
桐花大綬章受章者一覧（戦後）
令和4年5月現在

受章年月日 氏名 官職名

1 昭和21年2月8日 南　弘 枢密顧問官

2 昭和21年6月4日 松井　慶四郎 枢密顧問官

3 昭和21年10月6日 窪田　静太郎 枢密顧問官

4 昭和32年1月26日 重光　葵 衆議院議員

5 昭和34年6月18日 芦田　均 衆議院議員（元　内閣総理大臣）

6 昭和35年4月5日 林　譲治 衆議院議員（元　議長）

7 昭和35年7月21日 河井　弥八 （元　参議院議長）

8 昭和36年11月21日 豊田　貞次郎 （元　外務大臣等、日本製鉄㈱社長）

9 昭和37年10月18日 松野　鶴平 参議院議員（元　議長）

10 昭和39年5月8日 野村　吉三郎 参議院議員（元　枢密顧問官）

11 昭和39年5月29日 大野　伴睦 衆議院議員（元　議長）

12 昭和40年1月5日 芳澤　謙吉 （元　枢密顧問官、貴族院議員）

13 昭和40年7月 8日 河野　一郎 衆議院議員

14 昭和40年10月10日 岡崎　勝男 （元　衆議院議員、外務大臣、国連大使）

15 昭和42春 岸　信介 （元　内閣総理大臣）      （昭62. 菊花）

16 昭和42年6月27日 清瀬　一郎 （元　衆議院議長）

17 昭和44年10月9日 正力　松太郎 （元　読売新聞社社長・会長、衆議院議員）

18 昭和45春 田中　耕太郎 （元　最高裁判所長官）  　（昭49. 菊花）

19 昭和45年11月9日 川島　正次郎 衆議院議員

20 昭和46年8月21日 松村　謙三 （元　衆議院議員）

21 昭和46年12月18日 佐藤　尚武 （元　参議院議長）

22 昭和48年4月25日 石橋　湛山 （元　内閣総理大臣）

23 昭和48春 船田　中 衆議院議員（元　議長）

24 昭和48春 重宗　雄三 参議院議員（元　議長）

25 昭和48年8月18日 益谷　秀次 （元　衆議院議長）

26 昭和48年11月23日 愛知　揆一 衆議院議員

27 昭和49年9月11日 佐藤　逹夫 人事院総裁

28 昭和50年3月6日 石坂　泰三 （元　(社)経済団体連合会会長）

29 昭和51年2月13日 大濱　信泉 （元　早稲田大学総長）

30 昭和52春 横田　喜三郎 （元　最高裁判所長官）

31 昭和52秋 河野　謙三 参議院議員（元　議長）

32 昭和53年5月30日 片山　哲 （元　内閣総理大臣）

33 昭和53年8月1日 植村　甲午郎 （元　(社)経済団体連合会会長）

34 昭和54年3月4日 保利　茂 衆議院議員（元　議長）

35 昭和54年9月30日 椎名　悦三郎 （元　衆議院議員）

36 昭和55年1月3日 星島　二郎 （元　衆議院議長）

37 昭和55年4月9日 中山　伊知郎 （元　中央労働委員会会長）

38 昭和56年7月23日 前尾　繁三郎 （元　衆議院議長）

39 昭和56年9月20日 石井　光次郎 （元　衆議院議長）

40 昭和56秋 安井　謙 参議院議員（元　議長）

41 昭和57秋 灘尾　弘吉 衆議院議員（元　議長）

42 昭和58年5月26日 東　龍太郎 （元　東京都知事、日本赤十字社社長）

43 昭和58秋 中村　梅吉 （元　衆議院議長）

44 昭和59年5月4日 永野　重雄 （日本商工会議所会頭）

45 昭和59秋 福田　一 衆議院議員（元　議長）

46 昭和59年12月31日 牛場　信彦 （元　国務大臣、駐米大使）

47 昭和60年2月25日 藤山　愛一郎 （元　衆議院議員）

48 昭和61春 福永　健司 （元　衆議院議長）

49 昭和61秋 土光　敏夫 （元　(社)経済団体連合会会長）

50 昭和61秋 坂田　道太 （元　衆議院議長）

