
1 麻生　栄作 大分市 大分県議会議員

2 馬場　林 中津市 大分県議会議員

3 首藤　奉文 由布市 元　由布市長

4 板倉　永紀 大分市 大分市議会議員

5 宇佐市 宇佐市議会議員

6 小野　順一 豊後大野市 豊後大野市議会議員

7 小春　稔 杵築市 杵築市議会議員

8 永松　弘基 大分市 大分市議会議員

9 中村　憲史 竹田市 元　竹田市議会議員

10 堀田　一則 国東市 国東市議会議員

11 池中　征司 中津市 中津市選挙管理委員会委員長

12 石松　博 日田市 大分県自治会連合会理事

13 川津　利勝 宇佐市 宇佐市柳ヶ浦三区区長

14 後藤　章 別府市 別府市自治委員会朝日地区支部長

15 石井　久子 大分市 大分県人事委員会委員長

16 明石　光伸 別府市 別府市教育委員会教育委員

17 村津　忠久 別府市 べっぷ鶴見岳一気登山永久名誉実行委員長

18 大海　里美 姫島村 姫島村婦人会会長

19 日出町豊岡地区婦人会 日出町 地域振興団体（会長　安部　志津子）

20 鶴市花傘鉾保存振興会 中津市 地域振興団体（会長　長野　信一郎）

21 文化講演会を開催する会 国東市 地域振興団体（会主　武多　成道）

22 日名子　金一郎 大分市 洋画家（大分県美術協会会長）

23 後藤　智江 大分市 舞踊家（おおいた洋舞連盟会長）

24 淡窓伝光霊流日本詩道会 大分市 芸術文化団体（代表　八代　輝霊）

25 茶道裏千家淡交会大分支部 大分市 芸術文化団体（支部長　溝口　宗直）

26 表千家同門会大分県支部 大分市 芸術文化団体（支部長　岩屋　毅）

27 九重町民劇場 九重町 芸術文化団体（代表　時松　栄子）

28 入江　秀利 別府市 別府市文化財保護審議会副会長

29 田代　幹雄 別府市 大分県医師会常任理事

30 野中　良仁 豊後高田市 豊後高田市医師会会長

31 野北　慶之助 玖珠町 玖珠耳鼻咽喉科医院院長

32 森　一生 大分市 大分県薬剤師会副会長

33 竹田ライオンズクラブ 竹田市 献血団体（代表　渡邊　克己）

34 三井造船株式会社大分事業所 大分市 献血団体（代表　赤枝　昭彦）

35 野村　芳雄 由布市 大分県臓器移植医療協会理事長

36 吉田　文代 佐伯市 管理栄養士

37 塚崎　町子 杵築市 元　杵築市山香愛育班班長

38 佐藤　成己 由布市 大分県保育連合会会長

39 小野　八壽美 大分市 手話通訳者

40 小玉　千代 大分市 音訳奉仕者

41 安藤　元 豊後高田市 交通指導員

42 佐伯市 佐伯市交通安全指導隊隊員

43 糸永　則子 宇佐市 環境美化ボランティア

44 宗　義彦 国東市 環境美化ボランティア
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45 竹村　惠二 別府市 京都大学大学院理学部研究科教授

46 芳山　憲祐 大分市 日本ボーイスカウト大分県連盟理事

47 豊後大野市 大分県旅館ホテル生活衛生同業組合理事

48 佐藤　昭次郎 大分市 大分県社交飲食業生活衛生同業組合理事長

49 大分市 元　大分県ビルメンテナンス協会会長

50 山本　堅士 国東市 大分県飲食業生活衛生同業組合副理事長

51 三浦　征夫 豊後大野市 元　大分県食品衛生協会副会長

52 安部　隆 佐伯市 元　大分県環境管理協会理事長

53 姫野　淸高 大分市 元　大分県商工会議所連合会会長

54 豊後大野市 豊後大野市商工会会長

55 龍堂　勝彦 大分市 大分少年少女発明クラブ会長

56 園田　孝吉 大分市 大分県商店街振興組合連合会理事

57 髙村　晃正 臼杵市 元　大分県商店街振興組合連合会理事

58 疋田　智昭 大分市 大分県貿易協会理事長

59 上野　雄二 別府市 大分県和裁師会会長

60 和泉　やす子 豊後高田市 農村女性リーダー

61 新庄農地利用組合 杵築市 農事組合法人（組合長　冨耒　征一）

62 小野　次信 宇佐市 ぶどう農家

63 廣末　喜八郎 佐伯市 ハウスみかん農家

64 市川　一清 佐伯市 花き農家

65 栁井　正二 臼杵市 花き農家

66 豊肥和牛育種組合 豊後大野市 畜産振興団体（組合長　後藤　友美）

67 佐藤　一富 由布市 提子土地改良区理事長

68 石鞍　正幸 日田市 素材生産林家

69 後藤　文治 豊後高田市 乾しいたけ農林家

70 首藤　岩光 豊後大野市 乾しいたけ農林家

71 穴井　豊水 九重町 苗木生産林家

72 橋本　通夫 佐伯市 ヒラメ養殖漁家

73 佐伯市 まき網漁家

74 利光　正臣 大分市 大分県建設業協会理事

75 板井　秀之 臼杵市 板井建具店代表取締役

76 油布　好文 大分市 由布学園理事長

77 宇佐市 吉用学園理事長

78 大野　成臣 大分市 大分県卓球連盟会長

79 冨松　秋實 大分市 大分県ハンドボール協会理事長

80 衛藤　賢二 大分市 大分県馬術連盟副会長

81 伊達　進 津久見市 青少年スポーツ指導者

82 小森　茂 竹田市 元　大分県交通安全協会竹田支部副支部長

83 井上　英樹 日田市 暴力追放県民会議暴力追放推進員

84 川合　俊人 中津市 中津地区少年補導員

85 五和地区防犯推進委員会 日田市 自主防犯パトロール隊（会長　櫻木　証）

治安維持・安全

農林水産

生活環境衛生

商工労働

土木建設

教育スポーツ


