
福井県農林漁業賞受賞者一覧（Ｈ１５～） 

【農林漁業経営者部門】敬称略 

年度 No. 地区 受賞者 住所 備考 

 

平成 

15 年度 

 

1 南越 北畑藤助 武生市上太田町 農業 

2 福井 小林武良 福井市下毘沙門町 農業 

3 奥越 松田由美津 大野市阿難祖領家 林業 

4 坂井 盛屋充保 坂井郡三国町山王 漁業 

平成 

16 年度 

5 坂井 勝木利信・澄子 あわら市牛山 農業 

6 丹生 木下庄兵衛・洋子 丹生郡朝日町栃川 農業 

7 丹生 姉崎敏明・裕美子 丹生郡織田町上戸 林業 

8 若狭 牧野隆雄 大飯郡高浜町日引 漁業 

平成 

17 年度 

9 福井 安実正嗣・民和子 福井市高柳町 農業 

10 南越 恒本明勇・裕子 越前市都辺町 農業 

11 若狭 鳥羽曙・良江 小浜市水取 林業 

12 二州 口本寅義・富枝 美浜町菅浜 漁業 

平成 

18 年度 

13 奥越 帰山安夫・幸子 大野市下唯野 農業 

14 坂井 木下良照・直美 坂井市三国町加戸 農業 

15 奥越 大竹口茂・花子 勝山市木根橋 林業 

16 丹生 畑武一・和子 越前町大樟 漁業 

平成 

19 年度 

17 丹生 山嵜繁信・美枝子 越前町織田 農業 

18 福井 農事組合法人ほこがさき 福井市鉾ヶ崎 農業 

19 福井 八杉健治・久子 福井市高田町 林業 

20 若狭 小幡丞・よ志ゑ 高浜町和田 漁業 

平成 

20 年度 

21 奥越 農事組合法人アバンセ乾側 大野市牛ヶ原 農業 

22 若狭 橋本征彦・綺子 小浜市飯盛 農業 

23 坂井 辻端武彦・美恵子 坂井市丸岡町山口 林業 

24 若狭 堂前武司 小浜市上田 漁業 

平成 

21 年度 

25 福井 農事組合法人三留生産組合 福井市三留 農業 

26 福井 森岡和男・静枝 福井市国見 林業 

27 二州 川辺昇・文子 敦賀市松島 漁業 

28 若狭 池田清和・由美恵 小浜市多田 農業 

平成 

22 年度 

29 奥越 松田信也・和子 大野市庄林 農業 

30 丹南 井上重治・喜久代 南越前町南今庄 農業 

31 丹南 宇野明・久子 池田町板垣 林業 

32 坂井 米田清・夕美 坂井市三国町滝谷 漁業 

平成 

23 年度 

33 福井 農事組合法人アグリアマイケ 福井市天池町 農業 

34 奥越 農事組合法人平沢生産組合 大野市平澤領家 農業 

35 若狭 柴田享・康子 小浜市新保 農業 

36 奥越 畑中昭治・ひさ子 大野市上黒谷 林業 

37 二州 金森慎一郎・清子 美浜町日向 漁業 

平成 

24 年度 

 

