
環境保全型農業推進コンクール東海ブロック受賞者一覧

表彰区分 県名 市町村名 受賞者名 備考

平成7年度 大賞（農林水産大臣賞） 愛知県 豊田市 農事組合法人中甲

（第１回） 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 岐阜県　 大垣市 大垣市農業協同組合

奨励賞 三重県 多気町 JA多気郡みかん部会産直グループ

平成8年度 大賞（農林水産大臣賞） 三重県 青山町 青山町農協無農薬米生産部会

（第２回） 優秀賞（全国環境保全型農業推進会議会長賞） 愛知県 大府市 有限会社新鮮農場

奨励賞 岐阜県　 岐阜市 岐阜市農業協同組合

平成9年度 大賞（農林水産大臣賞） 三重県 度会郡大内山村 大内山村

（第３回） 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 愛知県 海部郡十四山村 十四山村農業協同組合

奨励賞 岐阜県　 恵那郡山岡町 恵南愛農米生産組合

平成10年度 大賞（農林水産大臣賞） 岐阜県　 吉城郡古川町 農事組合法人黒内果樹園

（第４回） 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 三重県 一志郡嬉野町 JA一志東部軟弱ハウス部会

奨励賞 愛知県 豊橋市 豊橋農業協同組合

平成11年度 大賞（農林水産大臣賞） 愛知県 知多郡阿久比町 阿久比米れんげちゃん研究会

（第５回） 優秀賞（全国環境保全型農業推進会議会長賞） 三重県 一志郡白山町 橋本力男

奨励賞 岐阜県　 加茂郡東白川村 健康農産物を育てる会

平成12年度 大賞（農林水産大臣賞） 愛知県 西加茂郡小原村 池野雅道

（第６回） 優秀賞（全国環境保全型農業推進会議会長賞） 岐阜県　 揖斐郡春日村 香六茶生産組合

特別賞 三重県 名賀郡青山町 社団法人　全国愛農会

平成13年度 大賞（農林水産大臣賞） 岐阜県　 羽島市 アイガモ稲作研究会 代表 森川貞秋

（第７回） 優秀賞（全国環境保全型農業推進会議会長賞） 三重県 南牟婁郡紀宝町 紀宝町無農薬有機米栽培部会

平成14年度 大賞（農林水産大臣賞） 岐阜県　 高山市 飛騨蔬菜出荷組合トマト部会

（第８回） 奨励賞 愛知県 北設楽郡設楽町 農事組合法人 裏谷高原牧場

大賞8点、優秀賞16点、
奨励賞21点、特別賞2点

大賞8点、優秀賞16点、
奨励賞22点、特別賞3点

大賞8点、優秀賞14点、
奨励賞21点、特別賞1点

大賞9点、優秀賞17点、
奨励賞23点、特別賞2点

大賞8点、優秀賞16点、
奨励賞26点、特別賞3点

大賞8点、優秀賞16点、
奨励賞27点、特別賞2点

大賞8点、優秀賞16点、
奨励賞26点、特別賞1点

大賞8点、優秀賞16点、
奨励賞27点、特別賞1点



表彰区分 県名 市町村名 受賞者名 備考

平成15年度 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 岐阜県　 羽島郡柳津町 有限会社 なずな農園

（第９回） 優秀賞（全国環境保全型農業推進会議会長賞） 三重県 員弁郡藤原町 藤原町

奨励賞 愛知県 知多郡東浦町 原田牧場

平成16年度 大賞（農林水産大臣賞） 愛知県 南設楽郡作手村 JA愛知東トマト部会

（第10回） 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 岐阜県　 各務原市 各務原市園芸振興会にんじん部会

奨励賞 三重県 久居市 グループ「酵素の里」

平成17年度 大賞（農林水産大臣賞） 岐阜県　 養老郡上石津町 有限会社 三ツ里生産

（第11回） 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 愛知県 額田郡幸田町 西三河筆柿選果場運営委員会

