
＜食料関係＞

・食育活動表彰
年度 府県 市町村 表彰者名又は団体名 賞名 部門

R1 大阪府 堺市 大阪いずみ市民生活協同組合 農林水産大臣賞
教育関係者・事業者部門
（食品製造・販売者等の部）

R1 京都府 京都市 学校法人睦美学園　睦美幼稚園 消費・安全局長賞
教育関係者・事業者部門
（教育等関係者の部）

R2 京都府 京都市 京都市立高倉小学校 農林水産大臣賞
教育関係者・事業者部門
（教育等関係者の部）

R2 奈良県 広陵町 畿央nutrition egg チーム(畿中央大学) 農林水産大臣賞
ボランティア部門
（大学等の部）

R2 大阪府 大阪市 大阪市港区食生活改善推進員協議会 消費・安全局長賞
ボランティア部門
（食生活改善推進員の部）

R3 兵庫県 尼崎市 認定こども園 武庫愛の園幼稚園 農林水産大臣賞
教育関係者・事業者部門
（教育等関係者の部）

R3 兵庫県 香美町 香美町とと活隊 消費・安全局長賞
ボランティア部門
（食育推進ボランティアの部）

R3 滋賀県 草津市 草津市立渋川小学校 消費・安全局長賞
教育関係者・事業者部門
（教育等関係者の部）

R4 大阪府 大阪市 大阪市東住吉区食生活改善推進員協議会 消費・安全局長賞
ボランティア部門
（食生活改善推進員の部）

R4 兵庫県 姫路市 東洋大学附属姫路高等学校地域活性部PROJECT TOYO 消費・安全局長賞
教育関係者・事業者部門
（教育等関係者の部）

・【近畿農政局】学生おべんとうコンクール
年度 府県 市町村 表彰者名又は団体名 賞名 部門

R２ 京都府 京都市 (平安女学院大学 平安女子)宇佐美　亜希　 近畿農政局長賞 グランプリ【ぐるっと一周!近畿観光弁当】

R２ 滋賀県 彦根市 (滋賀県立大学　おかえり) 岡田　英里子 近畿農政局長賞 アイデア賞【鉄分補給!おいしが(滋賀)弁当】

R２ 大阪府 東大阪市 (東大阪大学短期大学部) 中澤　桜子 近畿農政局長賞 おいしそうで賞【お家ピクニック】

R２ 大阪府 大阪市 (大阪成蹊短期大学　RINO) 坂本　莉乃 近畿農政局長賞 かんたんで賞【母に食べて欲しいお弁当】

R２ 大阪府 大阪市 (相愛大学) 高橋　まいか 近畿農政局長賞
特別賞(最多人気賞)
【近畿野菜１食分盛りだくさん弁当】

R３ 京都府 京都市 (龍谷大学) 木村　陽乃里 近畿農政局長賞(個人の部)
グランプリ・おいしそうで賞
【野菜たっぷりキンパ弁当】

R３ 大阪府 大阪市 (相愛大学) 中村　心音 近畿農政局長賞(個人の部)
アイデア賞・おいしそうで賞
【自然の恵み　和歌山いなか暮らし弁当】

R３ 大阪府 堺市 (羽衣国際大学　S．K)　合志　始津子 近畿農政局長賞(個人の部) かんたんで賞・特別賞(最多人気賞)
【レンジで簡単!緑黄色野菜を使った彩り弁当】

R３ 大阪府 東大阪市 近畿大学ヘルスチーム菜良 近畿農政局長賞(団体の部) グランプリ【日和弁当】

R３ 大阪府 堺市 羽衣国際大学人間生活学部食物栄養学科いっちょまえチーム近畿農政局長賞(団体の部)
準グランプリ・特別賞(最多人気賞)
【五感くすぐり美菜弁当】

