
平成２５年　大分県功労者表彰　被表彰者一覧表

功労名 氏　　　　名 市町村 主　　要　　職　　名

1 高村　清志 大分市 元　県議会議員

2 小野　泰秀 豊後大野市 豊後大野市議会議員

3 川野　方男 臼杵市 元　臼杵市議会議員

4 篠田　良行 大分市 大分市議会議員

5 髙橋　香一郎 佐伯市 元　佐伯市議会議員

6 田中　良幸 中津市 元　中津市議会議員

7 馬場　將郎 国東市 国東市議会議員

8 梅木　哲 日田市 県選挙管理委員会委員

9 小野　太 佐伯市 元　県自治委員会連合会副会長

10 足立　厚義 大分市 大分市農業委員会委員

11 佐藤　誠治 大分市 元　県都市計画審議会会長

12 宮田　静一 宇佐市 県グリーンツーリズム研究会　会長

13 渡邉　正太郎 佐伯市 ㈱やまろ渡邉　代表取締役会長

14 辛島　光義 大分市 県芸術文化振興会議副理事長

15 鈴木　忠實 大分市 県美術協会日本画部長

16 髙野　千代德 豊後大野市 豊後大野俚楽会会長

17 濵野　征子 津久見市 樫の実尐年尐女合唱団指導者

18 男声合唱団　豊声会 （全県） 芸術文化団体（会長　中田　耕市）

19 おおいた石造文化研究会 （全県） 学術研究団体（会長　小泊　立矢）

20 衛藤　道生 杵築市 元　速見郡杵築市医師会会長

21 織部　和宏 大分市 県医師会副会長

22 豊田　和人 大分市 大分市保健所嘱託医

23 池田　信治 宇佐市 元　宇佐歯科医師会会長

24 一宮　マリ子 豊後高田市 看護師

25 黒本　美耶子 別府市 助産師

26 阿部　敏幸 大分市 県薬剤師会理事

27 株式会社　ダイエー日田店 日田市 献血団体（店長　谷川　祐一）

28 銅城　順子 大分市 管理栄養士

29 恩賜財団母子愛育会大分県支部 （全県） 地域福祉団体（支部長　本浪　純子）

30 安達　かずみ 豊後高田市 点訳奉仕員

31 池邉　惠子 大分市 要約筆記者

32 小谷　織子 大分市 手話通訳者

33 滝石　静子 玖珠町 音訳奉仕員

34 小平　忠三 杵築市 環境美化ボランティア

35 川野　昊 別府市 元 交通指導員

36 西川　武征 佐伯市 交通指導員

37 須股　博信 大分市 県自然環境学術調査会調査員

38 渡邊　格雄 九重町 環境省自然公園指導員

39 めだかの学校 竹田市 自然環境保護団体（会長　衛藤　賢美）

40 草野　義輔 日田市 岩尾昭和学園理事長      【私学振興】

41 髙山　靜子 大分市 「小さな親切」運動県本部事務局次長【青尐年健全育成】

42 安部　榮 大分市 県理容生活衛生同業組合理事

43 本多　總子 大分市 県喫茶飲食生活衛生同業組合副理事長

44 栁原　信男 日田市 元　県飲食業生活衛生同業組合副理事長

45 七森　啓介 大分市 元　県環境管理協会副理事長
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46 小代　一幸 津久見市 津久見商工会議所副会頭

47 山田　芳正 宇佐市 宇佐商工会議所副会頭

48 花田　忠 姫島村 姫島村商工会会長

49 田口　芳信 大分市 県菓子工業組合理事長

50 渡邉　正光 大分市 ㈱トキハインダストリー　元代表取締役社長

51 藤田　安雄 玖珠町 県プラスチック工業会顧問

52 松木　年廣 大分市 県電気工事業工業組合理事長

53 東迫　旦洋 中津市 ダイハツ九州㈱　元　代表取締役会長

54 有限会社　夢咲茶屋 国東市 農産加工団体（代表取締役社長　藤本　京子）

55 吉用　繁則 宇佐市 米麦大豆生産農家

56 安部　忠雄 豊後高田市 花き農家

57 川野　英信 津久見市 柑橘農家

58 長廣　正光 国東市 こねぎ農家

59 植木　三雄 竹田市 肉用牛（繁殖）

60 武石　晴喜 日田市 元　県家畜人工授精師協会会長

61 伊藤　義昭 大分市 世利川井路土地改良区理事長

62 小野　祝保 豊後大野市 乾しいたけ農林家

63 ふるさとキャラバン隊実行委員会 玖珠町 森林環境保全団体（実行委員長 安達　宏彦）

64 大河　浅利 津久見市 漁家（漁船漁業）

土木建設 65 井上　正文 大分市 県建築士会　副会長

66 髙橋　正夫 大分市 元　県高等学校PTA連合会 会長

67 吉岡　雄三 竹田市 元　県アカデミアの会本部副会長

68 岡　隆紀 別府市 県バスケットボール協会　副会長

69 外川　陽一 大分市 県ソフトテニス連盟　副会長

70 後藤　孝文 臼杵市 警察官

71 松村　幸典 豊後高田市 県交通安全協会豊後高田支部支部長

72 三重野　精二 由布市 大分南地区防犯協会連合会理事

73 渡邊　次生 大分市 大分東地区尐年警察ボランティア協会会長

※受賞者のご芳名については、一部常用漢字を用いています。ご了承ください。
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