
1 玉田　輝義 豊後大野市 県議会議員

2 新井　一徳 由布市 元　由布市議会議員

3 安 　康生 津久見市 元　津久見市議会議員

4 衞藤　正明 宇佐市 元　宇佐市議会議員

5 草野　修一 中津市 現　中津市議会議員

6 小谷　栄作 津久見市 元　津久見市議会議員

7 佐藤　辰己 豊後大野市 現　豊後大野市議会議員

8 嶋﨑　健二 日田市 元　日田市議会議員

9 髙野　博幸 大分市 現　大分市議会議員

10 藤本　勝美 玖珠町 現　玖珠町議会議員

11 髙橋　明博 宇佐市 現　宇佐市選挙管理委員会委員

12 髙橋　護 別府市 元　別府市教育委員会教育委員長

13 稲生　亨 大分市 現　大分市自治委員

14 大江　剛二郎 豊後高田市 現　豊後高田市自治委員

15 大分県ラグビーフットボール協会 大分市 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ日本大会大分開催支援団体（会長　山田　耕司）

16 小田原　武 大阪市 関西大分県人会　会長

17 成仏桜会 国東市 地域おこし団体（会長　麻生　拓之）

18 西　謙二 別府市 大分県ニュージーランド友好協会　会長

19 豊後二見ヶ浦事業実行委員会 佐伯市 地域おこし団体（会長　山矢　隆彦）

20 玖珠神楽神祇社 九重町 郷土芸能保存団体（社長　佐藤　和弘）

21 佐藤　禎一 横浜市 （公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団　理事長

22 柴田　束 大分市 ＮＰＯ法人大分県芸術文化振興会議　理事

23 永見　政子 大分市 ＮＰＯ法人大分県芸術文化振興会議　理事

24 中山　欽吾 大分市 公立大学法人大分県立芸術文化短期大学理事長兼学長

25 石川　洋二 大分市 （一社）大分県歯科技工士会　副会長

26 井上　雅公 佐伯市 （一社）大分県医師会　常任理事

27 岡野　良文 豊後大野市 （一社）豊後大野市医師会　会長

28 末 　朋 中津市 （一社）中津市医師会　会長

29 戸髙　佐枝子 大分市 助産師

30 永田　マツ子 宇佐市 元　恩賜財団母子愛育会大分県支部　理事

31 藤田　浩 別府市 元（一社）大分県歯科医師会　専務理事

32 古田　聖二 中津市 （公社）大分県薬剤師会　理事

33 三重ライオンズクラブ 豊後大野市 献血団体（代表　会長　新谷正則）

34 柳井電機工業株式会社 大分市 献血団体（代表　代表取締役社長　柳井智雄）

35 陸上自衛隊玖珠駐屯地 玖珠町 献血団体（代表　玖珠駐屯地司令　前田健一郎）

36 麻生　夕子 九重町 音訳奉仕者

37 緒方　章 由布市 手話通訳者

38 佐 　福代 大分市 手話通訳者

39 與那城　美紀子 大分市 点訳奉仕者

40 木村　義友 佐伯市 交通安全指導隊隊員

41  口　近美 日出町 交通指導員

42 脇坂　實 杵築市 交通指導員

43 安 　美治朗 大分市 大分県社交飲食業生活衛生同業組合　副理事長

44 小野　喜三郎 別府市 大分県美容業生活衛生同業組合　副理事長

45 重松　登 宇佐市 元　大分県環境整備事業協同組合　副理事長

46 髙椋　清 中津市 （公社）日本ボーイスカウト大分県連盟　副理事長

47 特定非営利活動法人水辺に遊ぶ会 中津市 環境保護団体（理事長　足利　由紀子）　

48 森口　孝行 大分市 （公財）大分県環境管理協会　理事長

49 特定非営利活動法人レスキュー・サポート九州 中津市 防災支援団体（代表理事　木ノ下　勝矢）
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50 佐 　俊治 大分市 大分県職業能力開発協会　理事

51 佐藤　二郎 由布市 大分県職業能力開発協会　理事

52 特定非営利活動法人里山保全竹活用百人会 竹田市 観光イベント運営団体（理事長　井上　隆）

53 谷川　憲一 佐伯市 日豊経済圏開発促進協議会　会長　及び　佐伯商工会議所　会頭

54 仲　浩 中津市 中津商工会議所　会頭

55 林　光男 臼杵市 野津町商工会　会長

56  瀨　貞一 大分市 大分県職業能力開発協会　理事

57 本松　建八 九重町 九重町商工会　会長

58 和田　久継 宇佐市 （一社）大分県工業連合会　理事

59 阿部　康夫 日田市 農林業（乾しいたけ）

60 農事組合法人天の川生産組合 豊後大野市 農事組合法人（代表理事組合長　森迫　三千）

61 伊藤　彌一郎 日田市 元　日田郡森林組合　代表理事組合長

62 岩田　好喜 宇佐市 大分県木材協同組合連合会　副理事長

63 浦田　學 宇佐市 畜産業（肉用牛）

64 有限会社エム・ナイン 竹田市 農産物加工販売業（代表取締役　菅　芙美子）

65 北村　昭雄 姫島村 大分県漁業協同組合姫島地区　漁業運営委員長

66 木津　一秀 豊後大野市 農業（かんしょ）

67 清田　種嗣 大分市 九州食肉原料協議会　会長

68 下川　愛子 津久見市 農山漁村女性リーダー等

69 永松　良雄 由布市 大竜井路土地改良区　理事長

70 原　眞治 竹田市 農業（トマト）

71 三浦　千秋 豊後大野市 農林業（乾しいたけ）

72 美野　力 日田市 農業（梨）

73 山上　誠二 大分市 大分県魚市場連合会　会長

74 和田　善治 豊後大野市 農業（スイートピー）

75 石井　鏡成 大分市 （公社）大分県建築士会　副会長

76 藤田　三吉 大分市 （一社）大分県建設業協会　副会長

77 牛島　尚子 大分市 大分市小野鶴新町生活学校　会長

78 佐藤　彰倫 大分市 大分県フェンシング協会　理事長

79 中田　重光 宇佐市 大分県交通安全協会宇佐支部　副支部長

80 新田　京子 日田市 日田地区少年補導員

81 別保ヤングサポートパトロール隊 大分市 自主防犯活動ボランティア団体（代表　角谷　幹男）

82 牧　保 別府市 別府地区二輪車普及安全協会　会長
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