奨励賞 三重県 桑名市 長島町園芸組合

平成18年度 大賞（農林水産大臣賞） 愛知県 安城市 JAあいち中央チンゲン菜生産部会

（第12回） 優秀賞（全国環境保全型農業推進会議会長賞） 岐阜県　 下呂市 有限会社すがたらいす

特別賞 三重県 伊賀市 農事組合法人白鳳梨生産組合

平成19年度 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 愛知県 豊田市 JAあいち豊田梨部会

（第13回） 優秀賞（全国有機農業推進委員会会長賞） 三重県 鈴鹿市 森田農園

奨励賞 岐阜県　 本巣市 農事組合法人 もとすファーム

平成20年度 大賞（農林水産大臣賞） 愛知県 豊橋市 河合果樹園

（第14回） 優秀賞（全国環境保全型農業推進会議会長賞） 岐阜県　 本巣市 糸貫柿振興会

優秀賞（全国有機農業推進委員会会長賞） 岐阜県　 高山市 有限会社 山藏農園

奨励賞 三重県 鈴鹿市 有限会社 鈴鹿ポートリー

奨励賞 三重県 南牟婁郡 紀南有機農業推進協議会

平成21年度 大賞（農林水産大臣賞） 愛知県 津島市 あいち海部農業協同組合 エコ部会

（第15回） 大賞（農林水産大臣賞） 愛知県 新城市 福津農園 松沢政満

優秀賞（全国有機農業推進委員会会長賞） 三重県 伊賀市 愛農学園農業高等学校

奨励賞 岐阜県　 高山市 まんま農場

大賞8点、優秀賞16点、
奨励賞17点、特別賞1点

大賞8点、優秀賞18点、
奨励賞26点、特別賞2点

大賞8点、優秀賞16点、
奨励賞20点、特別賞1点

大賞8点、優秀賞15点、
奨励賞19点、特別賞1点

大賞8点、優秀賞22点、
奨励賞17点、特別賞2点

大賞8点、優秀賞19点、
奨励賞15点、特別賞3点

大賞8点、優秀賞15点、
奨励賞15点、特別賞2点



表彰区分 県名 市町村名 受賞者名 備考

平成22年度 大賞（農林水産大臣賞） 愛知県 豊橋市 JA豊橋茄子部会

（第16回） 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 岐阜県　 高山市 上広瀬果樹組合

奨励賞 三重県 津市 白山町稲作部会

奨励賞 三重県 尾鷲市 平山農園

平成23年度 大賞（農林水産大臣賞） 愛知県 新城市
愛知東農業協同組合和牛部会、肉牛
部会、酪農部会

（第17回） 優秀賞（全国環境保全型農業推進会議会長賞） 三重県 度会郡度会町 有限会社類農園三重農場

奨励賞 岐阜県　 山県市 有限会社天湖森いじら

平成24年度 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 愛知県 一宮市、稲沢市 JA愛知西なす協議会

（第18回） 奨励賞 岐阜県　 下呂市 田上農園

奨励賞 三重県 度会郡南伊勢町 農事組合法人 土実樹

奨励賞 三重県 伊賀市 伊賀有機農業推進協議会

平成25年度 優秀賞（全国農業協同組合中央会会長賞） 愛知県 田原市 JA愛知みなみエコセンター

（第19回） 奨励賞 三重県 津市 純正農園 須田純正

特別賞 岐阜県　 高山市
岐阜県立飛騨高山高等学校 園芸科
学科

平成26年度 生産局長賞 愛知県 豊川市 音羽米を育てる研究会

東海農政局長賞 三重県 御浜町 尾呂志「夢」アグリ

東海農政局長賞 岐阜県　 可児市 岐阜県農業大学校

平成27年度 生産局長賞 愛知県 江南市 なのはな畑

東海農政局長賞 愛知県 岡崎市 矢田哲臣

東海農政局長賞 三重県 松阪市 JA一志東部いちじく部会

平成28年度 生産局長賞 愛知県 豊田市 JAあいち豊田桃部会

東海農政局長賞 岐阜県　 中津川市 中津川・七ッ平高原

東海農政局長賞 岐阜県　 恵那市 岐阜県立恵那農業高等学校

大賞8点、優秀賞20点、
奨励賞19点、特別賞4点

大賞8点、優秀賞14点、
奨励賞27点、特別賞3点

大賞2点、最優秀賞6点、
優秀賞14点、奨励賞24
点、特別賞2点

農林水産大臣賞2点、
生産局長賞6点、
東海農政局長賞2点

農林水産大臣賞2点、
生産局長賞6点、
東海農政局長賞2点

農林水産大臣賞2点、
生産局長賞6点、
東海農政局長賞2点

大賞2点、最優秀賞6点、
優秀賞14点、奨励賞21
点、特別賞5点


