
農事功績表彰者
部門 氏名 年齢 専門部門 地区

名誉賞状 石原　隆三 80 果樹部門 熊本県宇城市
野瀬　芳松 81 畜産部門 奈良県御所市
中曽根尚次郎 79 花き部門 長野県千曲市
片岡　継雄 70 農産･特産部門 高知県高岡郡越知町
関屋　武士 68 野菜部門 千葉県長生郡長柄町
橋本　佐太郎 69 稲作経営（法人） 福井県三方上中郡若狭町
西條　春一 65 稲作経営（法人） 新潟県上越市
髙本　彰一 64 稲・黒大豆作経営（法人） 兵庫県浅来市
澤井　勝巳 78 養豚・野菜・稲作複合経営 東京都八王子市
前田　正人 70 野菜・稲・肉用牛複合経営 広島県庄原市
工藤　嘉夫 67 酪農・稲作複合経営 岩手県八幡平市
畠　武治 67 温州みかん・野菜作複合経営 大阪府貝塚市
中島　昭夫 64 稲・麦・大豆・野菜作複合経営 滋賀県草津市
工藤　征悦 64 トマト・稲作複合経営 秋田県角角市
石塚　虎雄 63 野菜・果樹・稲作複合経営 山形県長井市
上山　勝志 63 野菜・花き作複合経営 岩手県九戸郡軽米町
大東　輝行 62 稲・野菜・果樹作複合経営 大分県豊後高田市
髙橋　實 61 稲・野菜作複合経営 宮城県石巻市
池津　宏 60 稲・野菜・肉用牛複合経営 新潟県長岡市
今井　哲夫 60 稲・野菜作複合経営 福島県安達郡大玉村
宇治川　利夫 56 花き・稲作複合経営 群馬県邑楽郡板倉町
大籏　桂一 73 野菜作経営 埼玉県秩父郡小鹿野町
杉田　節子 68 野菜作経営 奈良県天理市
森瀬　宏 67 野菜作経営 岐阜県岐阜市
川﨑　修一 66 野菜作経営 福岡県北九州市
宮下　壽一 66 野菜作経営 北海道北斗市
中本　正義 66 野菜作経営 長崎県諫早市
久保田　義春 65 ピーマン専作経営 鹿児島県肝属郡東串良町
柳本　久雄 64 野菜作経営 京都府京都市
村田　博 79 果樹作経営 神奈川県横浜市
原川　博美 73 なし専作経営 山口県美弥郡秋芳町
千野　正雄 72 果樹作経営 長野県長野市
仲俣　芳昭 71 りんご専作経営 富山県魚津市
濵砂　修照 70
濵砂　峯子 67
矢野　クニ子 69 かんきつ専作経営 愛媛県八幡浜市
西口　健 65 果樹作経営 和歌山県田辺市
奥　徹郎 60 果樹作経営 島根県出雲市
古川　保 60 かんきつ専作経営 佐賀県唐津市
御子貝　荒江 60 果樹作経営 栃木県宇都宮市
湯浅　竹夫 81 花き作経営 徳島県那賀郡那賀町
鈴木　敏郎 69 きく専作経営 静岡県浜松市
宮里　政常 68 きく専作経営 沖縄県国頭郡今帰仁村
公家　源一 66 花き作経営（法人） 茨城県土浦市
加藤　勉 65 洋らん鉢物専作経営 香川県高松市
香川　峰男 80 肉用牛繁殖肥育一貫経営 石川県鳳珠郡穴水町
向山　高 80 肉用牛肥育経営 山梨県韮崎市
中上　昭喜 78 酪農経営 千葉県四街道市
岩本　忠可 66 酪農経営 岡山県赤磐市
森脇　道成 65 酪農経営 北海道紋別市
柘植　學 63 酪農経営 愛知県豊田市
中林　正悦 59 肉用牛繁殖肥育一貫経営（法人） 三重県伊賀市
木立　純一 59 酪農経営 青森県東津軽郡平内町
櫻井　清登 57 乳肉複合経営（法人） 熊本県合志市

農事功労者 八木ﾁｬｰﾙｽﾞ春男 72 農園経営 北米（北加支会）
(緑白綬有功章 国外） 石橋ﾐﾉﾙｽﾃｲﾌﾞ 56 農園経営 北米（北加支会）
農業改良普及功労者 有明　暢 81 農業改良普及事業に貢献 秋田県秋田市
（緑白綬有功章） 山崎　秀信 79 農業改良普及事業に貢献 富山県南砺市

田中　道宣 79 農業改良普及事業に貢献 鳥取県鳥取市
今村　純子 71 農業改良普及事業に貢献 静岡県磐田市

農産園芸団体農事功労者
（紅白綬有功章）
本会功労者 遠藤　寛二 88 業務活動推進に貢献 東京都杉並区
（紫紅綬名誉章） 金澤　夏樹 86 業務活動推進に貢献 東京都杉並区
本会功労者 中川　昭一郎 79 業務活動推進に貢献 東京都世田谷区
（紫白綬有功章） 品田　正道 78 業務活動推進に貢献 神奈川県横浜市

松田　藤四郎 75 業務活動推進に貢献 神奈川県横浜市
本会功労者
（紫白綬有功章　国外）
本会功労者 岸　康彦 70 業務活動推進に貢献 千葉県柏市
（紅白綬有功章） 石井　龍一 67 業務活動推進に貢献 東京都世田谷区

八木　宏典 63 業務活動推進に貢献 群馬県安中市
進士　五十八 63 業務活動推進に貢献 神奈川県大和市

ゆず生産加工経営

平成19年度

緑白綬有功章

農産･特産部門

複合部門

野菜部門

宮崎県西都市

紫白綬有功章

果樹部門

花き部門

畜産部門

栃木県鹿沼市農業改良の奨励に貢献79湯澤　隆夫

野崎　住吉 80 業務活動推進に貢献（支会） 北米（南加支会）