R3 京都府 京都市 京都栄養医療専門学校　1A2班石川ゼミ 近畿農政局長賞(団体の部)
準グランプリ　【KYOTO四季弁
当】

・優良外食産業表彰
年度 府県 市町村 表彰者名又は団体名 賞名 部門

R1 兵庫県 宝塚市 株式会社今里
いまざと

食品
しょくひん

農林水産大臣賞 国産食材利用推進部門

R1 滋賀県 彦根市 ドリームフーズ株式会社 食料産業局長賞 国産食材利用推進部門

R1 大阪府 堺市 有限会社樽一
たるいち

食料産業局長賞 国産食材利用推進部門

R1 大阪府 大阪市 株式会社魚
うお

国
くに

総本社
そうほんしゃ

農林水産大臣賞 快適給食サービス部門

近畿管内の主な表彰事例
農林水産業に係る令和元年以降の各種表彰事業において、受賞された近畿地域の事業者を紹介します。



・地産地消等優良活動表彰
年度 府県 市町村 表彰者名又は団体名 賞名 部門

R1 兵庫県 三木市 企業組合
きぎょうくみあい

彩雲
さいうん

農林水産大臣賞 食品産業部門

R1 和歌山県 紀の川市 紀
きの

の里
さと

農業
のうぎょう

協同
きょうどう

組合
くみあい

農林水産省食料産業局長賞 生産部門

R1 京都府 舞鶴市 舞鶴湾かき小屋・美
お

味
い

星
すたぁ

近畿農政局長賞 生産部門

R1 大阪府 大阪市 株式会社徳
のり

近畿農政局長賞 食品産業部門

R1 和歌山県 湯浅町 まるとも海産 近畿農政局長賞 食品産業部門

R1 大阪府 羽曳野市 はっぴいおかん 近畿農政局長賞 個人部門

R2 兵庫県 加古川市 農事
のうじ

組合
くみあい

法人
ほうじん

八幡
やはた

営農
えいのう

組合
くみあい

農林水産大臣賞 生産部門

R3 滋賀県 彦根市 株式会社平和堂
へいわどう

近畿農政局長賞 食品産業部門

R3 兵庫県 姫路市 東洋大学附属姫路高等学校 地域活性部 プロジェクト東洋 近畿農政局長賞 教育関係部門

・農林水産省料理人顕彰制度「料理マスターズ」
年度 府県 市町村 表彰者名又は団体名 賞名 部門

R1 京都府 京都市 京都
キョウト

吉兆
キッチョウ

シルバー賞

R1 京都府 京都市 ｃｅｎｃｉ
チエンチ

ブロンズ賞

R2 奈良県 奈良市 アコルドゥ シルバー賞

R2 滋賀県 長浜市 徳山
トクヤマ

鮓
ズシ

シルバー賞

R2 兵庫県 神戸市 神戸
コウベ

北野
キタノ

ホテル シルバー賞

R2 兵庫県 神戸市 料理
リョウリ

屋
ヤ

植
ウエ

むら ブロンズ賞

R2 兵庫県 神戸市 御影
ミカゲ

ジェエンヌ ブロンズ賞

R2 京都府 京都市 祇園
ギオン

さゝ木
キ

ブロンズ賞

R2 京都府 京都市 美山荘
ミヤマ　　　ソウ

ブロンズ賞

R2 大阪府 大阪市 レストランポンテベッキオ ブロンズ賞

R3 大阪府 大阪市 レストラン カハラ ゴールド賞

R3 兵庫県 芦屋市 メツゲライ クスダ シルバー賞

R3 和歌山県 和歌山市 オテルドヨシノ シルバー賞

R3 奈良県 桜井市 オーベルジュ・ド・ぷれざんす 桜井 ブロンズ賞

R3 大阪府 大阪市 ミチノ・ル・トゥールビヨン ブロンズ賞

R3 兵庫県 神戸市 ルセット ブロンズ賞

