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参考　表彰実績

No. 県 市区町村 受賞者名 表彰月日 行事名 主催者名 賞名 部門 受賞者又は賞の概要 URL

1 岩手県 岩手町
い わ て ま ち

田中　博昭 令和3年5月27日
第52回岩手県特産
農作物生産振興共
進会

岩手県特産農作物
生産振興協議会

東北農政局長賞
葉たばこ部門　個
人の部

【受賞者の概要】
　省力機械の導入等により作業を効率化
するなど、経営の合理化を図っており、
葉たばこの単収が県の平均を大きく上
回っている。
　また、生分解性資材を活用し、環境に
配慮した生産活動に取り組んでいる。

－

2 岩手県 二戸市
に の へ し

馬洗場総代区 令和3年5月27日
第52回岩手県特産
農作物生産振興共
進会

岩手県特産農作物
生産振興協議会

東北農政局長賞
葉たばこ部門　集
団の部

【受賞者の概要】
１人当たり耕作面積は2.9haと大規模な葉
たばこ経営が行われており、品質も高
く、単収が県の平均を大きく上回ってい
る。
　また、生分解性資材を活用しているほ
か、農薬飛散・被ばく防止対策にも取り
組んでいる。

－

3 山形県 河北町
かほくちょう 農事組合法人

ファームひなの里

令和3年5月27日
（表彰式は中止の
ため、選賞月日）

第49回（令和２年
度）全国豆類経営
改善共励会

一般社団法人 全
国農業協同組合中
央会 全国新聞情
報農業協同組合連
合会
（後援）農林水産
省、全国農業協同
組合連合会、公益
財団法人日本豆類
協会
（協賛）全国味噌
工業共同組合連合
会、全国納豆共同
組合連合会

農林水産大臣賞 大豆 集団の部

【受賞者の概要】
　河北町谷地南部地域の農業者32名を組
合員とし、大豆23ha（令和２(2020)年
産）に取り組む。
　単収が常に県平均を上回っているほ
か、有機質資材を施用する栽培法が、連
作圃場における地力維持増進の有効な技
術として、町内の生産者に広く普及して
いることなどが評価された。

http://www.maff.go.jp/toho
ku/seisan/daizu/kyoureikai
/index.html

表彰実績参考

農林水産業に係る令和３(2021)年度の各種表彰事業において、受賞された東北地域の事業者を紹介します。
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No. 県 市区町村 受賞者名 表彰月日 行事名 主催者名 賞名 部門 受賞者又は賞の概要 URL

4 青森県 青森市
あ お も り し 青森市食生活改善推進員

会
令和3年6月26日

第５回食育活動表
彰

農林水産省 農林水産大臣賞
ボランティア部門
（食生活改善推進
員）

【受賞者の概要】
　就学前の子どもたちの健康的な食習慣
づくりを推進するため、市内全園（113
園）に対し食育レッスンを実施。具体的
には、保護者に対する基礎知識の学習か
ら始まり、園で子どもに食育レッスンを
実施後、親子を対象に家庭での食育指導
を実施している。
　そのほか、健康で長寿の市を目指して
地域住民や団体を対象とした料理講習会
を開催している。

https://www.maff.go.jp/j/s
yokuiku/hyousyo/5th/result
.html#5jirei

5 宮城県 東松島市
ひがしまつしまし

東松島市食育推進協議会 令和3年6月26日
第５回食育活動表
彰

農林水産省 農林水産大臣賞
教育関係者・事業
者部門（地方公共
団体）

【受賞者の概要】
　離乳食から大人の食事や介護食まで、
300を超えるレシピをオンラインサイトに
掲載するなどデジタル化した情報発信に
取り組んでいる。
　さらに、生産者、事業者及び大学等の
幅広い団体等と連携してスマートミール
の開発など、自然に健康になれる食環境
整備に取り組み、SDGsを踏まえた食育を
実践している。

https://www.maff.go.jp/j/s
yokuiku/hyousyo/5th/result
.html#5jirei

6 山形県 東根市
ひ が し ね し

佐藤　隆太 令和3年9月2日
第51回東北農村青
年会議山形大会

東北農業青年クラ
ブ連絡協議会、山
形県農業青年クラ
ブ連絡協議会、山
形県

最優秀賞（東北農
政局長賞）

プロジェクト発表

【受賞者の概要】
　幼稚園の子供達に「ちぇり育」と題
し、サクランボの生育と食育の両方を体
験してもらう取組を行っている。

https://zenkyo4h.com/%e4%b
b%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5
%ba%a6%e6%9d%b1%e5%8c%97%e
3%83%96%e3%83%ad%e3%83%83%
e3%82%af%e5%a4%a7%e4%bc%9a
%e3%81%8c%e9%96%8b%e5%82%a
c%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%
be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc
%81/

7 宮城県 南三陸
みなみさんりく

町
ちょう

大沼　ほのか 令和3年9月2日
第51回東北農村青
年会議山形大会

東北農業青年クラ
ブ連絡協議会、山
形県農業青年クラ
ブ連絡協議会、山
形県

最優秀賞（東北農
政局長賞）

意見発表

【受賞者の概要】
　幼い頃に「一反の田んぼ」で経験した
思い出を胸に、故郷の地域を農業で盛り
上げようとしている。

https://zenkyo4h.com/%e4%b
b%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5
%ba%a6%e6%9d%b1%e5%8c%97%e
3%83%96%e3%83%ad%e3%83%83%
e3%82%af%e5%a4%a7%e4%bc%9a
%e3%81%8c%e9%96%8b%e5%82%a
c%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%
be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc
%81/
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8 青森県 三戸町
さんのへまち

山下　正一
（三戸土地改良区　理事
長）

令和3年10月6日
第43回全国土地改
良大会群馬大会

全国土地改良事業
団体連合会
群馬県土地改良事
業団体連合会

土地改良事業功績
者表彰
農林水産省農村振
興局長表彰

－
【賞の概要】
長年にわたり土地改良事業に尽力され、
功績が認められた土地改良関係者の表彰

http://www.kakasi.or.jp/ta
ikai_index_old-2

9 宮城県 大崎市
お お さ き し

菅原　勘一
（大崎土地改良区　理事
長
　宮城県土地改良事業団
体連合会　理事）

令和3年10月6日
第43回全国土地改
良大会群馬大会

全国土地改良事業
団体連合会
群馬県土地改良事
業団体連合会

土地改良事業功績
者表彰
農林水産省農村振
興局長表彰

－
【賞の概要】
長年にわたり土地改良事業に尽力され、
功績が認められた土地改良関係者の表彰

http://www.kakasi.or.jp/ta
ikai_index_old-2

10 福島県 会津若松市
あ い づ わ か ま つ し

佐藤　美代志
（会津中央土地改良区
理事長
　会津南部土地改良区連
合　理事長）

令和3年10月6日
第43回全国土地改
良大会群馬大会

全国土地改良事業
団体連合会
群馬県土地改良事
業団体連合会

土地改良事業功績
者表彰
農林水産省農村振
興局長表彰

－
【賞の概要】
長年にわたり土地改良事業に尽力され、
功績が認められた土地改良関係者の表彰

http://www.kakasi.or.jp/ta
ikai_index_old-2

11 宮城県 仙台市
せ ん だ い し 農事組合法人

仙台イーストカントリー

令和3年10月6日
（表彰式は中止の
ため、選賞月日）

令和３年度（第60
回）農林水産祭

農林水産省
公益財団法人日本
農林漁業振興会

天皇杯 農産・蚕糸

【受賞者の概要】
　東日本大震災により経営面積の３分の
２が浸水し、農業用機械・施設などの大
半を失うも、わずか２か月半後には浸水
を免れた18haの水田で経営再開。
　その後、仙台市の「農と食のフロン
ティア推進特区」の第１号の特区指定を
受け、収益性の高いモデル的な経営体と
して復興。現在は約80haで稲作や転作を
行っている。

https://www.maff.go.jp/j/p
ress/kanbo/bunsyo/211006.h
tml
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12 福島県 福島市
ふ く し ま し

名号：ヒルトンステージ
ラスター　ブラット　ET
出品者：鈴木　奨悟

令和3年10月15日
第37回福島県ホル
スタイン共進会

福島県乳用牛改良
推進協議会

農林水産大臣賞 第６部

【賞の概要】
ホルスタイン種の改良促進と乳牛に関

する知識の普及啓蒙を図り、酪農経営の
合理化に寄与することを目的として、出
品牛の資質（外貌、乳器、強健性等）を
評価し、優れたホルスタイン種雌牛に対
して毎年表彰している。

－ 

13 福島県 本宮市
も と み や し

名号：Ｔ．ユニオン　ラ
グアップルナンシー
出品者：(株)Ｔ．ユニオ
ンデーリイ

令和3年10月15日
第37回福島県ホル
スタイン共進会

福島県乳用牛改良
推進協議会

畜産局長賞 第５部

【賞の概要】
ホルスタイン種の改良促進と乳牛に関

する知識の普及啓蒙を図り、酪農経営の
合理化に寄与することを目的として、出
品牛の資質（外貌、乳器、強健性等）を
評価し、優れたホルスタイン種雌牛に対
して毎年表彰している。

