良支所］

 そば処　山科 執行　孝二 早良区原5-11-11 飲食店営業

 ふくちゃんラーメン
有限会社　ふくちゃんラー
メン

早良区田隈2-24-2 飲食店営業

 オーシャン＆リゾート マリゾン
ＢＬＤ
ＷＥＤＤＩＮＧＳ株式会社

早良区百道浜2-902-1
地先

飲食店営業

 石釜いおり 深江　武雄 早良区大字石釜1868-6 飲食店営業

以上 ４ 施設

以上計 30 施設
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