・輸出に取り組む優良事業者表彰
年度 府県 市町村 表彰者名又は団体名 賞名 部門

R1 大阪府 大阪市 株式会社大水 農林水産大臣賞

R1 京都府 京都市 福島鰹株式会社 近畿農政局長賞

R1 京都府 京田辺市 舞妓の茶本舗 近畿農政局長賞

R1 兵庫県 神戸市 石光商事株式会社 近畿農政局長賞

R1 和歌山県 有田市 株式会社早和果樹園 近畿農政局長賞

R2 兵庫県 姫路市 東亜食品工業株式会社 農林水産大臣賞

R2 大阪府 大阪市 株式会社和田萬 食料産業局長賞

R2 京都府 与謝野町 京都祐喜株式会社 近畿農政局長賞

R2 大阪府 大阪市 株式会社　小林順蔵商店 近畿農政局長賞

R2 兵庫県 南あわじ市 品川水産　株式会社 近畿農政局長賞

R2 兵庫県 豊岡市 豊岡市・たじま農業協同組合 近畿農政局長賞

R3 兵庫県 明石市 明石酒類醸造株式会社 農林水産大臣賞

R3 兵庫県 姫路市 株式会社キョーリン 農林水産大臣賞

R3 京都府 京都市 大京食品株式会社 輸出・国際局長賞

R3 和歌山県 紀の川市 紀の里農業協同組合 輸出・国際局長賞

R3 大阪府 大阪市 大果大阪青果株式会社 近畿農政局長賞

R3 京都府 京都市 株式会社銀閣寺大西 近畿農政局長賞

R3 兵庫県 宍粟市 山陽盃酒造株式会社 近畿農政局長賞



・６次産業化アワード優良事例表彰
年度 府県 市町村 表彰者名又は団体名 賞名 部門

R1 和歌山県 有田市 株式会社早和果樹園
奨励賞・
6次産業化モデル企業賞

・食品産業もったいない大賞表彰
年度 府県 市町村 表彰者名又は団体名 賞名 部門

R1 和歌山県 みなべ町 株式会社紀州ほそ川 審査委員会委員長賞

R2 兵庫県 神戸市 生活協同組合コープこうべ 農林水産大臣賞

R2 大阪府 大阪市 株式会社ビューティフルスマイル 審査委員会委員長賞

R2 大阪府 堺市 大阪いずみ市民生活協同組合 審査委員会委員長賞

R3 兵庫県 西宮市 株式会社リヴァックス 農林水産省大臣官房長賞

・「食かけるプライズ」表彰
年度 府県 市町村 表彰者名又は団体名 賞名 表彰事例

R1 京都府 和束町 京都おぶぶ茶苑合同会社 食かける賞 茶食×茶畑観光（ティーツーリズム）

R2 京都府 和束町 京都おぶぶ茶苑合同会社 食かける賞
食×地域支援型農業 茶畑オー
ナーになろう

R2 兵庫県 香美町 株式会社むらおか振興公社 食かける賞
かまくらで但馬牛食べ比べ61部
位BBQ

年度 体験場所 所在地 表彰者名又は団体名 賞名 部門

R3 京都府 東京都 BOJ株式会社 食かける賞
伊根の水産物調理と日本酒ペア
リング体験

R3 奈良県 奈良県 Village to Table Tours 食かける賞 ３日間の発酵調味料づくり体験

R3 京都府 東京都 株式会社ワントリップ（旧名　㈱インテージア） ネクストブレイク賞 発酵食品づくり見学と調理体験

R3 京都府 京都府 MATA TABI 特別賞
地元木材で作るぐい飲みで日本
酒飲み比べ体験



＜農業関係＞

・全国優良経営体表彰
年度 府県 市町村 表彰者名又は団体名 賞名 部門

R1 滋賀県 竜王町 有限会社古株牧場 農林水産大臣賞 ６次産業化部門

