
令和４年度 農事功績表彰者一覧 

 農事功労者 紫白綬有功章 
   亀井 輝忠  (73歳)  花苗・野菜苗作複合経営（法人） 

 農事功労者 緑白綬有功章 
〔農産部門〕 
   吉村 俊子  （65歳)  水稲専作経営 

 飯塚 久雄   (73歳)  水稲専作経営 
   佐々木 均   (69歳) 水稲・大豆作・農産加工経営（法人） 

佐々木千賀子 （69歳） 〃 
   判田 勝補   (75歳)  水稲専作経営 
   福田 絹江 (66歳)  水稲専作経営 
   櫻井 賢七   (64歳)  水稲専作経営 
   小川 勝範   (78歳)  水稲・小麦作経営（法人） 
   伊藤 良子   (64歳)  水稲・麦作経営 
   岸本 一朗   (65歳)  水稲・大豆作経営 
 大田 完治      (72歳)  水稲・麦作経営 

〔特産部門〕 
   赤堀 有彦   (70歳)  茶業経営 
   上嶋 伯協  （66歳） 茶業経営（個人・法人） 
〔野菜部門〕 
   宮川 正和  （60歳） 施設・露地野菜作経営（法人） 

宮川 清子   (58歳)     〃 
   水谷 一江     (57歳)  施設イチゴ専作経営 
   中筋 博行   (74歳)  施設野菜作（ナス・キュウリ）経営 
   那須 敬策   (74歳) イチゴ専作経営
   山下 和久    (67歳) チンゲンサイ専作経営

山下 由美   (65歳) 〃 
   松尾 正人   (67歳)  施設ナス専作経営 
   川上 博昭   (73歳)  施設野菜（アスパラガス・メロン）作経営 
   羽田野元行    (72歳)  施設ピーマン専作経営 
   瑞慶覧朝勇    (75歳)  施設・露地野菜作経営 
〔果樹部門〕 
 笹原 恭治    (80歳) オウトウ専作経営
 鶴田 和恵    (66歳) カキ・ウメ作経営
 山下 繁一    (70歳） ウメ専作経営 
 島津 宏   (68歳) リンゴ専作経営

   福家 茂   (72歳) カンキツ専作経営（法人）
   松本 喜作 （72歳） カンキツ専作経営（個人・法人） 

松本 秀子   (68歳)     〃 

三重県津市 

北海道美唄市 
青森県青森市 
宮城県仙台市 

〃 
秋田県大仙市 
栃木県日光市 
新潟県新発田市 
岐阜県瑞穂市 
三重県東員町 
兵庫県丹波篠山市 
福岡県行橋市 

静岡県牧之原市 
京都府和束町 

秋田県大潟村 
〃 

愛知県豊橋市 
大阪府富田林市 
岡山県岡山市 
徳島県阿南市 

〃 
佐賀県小城市 
長崎県松浦市 
大分県豊後大野市 
沖縄県北中城村 

山形県村山市 
奈良県五條市 
和歌山県田辺市 
広島県庄原市 
香川県高松市 
熊本県芦北町 

〃 
〔花き部門〕 
   山下 德弥   (65歳)  花壇苗・鉢物作経営 

 山下 笑子  (64歳)  〃 
   並木 一重   (70歳)  花壇苗・花き作経営 
〔畜産部門〕 
   平谷 東英   (64歳)  養豚一貫経営（法人） 
   平谷 洋子   (60歳)  〃 
   木目澤次男    (71歳)  酪農経営 

 木目澤久實子  (64歳）    〃 
   八木澤寛夫    (72歳)  肉用牛繁殖経営 
   金子 憲永   (72歳)  養豚一貫・食肉加工販売経営 

 猪股 重教  (76歳)  肉用牛一貫経営 
 渡辺 孝治  (73歳)  肉用牛肥育経営（個人・法人） 
 三船 正良  (76歳)  養豚一貫経営 

埼玉県川越市 
〃 

東京都足立区 

岩手県野田村 
〃 

福島県泉崎村 
  〃 

栃木県矢板市 
神奈川県藤沢市 
山梨県韮崎市 
新潟県上越市 
愛媛県新居浜市 



〔複合部門〕 
   木村 秀喜   (68歳)  水稲・ネギ作複合経営 
   髙橋 信   (69歳)  水稲・果樹作複合経営 

 高橋 美喜子   (66歳）    〃 
   齋藤 一志   (65歳)  水稲作・畜産複合経営（法人） 
   廣瀬 幸雄   (73歳)  水稲作・造園複合経営 
   三枝 博行  (74歳)  花き・タラノメ作複合経営 
   大平 正博  (74歳)  水稲・大麦・大豆・野菜作複合経営 
   前田 忠男   (67歳)  野菜・果樹作複合経営（法人） 
   山嵜 繁信   (73歳)  野菜苗・花苗作・しめ縄複合経営（法人） 
   山嵜 美枝子  (71歳)   〃 
   寺井 治一   (80歳)  水稲・野菜作複合経営 
   深水 吉人   (72歳)  水稲･麦･施設トマト作･農家民宿複合経営(個人･法人) 
   深水 良子    (71歳)  〃 

 木下 行春  (66歳)  肉用牛繁殖・水稲作複合経営 
 瀬戸口三郎  (70歳) カンショ・露地野菜作複合経営

〔国外〕 
   続木 宗秋  (78歳)  樹木剪定（法人） 
   大渡 浩平   (66歳)  造園設計施工（法人） 

農業改良普及功労者 緑白綬有功章 
   庄子 みつ子   (73歳) 
   百瀬 清昭   (70歳) 
   村田 恒徳  (71歳) 
   西田 昭義   (72歳) 

農業技術開発功労者 緑白綬有功章・名誉賞状 
   柳沢 朗  (64歳)  緑白綬有功章 
   株式会社 明治    名誉賞状（グループ） 

本会功労者 紫白綬有功章・紅白綬有功章 
   三輪 睿太郎   (79歳)  紫白綬有功章 
   古在 豊樹   (79歳)  紅白綬有功章 
   髙野 克己   (69歳)  紅白綬有功章 

北海道厚沢部町 
岩手県紫波町 

〃 
山形県鶴岡市 
茨城県筑西市 
群馬県東吾妻町 
富山県富山市 
石川県穴水町 
福井県越前町 

〃 
滋賀県高島市 
熊本県多良木町 

〃 
宮崎県三股町 
鹿児島県曽於市 

Fountain Valley, CA 
Valley Center, CA 

宮城県仙台市 
山形県鶴岡市 
茨城県水戸市 
佐賀県嬉野市 

北海道帯広市 
東京都中央区 

東京都府中市 
千葉県柏市 
東京都杉並区 


