
平成 22 年度農事功績表彰者一覧 
農事功績表彰者 

受  章 部   門 氏   名 年齢 専門部門 地   区 

紫白綬有功章  釜井 敏男 73 野菜部門 栃木県宇都宮市 

緑白綬有功章 農産・特産部門 栗﨑 克之 76 茶専作経営 静岡県浜松市 

  辻本喜代志 74 茶専作経営 滋賀県甲賀市 

  
太田 良治 73 稲専作経営（法人） 新潟県見附市 

  前山千香男 72 さつまいも作経営 鹿児島県南九州市 

  
中屋 作一 71 稲作経営（法人） 富山県滑川市 

  木野 正男 66 茶専作経営 京都府相楽郡南山城村 

  
黒崎 宣芳 63 稲・麦作経営 栃木県芳賀郡芳賀町 

  関   隆 59 稲作経営 新潟県魚沼市 

  
越後 政博 54 葉たばこ専作経営 青森県三戸郡三戸町 

 
複合部門 藤井 恒治 84 いちじく・トマト作複合経営 大阪府羽曳野市 

  松谷 喜一 79 野菜・稲作複合経営 福島県郡山市 

  
水津 満潮 75 稲・野菜・果樹作複合経営 山口県萩市 

  森迫 三千 70 野菜・稲作複合経営（法人） 大分県豊後大野市 

  
合田 政光 70 肥育牛・野菜作複合経営 香川県観音寺市 

  中川 信行 67 りんご・ぶどう・稲作複合経営 山形県東置賜郡高畠町 

  
藤木 勝也  65 肉用牛・畑作複合経営（法人） 熊本県上益城郡嘉島町 

  福原 寿枝 64 稲作・農産加工複合経営 宮城県大崎市 

  
大長  豊 64 稲・野菜作・農産加工複合経営 兵庫県赤穂郡上郡町 

  福田  誠・精 子 64/61 野菜・花き・マンゴー作複合経営 宮崎県宮崎市 

  
市丸 房光 63 稲・麦・いちご作複合経営（法人） 佐賀県唐津市 

  長谷川久夫 62 米・野菜等直売所経営（法人） 茨城県つくば市 

  
津藤 次雄 61 花き・畜産・稲作複合経営 山形県最上郡鮭川村 

  斎藤 一栄・美代子 60/60 ミニトマト・そば・山菜複合経営 島根県鹿足郡吉賀町 

  
安保 武治 56 いちご・稲作複合経営 三重県松阪市 

 野菜部門 高野 幸之 72 いちご専作経営 埼玉県久喜市 

  大久保賢一 71 いちご専作経営 徳島県吉野川市 

  藤原 孝康 66 トマト専作経営 愛知県豊川市 

  窪田 京子 64 野菜作経営 奈良県高市郡明日香村 

  菅谷アサ子 64 トマト専作経営 栃木県大田原市 

  本多 敏光 62 野菜作経営 長崎県島原市 

  三浦 正美 55 野菜作経営 岩手県岩手郡岩手町 

 果樹部門 平野 亮一 74 果樹作経営 秋田県鹿角市 

  
森元  治 66 果樹作経営 北海道余市郡余市町 

  永野 正氣 63 みかん専作経営 福岡県みやま市 

  
坂田 順子 62 かんきつ専作経営 和歌山県日高郡日高川町 

 
花き部門 名古屋重雄 72 枝物専作経営 神奈川県川崎市 

  梨元 清希 70 花き作経営 長野県飯山市 

  
神里  護 68 花き作経営 沖縄県島尻郡八重瀬町 

  内田  傳 63 洋らん専作経営（法人） 山梨県中央市 

 畜産部門 中里  茂・浩 子 74/69 酪農経営 東京都立川市 

  富田  肇 70 酪農経営（法人） 愛媛県今治市 

  秋里 廣志 68 酪農経営（法人） 北海道阿寒郡鶴居村 

  早野 尋司 66 酪農・和牛繁殖経営 岐阜県大垣市 

  茂木 利子 57 酪農・和牛繁殖経営 群馬県太田市 

  藤原 誠太 53 養蜂経営（法人） 岩手県盛岡市 

 国  外 柴  誠二 81 盆栽業 北米・北加支会 

  
𣘺本陽太郎 66 植木栽培 北米・南加支会 

  弓削 スティブン 学 81 植木園経営 北米・南加支会 

 農業改良普及 北野  弘 81 農業改良普及事業に貢献 石川県金沢市 

  
井出 万仁 74 農業改良普及事業に貢献 長野県塩尻市 

  原口 春盛 71 農業改良普及事業に貢献 宮崎県宮崎市 

  
遠藤 文則 68 農業改良普及事業に貢献 新潟県長岡市 

 農業技術開発 佐々木武彦 74 水稲耐冷性の育種の研究 宮城県仙台市 

  兒玉 龍二 47 鶏肉二次解体の技術開発 長野県佐久郡軽井沢町 

名 誉 賞 状 農業技術開発 代表 星 宏良 59 家畜体外受精卵生産用無血清栽培の研究開発 山形県山形市 

紫白綬有功章 本会功労者 石原  邦 77 業務活動推進に貢献 東京都世田谷区 

  畑中 孝晴 76 業務活動推進に貢献 東京都小金井市 

紅白綬有功章 本会功労者 小林  仁 73 業務活動推進に貢献 茨城県つくば市 

 
（国 内） 小泉 浩郎 72 業務活動推進に貢献 茨城県笠間市 

  高山 隆子 70 業務活動推進に貢献 東京都杉並区 

  
西尾 道徳 68 業務活動推進に貢献 茨城県つくば市 

  天野  卓 67 業務活動推進に貢献 神奈川県横浜市 

 
（国 外） 松本 弘司 95 業務活動推進に貢献 北米・南加支会 