－ 

14 福島県 田村市
た む ら し

名号：ホワイトヒル　ソ
ロモン　ロキシー
出品者：白土 達也

令和3年10月15日
第37回福島県ホル
スタイン共進会

福島県乳用牛改良
推進協議会

東北農政局長賞 第３部

【賞の概要】
ホルスタイン種の改良促進と乳牛に関

する知識の普及啓蒙を図り、酪農経営の
合理化に寄与することを目的として、出
品牛の資質（外貌、乳器、強健性等）を
評価し、優れたホルスタイン種雌牛に対
して毎年表彰している。

－ 

15 宮城県 栗原市
く り は ら し

髙橋　伸勝 令和3年10月24日
令和３年度宮城県
花き品評会

宮城県花と緑普及
促進協議会

農林水産大臣賞 －

【賞の概要】
　宮城県産花き生産技術の向上及び生産
意欲の喚起を図るとともに、市場評価の
向上及び消費者等の理解を深めることも
目的とし、毎年開催、表彰している。

https://www.maff.go.jp/j/k
anbo/awards.html
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16 宮城県 登米市
と め し

若葉園芸 令和3年10月24日
令和３年度宮城県
花き品評会

宮城県花と緑普及
促進協議会

農産局長賞 －

【賞の概要】
　宮城県産花き生産技術の向上及び生産
意欲の喚起を図るとともに、市場評価の
向上及び消費者等の理解を深めることも
目的とし、毎年開催、表彰している。

－

17 宮城県 大崎市
お お さ き し

遠山　忍 令和3年10月24日
令和３年度宮城県
花き品評会

宮城県花と緑普及
促進協議会

東北農政局長賞 －

【賞の概要】
　宮城県産花き生産技術の向上及び生産
意欲の喚起を図るとともに、市場評価の
向上及び消費者等の理解を深めることも
目的とし、毎年開催、表彰している。

－

18 秋田県 横手市
よ こ て し

中野　眞市 令和3年11月8日
第45回秋田県菊花
展示大会

秋田県菊花協会 農林水産大臣賞 大菊厚物

【賞の概要】
　秋田県内における菊花栽培技術の向上
を図り、農家収入の向上と生活文化の進
展に寄与することを目的として毎年開
催、表彰している。

https://www.maff.go.jp/j/k
anbo/awards.html

19 秋田県 秋田市
あ き た し

工藤　勉 令和3年11月8日
第45回秋田県菊花
展示大会

秋田県菊花協会 東北農政局長賞 福助作り

【賞の概要】
　秋田県内における菊花栽培技術の向上
を図り、農家収入の向上と生活文化の進
展に寄与することを目的として毎年開
催、表彰している。

－
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20 秋田県 秋田市
あ き た し

浅野　栄一 令和3年11月10日
第40回秋田県産米
品評会

秋田県産米改良協
会

東北農政局長賞
水稲うるち玄米
（ひとめぼれ）

【賞の概要】
　秋田県種苗交換会で、県内農家の産米
を展示して、一般の観覧に供しその優劣
を比較検討するとともに、秋田県うまい
米づくり運動を強力に推進し、県産米の
声価の高揚と定着を図り、秋田県農業の
振興に寄与することを目的として表彰し
ている。

－ 

21 福島県 二本松市
に ほ ん ま つ し

橋本　満 令和3年11月15日
令和３年度福島県
菊花品評大会

二本松市、
一般財団法人二本
松菊栄会

農林水産大臣賞 －

【賞の概要】
　菊花の栽培技術のレベル向上を図り、
併せて住民福祉の向上に寄与するため、
優れた菊花を栽培した方を毎年表彰して
いる。

https://www.maff.go.jp/j/k
anbo/awards.html

https://www.maff.go.jp/j/p
ress/keiei/keiei/211112.ht
ml

https://www.maff.go.jp/toh
oku/keiei/keietai_ikusei/y
uuryou.html

https://www.maff.go.jp/j/p
ress/keiei/keiei/211112.ht
ml

https://www.maff.go.jp/toh
oku/keiei/keietai_ikusei/y
uuryou.html

全国優良経営体表
彰

22 宮城県 山元町
やまもとちょう

株式会社 一苺一笑 令和3年11月18日

23 秋田県 大仙市
だ い せ ん し 有限会社 内小友ファー

ム
令和3年11月18日

【受賞者の概要】
　集落内農地を中心に集積する集落型農
業法人として平成16(2004)年に設立。
　農地の集積と集約により、水稲の効率
的な生産体系を構築。
　さらに、複合部門として菌床椎茸等を
導入し、周年生産による雇用機会の創出
や、豆腐加工による女性活躍の場の創出
にも貢献している。

農林水産省及び全
国担い手育成総合
支援協議会

経営局長賞 働き方改革部門

【受賞者の概要】
　東日本大震災で被災したイチゴ生産農
家３名によって平成24(2016)年に設立。
　高設栽培による作業負担の軽減や、ICT
技術を導入した生育環境データの解析に
よる生産効率と品質の向上を実現。
　さらに、女性活躍や農福連携の推進、
後継者育成にも尽力している。

全国優良経営体表
彰

農林水産省及び全
国担い手育成総合
支援協議会

全国担い手育成総
合支援協議会会長
賞

経営改善部門
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https://www.maff.go.jp/j/p
ress/keiei/keiei/211112.ht
ml

https://www.maff.go.jp/toh
oku/keiei/keietai_ikusei/y
uuryou.html

https://www.maff.go.jp/j/p
ress/keiei/keiei/211112.ht
ml

https://www.maff.go.jp/toh
oku/keiei/keietai_ikusei/y
uuryou.html

https://www.maff.go.jp/toh
oku/nouson/murazukuri/2021
_hyousyou.html

https://www.maff.go.jp/j/n
ousin/noukei/binosato/b_ma
turi/attach/pdf/index-
18.pdf

https://www.maff.go.jp/toh
oku/nouson/murazukuri/2021
_hyousyou.html

https://www.maff.go.jp/j/n
ousin/noukei/binosato/b_ma
turi/attach/pdf/211221-
5.pdf

全国優良経営体表
彰

24 福島県 白河市
し ら か わ し

北條 雄三 令和3年11月18日

25 宮城県 栗原市
く り は ら し 有限会社 川口グリーン

センター
令和3年11月18日

【受賞者の概要】
　水稲の作業受託組合を前身として、平
成13(2001)年に設立し、環境保全型農業
の実践やJGAP認証を取得。
　さらに、米粉製品の加工販売による米
の消費拡大と市場開拓、地域の雇用促進
に寄与。
　米の９割は直接販売しているほか、近
年は外食向け輸出にも取り組んでいる。

農林水産省及び全
国担い手育成総合
支援協議会

全国担い手育成総
合支援協議会会長
賞

経営改善部門

【受賞者の概要】
　JA夢みなみ果樹部会副部会長や福島県
果樹経営者研究会副会長を務めるなど、
地域農業のリーダーとして中心的存在
で、果樹を主力に水稲との複合経営を確
立。
　さらに、消費者ニーズを把握した直接
販売や、ジュース加工による付加価値を
高め、所得向上を図っている。

令和３年度豊かな
むらづくり全国表
彰事業（東北ブ
ロック）表彰式

全国優良経営体表
彰

農林水産省及び全
国担い手育成総合
支援協議会

全国担い手育成総
合支援協議会会長
賞

販売革新部門

26 福島県 二本松市
に ほ ん ま つ し

企業組合さくらの郷 令和3年11月18日

27 秋田県 鹿角市
か づ の し 農事組合法人永田ホープ

フルファーム
令和3年11月18日

【受賞者の概要】
　地元企業と連携して「冷凍えだまめ」
として商品開発し、地域ブランドとして
好評を得ている。
　また、地元の郷土料理である「きりた
んぽ鍋」作りの体験メニュー等を展開
し、都市住民を呼び込むとともに、地元
住民との交流も進んでいる。

東北農政局 農林水産大臣賞 －

【受賞者の概要】
　耕作放棄地を解消するため、そば栽培
を推進し、道の駅で全量を買い上げ、道
の駅の食堂で十割手打ちそば等を提供し
ている。
　また、郷土食の伝承や大学等との交流
等のイベントを実施し、賑わいの創出に
も寄与している。

令和３年度豊かな
むらづくり全国表
彰事業（東北ブ
ロック）表彰式

東北農政局 農林水産大臣賞 －
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https://www.maff.go.jp/toh
oku/nouson/murazukuri/2021
_hyousyou.html

https://www.maff.go.jp/j/k
obetu_ninaite/n_kouhyou/zi
rei/murooka.html

https://www.maff.go.jp/toh
oku/nouson/murazukuri/2021
_hyousyou.html

https://www.pref.miyagi.jp
/soshiki/nh-sgsin-
ns/muradukurigenchi.html

30 秋田県 秋田
あ き た

市
し 名号：東風76

出品者：髙橋　寿
令和3年11月21日

第98回秋田県畜産
共進会

秋田県畜産共進会
運営協議会

農林水産大臣賞 枝肉の部

【賞の概要】
　家畜改良の促進や生産者の意欲高揚を
図るとともに、県民の畜産への理解を深
め、秋田県の畜産振興に資することを目
的として、資質に優れた種畜や肉質等の
優れた枝肉に対し、毎年表彰している。

