
報道解禁日設定につき幹事社協議済み

報道機関 各位

令和３年(2021年）１０月２６日（火）１６時００分 配付

項 目 令和３年秋の叙勲・褒賞受章者名簿について

配付資料 ・令和３年秋の叙勲受賞者統計表（北海道関係分）

・令和３年秋の褒賞受賞者統計表（北海道関係分）

春秋叙勲については、その発令者が多数にのぼること、また、報道機関により報道さ

内容及び れることにより顕彰としての実が得られること等の観点から、日本新聞協会の協定の下

報道に当 に、閣議決定・上奏・裁可を経た後、事前に内閣記者会においてアドバンス発表を行い、

たっての 報道の便を図っています。

お願い
１ 報道の取扱いについて

（１）報道解禁日及び発令日

叙勲受賞者 褒賞受賞者

報 道 令和３年１１月３日（水） 令和３年１１月２日（火）

解禁日 新 聞：朝 刊 新 聞：朝 刊

ﾗｼﾞｵ・ﾃﾚﾋﾞ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：午前５時 ﾗｼﾞｵ・ﾃﾚﾋﾞ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：午前５時

発令日 令和３年１１月３日（水）（予定）

（２）受章者数

叙勲受章者 褒賞受賞者

道内受章者 ２０１ 名 ２７ 名

管内受章者 １２ 名 ４ 名

旭日双光章 ３ 名 黄綬褒章 １ 名

内 訳 瑞宝中綬章 １ 名 藍綬褒章 ３ 名

瑞宝双光章 ６ 名

瑞宝単光章 ２ 名

２ その他

（１）受章者名簿はオホーツク総合振興局総務課にて管理しております。

名簿が必要な方におかれましては、FAX等によりお送りいたしますので、

オホーツク総合振興局総務課までお申し出ください。

（叙勲受賞者名簿 １９ 枚、褒賞受賞者名簿 ４ 枚、計 ２３ 枚）

（担当：伊能、山口 0152-41-0601）

（２）アドバンス発表日から解禁日までの間は、叙勲・褒賞受章者について、人名に触

れる報道は行わないでください。また、個人情報の取扱いに十分留意してください。

（３）発令日までに受章候補者の死亡等により異動が生じることがあることをご承知

おきください。

（４）北海道知事上申分以外の受章者につきましては、北海道が上申機関ではないた

め、お問い合わせにお答えすることはできませんのでご了承願います。

連絡先 オホーツク総合振興局総務課

総務課長 井川 浩樹

TEL0152-41-0601 FAX0152-45-0336

総務部人事局人事課服務グループ

TEL011-204-5027 FAX011-221-6399



１　勲等別受章者数
　　※道内居住者は全国に対する内数　（　　）内は女性受章者数で内数

桐花大綬章

旭日章 2 2

瑞宝章 1 3

旭日章 9 10

瑞宝章 32 35 (1)

旭日章 2 48 4 41 (1)

瑞宝章 9 312 (4) 11 322 (7)

旭日章 9 (1) 159 (8) 8 211 (5)

瑞宝章 28 680 (11) 32 (2) 649 (16)

旭日章 21 519 (28) 33 (1) 537 (38)

瑞宝章 59 (4) 995 (136) 48 (6) 1,045 (135)

旭日章 4 186 (6) 11 188 (10)

瑞宝章 69 (5) 1,095 (208) 66 (4) 1,093 (215)

桐花大綬章

旭日章 36 (1) 923 (42) 56 (1) 989 (54)

瑞宝章 165 (9) 3,115 (359) 157 (12) 3,147 (374)

銀杯

木杯

201 (10) 4,038 (401) 213 (13) 4,136 (428)

２　年齢別受章者数（道内居住者分） 単位：人

※（　　）内は女性受章者数で内数

1 (1)

9 (4) 5 (2)

21 (1) 12

95 (4) 101 (6)

32 56 (3)

44 (1) 38 (1)

201 (10) 213 (13)

令和３年秋の叙勲統計表

令和３年（2021年）１０月２６日現在　

単位：人

区分 令和３年秋 令和３年春

勲等種別 道内居住者 全国 道内居住者 全国

大綬章

重光章

中綬章

小綬章

双光章

単光章

計

賜杯

合計

年齢 令和３年秋 令和３年春

55～59歳

合計

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳 　　　総務部人事局人事課服務制度係
　　　　 電話　０１１－２０４－５０２７（直通）
　　　　 内線　２２－１５６80歳以上



１　受章者数 全　国 830 ２　年齢別受章者数

北海道 27

紅綬褒章 0 (0) 0 (0) ２０～５４歳 0 (0)

緑綬褒章 1 (0) 0 (0) ５５～５９歳 0 (0)

黄綬褒章 11 (0) 3 (0) ６０～６４歳 4 (0)

紫綬褒章 0 (0) 0 (0) ６５～６９歳 7 (0)

藍綬褒章 15 (7) 3 (0) ７０～７４歳 8 (3)

計 27 (7) 6 (0) ７５～７９歳 7 (4)

８０歳以上 0 (0)

 （　）内は女性の受章者数で内数 団     体

計 27 (7)

【参　考】
褒章の種別

種　　別

紅綬褒章 自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した者

緑綬褒章

黄綬褒章 業務に精励し衆民の模範である者 

紫綬褒章 学術、芸術上の発明、改良、創作に関して事績の著しい者

藍綬褒章 公益の利益を興した者又は公同の事務に尽力した者

褒状

表彰されるべき者が団体である場合には褒状を授与する。

飾版

再度以上同種の褒章を授与すべき場合は、褒章に代え飾版を授与する。 

令和３年秋の褒章受章者統計表（北海道関係分）

北 海 道区　　分 年　　齢

自ら進んで社会に奉仕する活動に従事し徳行顕著である者

受章者数
うち知事上申分

1

授与対象

令和３年（2021年）１０月２６日現在　


