
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 優秀賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞) 大賞（農林水産大臣賞）
鯵ヶ沢町 平泉町 田尻町 森吉町 高畠町 熱塩加納村
神 辰雄 ＪＡひらいずみ平泉町有機低農薬米生産団地 　田尻町産直委員会 ＪＡ森吉町有機米生産部会 上和田有機米生産組合 緑と太陽の会

優秀賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞) 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 大賞（農林水産大臣賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞）

横浜町 北上市 角田市 琴丘町 遊佐町 本宮町
横浜町 北上市農協有機米生産者協議会 角田市農業協同組合 琴丘町農協有機米協議会 遊佐町協同開発米部会 本宮町堆肥センター運営組合

優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 大賞（農林水産大臣賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞）

天間林村 沢内村 石巻市 稲川町 真室川町 会津坂下町
ＪＡ天間林村 西和賀農業協同組合 石巻市施設園芸生産組合産直部会 稲川町農協有機米研究会 真室川町農業協同組合 会津坂下町農協有機低農薬米研究会

優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 優秀賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞) 大賞（農林水産大臣賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞）

田子町 大東町 丸森町 平鹿町 寒河江市 西郷村
田子町農協稲作部会有機栽培稲作研究会 大東町農業技術センター みやぎ仙南農協丸森地区稲作部会 平鹿町 JＡさがえ西村山低農薬有機栽培米生産振興協議会 報徳たい肥化研究会
優秀賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞) 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 大賞（農林水産大臣賞） 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞）

相馬村 住田町 仙台市 山本町 長井市 福島市
相馬村農業協同組合 すみた清流生産組合 環境保全米ネットワーク  秋田やまもと農協山本支店トマト部会 長井市レインボープラン推進協議会 新ふくしま農業協同組合

大賞（農林水産大臣賞） 優秀賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞) 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞）

常盤村 大野村 南方町 西木村 東根市 猪苗代町
常盤村農業協同組合 大野村有機野菜栽培研究会 南方町水稲部会 秋田おばこ農協西木支部ほうれんそう部会 東根市農協有機栽培研究会  会津有機米研究会

大賞（農林水産大臣賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 優秀賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞) 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞）

中里町 遠野市 石巻市 田沢湖町 立川町 石川町
中里町自然農法研究会 遠野愛鴨米有機研究会  いしのまき農業協同組合  秋田おばこ農協神代有機米生産研究会 立川町堆肥生産センター 石川地方農業振興協議会

優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 大賞（農林水産大臣賞）
木造町 二戸市 鹿角市 鶴岡市 二本松市

木造町農協おいしいごはんを作る会 北岩手古代雑穀 かづの農業協同組合 エコピッグ推進協議会 ＪＡみちのく安達二本松有機農業研究会

奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 大賞（農林水産大臣賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 優秀賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞) 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞）

弘前市 千厩町 登米町 大潟村 鶴岡市 白河市
清野袋蔬菜生産出荷組合 いわい東農業協同組合トマト部会 石井　稔 株式会社大潟村カントリーエレベーター公社 JＡ鶴岡ネットメロン専門部 白河有機農業研究会

優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 大賞（農林水産大臣賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞）

岩手町 田尻町 二ツ井町 中山町 田村市
いきいき農場 田尻町通木集落生産組合ＨＩ－ＳＯＦＴ２１通木 二ツ井町 豊田スーパーはえぬき栽培同志会 ＪＡたむらピーマン専門部会

優秀賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 大賞（農林水産大臣賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 優秀賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞) 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞）

横浜町 二戸市 登米市 湯沢市 鶴岡市 会津若松市
はまなす生産組合 農事組合法人金田一営農組合 有限会社板倉農産 山田堆肥生産組合・宮渕大豆生産組合・宮渕有機米研究会 鶴岡市（旧藤島町） あいづ有機農法生産組合

優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 大賞（農林水産大臣賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 優秀賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞) 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞）

奥州市 角田市 北秋田市 鶴岡市 南会津町
江刺市農業協同組合稲作部会 角田市ふるさと安心米生産組合協議会 有限会社北秋田市有機センター 人と環境にやさしい農業実践者の会 南郷トマト生産組合

特別賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞）

仙台市
みやぎ生活協同組合

第６回
（H12）

第７回
（H13）

第８回
（H14）

第９回
（Ｈ15）

 第10回
（Ｈ16）

 第11回
（Ｈ17）

 第12回
（Ｈ18）

第５回
（H11）

東北地域における環境保全型農業推進コンクール受賞者一覧（平成7年度～平成28年度）

第１回
(H７)

第２回
（H８）

第３回
（H９）

第４回
（H10）



青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

東北地域における環境保全型農業推進コンクール受賞者一覧（平成7年度～平成28年度）

優秀賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞) 大賞（農林水産大臣賞） 大賞（農林水産大臣賞） 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞）

