
年度 市町村 備  考

平成 石 井      勲 西吉野村 柿

2 岩 本 吉 雄 奈良市 いちご

3 吉 田 忠 直 奈良市 茶

福 井 繁 満 香芝市 花卉､植木

笠土地利用組合 桜井市 営農団体

4 相 和 光 郎 月ヶ瀬村 茶

太 津 隆 司 西吉野村 柿

中 筋   弘 平群町 花卉

5 太 田 徳 昭 大宇陀町 花卉

寺 田 清 男 當麻町 野菜

松 本 喜 孝 奈良市 野菜

6 森 田 禎 一 大和郡山市 いちご､ﾄﾏﾄ

柳 川 幸 司 天理市 ﾄﾏﾄ､ﾎｳﾚﾝｿｳ

鴨神土地改良区 御所市 ほ場整備

高取町ﾎｳﾚﾝ草ｸﾞﾙ-ﾌﾟ 高取町 野菜

7 岡 本 小夜子 天理市 野菜

多 田   護 榛原町 植木

吉 村 隆 明 當麻町 花卉

JA大和新庄花卉出荷組合 新庄町 花卉

8 井 上 源 一 大宇陀町 畜産

久保田 正 剛 月ヶ瀬村 茶

中 井 喜代文 室生村 鶏､米､茶

農事組合法人五条園芸 五條市 花卉

9 西 田 雅 巳 大和郡山市 野菜

西 岡 友 秋 大宇陀町 植木

中 村 光 晴 菟田野町 野菜

葛城北土地改良区 御所市 ほ場整備

10 乾   義 和 大和郡山市 ﾄﾏﾄ､いちご､春菊

廣 井 洋 司 天理市 鶏

坂 本 光 夫 三郷町 花卉

西 岡   巌 新庄町 ﾄﾏﾄ､ｷｭｳﾘ

八田農業実行組合 田原本町 ｽｲｶ､なす､水稲

11 飯 田 喜代視 大和郡山市 鶏

刀 根 淑 民 天理市 柿

吉 川 公 彦 御所市 花卉

廣 長 英 治 大宇陀町 野菜

農事組合法人當麻の家 當麻町 農産加工､販売
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平成 杉 田 節 子 天理市 いちご､野菜

12 明 崎 勝 治 榛原町 花卉､球根

大 蔵 孝 允 西吉野村 柿

西和土地改良区 平群町 ほ場整備

13 鈴 木   捷 奈良市 鶏

中 山 容 子 山添村 茶

山 本 公 夫 西吉野村 柿

明日香みのり会 明日香村 野菜

14 西 本 泰 雄 明日香村 いちご

藤 熊 文 隆 大宇陀町 果実､野菜､加工

岡 本 信 一 當麻町 花卉

大柳生土地改良区 奈良市 ほ場整備

黒滝蒟蒻よもぎの里 黒滝村 蒟蒻､蓬餅

15 川 本 正 彦 大和高田市 野菜

東久保 耕 也 月ヶ瀬村 茶

井野谷 高 子 室生村 農産加工､水稲

坂 田 久 典 葛城市 花卉

16 高 岡 昭 士 榛原町 野菜

窪 田 京 子 明日香村 果菜

新町土地改良区 葛城市 土地改良

JA西吉野柿部会 西吉野村 柿

17 西 室 勝 一 下市町 柿

小 林 文 一 宇陀市 果菜

黒 瀬 礼 子 奈良市 牛

和爾土地改良区 天理市 土地改良

18 永 座 康 全 葛城市 野菜

東口義巳・佳子 大和郡山市 トマト

阿騎野新鮮野菜直売所 宇陀市 加工販売

19 下 村 雅 清 宇陀市 野菜､水稲

手づくりハムのばあく 五條市 ｿｰｾｰｼﾞ､ﾊﾑ

西和花卉部会 平群町 小菊

20 田 仲 清 高 葛城市 花卉

出 口 清 一 大淀町 畜産

森岡祥章・安佐子 桜井市 果樹

21 竹 上 一 清 明日香村 野菜

稲葉車瀬梨部会 斑鳩町 果樹

御杖ほうれん草部会 御杖村 野菜
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平成 前 田   宏 奈良市 果樹､野菜

22 桝 井 紀 彦 下市町 花卉

田原土地改良区 奈良市 土地改良

天理市生活改善ｸﾞﾙｰﾌﾟ連絡会 天理市 農産加工

23 井久保 孝 一 山添村 水稲

久保田 清 隆 奈良市 茶

葛城西土地改良区 御所市 土地改良

24 山 本   茂 桜井市 野菜

上 辻 八 江 五條市 果樹

南檜垣営農組合 天理市 営農組合

25 中 津 甚之丞 大和郡山市 野菜

農事組合法人アグリ大泉 桜井市 集落営農

ふれあい朝市香芝味噌部会 香芝市 農産加工

26 大 倉 康 至 田原本町 土地利用

27 吉 田 義 一 五條市 果樹・土地改良

竹 田 芳 弘 大和高田市 畜産､酪農経営

吉 川 宗 隆 田原本町 鉢花

大畑営農組合 葛城市 営農組合

28 藤 本 俊 彦 桜井市 野菜・水稲

信貴山のどか村 三郷町 土地利用

29 吉 本 利 郎 天理市 花卉（薔薇）

山陰土地改良区 五條市 土地改良･土地利用

30 萩 原   健 奈良市 いちご

清 水 益 成 下市町 薬用作物他

集落営農組合えいのうキトラ 明日香村 営農組合

令和 萩 原   茂 曽爾村 野菜

1 縄 田 多賀司 香芝市 ｷﾉｺ

上深川営農 奈良市 営農組合
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