－ 

31 秋田県 羽後町
う ご ま ち 名号：晴忠平

出品者：小野　浩二
令和3年11月21日

第98回秋田県畜産
共進会

秋田県畜産共進会
運営協議会

畜産局長賞 枝肉の部

【賞の概要】
　家畜改良の促進や生産者の意欲高揚を
図るとともに、県民の畜産への理解を深
め、秋田県の畜産振興に資することを目
的として、資質に優れた種畜や肉質等の
優れた枝肉に対し、毎年表彰している。

－ 

令和３年度豊かな
むらづくり全国表
彰事業（東北ブ
ロック）表彰式

28 岩手県 矢巾町
やはばちょう 農事組合法人室岡営農組

合
令和3年11月18日 東北農政局 東北農政局長賞 －

【受賞者の概要】
　「ところてん方式」と言われるユニー
クな担い手確保手法により、定年退職が
近い兼業農家等へ声掛けをして即戦力を
確保している。
　また、全世帯参加による農道・町道周
辺の草刈りや花壇の整備などにより、地
域社会の活性化と将来の担い手育成につ
ながっている。

令和３年度豊かな
むらづくり全国表
彰事業（東北ブ
ロック）表彰式

東北農政局 東北農政局長賞 －

【受賞者の概要】
ホタルが生息できる清らかな水と先祖

代々の農地と穴堰を守り、環境保全型農
業に取り組んでいる。
　また、視察の受け入れや、水稲栽培な
どの農業体験等により、都市住民との交
流が活発化している。

29 宮城県 大崎市
お お さ き し

南原ホタルの里保全の会 令和3年11月18日
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32 秋田県 由利本荘市
ゆ り ほ ん じ ょ う し 名号：三矢

出品者：板垣　幸三
令和3年11月21日

第98回秋田県畜産
共進会

秋田県畜産共進会
運営協議会

東北農政局長賞 枝肉の部

【賞の概要】
　家畜改良の促進や生産者の意欲高揚を
図るとともに、県民の畜産への理解を深
め、秋田県の畜産振興に資することを目
的として、資質に優れた種畜や肉質等の
優れた枝肉に対し、毎年表彰している。

－ 

https://www.maff.go.jp/j/n
ousin/noukei/binosato/b_ma
turi/

https://www.maff.go.jp/j/p
ress/kanbo/bunsyo/211006.h
tml

http://www.affskk.jp/

34 岩手県 八幡平市
はちま んた いし

三浦　昭則 令和3年11月26日
いわてフラワーコ
ンテスト2021

全国農業協同組合
連合会岩手県本部

農林水産大臣賞 園芸

【賞の概要】
　岩手県内における花き生産者の技術向
上と生産意欲の高揚を図るとともに県産
花き類を広く県内外に紹介することによ
り花き需要の拡大を図るため毎年開催、
表彰している。

https://www.junjo.jp/news/
page.php?p=583

35 岩手県 八幡平市
はちま んた いし

矢幅　光子 令和3年11月26日
いわてフラワーコ
ンテスト2021

全国農業協同組合
連合会岩手県本部

農産局長賞 園芸

【賞の概要】
　岩手県内における花き生産者の技術向
上と生産意欲の高揚を図るとともに、県
産花き類を広く県内外に紹介することに
より花き需要の拡大を図るため、毎年開
催、表彰している。

https://www.junjo.jp/news/
page.php?p=583

33 福島県 二本松市
に ほ ん ま つ し

企業組合さくらの郷 令和3年11月23日
令和３年度（第60
回）農林水産祭

農林水産省
（公財）日本農林
漁業振興会

内閣総理大臣賞 むらづくり部門

【受賞者の概要】
　耕作放棄地を解消するため、そば栽培
を推進し、道の駅で全量を買い上げ、道
の駅の食堂で十割手打ちそば等を提供し
ている。
　また、郷土食の伝承や大学等との交流
等のイベントを実施し、賑わいの創出に
も寄与している。
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36 岩手県 雫石
しずくいし

町
ちょう

荒屋敷　祥子 令和3年11月26日
いわてフラワーコ
ンテスト2021

全国農業協同組合
連合会岩手県本部

東北農政局長賞 園芸

【賞の概要】
　岩手県内における花き生産者の技術向
上と生産意欲の高揚を図るとともに、県
産花き類を広く県内外に紹介することに
より花き需要の拡大を図るため、毎年開
催、表彰している。

https://www.junjo.jp/news/
page.php?p=583

37 宮城県 栗原
く りはら

市
し

大江 義之 令和3年11月30日
宮城県家畜人工授
精師協会創立70周
年記念式典

宮城県家畜人工授
精師協会

東北農政局長賞 功労者表彰

【受賞者の概要】
　家畜人工授精師としての業務に30年以
上従事し、宮城県内の肉用牛の改良増殖
の推進、畜産農家への家畜人工授精技術
の普及等に尽力し、協会役員として県内
の家畜改良事業の推進に貢献してきた。

－ 

38 山形県  最上町
もがみまち

株式会社西塚農場 令和3年12月8日
令和３年度山形県
ベストアグリ賞

山形県 東北農政局長賞 －

【受賞者の概要】
　山間地で稲作を経営。
　裏山から流れ出る伏流水でイワナの養
殖を行い、その水を利用して生産された
水稲は「岩魚米（いわなまい）」の商品
名で販売している。
　また、ネット販売や法人化を進め、経
営の効率化を図る経営･生産管理システ
ム、水田の水位・水温センサ－によるス
マート農業を実践。

https://www.pref.yamagata.
jp/140003/bestagrir3.html

39 青森県 中泊町
なかどまりまち 中泊町農産物加工販売施

設出荷者協議会
令和3年12月9日

「ディスカバー農
山漁村（むら）の
宝」（第８回選
定）選定証授与式

農林水産省
内閣官房

全国選定 コミュニティ部門

【受賞者の概要】
　農産物の集荷・宅配・移動販売を実現
し、高齢出荷者及び車を保有していない
買物弱者への支援を実施。
　また、商工業者等と協力して「ピュア
朝市」の開催のほか、地元高校生のプロ
ジェクトと連携した商品開発等を展開し
ている。

https://www.maff.go.jp/j/p
ress/nousin/kouryu/211119_
4.html
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40 山形県 山辺町
やまのべまち

グループ農夫の会 令和3年12月9日

「ディスカバー農
山漁村（むら）の
宝」（第８回選
定）選定証授与式

農林水産省
内閣官房

全国選定
優秀賞（コミュニ
ティ部門）

コミュニティ部門

【受賞者の概要】
　農作業体験や支援団体とのイベント活
動、棚田米の販売など、棚田再生と地域
活性化に向けた活動をしている。
　また、モンテディオ山形、山形交響楽
団や山辺町等と連携し、棚田での米づく
りに着目した棚田再生を実施している。

https://www.maff.go.jp/j/p
ress/nousin/kouryu/211119_
4.html

41 福島県  喜多方市
き た か た し 福島県喜多方市教育委員

会
令和3年12月9日

「ディスカバー農
山漁村（むら）の
宝」（第８回選
定）選定証授与式

農林水産省
内閣官房

全国選定 コミュニティ部門

【受賞者の概要】
　国の構造改革特区の認定を受けたこと
からスタートし、現在、市内全ての小学
校が、年間を通し農業学習として「農業
科」を実施している。
　小学校農業科副読本による学習だけで
なく、稲、大豆、トマト等の多数の野菜
を児童自ら栽培し、調理・加工から食す
ることまでの一連の流れを構築し、実践
している。

https://www.maff.go.jp/j/p
ress/nousin/kouryu/211119_
4.html

42 宮城県  気仙沼市
け せ ん ぬ ま し 気仙沼水産資源活用研究

会
令和3年12月9日

「ディスカバー農
山漁村（むら）の
宝」（第８回選
定）選定証授与式

農林水産省
内閣官房

全国選定 ビジネス部門

【受賞者の概要】
　30社超の地元企業と気仙沼市が連携
し、地域資源を活用した商品開発、共通
ロゴ等による販路拡大を行っている。
平成27(2015)年度には、（株）KESEMO

MARINUSを設立し、化粧品等の水産加工製
品ブランドを展開している。

https://www.maff.go.jp/j/p
ress/nousin/kouryu/211119_
4.html

43 宮城県  蔵王町
ざ お う ま ち

 蔵王農泊振興協議会 令和3年12月9日

「ディスカバー農
山漁村（むら）の
宝」（第８回選
定）選定証授与式

農林水産省
内閣官房

全国選定 ビジネス部門

【受賞者の概要】
　空き家、荒廃農地等の「負債」を有効
に利用することで、宿泊施設、観光農園
等の「資源」に転化している。
　陶芸体験等の導入、地域の食材を使っ
た新メニュー開発ワークショップの実施
など、観光資源を充実させている。

https://www.maff.go.jp/j/p
ress/nousin/kouryu/211119_
4.html

109

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/211119_4.html
https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/211119_4.html
https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/211119_4.html
https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/211119_4.html
https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/211119_4.html
https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/211119_4.html
https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/211119_4.html
https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/211119_4.html
https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/211119_4.html
https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/211119_4.html
https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/211119_4.html