R1 奈良県 宇陀市 有限会社山口農園 農林水産大臣賞 担い手づくり部門（ア）

R1 兵庫県 加西市 （農）別府東営農組合 経営局長賞 生産技術革新部門

R2 兵庫県 南あわじ市 アイ・エス・フーズ　株式会社 農林水産大臣賞 経営改善部門

R3 滋賀県 東近江市 有限会社花
はな

匠
しょう

農林水産大臣賞 経営改善部門

・農林水産祭天皇杯等
年度 府県 市町村 表彰者名又は団体名 賞名 部門

R2 滋賀県 竜王町 有限会社古株牧場 天皇杯 多角化経営部門

R2 奈良県 五條市 農事組合法人ゆめ野山 日本農林漁業振興会会長賞 むらづくり部門

R3 和歌山県 田辺市 山長林業株式会社・株式会社山長商店 天皇杯 林産部門

R3 和歌山県 新宮市 株式会社髙岡商店 日本農林漁業振興会会長賞 水産部門

・近畿農政局男女共同参画優良事例表彰
年度 府県 市町村 表彰者名又は団体名 賞名 部門

R1 滋賀県 近江八幡市 湖島婦貴の会 優秀賞 経営参画

R1 京都府 福知山市 平野
ヒラノ

グループ 優秀賞 経営参画

R1 奈良県 田原本町 ようやるでおばちゃんの会 奨励賞 経営参画

R1 大阪府 守口市 田中　明美 優秀賞 社会参画

R1 兵庫県 相生市 相生市農村女性連絡協議会 優秀賞 社会参画

R1 和歌山県 有田川町 横
よこ

岩
いわ

　史
ふみ

優秀賞 社会参画

・近畿農政局所管農業農村整備事業等優良工事等の受注者等の表彰
年度 府県 市町村 表彰者名又は団体名 賞名 部門

R1 大阪府 大阪市 戸田建設（株）　大阪支店 近畿農政局長賞 優良工事

R1 和歌山県 和歌山市 第五工業（株） 近畿農政局長賞 優良工事

R1 大阪府 大阪市 （株）鴻池組　大阪本店 近畿農政局長賞 優良工事

R1 京都府 京都市 内外エンジニアリング　株式会社 近畿農政局長賞 優良業務

R1 大阪府 大阪市 （株）三祐コンサルタンツ　大阪事務所 近畿農政局長賞 優良業務

R2 大阪府 大阪市 （株）酉島製作所　大阪支店 近畿農政局長賞 優良工事

R2 奈良県 御所市 （株）西本組 近畿農政局長賞 優良工事

R2 大阪府 大阪市 （株）鶴見製作所 近畿農政局長賞 優良工事

R2 大阪府 大阪市 （株）三祐コンサルタンツ　大阪事務所 近畿農政局長賞 優良業務

R2 京都府 京都市 若鈴コンサルタンツ（株）　関西支店 近畿農政局長賞 優良業務

R2 京都府 京都市 サンスイコンサルタント（株） 近畿農政局長賞 優良業務

R3 大阪府 大阪市 日本エレクトロニツクシステムズ(株） 近畿農政局長賞 優良工事

R3 大阪府 大阪市 （株）荏原製作所 大阪支社 近畿農政局長賞 優良工事

R3 大阪府 大阪市 りんかい日産建設（株） 大阪支店 近畿農政局長賞 優良工事

R3 和歌山県 和歌山市 第五工業（株） 近畿農政局長賞 優良工事

R3 大阪府 大阪市 （株）三祐コンサルタンツ 大阪事務所 近畿農政局長賞 優良業務

R3 京都府 京都市 サンスイコンサルタント（株） 近畿農政局長賞 優良業務

R3 大阪府 大阪市 いであ（株） 大阪支社 近畿農政局長賞 優良業務

R3 滋賀県 近江八幡市 キタイ設計（株） 近畿農政局長賞 優良業務