38 福井 農事組合法人かみなか 福井市上中町 農業 

39 坂井 黒川清和・美智子 坂井市三国町西今市 農業 

40 丹南 小柳敬一 越前市北町 農業 

41 奥越 山中忠夫・清美 大野市茜町 林業 

42 坂井 相澤康夫・房子 坂井市三国町宿 漁業 

平成 

25 年度 

43 奥越 松田市郎・幾代子 大野市森目 農業 

44 若狭 櫻井隆治・ゆき美 おおい町川上 農業 

45 福井 濱本朝晴・房子 福井市鮎川町 漁業 



平成 

26 年度 

46 福井 田中藤右エ門・順子 福井市上伏町 農業 

47 坂井 齋藤俊雄 坂井市三国町池上 農業 

48 奥越 庭榮治・佐智子 大野市森政領家 農業 

49 丹南 上嶋善一・容子 越前市北町 農業 

50 丹南 江端俊慧・よし美 池田町池田 林業 

51 若狭 鯵本健一・郁子 高浜町塩土 漁業 

平成 

27 年度 

52 福井 農事組合法人ハーネス河合 福井市山室町 農業 

53 奥越 片岸敬治 勝山市平泉寺町平泉寺 農業 

54 福井 河合康二・好美 永平寺町松岡室 林業 

55 丹南 島田彰・町子 越前町大樟 漁業 

56 二州 志賀亀一郎 美浜町日向 漁業 

平成 

28 年度 

57 坂井 小林利明 坂井市春江町安沢 農業 

58 若狭 合同会社たごころ農園 若狭町下野木 農業 

59 若狭 木戸口武夫・和代 おおい町名田庄井上 林業 

60 福井 佐嶋正美・美智代 福井市茱崎 漁業 

平成 

29 年度 

61 奥越 建石正治・美佐子 大野市五条方 農業 

62 福井 杉本英夫・淑美 福井市足谷 林業 

63 若狭 川端六郎・恵美子 高浜町事代 漁業 

平成 

30 年度 

64 坂井 加藤秀信 あわら市瓜生 農業 

65 丹南 農事組合法人エコファーム舟枝 鯖江市舟枝 農業 

66 坂井 三里浜特産農業協同組合 坂井市三国町黒目 農業 

67 丹南 酒田悦子 越前市余川 林業 

68 丹南 小林利幸・吉美 越前町新保 漁業 

令和 

元年度 

69 坂井 農事組合法人イーノなかのはま１００ あわら市中浜 農業 

70 若狭 木村秀樹・久江 おおい町名田庄小倉 農業 

71 若狭 株式会社永耕農産 小浜市太興寺 農業 

72 若狭 下亟忠彦・知恵子 小浜市阿納 漁業 

令和 

２年度 

73 坂井 株式会社グリーンファーム角屋 あわら市角屋 農業 

74 奥越 棟朝利明 大野市富嶋 農業 

75 福井 東藤寛治・美智子・慎治 福井市間戸町 林業 

76 若狭 有限会社大島定置 おおい町大島 漁業 

令和 

３年度 

77 福井 農事組合法人すえまさファーム 永平寺町松岡末政 農業 

78 坂井 平島俊昭・由紀子 坂井市三国町加戸 農業 

79 奥越 小畑龍三 大野市上野 農業 

80 丹南 時岡伸 越前市安養寺町 農業 

81 坂井 北藪金章 坂井市坂井町上兵庫 林業 

82 坂井 濵出征勝・紀子 坂井市三国町宿 漁業 

令和 

４年度 

83 福井 農事組合法人まくり生産組合 福井市真栗町 農業 

84 坂井 田川幹雄・由佳代 あわら市清間 農業 

85 奥越 上田輝司・てるみ 大野市森政領家 農業 

86 丹南 農事組合法人陶部グリーンファーム 越前町大谷 農業 

87 若狭 桑田善隆 おおい町野尻 林業 

88 二州 青木文雄・貞子 若狭町世久見 漁業 

 