鯵ヶ沢町 岩手町 大崎市 羽後町 遊佐町 喜多方市
長谷川自然牧場 岩手町認定農業者協議会 伸萠ふゆみずたんぼ生産組合 うご農業協同組合 JA庄内みどり遊佐町庄内柿特別栽培研究会 まごころ野菜の会

優秀賞(全国有機農業推進委員会会長賞) 優秀賞(全国有機農業推進委員会会長賞)

登米市 会津坂下町
農業生産法人㈲エヌ．オー．エー【有機】 五十嵐正康【有機】

優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 特別賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 大賞（農林水産大臣賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 大賞（農林水産大臣賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞）

十和田市 平泉町 栗原市 男鹿市 庄内町 白河市
十和田おいらせ農業協同組合野菜部会 いわい農産研究会 栗原市瀬峰地区循環型農業推進会議（瀬峰農場） 秋田みなみ農業協同組合メロン部会 JAあまるめブランド米振興会 大野農園

特別賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞）

鶴岡市 美里町
生活協同組合共立社 会津自然塾【有機】

優秀賞(全国有機農業推進委員会長賞) 優秀賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞) 優秀賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞) 大賞（農林水産大臣賞） 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞）

青森市 紫波町 能代市 高畠町 富岡町
福士　武造　【有機】 紫波町 （有）大和農園 上和田有機米生産組合【有機】 大原地区邑づくり推進協議会

奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞）

大蔵村・戸沢村・鮭川村
JA山形もがみ園芸生産組合トマト部会

優秀賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞) 大賞（農林水産大臣賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 大賞（農林水産大臣賞）
弘前市 紫波町 大郷町 山形県 須賀川市

（有）ゆめりんご JAいわて中央りんご部会 大郷グリーンファーマーズ 農事組合法人稲・華紋 渡辺果樹園
奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞）

山形県 猪苗代町
さわのはな倶楽部【有機】 猪苗代町環境にやさしい農業推進協議会

奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 優秀賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞) 大賞（農林水産大臣賞） 大賞（農林水産大臣賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞）

田子町 奥州市 大崎市・栗原市 大潟村 酒田市 いわき市
新田そば生産組合 アレフ省農薬米生産者協議会 上原酪農組合 大潟村有機農業推進協議会 株式会社　和農日向 いわき市農業協同組合梨部会

奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 優秀賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞)

一戸町 南陽市
友睦地域資源保存会 農事組合法人山形おきたま産直センター

最優秀賞（生産局長賞） 優秀賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞) 大賞（農林水産大臣賞） 最優秀賞（生産局長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞）

藤崎町 大和町 小坂町 鶴岡市 南会津町・下郷町・只見町
常盤村養鶏農業協同組合 あさひな農業協同組合 ポークランドグループ 志藤　正一　【有機】 会津みなみ農業協同組合花卉連絡協議会

奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞）

金山町
農事組合法人いずえむ

 第18回
（Ｈ24）

 第17回
（Ｈ23）

 第13回
（Ｈ19）

第14回
（H20）

 第15回
（Ｈ21）

 第16回
（Ｈ22）



青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

東北地域における環境保全型農業推進コンクール受賞者一覧（平成7年度～平成28年度）

優秀賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞) 最優秀賞（生産局長賞） 奨励賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞） 大賞（農林水産大臣賞）
二戸市 仙台市 大仙市 遊佐町

までっこチキン生産者連絡協議会 株式会社　大滝自然農園【有機】 佐々木義実 遊佐町共同開発米部会
優秀賞(全国環境保全型農業推進会議会長賞)

米沢市
おきたま自然研究会【有機】

東北農政局長賞 東北農政局長賞 農林水産大臣賞 東北農政局長賞
五所川原市 軽米町 鶴岡市 いわき市

青森県立五所川原農林高等学校 尾田川農園 庄内産直ネットワーク【有機】 いわきとっくり芋赤沼生産部会
東北農政局長賞

金ヶ崎町
及川　実【有機】

東北農政局長賞 東北農政局長賞 東北農政局長賞 東北農政局長賞 東北農政局長賞 東北農政局長賞
おいらせ町 盛岡市 登米市 由利本荘市・にかほ市 舟形町 浅川町

有限会社ナチュラルファーム【有機】 岩崎　隆【有機】 迫ナチュラルファーム 秋田しんせい農業協同組合 有限会社舟形マッシュルーム 花火の里あさかわ漢方資材栽培米生産部会

東北農政局長賞
山田町

いわき農園【有機】
東北農政局長賞 東北農政局長賞 東北農政局長賞 生産局長賞 生産局長賞

南部町 名取市 秋田市 飯豊町 二本松市
ドリームながわ 宮城県農業高等学校 矢島農園【有機】 ＪＡ山形おきたま飯豊地区青年部 オーガニックふくしま安達【有機】

 第19回
（Ｈ25）

 農林水
産省
主催

（Ｈ26）

 農林水
産省
主催

（Ｈ27）

 農林水
産省
主催

（Ｈ28）


