
功　労 No 氏　　　名 市町村 主要経歴

1 猿渡　久子 別府市 大分県議会議員

2 嶋　幸一 別府市 大分県議会議員

3 原田　孝司 別府市 大分県議会議員

4 大隈　尚人 宇佐市 宇佐市議会議員

5 加藤　正義 竹田市 竹田市議会議員

6 坂梨　宏之進 竹田市 竹田市議会議員

7 佐藤　隆信 日出町 元　日出町議会議員

8 野田　忠治 国東市 国東市議会議員

9 藤野　英司 中津市 中津市議会議員

10 古江　信一 中津市 中津市議会議員

11 山本　一成 別府市 別府市議会議員

12 安部　敏朗 日田市 元　日田市選挙管理委員会委員長

13 岡村　邦彦 大分市 元　大分県公益認定等審査会会長

14 田口　彰蔵 佐伯市 元　佐伯市固定資産評価審査委員会委員長

15 田北　裕之 大分市 元　大分県労働委員会委員 

16 松田　順子 宇佐市 元　大分県教育委員会教育委員長

17 河野　光男 大分市 元　大分市自治委員大分中央地区会長

18 成松　親善 津久見市 津久見市区長会会長

地域振興 19 藤原　喜三郎 豊後高田市 元　豊後高田市文化協会会長

国際交流 20 外国人 Life Support 大分市 国際交流団体（代表　松下清高）

21 加藤　公康 大分市 元　大分交響楽団常任指揮者

22 久恒　啓子 中津市 歌人

23 宮﨑　喜惠 大分市 日本画家

24 安東　鉄男 臼杵市 大分県柔道整復師会副会長

25 伊東　毅 別府市 大分県歯科医師常務理事

26 河野　幸治 別府市 元　別府市医師会会長

27 河野　礼治 別府市 元　大分県理学療法士協会会長

28 膳所　和彦 日田市 日田市医師会会長

29 土居　孝信 中津市 大分県私立幼稚園連合会会長

30 友成　朗 別府市 大分県薬剤師会副会長

31 二ノ宮　康彰 別府市 元　大分県歯科技工士会副会長

32 渕野　二三世 大分市 学校法人理事長

33
株式会社エフ・ジェイエンターテインメン
トワークス　パークプレイス大分事業部 大分市 献血団体（代表　支店長兼支配人　八坂　武司）

34
株式会社トキハインダストリー
あけのアクロスタウン 大分市 献血団体（代表　店長　小川内 貴）

35 別府いでゆライオンズクラブ 別府市 献血団体（代表　会長　江藤　毅）

36 尾分　ひとみ 大分市 音訳奉仕者

37 木原　ケイ子 津久見市 手話通訳者

38 古手川　幸美 津久見市 元　津久見市地域女性団体連合会会長

39 染矢　敏巳 佐伯市 環境美化ボランティア

40 山中　利夫 大分市 交通指導員

41 蕨野　タミ子 中津市 交通指導員
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42 アサギマダラを守る会 姫島村 環境保護団体（会長　大海重好）

43 小手川　和彦 津久見市 大分県子ども会育成会連絡協議会会長

44 長洲アーバンデザイン会議 宇佐市 まちづくり・環境活動団体(議長　長浦善德)

45 西森　せい子 臼杵市 大分県飲食業生活衛生同業組合理事

46 牧野　直樹 大分市 大分県環境審議会委員

47 三隅　勝祥 日田市 大分県鮨商生活衛生同業組合副理事長

48 池邉　正廣 大分市 大分県中小企業団体中央会常任理事

49 衞藤　俊文 竹田市 元　荻町商工会会長

50 甲斐　孝義 佐伯市 元　宇目町商工会副会長

51 加茂　紀代子 津久見市 企業経営者

52 瀬戸　亨一郎 日田市 日田商工会議所副会頭

53 髙倉　セツ子 由布市 由布市商工会女性部長

54 多田　茂 佐伯市 佐伯市あまべ商工会会長

55 三重野　修二 国東市 大分県職業能力開発協会理事

56 山城　繁樹 佐伯市 大分県工業連合会理事

57 渡邉　規生 臼杵市 臼杵商工会議所副会頭

58 麻生　光生 豊後大野市 農林業（乾しいたけ）

59 農事組合法人　芦刈農産 豊後大野市 農事組合法人（代表理事組合長　芦刈義臣）

60 大塚　雅彦 由布市 農業（梨）

61 小形　雅彦 杵築市 農業（ハウスみかん）

62 河野　英實 玖珠町 農林業（生しいたけ）

63 清末　健一 国東市 大分県酪農業協同組合代表理事組合長

64 工藤　厚憲 竹田市 大分県養豚協会会長

65 桑原　政子 佐伯市 農山漁村女性リーダー

66 小山　一善 日田市 須ノ原土地改良区理事長

67 佐藤　泉 九重町 製材業（製材所経営）

68 塩月　吉伸 佐伯市 農業（キク）

69 髙橋　文子 佐伯市 農山漁村女性リーダー

70 中島　哲男 日田市 農業（すいか、白菜）

71 二宮　伊作 大分市 元　大分県農業協同組合中央会会長

72 山尾　良行 津久見市 漁業（まき網）

73 伊本　憲清 大分市 元　（一社）大分県宅地建物取引業協会会長

74 藤原　秀樹 日田市 元　（公社）大分県建築士会副会長

75 糸永　マサ子 大分市 大分市つぼみ生活学校会長

76 岸本 方子 大分市 ストーリーテリングの会代表

77 桑野　桂一郎 日田市 大分県ボート協会理事長

78 佐々木　榮子 別府市 大分県水泳連盟常任顧問

79 竹田地域安全パトロール隊 竹田市 自主防犯パトロール隊（代表　秋田　勲）

80 新貝　義郎 宇佐市 大分県交通安全協会宇佐支部副支部長

81 篠田　正治 大分市 大分県交通安全協会大分中央支部長浜分会分会長

82 山本　博司 別府市 別府地区少年警察ボランティア協会理事
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