
功　労 No 氏　　　名 市町村 主要役職

1 太田　正美 由布市 県議会議員

2 羽野　武男 日田市 県議会議員

3 首藤　勝次 竹田市 元　竹田市長

4 木田　憲治 国東市 国東市議会議員

5 清水　勝彦 中津市 元　中津市議会議員

6 野口　哲男 別府市 別府市議会議員

7 日小田　秀之 竹田市 元　竹田市議会議員

8 渡邉　雄爾 杵築市 杵築市議会議員

9 都宮　義明 津久見市 元　津久見市選挙管理委員会委員

10 後藤　敦子 臼杵市 臼杵市公平委員会委員

11 髙木　雅士 佐伯市 元　佐伯市固定資産評価審査委員会委員

12 永松　末利 中津市 元　中津市監査委員

13 安部　清美 由布市 元　由布市自治委員

14 伊東　昇 大分市 大分市自治委員

15 井　末次 宇佐市 宇佐市自治委員

16 城内　和敏 日出町 元　大分県バス協会会長

17 諸田山神社御田植祭保存会 国東市 地域振興団体（会長　江口敏則）

国際交流関係 18 大分県インドネシア友好協会 大分市 国際交流団体（会長　山下栄一）

19 甲斐　素純 九重町 元　九重町文化財調査員

20 生野　德三 大分市 竹芸家

21 平　晟齋 宇佐市 書道家

22 明礬温泉湯の花製造技術保存会 別府市 文化振興団体（会長　飯倉里美）

23 井　幸信 日田市 大分県歯科技工士会副会長

24 石橋　幸子 由布市 大分県栄養士会理事

25 加藤　一郎 竹田市 元　竹田市医師会会長

26 佐藤　浩二 大分市 元　大分県作業療法協会会長

27 敷嶋　 子 大分市 助産師

28 大戸　朋子 大分市 大分県看護協会会長

29 嶺　脩晃 豊後大野市 大分県医薬品登録販売協会副会長

30 宮﨑　惠子 大分市 元　大分県聴覚障害者協会理事

31 吉賀　攝 別府市 大分県医師会常任理事

32 脇田　佳幸 佐伯市 大分県薬剤師会副会長

33 イオンモール株式会社イオンモール三光 中津市 献血団体（代表　ゼネラルマネージャー高田雅史）

34 九州電力株式会社新大分発電所 大分市 献血団体（代表　所長　志賀栄一）

35 金尾　實 別府市 交通指導員

36 小林　昭二郎 日田市 環境美化ボランティア

37 手話サークルさくらんぼ 豊後大野市 手話奉仕団体（代表者　会長　小野　香代子）

38 立花　俊哉 豊後高田市 交通指導員

39 豊田　美知子 大分市 音訳奉仕者

40 奈須　博幸 別府市 手話通訳者

地域振興
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地方自治

学術・文化振興

社会福祉保健

善行
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41 川野　典子 佐伯市 大分県防火・防災クラブ連合会副会長

42 清田　浩徳 大分市 大分県食肉衛生同業組合理事長

43 特定非営利活動法人久住高原みちくさ案内人倶楽部 竹田市 環境保護団体（理事長　上好　温）

44 久保　皓一 中津市 中津市地球温暖化対策協議会代表

45 黒田　照義 大分市 元　大分県美容業生活衛生同業組合常務理事

46 橋本　雅生 宇佐市 元　大分県理容生活衛生同業組合副理事長

47 吉武　髙吉 別府市 大分県水処理事業協同組合理事

48 衛藤　富喜雄 別府市 別府商工会議所副会頭

49 後藤　政子 佐伯市 大分県商工会女性部連合会会長

50 田﨑　博志 大分市 大分県職業能力開発協会理事

51 橋本　均 大分市 （株）マリーンパレス代表取締役社長

52 服部　眞二 竹田市 元　竹田商工会議所副会頭（現　常議員）

53 別府八湯ウォーク連絡協議会 別府市 観光振興団体（代表　平野芳弘）

54 堀　精治 日出町
元　大分県旅館ホテル生活衛生同業組合専務理
事兼事務局長

55 森　秀文 大分市 大分県情報サービス産業協会会長

56 安田　雅豊 中津市 大分県電気工事業工業組合副理事長

57 有瀬　義德 宇佐市 元　宇佐土地改良区理事長

58 磯貝　昭生 佐伯市 農林業（乾椎茸）

59 卯野　英治 竹田市 農業（露地栽培）

60 有限会社お花屋さんぶんご清川 豊後大野市 農業（キク）（代表取締役　小久保恭一）

61 甲斐　正章 竹田市 畜産業（養鶏養豚）

62 河野  泰三 竹田市 農業（かぼす）

63 小玉　 美 国東市 農業（米麦大豆）

64 株式会社栄ライスサポート 日田市 農業（米麦）（代表取締役　飯田隆）

65 佐 　幸市 由布市 畜産業（肉用牛）

66 田中　信行 別府市 農林業（乾椎茸）

67 得丸　昭一 大分市 農業（大葉）

68 仲井　貞一 豊後高田市 農業（白ネギ）

69 濵野　伸介 佐伯市 製材業

70 堀　 泰 杵築市 農業（ホオズキ）

71  米水津はまち養殖漁業生産組合 佐伯市 漁業（ブリ）（組合長理事　宮本政宏）

72 鷲頭　洋子 九重町 農村女性リーダー

73 井上　彰 中津市 大分県建築士事務所協会副会長

74 馬原　錦 津久見市 大分県測量設計コンサルタンツ協会副会長

75 読書グループ「ひだまり」 姫島村 教育支援団体（代表　岸本由美）

76 中村　哲明 大分市 大分県ボクシング連盟会長

77 古代　紘子 大分市 大分県生活学校運動推進協議会書記

78 山崎　隆典 玖珠町 大分県ホッケー協会理事長

79 臼杵　一平 臼杵市 臼杵津久見地区少年警察ボランティア協会会長

80 間　桂造 大分市 大分県交通安全協会大分南支部長

81 南立石地区地域安全パトロール隊 別府市 自主防犯パトロール隊（代表者　後藤正行）

82 鷲野　英治 竹田市 大分県警察官（駐在所員）

生活環境衛生

商工観光労働

農林水産

土木建設

教育スポーツ

治安維持・安全
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