
功　労 No 氏　　　名 市町村 主要役職

1 阿部　長夫 杵築市 県議会議員

2 今吉　次郎 中津市 県議会議員

3 小川　克己 九重町 県議会議員

4 吉竹　悟 竹田市 県議会議員

5 大嶋　薫 臼杵市 元　臼杵市議会議員

6 大谷　和義 国東市 国東市議会議員

7 佐田　啓二 竹田市 元　竹田市議会議員

8 佐藤　二郎 日出町 元　日出町議会議員

9 首　　正光 豊後大野市 豊後大野市議会議員 

10 髙瀬　剛 日田市 元  日田市議会議員

11 中西　伸之 中津市 中津市議会議員

12 宮　　和弘 大分市 大分市議会議員

13 胤末　理惠子 大分市 大分県司法書士会会長

14 福島　知克 別府市 別府市教育委員会教育委員

15 池田　敏美 宇佐市
宇佐市自治委員
（宇佐市自治会連合会理事）

16 竹田　明 別府市
別府市自治委員
（別府市自治委員会青山地区支部長）

17 分藤　靖弘 大分市
大分市自治委員
（大分市自治委員連絡協議会野津原地区会長）

地域振興 18 万葉の香りのする里づくり推進協議会 中津市 地域振興団体（会長：泉　一德）

19 工藤　紘喜 別府市 大分県吹奏楽連盟会長

20 宮本　修 大分市 元　大分県合唱連盟理事長

21 伊東　信比古 ブラジル国 元　ブラジル大分県人会会長

22 玉田　イザベル ブラジル国 元　ブラジル大分県人会理事

23 牧　半治 ブラジル国 元　ブラジル大分県人会副会長

24 四條玉田　イウダ ブラジル国 元　ブラジル大分県人会会長

25 麻生　崇美子 大分市 元　大分県助産師会会長

26 有松　ひとみ 別府市 元　大分県歯科衛生士会会長

27 大石　省一郎 津久見市 元　津久見市医師会会長

28 古賀　和枝 別府市 元　大分県看護協会会長

29 佐藤　元恭 臼杵市 元　大分県臨床検査技師会会長

30 関　久美子 中津市 大分県食生活改善推進協議会理事

31 冨嶋　孝德 豊後高田市 大分県精神保健福祉会副会長

32 三浦　源太 姫島村 医師

33 矢野　ことみ 豊後大野市 大分県薬剤師会常務理事

34 矢原　澄郎 九重町 元　玖珠郡医師会会長

35 由布ライオンズクラブ 由布市 献血団体（代表：小野 英昭、会長：甲斐 裕一）

令和４年大分県功労者表彰　受賞者一覧表

社会福祉保健

地方自治

学術・文化振興

国際交流関係
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36 安部　恭一 中津市 手話通訳者

37 上原　信子 大分市 音訳奉仕者

38 川江　純子 宇佐市 点訳奉仕者

39 下郡　冨士光、下郡　勝子 日出町 理容ボランティア（理容タカハシ）

40 引田　正信、引田　俊子 豊後大野市 里親（大分県里親会会長（正信氏））

41 宮原　宣太郎 杵築市 交通指導員

42 矢川　進 佐伯市 交通指導員

43 金馬　幹人 津久見市 元　離島救急搬送船船長

44 佐々木　洋子 臼杵市 大分県女性防火・防災クラブ連合会副会長

45 日本野鳥の会大分県支部 大分市 自然保護団体（支部長：谷上 和年）

46 濱原　浩一 大分市 大分県喫茶飲食生活衛生同業組合副理事長

47 豊前蛎瀬子ども神楽会 中津市 青少年育成団体（会長：濱野 基好）

48 三浦　義則 大分市 一般社団法人大分県食品衛生協会副会長

49 村井　浩 別府市 大分県クリーニング生活衛生同業組合理事長

50 川野　克喜 宇佐市 宇佐両院商工会会長

51 河野　孝子 中津市 大分県商工会女性部連合会理事

52 清成　眞一 大分市 元　一般社団法人大分県中小企業診断士協会会長

53 清原　昌巳 国東市 大分県自動車関連企業会副会長

54 栗屋　しのぶ 別府市 大分県中小企業団体中央会副会長

55 児玉　憲明 大分市 大分県商店街振興組合連合会理事

56 小手川　強二 臼杵市 臼杵商工会議所会頭

57 是松　章三 国東市 国東市商工会副会長

58 西田　陽一 別府市 大分県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長

59 渡　　好 宇佐市 宇佐商工会議所副会頭

商工観光労働

生活環境衛生

善行
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60 穴井　　代美 玖珠町 農村女性リーダー

61 池永　勝己 大分市 農業（きゅうり・トマト等）

62 農事組合法人　エコファーム２１ 竹田市 農業（トマト）（代表理事：太田 修道）

63 江藤　德美 玖珠町 農林業（生・乾しいたけ）

64 大塚　敏幸 豊後高田市 農業（ホオズキ・グラジオラス）

65 小川　健 別府市 農林業（乾しいたけ）

66 梶原　智俊 日田市 農業（梨）

67 木村　房雄 杵築市 農業（みかん）

68 清瀧　毅 日田市 林業（苗木生産）

69 栗田　洋藏 豊後大野市 農業（みつば）

70 農事組合法人　こめ・こめ・くらぶ 杵築市 農業（集落営農）（代表理事：岩尾 喜一郎）

71 戸髙　壽生 佐伯市 佐伯広域森林組合代表理事組合長

72 羽田野　昭三 豊後大野市 農業（かんしょ・さといも等）

73 増田　德義 日出町 畜産業（養豚）

74 都　キミ子 大分市 水産加工業（くろめ）

75 村柗　一也 佐伯市 漁業（もじゃこ漁業・ブリ養殖業）

76 長嶋　敏行 大分市 (株)長嶋不動産鑑定事務所会長

77 藤本　修司 別府市 元　九州地質調査業協会理事長

78 養父　信義 日田市 元　(公社)大分県建築士会副会長

79 大場　俊二 大分市 大分県サッカー協会会長

80 岡田　治生 国東市 国東市陸上競技協会名誉会長

81 正野﨑　肇 別府市 元　大分県相撲連盟副会長

82 山村　豊子 大分市 大分中部生活学校会長

83 安藤　茂 佐伯市 大分県交通安全協会佐伯支部中央分会高齢者部会長

84 吉良　一男 佐伯市 佐伯地区少年警察ボランティア協会会長

85 久原防犯パトロール隊 大分市 自主防犯パトロール隊（代表者：岡本 義博）

86 中尾　紘 宇佐市 大分県交通安全協会宇佐支部監事

治安維持・安全

農林水産

土木建設

教育スポーツ