R3 京都府 京都市 （株）カイハツ 近畿営業所 近畿農政局長賞 優良業務



・未来につながる持続可能な農業推進コンクール
年度 府県 市町村 表彰者名又は団体名 賞名 部門

R1 滋賀県 草津市 株式会社横江ファーム 近畿農政局長賞 ＧＡＰ部門

R1 兵庫県 豊岡市 たじま農業協同組合 近畿農政局長賞 ＧＡＰ部門

R1 京都府 京丹後市 小町の里生産組合
近畿地域環境保全型農業推
進連絡会議会長賞

有機農業・環境保全型農業部門

R1 兵庫県 神戸市 炭育ち池上農園
近畿地域環境保全型農業推
進連絡会議会長賞

有機農業・環境保全型農業部門

R2 兵庫県 豊岡市 たじま農業協同組合 農林水産大臣賞 有機農業・環境保全型農業部門

R2 滋賀県 近江八幡市 JAグリーン近江老蘇集落営農連絡協議会 生産局長賞 ＧＡＰ部門

R2 兵庫県 南あわじ市 ＪＡあわじ島ＧＡＰ部会 近畿農政局長賞 ＧＡＰ部門

R2 兵庫県 明石市 五島農園 近畿農政局長賞 有機農業・環境保全型農業部門

R2 京都府 京都市 嵯峨地域農場づくり協議会
近畿地域環境保全型農業推
進連絡会議会長賞

有機農業・環境保全型農業部門

R2 京都府 綾部市 忠町農家組合作業部会環境保全活動
近畿地域環境保全型農業推
進連絡会議会長賞

有機農業・環境保全型農業部門

R3 滋賀県 草津市 滋賀県立湖南農業高等学校 近畿農政局長賞 ＧＡＰ部門

R3 京都府 南丹市 京都府立農芸高等学校 近畿農政局長賞 ＧＡＰ部門

R3 兵庫県 市川町 笠形地域づくり協議会 近畿農政局長賞 有機農業・環境保全型農業部門

R3 滋賀県 草津市 滋賀県立湖南農業高等学校
近畿地域環境保全型農業推
進連絡会議会長賞

有機農業・環境保全型農業部門

・ＩＮＡＣＯＭＥ（イナカム）ビジネスコンテスト
年度 府県 市町村 表彰者名又は団体名 賞名 部門

R1 京都府 南丹市他 日本農業株式会社 最優秀賞

R3 和歌山県 田辺市 株式会社中川 優秀賞



＜農村関係＞

・「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の選定
年度 府県 市町村 表彰者名又は団体名 賞名 部門

R1 京都府 京田辺市 さんさん山城 全国選定 コミュニティ

R1 大阪府 河南町 農事組合法人かなん 全国選定 コミュニティ

R2 京都府 南丹市 ニシオサプライズ株式会社 全国選定 ビジネス

R2 兵庫県 南あわじ市 福良漁業協同組合 全国選定 ビジネス

R2 奈良県 橿原市 大和平野土地改良区 全国選定 コミュニティ

R3 京都府 和束町 お茶の通販・京都おぶぶ茶苑合同会社
全国選定
食ブランド賞

ビジネス

R3 大阪府 堺市 大阪府立農芸高等学校 全国選定 コミュニティ

R3 奈良県 十津川村 空中の村
全国選定
空中に輝く新林賞

ビジネス

R3 和歌山県 田辺市 株式会社日向屋 全国選定 コミュニティ

R3 和歌山県 田辺市 那須誠
全国選定
ブランディング確立特別賞

個人

・近畿「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の選定
年度 府県 市町村 表彰者名又は団体名 賞名 部門