参考　表彰実績

No. 県 市区町村 受賞者名 表彰月日 行事名 主催者名 賞名 部門 受賞者又は賞の概要 URL

44 岩手県
久慈
く じ

市
し

野田
の だ

村
むら

農事組合法人
宇部川ファーム

令和3年12月15日

令和３年度東北農
政局土地改良事業
地区営農推進功労
者表彰

東北農政局 東北農政局長賞 農地所有適格法人

【受賞者の概要】
　ほ場整備事業により大区画化した農地
を農地中間管理事業を活用して集積・集
約化し、湛水直播栽培等による水稲の生
産コストの低減（5,917円／60kg）に取り
組んでいる。
　また、岩手県内で唯一、飼料用米全量
を籾米サイレージに調製して販売する耕
畜連携や、水稲育苗後のハウスでミニト
マトを導入し、作業の一部を障害者福祉
施設に委託する農福連携に取り組んでい
る。

http://www.maff.go.jp/toho
ku/nouson/nousonkankyouka/
zirei/einou_jyoho.html

45 山形県 寒河江
さ が え

市
し 株式会社アンスリー

ファーム
令和3年12月17日

令和３年度山形県
さくらんぼ品評会

山形県JA園芸振興
協議会
全国農業協同組合
連合会山形県本部

農林水産大臣賞 パック詰めの部

【賞の概要】
　生産者の良品質・安定生産のための栽
培技術の向上と出荷規格の統一を促進
し、所得の向上と経営の安定化を図るた
めに、年に一度開催している。
　山形県青果物等標準出荷規格を基準と
して、審査会において順位を決定。

https://www.zennoh-
yamagata.or.jp/gardening/p
-02644

46 山形県 高畠町
たかはたまち

今野　直樹 令和3年12月17日
令和３年度山形県
さくらんぼ品評会

山形県JA園芸振興
協議会
全国農業協同組合
連合会山形県本部

東北農政局長賞 裸詰めの部

【賞の概要】
　生産者の良品質・安定生産のための栽
培技術の向上と出荷規格の統一を促進
し、所得の向上と経営の安定化を図るた
めに、年に一度開催している。
　山形県青果物等標準出荷規格を基準と
して、審査会において順位を決定。

https://www.zennoh-
yamagata.or.jp/gardening/p
-02644

47 山形県 東根市
ひ が し ね し

矢萩　光春 令和3年12月17日
令和３年度山形県
りんご「ふじ」品
評会

山形県JA園芸振興
協議会
全国農業協同組合
連合会山形県本部

農林水産大臣賞 －

【賞の概要】
　山形県におけるりんご「ふじ」の品質
向上と出荷規格の統一、並びに共販体制
の確立を図り、りんご栽培における経営
の安定に寄与することを目的とし、年に
一度開催される。
　山形県りんご「ふじ」品評会審査要領
に基づき審査を行う。

https://www.zennoh-
yamagata.or.jp/gardening/p
-02644

110

http://www.maff.go.jp/tohoku/nouson/nousonkankyouka/zirei/einou_jyoho.html
http://www.maff.go.jp/tohoku/nouson/nousonkankyouka/zirei/einou_jyoho.html
http://www.maff.go.jp/tohoku/nouson/nousonkankyouka/zirei/einou_jyoho.html
https://www.zennoh-yamagata.or.jp/gardening/p-02644
https://www.zennoh-yamagata.or.jp/gardening/p-02644
https://www.zennoh-yamagata.or.jp/gardening/p-02644
https://www.zennoh-yamagata.or.jp/gardening/p-02644
https://www.zennoh-yamagata.or.jp/gardening/p-02644
https://www.zennoh-yamagata.or.jp/gardening/p-02644
https://www.zennoh-yamagata.or.jp/gardening/p-02644
https://www.zennoh-yamagata.or.jp/gardening/p-02644
https://www.zennoh-yamagata.or.jp/gardening/p-02644


参考　表彰実績

No. 県 市区町村 受賞者名 表彰月日 行事名 主催者名 賞名 部門 受賞者又は賞の概要 URL

48 山形県 南陽市
な ん よ う し

髙橋　善一 令和3年12月17日
令和３年度山形県
りんご「ふじ」品
評会

山形県JA園芸振興
協議会
全国農業協同組合
連合会山形県本部

東北農政局長賞 －

【賞の概要】
　山形県におけるりんご「ふじ」の品質
向上と出荷規格の統一、並びに共販体制
の確立を図り、りんご栽培における経営
の安定に寄与することを目的とし、年に
一度開催される。
　山形県りんご「ふじ」品評会審査要領
に基づき審査を行う。

https://www.zennoh-
yamagata.or.jp/gardening/p
-02644

49 青森県 五戸町
ご のへ ま ち 舘町神楽舞保存会（倉石

土地改良区）
令和3年12月21日

令和３年度 東北
農政局「ディスカ
バー農山漁村（む
ら）の宝アワー
ド」選定証授与式

東北農政局 東北農政局選定 コミュニティ部門

【受賞者の概要】
　舘町神楽舞は江戸時代初期から続く伝
統芸能であり、神社の例大祭や地域の結
婚式で披露されるなど地域住民に深く根
付いている。
　保存会では、この貴重な文化資源を後
世に継承するため、若手の育成や内外へ
の発信を積極的に実施している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/nouson/nousonsin
kou/211119.html

50 岩手県 遠野市
と お の し

特定非営利活動法人遠野
山・里・暮らしネット
ワーク

令和3年12月21日

令和３年度 東北
農政局「ディスカ
バー農山漁村（む
ら）の宝アワー
ド」選定証授与式

東北農政局 東北農政局選定 コミュニティ部門

【受賞者の概要】
　遠野市民を対象にした遠野超マイクロ
ツーリズムや遠野旅のオンライン産直等
を実施している。
　また、新型コロナウイルス感染症防止
の安全対策を十分踏まえながら、農家民
宿や農家レストラン開業へのサポートに
取り組んでいる。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/nouson/nousonsin
kou/211119.html

51 岩手県  滝沢市
た き ざ わ し

水土里ネット 岩手山麓 令和3年12月21日

令和３年度 東北
農政局「ディスカ
バー農山漁村（む
ら）の宝アワー
ド」選定証授与式

東北農政局 東北農政局選定 コミュニティ部門

【受賞者の概要】
　岩洞用水と越前堰用水について、受益
地内の小学生を対象に学習会や施設見学
会を実施している。
　また、農地や農業水利施設が持つ多面
的機能を維持するため、アドプト制度
（企業などが「里親」になり「養子」
（＝農業水利施設）を守る）を推進して
いる。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/nouson/nousonsin
kou/211119.html

111

https://www.zennoh-yamagata.or.jp/gardening/p-02644
https://www.zennoh-yamagata.or.jp/gardening/p-02644
https://www.zennoh-yamagata.or.jp/gardening/p-02644
https://www.maff.go.jp/tohoku/press/nouson/nousonsinkou/211119.html
https://www.maff.go.jp/tohoku/press/nouson/nousonsinkou/211119.html
https://www.maff.go.jp/tohoku/press/nouson/nousonsinkou/211119.html
https://www.maff.go.jp/tohoku/press/nouson/nousonsinkou/211119.html
https://www.maff.go.jp/tohoku/press/nouson/nousonsinkou/211119.html
https://www.maff.go.jp/tohoku/press/nouson/nousonsinkou/211119.html
https://www.maff.go.jp/tohoku/press/nouson/nousonsinkou/211119.html
https://www.maff.go.jp/tohoku/press/nouson/nousonsinkou/211119.html
https://www.maff.go.jp/tohoku/press/nouson/nousonsinkou/211119.html


参考　表彰実績

No. 県 市区町村 受賞者名 表彰月日 行事名 主催者名 賞名 部門 受賞者又は賞の概要 URL

52 秋田県 藤里町
ふじさとまち 特定非営利活動法人ふじ

さと元気塾
令和3年12月21日

令和３年度 東北
農政局「ディスカ
バー農山漁村（む
ら）の宝アワー
ド」選定証授与式

東北農政局 東北農政局選定 コミュニティ部門

【受賞者の概要】
　南白神の里を中心とした地域を元気に
するために農家民宿運営を実施してい
る。
　また、自主事業のイワナ養殖のほか、
藤里町木の駅管理運営、移住定住促進、
空き家紹介管理事業などを実施してい
る。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/nouson/nousonsin
kou/211119.html

53 福島県 広野町
ひ ろ の ま ち

福島県立ふたば未来学園
中学校・高等学校スペ
シャリスト系列（商業）
３年次

令和3年12月21日

令和３年度 東北
農政局「ディスカ
バー農山漁村（む
ら）の宝アワー
ド」選定証授与式

東北農政局 東北農政局選定 コミュニティ部門

【受賞者の概要】
　高校生が、学習しているビジネスを活
用し、収穫ツアーなどを商品化してい
る。
　また、玉ねぎ（品種：浜の輝）を知っ
てもらう活動や、アピールするための商
品として【Ｆのわたあめ】を開発・販売
している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/nouson/nousonsin
kou/211119.html

54 青森県 弘前市
ひ ろ さ き し 農業生産法人 有限会社

ANEKKO
令和3年12月21日

令和３年度 東北
農政局「ディスカ
バー農山漁村（む
ら）の宝アワー
ド」選定証授与式

東北農政局 東北農政局選定 ビジネス部門

【受賞者の概要】
　規格外や余剰生産物を所得に変えるた
め、直売所「野市里（のいちご）」を運
営している。
　また、廃棄されることが多かった２番
果以降の「嶽きみ」を利用し、様々な加
工商品を開発している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/nouson/nousonsin
kou/211119.html