福井県農林漁業賞受賞者一覧（Ｈ１５～） 

【農林漁業活性化部門】敬称略 

年度 No. 地区 受賞者 住所 備考 

平成 

15 年度 

1 丹生 青空グループ 丹生郡清水町清水山新保  

2 福井 白方野菜生産組合ハウス部会 福井市白方町  

3 二州 山生産組合 敦賀市山  

平成 

16 年度 

4 坂井 竹内幸雄・ゆかり 坂井郡三国町西野中  

5 二州 紅の会 三方郡三方町田井  

6 二州 美浜町漁協女性部連絡協議会 三方郡美浜町菅浜  

平成 

17 年度 

7 南越 有限会社ほっと今庄 南越前町今庄  

8 福井 殿下里づくり組合 福井市水谷町  

9 丹生 有限会社陶芸の里農産組合 越前町樫津  

平成 

18 年度 

10 福井 高須集落活性化モデル推進協議会 福井市高須  

11 若狭 ＷａｋａｓａＡｇｒｉ２１ 若狭地区  

12 南越 有限会社グループつくし 南越前町湯尾  

平成 

19 年度 

13 福井 上志比にんにく生産技術研究会 永平寺町上志比栗住波  

14 二州 岩屋梨生産組合 若狭町岩屋  

20 年度 該当ナシ 

平成 

21 年度 

15 福井 農事組合法人吉野ホタルの里ファーム 永平寺町吉野  

16 丹南 内藤眞彦・春美 池田町魚見  

17 二州 農事組合法人西郷中部生産組合 美浜町久々子  

平成 

22 年度 

18 福井 有限会社ファームビレッジさんさん 福井市新保  

19 若狭 合同会社おおい夢工房 おおい町本郷  

平成 

23 年度 

20 福井 有限会社エッチジェイケイ 福井市野波町  

21 坂井 海道清次・紀世子 坂井市丸岡町長畝  

平成 

24 年度 

22 福井 企業組合若鮎グループ加工部 永平寺町栃原  

23 坂井 農事組合法人剱岳ファーム あわら市東山  

24 若狭 有限会社かみなか農楽舎 若狭町安賀里  

平成 

25 年度 

25 福井 企業組合ハンド・メイド風ふぅ 永平寺町下合月  

26 二州 若野繁晴 美浜町菅浜  

27 若狭 小浜市阿納体験民宿組合 小浜市阿納  

平成 

26 年度 

28 丹南 企業組合そまの恋姫サラダ会 南越前町脇本  

29 二州 奥井義弘・喜代栄 美浜町興道寺  

平成 

27 年度 

30 丹南 農事組合法人農村資源開発共同体 池田町土合皿尾  

31 坂井 農事組合法人ひとつぶの里 坂井市坂井町折戸  

28 年度 32 丹南 武藤吉明・愛子 越前町樫津  

平成 

29 年度 

33 丹南 寺坂康夫・律子 越前町内郡  

34 若狭 農事組合法人名水うりわり農園 若狭町天徳寺  

平成 

30 年度 

35 二州 農事組合法人新庄わいわい楽舎 美浜町新庄  

36 奥越 農事組合法人エコ・ファームてらお 勝山市村岡町寺尾  

37 福井 ＪＡ福井市女性部 福井市  

38 坂井 坂井地区青年農業者クラブ 坂井市丸岡町  

39 若狭 山内かぶらちゃんの会 若狭町山内  

40 若狭 大島漁業協同組合女性部 おおい町大島  

令和 

元年度 

41 坂井 山崎冨美恵 坂井市丸岡町野中山王  

42 坂井 中瀬輝雄 坂井市丸岡町末政  

43 丹南 コウノトリ呼び戻す農法部会 越前市本多  



44 丹南 山田佐九治 越前町円満  

令和 

２年度 

45 丹南 旬菜.com ねっと 越前市矢船町  

46 二州 上野香代子 敦賀市木崎  

47 若狭 田烏さばへしこなれずしの会 小浜市田烏  

令和 

３年度 

48 丹南 ロハス越前 越前市府中  

49 若狭 あばん亭 小浜市本保  

50 福井 福井市漁協女性部 福井市和布町  

令和 

４年度 

51 坂井 朝倉雪 あわら市城  

52 丹南 鯖江市伝統野菜等栽培研究会 鯖江市西山町  

53 丹南 うるしの里いきいき協議会 鯖江市西袋町  

 

福井県農林漁業賞受賞者一覧（Ｈ１５～） 

【感謝状】敬称略 

年度 No. 地区 受賞者 住所 備考 

平成 

29 年度 

1 福井 山口悦男 永平寺町志比  

2 県外 中村勝夫 香川県木田郡三木町  

3 福井 井上幸喜 福井市大和田  

平成 

30 年度 

4 丹南 服部義和 鯖江市尾花  

5 奥越 坂本均 勝山市昭和  

6 県外 安田龍司 愛知県名古屋市  

令和 

元年度 

7 福井 岩佐勢市 福井市浅水二日町  

8 若狭 萩原茂男 おおい町名田庄中  

令和 

２年度 
9 坂井 山田誠一 坂井市三国町運動公園  

令和 

３年度 
10 福井 中島早苗 福井市下森田桜町  

令和 

４年度 
11 二州 奥井隆 敦賀市神楽町  

 


