
1 木付　親次 国東市 大分県議会議員

2 井上　明夫 日田市 大分県議会議員

3 河野　正治 杵築市 杵築市議会議員

4 佐田　則昭 宇佐市 宇佐市議会議員

5 菅田　敏幸 日田市 元　日田市議会議員

6 堤　康二郎 国東市 国東市議会議員

7 中村　詔治 中津市 中津市議会議員

8 野尻　哲雄 大分市 大分市議会議員

9 岩里　諫夫 日田市 元　大分県自治会連合会会長

10 宇都宮　康則 由布市 由布市自治委員

11 江藤　英俊 大分市 大分市自治委員連絡協議会南大分地区会長

12 清原　弘文 豊後高田市 豊後高田市自治委員会連合会副会長

13 左山　浩司 別府市 元　大分県自治委員会連合会理事

14 新貝　文俊 宇佐市 宇佐市自治委員

15 山中　琢磨 佐伯市 元　大分県自治委員会連合会会長

16 松原　幸一 姫島村 姫島車えび養殖業

17 冨髙　かをる 佐伯市 前　畑野浦婦人会長

18 公益財団法人　福澤旧邸保存会 中津市 史跡保存管理団体（理事長　奥塚　正典）

19 土谷　正公 別府市 大分県音楽協会　会長

20 牧　泰正 国東市 書道家

21 松尾　常己 別府市 元　映画館看板絵師

22 華道家元池坊大分支部 大分市 芸術文化団体（代表　大塚　タカ子）

23 能を楽しむ会 大分市 芸術文化団体（代表　谷村　育子）

24 東保　裕の介 臼杵市 臼杵市医師会会長

25 友岡　和久 杵築市 元　速見郡杵築市医師会会長

26 柴崎　明彦 大分市 大分県歯科医師会副会長

27 佐用　百合子 大分市 助産師

28 佐藤　英隆 別府市 大分県薬剤師会常務理事

29 日出ライオンズクラブ 日出町 献血団体（代表　工藤　健次）

30 株式会社三浦造船所 佐伯市 献血団体（代表　三浦　唯秀）

31 安東　知子 大分市 元　大分県保育士会会長

32 田中　カヨコ 大分市 社会福祉法人とんとん理事長

33 藤波　志郎 杵築市 元　大分県精神保健福祉会会長

34 安部　邦子 大分市 手話通訳者

35 廣重　やすよ 別府市 点訳奉仕者

36 平野　歌子 大分市 音訳奉仕者

37 わたげの会 別府市 市報音訳団体（代表　宮光　房子）

38 安部　一二三 豊後高田市 豊後高田市交通安全指導員

39 釘宮　一夫 別府市 別府市交通安全指導員

40 尾畠　春夫 日出町 環境美化・災害ボランティア

41 江田　喜代人 日田市 環境美化ボランティア

42 祖田　浩二 大分市 環境美化ボランティア

43 足立　高行 大分市 大分県環境審議会委員

44 杉浦　嘉雄 大分市 日本文理大学工学部教授

45 山川　忠臣 別府市 大分県こども会育成会連絡協議会事務局長

46 諌山　吉晴 日田市 大分県旅館ホテル生活衛生同業組合副理事長

47 石堂　憲次 津久見市 大分県理容業生活衛生同業組合理事長

48 三浦　節子 大分市 大分県喫茶飲食生活衛生同業組合常務理事

49 立松　洋子 大分市 別府大学短期大学部食物栄養科教授
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50 森脇　久代 竹田市 九州アルプス商工会女性部長

51 廣瀬　舜一 大分市 (株)ホームインプルーブメントひろせ取締役会長

52 大分県倫理法人会 大分市 経営者育成活動（会長　浦松　傳）

53 中川　聖二 佐伯市 佐伯市電気工事協同組合理事長

54 茅嶋　昭一 大分市 大分県建設型枠工事業協同組合理事長

55 東雲　朝則 日田市 大分県板金工業組合理事長

56 安達　由美子 竹田市 農村女性リーダー

57 農事組合法人　城村 佐伯市 農事組合法人（代表理事　川野　亀一）

58 農事組合法人　紫草の里営農組合 竹田市 農事組合法人（代表理事　田北　洋一）

59 千財　康雄 宇佐市 農業（茶）

60 辰口　善明 国東市 農業（梨）

61 西山　重郎 別府市 農業（水耕ねぎ）

62 堀　長夫 臼杵市 農業（ピーマン）

63 吉澤　郁郎 宇佐市 （有）宇佐農場　取締役会長（農業（露地みかん））

64 梶原　美行 玖珠町 （有）グリーンストック八幡　代表取締役（畜産業（肉用牛））

65 森　利博 九重町 畜産業（肉用牛）

66 堀　義隆 竹田市 白水井路土地改良区理事長

67 安心院　剛 日田市 （有）安心院製材所　元代表取締役会長（林業（製材））

68 河野　隆 玖珠町 農林業（原木生しいたけ）

69 坂本　憲治 九重町 農林業（菌床しいたけ）

70 三浦　孝光 豊後大野市 農林業（乾しいたけ）

71 岡本　生美 杵築市 農林業（苗木）

72 磯和　秀通 臼杵市 （有）磯和真珠　代表取締役（漁業（真珠養殖））

73 原田　安泰 日田市 元　大分県建設業協会副会長

74
ＮＰＯ法人大分県砂防ボランティア
協会

大分市 土砂災害防止活動ボランティア団体（理事長　池邉　理）

75 田口　隆生 臼杵市 大分県還暦軟式野球連盟会長

76 星野　忠人 大分市 元　大分県ウエイトリフティング協会副会長

77 松永　悦子 別府市 新体操クラブ指導者

78 河野　信治 大分市 大分陸上競技協会副会長

79 谷　和人 佐伯市 元　大分県交通安全協会佐伯支部監事

80 首藤　義光 大分市 大分南地区少年補導員

81 中津地区少年警察ボランティア協会 中津市 少年警察ボランティア団体（会長　日高　正義）

82 大分まちなか交番連絡協議会 大分市 自主防犯パトロール隊（会長　吉田　元）

83 安部　順二 ブラジル ブラジル大分県人会名誉総裁

84 矢野　敬崇 ブラジル ブラジル大分県人会名誉会長
国際貢献

商工労働

農林水産

土木建設

教育スポーツ

治安維持・安全