55 岩手県 紫波町
し わ ち ょ う 株式会社紫波フルーツ

パーク
令和3年12月21日

令和３年度 東北
農政局「ディスカ
バー農山漁村（む
ら）の宝アワー
ド」選定証授与式

東北農政局 東北農政局選定 ビジネス部門

【受賞者の概要】
　ワインの醸造・販売により農家所得の
向上に寄与するとともに、売り上げの一
部を岩手県共同募金会等に寄付するなど
社会貢献にも寄与している。
　また、小中学生のブドウ作業体験や岩
手県立農業大学校の実習受入など、研修
の場を提供している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/nouson/nousonsin
kou/211119.html
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56 秋田県 八峰町
はっぽうちょう

八峰町 農林振興課 令和3年12月21日

令和３年度 東北
農政局「ディスカ
バー農山漁村（む
ら）の宝アワー
ド」選定証授与式

東北農政局 東北農政局選定 ビジネス部門

【受賞者の概要】
　海外輸入に頼っていた生薬原料のキ
キョウについて、八峰町が生薬原料の国
内生産に着手し、栽培を普及している。
　また、カミツレについても、栽培指針
と調製乾燥作業体制を確立し、特産品開
発を支援している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/nouson/nousonsin
kou/211119.html

57 山形県 庄内町
しょうないまち

株式会社 いで葉工望 令和3年12月21日

令和３年度 東北
農政局「ディスカ
バー農山漁村（む
ら）の宝アワー
ド」選定証授与式

東北農政局 東北農政局選定 ビジネス部門

【受賞者の概要】
　ハウス設備・機械設備等へ投資し、積
雪地域でも周年栽培と出荷が可能になっ
ている。
　また、ベビーリーフの需要開発のた
め、レストランやスーパーでの販売に加
え、「ベビーリーフ入り白湯ラーメン」
等を開発している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/nouson/nousonsin
kou/211119.html

58 宮城県 丸森町
まるもりまち

八島 哲郎 令和3年12月21日

令和３年度 東北
農政局「ディスカ
バー農山漁村（む
ら）の宝アワー
ド」選定証授与式

東北農政局 東北農政局選定 個人部門

【受賞者の概要】
　丸森町耕野地区に元気を取り戻そう
と、地元住民と観光客の集いの場とし
て、ミニ道の駅をコンセプトに「いなか
道の駅やしまや」を設立。
　また、モウソウチクやハチクのたけの
こを使用したレトルトカレー等を開発・
販売している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/nouson/nousonsin
kou/211119.html

59 秋田県 上小阿仁村
か み こ あ に む ら

鈴木 孝明 令和3年12月21日

令和３年度 東北
農政局「ディスカ
バー農山漁村（む
ら）の宝アワー
ド」選定証授与式

東北農政局 東北農政局選定 個人部門

【受賞者の概要】
　インバウンド対応のため、定住外国人
を含めた農泊における農業体験・宿泊体
験を実施している。
　また、経営する農園との農商工連携に
より村特産品「食用ほおずき」と村のPR
を行い、菓子販売会社「くら吉」が首都
圏百貨店２店に出店し、販路を拡大して
いる。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/nouson/nousonsin
kou/211119.html
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60 青森県 平川市
ひ ら か わ し

広船支会 令和3年12月24日
令和３年度青森県
りんご立木品評会

公益財団法人青森
県りんご協会

農林水産大臣賞 集団の部

【賞の概要】
　青森ブランドで生産量50万ｔを目指す
べく、単収４ｔ以上の活力ある園地作り
や生産技術の向上と生産意欲の高揚を図
るため、年に一度開催している。
　品質・収量・樹勢・一般管理・園地充
実などの項目で審査する。

https://aapple.jp/blog/

61 青森県 弘前市
ひ ろ さ き し

五代支会 令和3年12月24日
令和３年度青森県
りんご立木品評会

公益財団法人青森
県りんご協会

農産局長賞 集団の部

【賞の概要】
　青森ブランドで生産量50万ｔを目指す
べく、単収４ｔ以上の活力ある園地作り
や生産技術の向上と生産意欲の高揚を図
るため、年に一度開催している。
　品質・収量・樹勢・一般管理・園地充
実などの項目で審査する。

https://aapple.jp/blog/

62 青森県 平川市
ひ ら か わ し

唐竹支会 令和3年12月24日
令和３年度青森県
りんご立木品評会

公益財団法人青森
県りんご協会

東北農政局長賞 集団の部

【賞の概要】
　青森ブランドで生産量50万ｔを目指す
べく、単収４ｔ以上の活力ある園地作り
や生産技術の向上と生産意欲の高揚を図
るため、年に一度開催している。
　品質・収量・樹勢・一般管理・園地充
実などの項目で審査する。

https://aapple.jp/blog/

63 青森県 平川市
ひ ら か わ し

広船支会 令和3年12月24日
令和３年度青森県
りんご品評会

公益財団法人青森
県りんご協会

農林水産大臣賞 団体の部

【賞の概要】
　青森県りんご生産技術水準の向上と、
りんご生産者の士気高揚を図るため、年
に一度開催している。
　糖度審査、外観審査を経て、食味を加
えた最終審査により順位を決定する。

https://aapple.jp/blog/
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64 青森県 青森市
あ お も り し

郷山前支会　福士　寛和 令和3年12月24日
令和３年度青森県
りんご品評会

公益財団法人青森
県りんご協会

農産局長賞 個人の部

【賞の概要】
　青森県りんご生産技術水準の向上と、
りんご生産者の士気高揚を図るため、年
に一度開催している。
　糖度審査、外観審査を経て、食味を加
えた最終審査により順位を決定する。

https://aapple.jp/blog/

65 青森県 黒石市
く ろ い し し

上十川支会 令和3年12月24日
令和３年度青森県
りんご品評会

公益財団法人青森
県りんご協会

東北農政局長賞 団体の部

【賞の概要】
　青森県りんご生産技術水準の向上と、
りんご生産者の士気高揚を図るため、年
に一度開催している。
　糖度審査、外観審査を経て、食味を加
えた最終審査により順位を決定する。

https://aapple.jp/blog/

66 山形県 鮭川村
さけがわむら

熊谷　和樹 令和4年1月7日
やまがたフラワー
フェスティバル
2021花き品評会

やまがたフラワー
フェスティバル
2021実行委員会、
山形県花き生産連
絡協議会

農林水産大臣賞 園芸

【賞の概要】
　山形県の花き生産者の生産技術向上を
図るとともに、県産花きを県民へ紹介
し、消費者の理解を深めることを通じ
て、山形県花き産業の一層の発展を目指
すことを目的とし、毎年開催、表彰して
いる。

https://18.181.9.94/140032
/flowerfes.html

67 山形県 新庄市
しんじ ょうし

農林大学校 令和4年1月7日
やまがたフラワー
フェスティバル
2021花き品評会

やまがたフラワー
フェスティバル
2021実行委員会、
山形県花き生産連
絡協議会

農産局長賞 園芸

【賞の概要】
　山形県の花き生産者の生産技術向上を
図るとともに、県産花きを県民へ紹介
し、消費者の理解を深めることを通じて
山形県花き産業の一層の発展を目指すこ
とを目的とし、毎年開催、表彰してい
る。

https://18.181.9.94/140032
/flowerfes.html
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68 山形県 庄内町
しょうないまち

工藤　豊章 令和4年1月7日
やまがたフラワー
フェスティバル
2021花き品評会

やまがたフラワー
フェスティバル
2021実行委員会、
山形県花き生産連
絡協議会

東北農政局長賞 園芸

【賞の概要】
　山形県の花き生産者の生産技術向上を
図るとともに、県産花きを県民へ紹介
し、消費者の理解を深めることを通じて
山形県花き産業の一層の発展を目指すこ
とを目的とし、毎年開催、表彰してい
る。

https://18.181.9.94/140032
/flowerfes.html

69 岩手県 一関市
いちのせきし

（株）平野組 令和4年1月18日

令和３年度東北農
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

東北農政局 東北農政局長賞 優良工事

【賞の概要】
　東北農政局所管の農業農村整備事業及
び海岸事業等の工事又は測量・調査・設
計業務のうち、その成果が優秀であり、
他の模範となるもの及び工事等を実施し
た受益地域内で優れた地域貢献活動を展
開したものを表彰している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/sinsei/nyusatu/220120.
html

70 岩手県 雫石町
しずくいしちょう

（株）中村建設 令和4年1月18日

令和３年度東北農
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

東北農政局 東北農政局長賞 優良工事

【賞の概要】
　東北農政局所管の農業農村整備事業及
び海岸事業等の工事又は測量・調査・設
計業務のうち、その成果が優秀であり、
他の模範となるもの及び工事等を実施し
た受益地域内で優れた地域貢献活動を展
開したものを表彰している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/sinsei/nyusatu/220120.
html

