
参  考 

これまでの受賞者一覧表 

 

年度 賞 区 分 部 門 受  賞  者 住 所 推薦機関 備  考 

２５ 

最優秀賞 経営・指導 美野里酪農業協同組合 小美玉市 県央農林事務所 自給飼料の増産 

優秀賞 地域振興 (有)瑞穂農場 常陸大宮市 県北農林事務所 耕畜連携による地域活性化  

優秀賞 地域振興 茨城県ホテル協議会 つくば市 茨城県銘柄豚振興会 銘柄畜産物のﾌﾞﾗﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ 

特別功労賞  茨城県養蜂協会長 小磯 蔵雄 常陸太田市 県畜産課 園芸・養蜂の発展に貢献 

２４ 

優秀賞 地域振興 田中 紘一 笠間市 県央農林事務所 飼料用米の利用拡大 

優秀賞 地域振興 ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ 茨城支社 水戸市 県畜産課 銘柄畜産物のﾌﾞﾗﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ 

特別功労賞  山﨑 裕司 かすみがうら市 県南農林事務所 指定種豚場、後継者育成 

特別功労賞  飛澤 奨 筑西市 県西家畜保健衛生所 家畜衛生行政への貢献 

２３ 

優秀賞 地域振興 大子町畜産農業協同組合 大子町 県北農林事務所 和牛繁殖増頭対策 

優秀賞 地域振興 農事組合法人緒川村養鶏組合 常陸大宮市 茨城県養鶏協会 地域の活性化と雇用促進 

優秀賞 地域振興 米山 繁 かすみがうら市 県南農林事務所 経営管理の PC 普及指導 

優秀賞 地域振興 行方市養豚組合 行方市 鹿行農林事務所 米豚の地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進 

特別功労賞  内田 禮右 水戸市 茨城県常陸牛振興協会 常陸牛のﾌﾞﾗﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ 

２１ 

優秀賞 地域振興 播田実肥育牛研究会（会長播田実益美） 水戸市 茨城県家畜商業協同組合 肉用牛肥育 

優秀賞 地域振興 きぬ土づくり組合（代表 北村 徹） 結城市 県西農林事務所 たい肥・飼料稲の耕畜連携 

特別功労賞  豊島 寛 つくば市 県南農林事務所 肉用牛肥育 

２０ 

最優秀賞 経営･指導 海老沢隆志 茨城町 茨城県酪連 酪農、WCS 利用促進 

最優秀賞 地域振興 関沢 早苗 城里町 県畜産センター肉用牛研究所 肉用牛繁殖、北国関７ 

特別功労賞  飯田 吉治 つくば市 県南地方総合事務所 指定種豚場、種豚改良 

１９ 

最優秀賞 経営･指導 戸辺 久夫 大子町 常陸大宮地域農業改良普及センター 酪農、ET 技術普及 

最優秀賞 地域振興 農事組合法人 奥久慈しゃも生産組合 大子町 県畜産センター養鶏研究室 奥久慈しゃものﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化 

特別功労賞  高橋 清 神栖市 鹿行地方総合事務所 指定種豚場、種豚改良 

特別功労賞  大槻 敏之 笠間市 県畜産課 常陸牛の販路拡大 

１８ 

最優秀賞 経営･指導 佐藤 宏弥 常総市 結城地域農業改良普及センター 和牛一貫、耕作放棄地放牧 

優秀賞 地域振興 大貫 博文 小美玉市 水戸地域農業改良普及センター  酪農、地域循環型農業 

優秀賞 経営･指導 藤枝 英明 小美玉市 茨城県酪連 酪農、牛群改良 

優秀賞 経営･指導 矢吹 和人 常陸太田市 茨城県農業会議 養豚、後継者育成 

特別功労賞  田中 康弘 茨城町 茨城県畜産センター 県養鶏協会会長 

１７ 

最優秀賞 経営･指導 軍司 英昭 常陸大宮市 全農茨城県本部 和牛繁殖、多頭化の確立 

最優秀賞 地域振興 橋本 武二（橋本畜産㈱ 代表取締役） 茨城町 全農茨城県本部 和牛肥育、常陸牛の銘柄確立 

優秀賞 地域振興 佐藤 信彦 常陸太田市 茨城県酪連 全日本ホル共進会優等賞 

最優秀賞 技術開発 中村 一夫 行方市 ㈱茨城県中央食肉公社 県豚枝肉共励会最優秀賞 



年度 賞 区 分 部 門 受  賞  者 住 所 推薦機関 備  考 

１６ 

最優秀賞 経営･指導 加藤 洋明（㈲加藤牧場 代表取締役） 日立市 常陸太田地域農業改良普及センター  和牛改良、地域循環型農業 

優秀賞 経営･指導 鈴木 昇 石岡市 土 浦 地 域 農 業 改 良 普 及 セ ン タ ー ﾖｰｸﾞﾙﾄ製造、消費者交流 

優秀賞 経営･指導 弓家 善一 岩間町 茨城県酪連 乳牛改良、県内初ｴｸｾﾚﾝﾄ牛 

優秀賞 地域振興 佐久一雄（㈱美野里ふるさと食品公社代表） 美野里町 美野里町 地場産生乳ﾖｰｸﾞﾙﾄ製造 

最優秀賞 技術開発 川又 勝男（茨城県初生雛鑑別師会会長） ひたちなか市 茨城県養鶏協会 雛鑑別師の組織化 

特別功労賞  中田 俊男（トモエ乳業㈱代表取締役） 古河市 茨城県牛乳協同組合 牛乳博物館の開設 

       

 ※２２年度は対象となる推薦事例がありませんでした。 