R1 滋賀県 守山市 守山矢島かぶらの会 コミュニティ

R1 京都府 宮津市 上世屋定住促進協議会 コミュニティ

R1 兵庫県 多可町 特定非営利活動法人cambio ビジネス

R1 奈良県 奈良市 奈良追分協議会 コミュニティ

R1 奈良県 田原本町 美しい多地区の田園風景を楽しむ会 コミュニティ

R1 滋賀県 米原市 谷口隆一 個人

R2 滋賀県 東近江市 百済寺樽プロジェクト コミュニティ

R2 京都府 和束町 お茶の通販・京都おぶぶ茶苑 ビジネス

R2 大阪府 堺市 大阪府立農芸高等学校 コミュニティ

R2 兵庫県 丹波市 株式会社ゆめの樹野上野 コミュニティ

R2 奈良県 葛城市 葛城山麓地域協議会 コミュニティ

R2 和歌山県 田辺市 株式会社日向屋 コミュニティ

R2 和歌山県 みなべ町 梅遊びグループ コミュニティ

R2 滋賀県 東近江市 前川 真司 個人

R3 滋賀県 大津市 仰木自然文化庭園構想 八王寺組 コミュニティ

R3 京都府 福知山市 毛原の棚田ワンダービレッジプロジェクト コミュニティ

R3 大阪府 泉大津市 学校法人村川学園 大阪調理製菓専門学校 コミュニティ

R3 兵庫県 新温泉町 海上区（海上営農組合、海上元気村組合 ） コミュニティ

R3 奈良県 下市町 特定非営利活動法人「どろんこ畑」 コミュニティ

R3 和歌山県 有田川町 有田川町×龍谷大学 ビジネス

R3 滋賀県 野洲市 堀彰男 個人



・「豊かなむらづくり全国表彰事業」受賞
年度 府県 市町村 表彰者名又は団体名 賞名 部門

R1 兵庫県 新温泉町 海上区 農林水産大臣賞

R1 滋賀県 高島市 知内区農地・みずべ環境保全向上協議会 農林水産大臣賞

R1 京都府 宮津市 上宮津地域会議 近畿農政局長賞

R1 大阪府
南河内郡
太子町

NPO法人太子町ぶどう塾
近畿農政局長賞、特別賞（日
本政策金融公庫農林水産事
業本部近畿地区統括賞）

R2 奈良県 五條市 農事組合法人ゆめ野山
農林水産大臣賞、特別賞（日
本政策金融公庫農林水産事
業本部近畿地区統括賞）

R2 兵庫県 宝塚市 中部環境保全活動の会
農林水産大臣賞、特別賞（日
本政策金融公庫農林水産事
業本部近畿地区統括賞）

R3 滋賀県 栗東市 明日の走井を考える会
農林水産大臣賞、特別賞（日
本政策金融公庫農林水産事
業本部近畿地区統括賞）

R3 京都府 亀岡市 農事組合法人旭 農林水産大臣賞

R3 大阪府 箕面市 止々呂美ゆず生産者協議会 近畿農政局長賞

・「ノウフク・アワード」表彰
年度 府県 市町村 表彰者名又は団体名 賞名 部門

R2 京都府 京都市 特定非営利活動法人HEROES 審査員特別賞

R2 京都府 京田辺市 社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会 さんさん山城 優秀賞

R2 奈良県 奈良市 社会福祉法人青葉仁会 あおはにファーム 審査員特別賞「地域を耕す」

R3 京都府 京田辺市 さんさん山城 グランプリ

R3 大阪府 和泉市 株式会社いずみエコロジーファーム 優秀賞

R3 和歌山県 紀の川市 社会福祉法人一麦会ソーシャルファーム 優秀賞

R3 和歌山県 御坊市 社会福祉法人太陽福祉会 チャレンジ賞

・鳥獣被害対策優良活動表彰
年度 府県 市町村 表彰者名又は団体名 賞名 部門

R1 兵庫県 多可町 特定非営利活動法人cambio（カンビオ） 農村振興局長賞 捕獲鳥獣利活用部門（団体）

R2 滋賀県 長浜市 北村富生 農林水産大臣賞 被害防止部門（個人）

R2 兵庫県 相生市 相生市矢野町小河集落 農村振興局長賞 被害防止部門（団体）

R3 滋賀県 甲賀市 甲賀市信楽町宮尻集落 農村振興局長賞 被害防止部門（団体）