71 岩手県 北上市
き た か み し

小田島建設（株） 令和4年1月18日

令和３年度東北農
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

東北農政局 東北農政局長賞 優良工事

【賞の概要】
　東北農政局所管の農業農村整備事業及
び海岸事業等の工事又は測量・調査・設
計業務のうち、その成果が優秀であり、
他の模範となるもの及び工事等を実施し
た受益地域内で優れた地域貢献活動を展
開したものを表彰している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/sinsei/nyusatu/220120.
html
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72 秋田県 羽後町
う ご ま ち

（株）佐藤建設 令和4年1月18日

令和３年度東北農
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

東北農政局 東北農政局長賞 優良工事

【賞の概要】
　東北農政局所管の農業農村整備事業及
び海岸事業等の工事又は測量・調査・設
計業務のうち、その成果が優秀であり、
他の模範となるもの及び工事等を実施し
た受益地域内で優れた地域貢献活動を展
開したものを表彰している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/sinsei/nyusatu/220120.
html

73 山形県 鶴岡
つるおか

市
し

（株）三浦土建 令和4年1月18日

令和３年度東北農
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

東北農政局 東北農政局長賞 優良工事

【賞の概要】
　東北農政局所管の農業農村整備事業及
び海岸事業等の工事又は測量・調査・設
計業務のうち、その成果が優秀であり、
他の模範となるもの及び工事等を実施し
た受益地域内で優れた地域貢献活動を展
開したものを表彰している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/sinsei/nyusatu/220120.
html

74 宮城県 仙台市
せ ん だ い し （株）奥村組

東北支店
令和4年1月18日

令和３年度東北農
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

東北農政局 東北農政局長賞 優良工事

【賞の概要】
　東北農政局所管の農業農村整備事業及
び海岸事業等の工事又は測量・調査・設
計業務のうち、その成果が優秀であり、
他の模範となるもの及び工事等を実施し
た受益地域内で優れた地域貢献活動を展
開したものを表彰している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/sinsei/nyusatu/220120.
html

75 宮城県 仙台市
せ ん だ い し （株）安藤・間

東北支店
令和4年1月18日

令和３年度東北農
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

東北農政局 東北農政局長賞 優良工事

【賞の概要】
　東北農政局所管の農業農村整備事業及
び海岸事業等の工事又は測量・調査・設
計業務のうち、その成果が優秀であり、
他の模範となるもの及び工事等を実施し
た受益地域内で優れた地域貢献活動を展
開したものを表彰している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/sinsei/nyusatu/220120.
html
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76 東京都 品川区
し な が わ く 日鉄パイプライン＆エン

ジニアリング（株）
令和4年1月18日

令和３年度東北農
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

東北農政局 東北農政局長賞 優良工事

【賞の概要】
　東北農政局所管の農業農村整備事業及
び海岸事業等の工事又は測量・調査・設
計業務のうち、その成果が優秀であり、
他の模範となるもの及び工事等を実施し
た受益地域内で優れた地域貢献活動を展
開したものを表彰している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/sinsei/nyusatu/220120.
html

77 宮城県 仙台市
せ ん だ い し (株)三祐コンサルタンツ

仙台支店
令和4年1月18日

令和３年度東北農
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

東北農政局 東北農政局長賞 優良業務

【賞の概要】
　東北農政局所管の農業農村整備事業及
び海岸事業等の工事又は測量・調査・設
計業務のうち、その成果が優秀であり、
他の模範となるもの及び工事等を実施し
た受益地域内で優れた地域貢献活動を展
開したものを表彰している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/sinsei/nyusatu/220120.
html

78 宮城県 仙台市
せ ん だ い し 内外エンジニアリング

(株)東北支店
令和4年1月18日

令和３年度東北農
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

東北農政局 東北農政局長賞 優良業務

【賞の概要】
　東北農政局所管の農業農村整備事業及
び海岸事業等の工事又は測量・調査・設
計業務のうち、その成果が優秀であり、
他の模範となるもの及び工事等を実施し
た受益地域内で優れた地域貢献活動を展
開したものを表彰している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/sinsei/nyusatu/220120.
html

79 宮城県 仙台市
せ ん だ い し サンスイコンサルタント

(株)仙台事務所
令和4年1月18日

令和３年度東北農
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

東北農政局 東北農政局長賞 優良業務

【賞の概要】
　東北農政局所管の農業農村整備事業及
び海岸事業等の工事又は測量・調査・設
計業務のうち、その成果が優秀であり、
他の模範となるもの及び工事等を実施し
た受益地域内で優れた地域貢献活動を展
開したものを表彰している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/sinsei/nyusatu/220120.
html
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80 宮城県 仙台市
せ ん だ い し ＮＴＣコンサルタンツ

(株)東北支社
令和4年1月18日

令和３年度東北農
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

東北農政局 東北農政局長賞 優良業務

【賞の概要】
　東北農政局所管の農業農村整備事業及
び海岸事業等の工事又は測量・調査・設
計業務のうち、その成果が優秀であり、
他の模範となるもの及び工事等を実施し
た受益地域内で優れた地域貢献活動を展
開したものを表彰している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/sinsei/nyusatu/220120.
html

81 岩手県 盛岡市
も り お か し

昭栄建設（株） 令和4年1月18日

令和３年度東北農
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

東北農政局 東北農政局長賞
優れた地域貢献活
動

【賞の概要】
　東北農政局所管の農業農村整備事業及
び海岸事業等の工事又は測量・調査・設
計業務のうち、その成果が優秀であり、
他の模範となるもの及び工事等を実施し
た受益地域内で優れた地域貢献活動を展
開したものを表彰している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/sinsei/nyusatu/220120.
html

82 岩手県 大船渡市
お お ふ な と し

（有）三陸とれたて市場 令和4年1月21日
令和３年度６次産
業化アワード

６次産業化推進協
議会

学生応援賞 －

【受賞者の概要】
　高度な冷凍技術（CAS（キャス））によ
り、連携する漁家から調達した三陸産の
水産物を、利便性の高い個食冷凍パック
刺身、下処理済材料に加工して販売して
いる。

http://www.maff.go.jp/j/pr
ess/shokuhin/seisaku/21121
5_4.html

83 宮城県 登米市
と め し 農事組合法人

（有）伊豆沼農産
令和4年1月21日

地産地消等優良活
動表彰

全国地産地消推進
協議会

農林水産大臣賞 食品産業

【受賞者の概要】
　「伊豆沼農産直売会」や「伊達の赤豚
会」等と連携して生産した米、精肉等の
農畜産物やハム等の加工品を直営の直売
所やレストランで販売。
　また、地産地消の理解増進を目的に、
農業体験、食育体験等を実施している。

http://www.maff.go.jp/j/pr
ess/shokuhin/seisaku/21121
5_4.html

119

https://www.maff.go.jp/tohoku/sinsei/nyusatu/220120.html
https://www.maff.go.jp/tohoku/sinsei/nyusatu/220120.html
https://www.maff.go.jp/tohoku/sinsei/nyusatu/220120.html
https://www.maff.go.jp/tohoku/sinsei/nyusatu/220120.html
https://www.maff.go.jp/tohoku/sinsei/nyusatu/220120.html
https://www.maff.go.jp/tohoku/sinsei/nyusatu/220120.html
http://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/seisaku/211215_4.html
http://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/seisaku/211215_4.html
http://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/seisaku/211215_4.html
http://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/seisaku/211215_4.html
http://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/seisaku/211215_4.html
http://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/seisaku/211215_4.html


参考　表彰実績

No. 県 市区町村 受賞者名 表彰月日 行事名 主催者名 賞名 部門 受賞者又は賞の概要 URL

84 宮城県 大崎市
お お さ き し

よっちゃん農場 令和4年1月21日
東北農政局地産地
消等優良活動表彰

東北農政局 東北農政局長賞 生産部門

【受賞者の概要】
　とうがらし調味料の製造・販売や、地
元食品企業とコラボによる派生商品の開
発及び地域の食材を生かした弁当の販売
をしている。
　また、直売イベントや里山料理のケー
タリングサービス等により、地域の活性
化や中山間農村地域の魅力発信に貢献し
ている。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/keiei/syokuhin/2
20209.html

85 宮城県 仙台市
せ ん だ い し

宮城学院女子大学現代ビ
ジネス学部石原研究室・
水野水産株式会社

令和4年1月21日
東北農政局地産地
消等優良活動表彰

東北農政局 東北農政局長賞 食品産業部門

【受賞者の概要】
　食品製造会社と連携し、地域性を生か
した商品開発を産学・異業種連携により
推進している。
　商品の開発では、地元産の活用や化学
的に生成された調味料の使用を避けるな
ど「製品のこだわり」をコンセプトにし
ている。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/keiei/syokuhin/2
20209.html

86 宮城県 石巻市
いしのまきし

のんき 令和4年1月21日
東北農政局地産地
消等優良活動表彰

東北農政局 東北農政局長賞 食品産業部門

【受賞者の概要】
　ジビエ肉の卸販売やジビエレザーのブ
ランディングを行っている。
　また、就労支援団体と連携し、鹿革や
角を使ったアクセサリー販売等を行う。
　さらに、環境・食の教育プログラムを
実施し、地産地消の取組を通して自然の
豊かさや命の大切さなどの理解を深めて
いる。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/keiei/syokuhin/2
20209.html