51 昭和62春 松下　幸之助 （元　松下電器産業㈱社長・会長）

52 昭和62年9月15日 西村　英一 （元　衆議院議員）

53 昭和62年10月9日 稲山　嘉寛 （元　(社）経済団体連合会会長）



受章年月日 氏名 官職名

54 平成元秋 徳永　正利 （元　参議院議長）

55 平成3年5月15日 安倍　晋太郎 衆議院議員

56 平成5秋 櫻内　義雄 衆議院議員（元　議長）

57 平成5秋 矢口　洪一 （元　最高裁判所長官）

58 平成6春 宇野　宗佑 衆議院議員（元　内閣総理大臣）

59 平成6秋 田村　元 衆議院議員（元　議長）

60 平成7年9月15日 渡辺　美智雄 衆議院議員

61 平成8春 原　健三郎 衆議院議員（元　議長）

62 平成8秋 原　文兵衛 （元　参議院議長）

63 平成9年12月19日 井深　大 （元　ソニー㈱会長）

64 平成10春 草場　良八 （元　最高裁判所長官）

65 平成11春 土屋　義彦 （元　参議院議長）

66 平成12年2月3日 二階堂　進 （元  衆議院議員）

67 平成13春 伊藤　宗一郎 衆議院議員（元　議長）

68 平成14年4月22日 斎藤　英四郎 （元　(社)経済団体連合会会長）

69 平成17春 山口　繁 （元　最高裁判所長官）

70 平成18春 村山　富市 （元　内閣総理大臣）

71 平成18秋 平岩　外四 （元　(社)経済団体連合会会長）

72 平成19秋 豊田　章一郎 （元　(社)経済団体連合会会長）

73 平成19秋 町田　顯 （元　最高裁判所長官）

74 平成20春 倉田　寛之 （元　参議院議長）

75 平成20年6月22日 井上　裕 （元　参議院議長）

76 平成22春 島田　仁郎 （元　最高裁判所長官）

77 平成22春 綿貫　民輔 （元　衆議院議長）

78 平成22秋 林　寛子 （元　参議院議長）

79 平成23春 海部　俊樹 （元　内閣総理大臣）

80 平成23秋 河野　洋平 （元　衆議院議長）

81 平成23年11月5日 西岡　武夫 参議院議長

82 平成25春 羽田　孜 （元　内閣総理大臣）

83 平成27年6月1日 町村　信孝 衆議院議員（元　議長）

84 平成27秋 竹﨑　博允 （元　最高裁判所長官）

85 平成28秋 江田　五月 （元　参議院議長）

86 平成29春 森　喜朗 （元　内閣総理大臣）

87 平成30年秋 今井　敬 （元　新日本製鐵㈱社長、同会長）

88 平成30年秋 齋藤　十朗 （元　参議院議長）

89 令和元年春 寺田　逸郎 （元　最高裁判所長官）

90 令和元年秋 伊達　忠一 （元　参議院議長）

91 令和4年春 伊吹　文明 （元　衆議院議長）

参考　外国人受章者（平成20年～）

受章年月日 氏名 官職名

1 平成20年春 ﾊﾜｰﾄﾞ・ﾍﾝﾘｰ・ﾍﾞｰｶｰ・ｼﾞｭﾆｱ

元　駐日アメリカ大使
元　米国連邦上院議員
元　上院院内総務
元　レーガン大統領首席補佐官

2 平成20年秋 ｳｫﾙﾀｰ・ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ・ﾓﾝﾃﾞｰﾙ
元　駐日米国大使
元　米副大統領
元　連邦上院議員

3 平成23年春 ﾀﾞﾆｴﾙ・ｹﾝ・ｲﾉｳｴ
現　アメリカ合衆国連邦議会上院仮議長
現　アメリカ合衆国連邦議会上院歳出委員長
現　アメリカ合衆国連邦議会上院議員

4 平成26年秋 ﾏﾝﾓﾊﾝ･ｼﾝ
元　首相
元　財務大臣
現　上院議員

5 平成27年3月23日 ﾘｰ・ｸｧﾝﾕｰ 元　シンガポール共和国首相

6 平成30年秋 ﾏﾊﾃｨｰﾙ･ﾋﾞﾝ･ﾓﾊﾏｯﾄﾞ
元　第４代首相
現　第７代首相
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