87 宮城県 色麻町
しかまちょう

宮城県加美農業高等学校 令和4年1月21日
東北農政局地産地
消等優良活動表彰

東北農政局 東北農政局長賞 教育関係部門

【受賞者の概要】
　冬期間における在来野菜の研究栽培及
び大学や地元菓子店と連携した新商品開
発に取り組んでいる。
　また、近隣の小学校等と連携した食育
活動を行うなど、地域資源の保存や地域
の食文化などを守り伝え、地域農業の発
展にも繋がる活動を行っている。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/keiei/syokuhin/2
20209.html
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88 青森県 南部町
なんぶちょう

石井　幸生 令和4年1月31日
令和３年度青森県
ぶどう立木品評会

青森県ぶどう対策
協議会

農林水産大臣賞 個人の部

【賞の概要】
　青森県ぶどう生産の発展のため、品質
向上と技術の改善及び生産者の意欲高揚
と情報交換の場とすることを目的に、年
に一度開催している。
　樹の状態、整枝剪定、肥培管理、病害
虫防除、果実品質、収量の６項目で審査
を行う。

－ 

89 青森県 南部町
なんぶちょう

宮野　晶夫 令和4年1月31日
令和３年度青森県
ぶどう立木品評会

青森県ぶどう対策
協議会

農産局長賞 個人の部

【賞の概要】
　青森県ぶどう生産の発展のため、品質
向上と技術の改善及び生産者の意欲高揚
と情報交換の場とすることを目的に、年
に一度開催している。
　樹の状態、整枝剪定、肥培管理、病害
虫防除、果実品質、収量の６項目で審査
を行う。

－ 

90 青森県 弘前市
ひ ろ さ き し

小田桐　清秋 令和4年1月31日
令和３年度青森県
ぶどう立木品評会

青森県ぶどう対策
協議会

東北農政局長賞 個人の部

【賞の概要】
　青森県ぶどう生産の発展のため、品質
向上と技術の改善及び生産者の意欲高揚
と情報交換の場とすることを目的に、年
に一度開催している。
　樹の状態、整枝剪定、肥培管理、病害
虫防除、果実品質、収量の６項目で審査
を行う。

－ 

91 岩手県 北上市
き た か み し

高橋　幹夫 令和4年2月10日
第53回岩手県特産
農作物生産振興共
進会

岩手県特産農作物
生産振興協議会

東北農政局長賞 ホップ部門

【受賞者の概要】
　ホップの一等品率は100％であり、単収
が県の平均を大きく上回っている。
　また、土壌診断に基づく施肥・堆肥等
有機物の施用を行っているほか、防風
ネットの設置等による農薬の飛散防止に
取り組んでいる。

－
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92 宮城県 色麻町
しかまちょう 色麻町有害鳥獣対策協議

会
令和4年2月16日

令和３年度鳥獣対
策優良活動表彰

農林水産省 農村振興局長賞
被害防止部門（団
体）

【受賞者の概要】
　鳥獣被害防止対策において、地域の合
意形成の下、侵入防止柵の設置や生息環
境管理を地域住民が中心となって行って
いるほか、小学校や農業高校との連携に
より人材育成にも取り組み、農作物被害
を大幅に削減している。

https://www.maff.go.jp/j/s
eisan/tyozyu/higai/hyousyo
u_zirei/attach/pdf/hyosyo_
jirei-1.pdf

93 秋田県 横手市
よ こ て し

新山　瑠美子 令和4年2月22日
第45回東北鉢物生
産組合品評会

東北鉢物生産組合 農産局長賞 シクラメンの部

【賞の概要】
　東北地方における鉢物花きの安定的生
産と健全な発展を図るとともに、栽培技
術の向上と鉢物花き園芸の振興を目的と
し、毎年開催、表彰している。

－

94 福島県 南相馬市
みな みそ う ま し

根本　雄二 令和4年2月22日
第45回東北鉢物生
産組合品評会

東北鉢物生産組合 東北農政局長賞 シクラメンの部

【賞の概要】
　東北地方における鉢物花きの安定的生
産と健全な発展を図るとともに、栽培技
術の向上と鉢物花き園芸の振興を目的と
し、毎年開催、表彰している。

－

95 山形県 米沢市
よ ね ざ わ し

米沢市農業委員会
及び
伊藤　精司

令和4年3月1日
令和３年度農業委
員会等表彰

農林水産省 農林水産大臣賞 －

【受賞者の概要】
　農地の利用集積・集約化の推進や遊休
農地の発生防止等の最適化活動の実施、
地域の話し合いへの積極的な参加を要
請。
　また、自らも農地の受け手となり、農
地集積や遊休農地の発生防止に貢献して
いる。

－
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96 岩手県 盛岡市
も り お か し

株式会社ベアレン醸造所 令和4年3月8日
東北農政局輸出に
取り組む優良事業
者表彰

東北農政局 東北農政局長賞 －

【受賞者の概要】
　クラフトビールを中国、米国、シンガ
ポール等に輸出。
　岩手県産食品と混載することで物流コ
ストの低減を図るほか、他社の輸出手続
をサポートすることで、県産品の輸出量
増加にも寄与している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/keiei/renkei/220
304.html

97 青森県 おいらせ町
ちょう 社会福祉法人誠友会工房

あぐりの里
令和4年3月8日

「ノウフク・ア
ワード2021」表彰
式

農福連携等応援コ
ンソーシアム（事
務局：農林水産
省）

優秀賞 －

【受賞者の概要】
　平成20(2008)年より本格的に農業生産
と６次産業化に着手し、「誰もが地元で
安心して暮らし続けられる地域づくり」
を目指している。
　また、県内有数の観光スポットとし
て、障害者・高齢者の活躍の場として、
更には地域の交流拠点として活躍してい
る。

https://www.maff.go.jp/j/p
ress/nousin/kouryu/220208.
html

98 青森県 平内町
ひらないまち 社会福祉法人青森県すこ

やか福祉事業団
令和4年3月8日

「ノウフク・ア
ワード2021」表彰
式

農福連携等応援コ
ンソーシアム（事
務局：農林水産
省）

チャレンジ賞 －

【受賞者の概要】
　休耕地となっていた水田の貸借契約を
進め、利⽤者の就労の場の安定化や工賃

向上を⽬指し水稲栽培事業を開始。
　また、農作業（稲作）や木材加工、漁
具の修繕など、農福・林福・水福に取り
組み、県平均を上回る工賃を実現してい
る。

https://www.maff.go.jp/j/p
ress/nousin/kouryu/220208.
html

99 福島県 福島市
ふ く し ま し

福島県立大笹生支援学校 令和4年3月8日
「ノウフク・ア
ワード2021」表彰
式

農福連携等応援コ
ンソーシアム（事
務局：農林水産
省）

チャレンジ賞 －

【受賞者の概要】
　農業体験を通じて「将来の職業選択肢
の幅を広げるための農業の魅力の発信」
をしている。
　また、生徒の新たな可能性を広げるこ
とを目的に、学校と農業法人JA福島中央
会が連携して農業体験を実施している。

https://www.maff.go.jp/j/p
ress/nousin/kouryu/220208.
html
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100 秋田県 大館市
お お だ て し

近藤　一也 令和4年3月9日
第30回秋田県優良
水稲種子生産共励
会

秋田県産米改良協
会

東北農政局長賞
水稲種子（あきた
こまち）

【賞の概要】
　種子生産農家の優良種子に対する認識
と生産技術を高めるとともに、秋田米の
一層の商品性向上と声価の高揚に資する
ため、種子生産ほ場を経営する農家が出
品する水稲種子を審査し、成績優良と認
められた農家を表彰している。

－ 

101 青森県 青森市
あ お も り し

株式会社山神 令和4年3月9日
東北農政局輸出に
取り組む優良事業
者表彰

東北農政局 東北農政局長賞 －

【受賞者の概要】
　ベビーほたて、なまこ、ほたてフライ
などを中国、アメリカ、台湾等に輸出。
　MEL（マリン・エコラベル・ジャパン）
認証の取得や、輸出先に応じた原材料の
基準作りをするなどして販路を拡大して
いる。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/keiei/renkei/220
304.html

102 宮城県 仙台市
せ ん だ い し

みやぎアグリレディス21 令和4年3月17日
令和３年度農山漁
村女性活躍表彰

農山漁村男女共同
参画推進協議会

農林水産大臣賞
（最優秀賞）

女性企業・新規開
拓部門

【受賞者の概要】
　女性農業者の持つ共通の課題解決や、
女性農業委員・農地利用最適化推進委員
等（以下「女性委員等」という。）の連
携によって、女性農業者の地位の向上と
農業委員会活動の強化及び担い手農業者
の育成・確保等、地域農業の振興・発展
への貢献を目的とする、女性委員等から
構成される県レベルの団体。

https://www.nca.or.jp/supp
ort/farmers/common/

103 岩手県 洋野町
ひろのちょう 種市南漁業協同組合宿戸

女性部
令和4年3月17日

令和３年度農山漁
村女性活躍表彰

農山漁村男女共同
参画推進協議会

全国漁業協同組合
連合会会長賞（優
良賞）

女性地域社会参画
部門（組織）

【受賞者の概要】
　担い手育成活動の一環として、小学生
～高校生を対象に、ウニの漁獲体験、直
売体験、ウニの森植樹体験等の体験授業
を幅広く実施している。

https://www.nca.or.jp/supp
ort/farmers/common/
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104 岩手県 盛岡市
も り お か し

松本　直子 令和4年3月17日
令和３年度農山漁
村女性活躍表彰

農山漁村男女共同
参画推進協議会

全国農業協同組合
中央会会長賞（優
良賞）

女性地域社会参画
部門（個人）

【受賞者の概要】
　りんご園を経営する傍ら、10年以上前
から、りんごを原料とする洋菓子等を提
供するカフェの営業や、農産物加工販売
に取り組んでいる。

https://www.nca.or.jp/supp
ort/farmers/common/

105 秋田県 横手市
よ こ て し

小松田　光二 令和4年3月18日
令和３年度「飼料
用米多収日本一」

農林水産省及び一
般社団法人日本飼
料用米振興協会

農林水産大臣賞 単位収量の部

【受賞者の概要】
　地域の平均単収を370.9kg超えて、単収
１ｔに迫る973kgの実績は、コンテスト史
上最高値であり、生産面・経営面・地域
連携面の全てにおいて取組が高く評価さ
れた。

https://www.maff.go.jp/j/p
ress/nousan/kokumotu/22022
8.html

106 青森県 五所川原市
ご し ょ が わ ら し

高橋　俊惠 令和4年3月18日
令和３年度「飼料
用米多収日本一」

農林水産省及び一
般社団法人日本飼
料用米振興協会

農産局長賞 単位収量の部

【受賞者の概要】
　10haを越える面積での多収を実現。
　施肥等生産面及び流通面のコスト削
減、地域での情報発信・情報交換や作付
困難者の農地借用による圃場集約等、地
域の模範となる取組が評価された。

https://www.maff.go.jp/j/p
ress/nousan/kokumotu/22022
8.html

107 岩手県 盛岡市
も り お か し

坂本　静江 令和4年3月18日
令和３年度「飼料
用米多収日本一」

農林水産省及び一
般社団法人日本飼
料用米振興協会

農林水産大臣賞
地域の平均単収か
らの増収の部

【受賞者の概要】
　地域の平均単収を58％超える337kgの増
収、単収も900kgを超える多収を実現。
　自家の牛糞堆肥の活用だけでなく、耕
畜連携による鶏糞堆肥の利用等の取組が
高く評価された。

https://www.maff.go.jp/j/p
ress/nousan/kokumotu/22022
8.html
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108 秋田県 大潟村
おおがたむら かやもり農産　栢森　一

夫
令和4年3月24日

令和３年度未来に
つながる持続可能
な農業推進コン
クール

農林水産省 農産局長賞
有機農業・環境保
全型農業部門

【受賞者の概要】
　平成６(1994)年から有機農業に取り組
み、今年で28年目。
　アイガモ農法と自家製堆肥による有機
米の栽培を確立した、大潟村における有
機農業発展の功労者で、有機農業の普
及・推進と後進の育成にも尽力してい
る。

https://www.maff.go.jp/j/p
ress/nousan/kankyo/220324.
html

109 秋田県 大潟村
おおがたむら

樋熊　学 令和4年3月24日
令和３年度「飼料
用米多収日本一」

農林水産省及び一
般社団法人日本飼
料用米振興協会

東北農政局長賞 単位収量の部

【受賞者の概要】
　育苗時に籾殻くん炭を利用する等コス
ト削減を図りつつ、主食用米や加工用米
との作期が異なる多収品種ふくひびきを
採用し、育苗箱施肥に加え２回の追肥
（尿素）を行う等、徹底した栽培管理に
より多収を実現した点等が評価された。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/sinko/220325.htm
l

110 福島県 須賀川市
す か が わ し

服部　和人 令和4年3月24日
令和３年度「飼料
用米多収日本一」

農林水産省及び一
般社団法人日本飼
料用米振興協会

東北農政局長賞
地域の平均単収か
らの増収の部

【受賞者の概要】
　育苗箱への播種量を慣行以上にし育苗
箱数を減らす等コスト削減を図りつつ、
高窒素一発肥料（Ｎ成分13kg／10ａ）を
一度のみ施肥する等、営農指導員の指導
を受けながら適正な肥培管理をしたこと
で多収を実現している点等が評価され
た。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/sinko/220325.htm
l

111 岩手県 紫波町
し わ ち ょ う

紫波東部土地改良区 令和4年3月24日
令和３年度全国土
地改良功労者等表
彰

全国土地改良事業
団体連合会

土地改良功労者表
彰
農林水産省農村振
興局長

－

【賞の概要】
　土地改良事業を通じ地域農業の発展に
優秀な成績を収めるなど、長年にわたり
運営が良好である土地改良区の表彰

－
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112 岩手県 盛岡市
も り お か し キートスファーム株式会

社
令和4年4月27日

令和３年度未来に
つながる持続可能
な農業推進コン
クール

農林水産省 東北農政局長賞
有機農業・環境保
全型農業部門

【受賞者の概要】
　平成24(2012)年に設立。
　令和２(2020)年10月に岩手県特別栽培
農産物認証、令和３(2021)年１月に有機
JAS認証を取得し、真の安全安心な食物生
産に取り組んでいる。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/kankyo/220502.ht
ml

113 宮城県 色麻町
しかまちょう

宮城県加美農業高等学校 令和4年4月27日

令和３年度未来に
つながる持続可能
な農業推進コン
クール

農林水産省 東北農政局長賞 GAP部門

【受賞者の概要】
　令和２(2020)年１月に取得したJGAP認
証の維持に取り組むとともに、GAPの取組
を活かして、県の育成品種「金のいぶ
き」の香港への輸出に挑戦している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/kankyo/220502.ht
ml

114 宮城県 名取
な と り

市
し

宮城県農業高等学校 令和4年4月27日

令和３年度未来に
つながる持続可能
な農業推進コン
クール

農林水産省 東北農政局長賞 GAP部門

【受賞者の概要】
　GAPの取組の中でも特に食品安全に向け
た対応を強く意識してASIAGAP認証取得に
取り組み、令和３(2021)年２月に県内農
業高校として同認証を初めて取得。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/kankyo/220502.ht
ml

115 宮城県 角田市
か く だ し

有限会社角田健土農場 令和4年4月27日

令和３年度未来に
つながる持続可能
な農業推進コン
クール

農林水産省 東北農政局長賞
有機農業・環境保
全型農業部門

【受賞者の概要】
　「健康な土づくり」を経営理念に掲
げ、平成７(1995)年の設立当初から土づ
くりにこだわった水稲栽培を実践。長年
に渡り環境保全型農業に取り組んでい
る。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/kankyo/220502.ht
ml
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116 宮城県 登米
と め

市
し

宮城県登米総合産業高等
学校　農業科　作物専攻
班

令和4年4月27日

令和３年度未来に
つながる持続可能
な農業推進コン
クール

農林水産省 東北農政局長賞
有機農業・環境保
全型農業部門

【受賞者の概要】
　平成７(1995)年に、前身である宮城県
上沼高等学校で「環境にやさしい米作
り」を開始し、四半世紀に渡り環境保全
型農業に取り組んでいる。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/kankyo/220502.ht
ml

117 山形県 三川町
みかわ ま ち

全国農業協同組合連合会
山形県本部　園芸産地拡
大実証研修農場

令和4年4月27日

令和３年度未来に
つながる持続可能
な農業推進コン
クール

農林水産省 東北農政局長賞 GAP部門

【受賞者の概要】
　山形県内でいち早くAJIAGAP（青果物）
認証を取得し、研修生や視察の受け入れ
を通してGAPの普及・啓発に貢献してい
る。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/kankyo/220502.ht
ml

118 山形県 山形市
や ま が た し 山形市農協　野菜園芸専

門委員会　セルリー部
令和4年4月27日

令和３年度未来に
つながる持続可能
な農業推進コン
クール

農林水産省 東北農政局長賞 GAP部門

【受賞者の概要】
　山形セルリーのブランド化の一環とし
て、食品安全等のGAPに取り組み、平成
30(2018)年９月にJGAP認証を取得。
　GAPの取組を通じて、新規就農者の確保
や契約取引拡大に繋がり、東北随一のセ
ルリー産地の復活とブランド化に成功。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/kankyo/220502.ht
ml

119 福島県 只見町
た だ み ま ち

只見米ブランド協議会 令和4年4月27日

令和３年度未来に
つながる持続可能
な農業推進コン
クール

農林水産省 東北農政局長賞 GAP部門

【受賞者の概要】
　平成29(2017)年に、「只見の田んぼを
次世代へ」をモットーに水稲を生産する
５法人と１名で発足。
　全メンバーがJGAP認証を取得しつつ、
協議会で統一した施肥基準、栽培管理を
実践している。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/kankyo/220502.ht
ml
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120 福島県 郡山市
こおりやまし 有限会社仁井田本家・有

限会社仁井田本家あぐり
令和4年4月27日

令和３年度未来に
つながる持続可能
な農業推進コン
クール

農林水産省 東北農政局長賞
有機農業・環境保
全型農業部門

【受賞者の概要】
　仁井田本家は正徳元(1711)年創業。
　昭和42(1967)年から農薬と化学肥料を
使用しない「自然米」を原料とした日本
酒の醸造・販売を行っている。

https://www.maff.go.jp/toh
oku/press/kankyo/220502.ht
ml
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