
各賞名 都道府県

農林水産大臣賞 北海道 （株）神門

農村振興局 青森県 弘前市農業委員会

静岡県 （有）コスモグリーン庭好

兵庫県 （株）ふぁーみんサポート東はりま

岩手県 社会福祉法人 平成会

千葉県 農事組合法人 新里営農組合

石川県 （株）JAアグリサポートかほく

福井県 農事組合法人 新庄わいわい楽舎

長野県 農事組合法人 田原

香川県 公益財団法人 善通寺市農地管理公社

宮城県 （有）コピア

秋田県 NPO法人あきた菜の花ネットワーク

山形県 松原地区遊休農地利用協議会

茨城県 下妻市担い手育成総合支援協議会

栃木県 足利市農業委員会

埼玉県 滑川町農業委員会

山梨県 特定非営利活動法人 えがおつなげて

新潟県 菜の花・油プロジェクト高内栽培組合

富山県 砺波市農業委員会

奈良県 生駒市農業委員会

島根県① ふるさとファーム桑下

島根県② 島根県農業協同組合出雲地区本部

岡山県 ＪＡ岡山せとうちレモン部会

山口県 農事組合法人むかたお・向峠土地改良区

徳島県
箸蔵山荘
社会福祉法人 池田博愛会

愛媛県 （株）松野町農林公社

高知県 土佐清水市農業委員会

長崎県 丸田地区基盤整備推進委員会

熊本県 （有）アグリテック

宮崎県 西都市農業委員会

鹿児島県
姶良市農業再生協議会
姶良市農業委員会

全国農業新聞賞

全国農業会議所
会長賞

組織名

第８回  耕作放棄地発生防止・解消活動表彰事業
受賞組織一覧

全国農業会議所 会長賞特別賞



各賞名 都道府県

農林水産大臣賞 静岡県 島田市農業委員会

農村振興局長賞 鹿児島県① 株式会社　三窪建設

岩手県 久慈市農業委員会

長野県 一般社団法人　月誉平栗の里

新潟県 新潟市西区農業委員会

栃木県 鹿沼市農業委員会

埼玉県 いるま野農業協同組合

京都府 京田辺市農業委員会

香川県 多度津オリーブ部会

沖縄県 うるま市農業委員会

千葉県 伊能
いのう

歌舞伎
かぶき

米
まい

研究会
けんきゅうかい

神奈川県 鎌倉市農業委員会

富山県 富山市農業委員会

福井県 能登野里山営農組合

兵庫県 農事組合法人　志
し

方
かた

東
ひがし

営農
えいのう

組合
くみあい

奈良県 大和郡山市農業委員会

鳥取県 琴浦町農業委員会

熊本県 人吉市農業委員会

鹿児島県② 南九州市農業委員会

全国農業会議所会長賞

全国農業新聞賞

組織名

第７回 耕作放棄地発生防止・解消活動表彰事業

入賞一覧

全国農業会議所会長特別賞



各賞名 都道府県

農林水産大臣賞 長野県 株式会社　かまくら屋

農村振興局長賞 沖縄県 宮古島市農業委員会

秋田県 合同会社　大地

山口県 農事組合法人　福の里

岩手県 住田町農業委員会

群馬県 前橋市農業委員会

静岡県 株式会社　知久

兵庫県 丹土
タンド

鶴谷
ツリダニ

放牧組合（丹土集落）

熊本県 荒尾市農業委員会

大分県 花いっぱい運動推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ・長崎鼻Ｂ・Ｋﾈｯﾄ

茨城県 株式会社　ヴァレンチア

埼玉県 栃谷
トチヤ

ふるさとづくりの会

神奈川県 相模原市耕作放棄地対策協議会

山梨県 農業生産法人　株式会社　ハーベジファーム

新潟県 新潟市北区農業委員会

富山県 氷見市
ヒミシ

農業委員会

石川県 津幡町
ツバタマチ

農業委員会

福井県 特定非営利活動法人　ピアファーム

京都府 与謝野町担い手育成総合支援協議会（現：与謝野町農業再生協議会）

大阪府 八尾市
ヤオシ

農業委員会

奈良県 生駒市経済振興課

岡山県 株式会社　大和
ダイワ

建設

香川県 三木町
ミキチョウ

農業委員会

愛媛県 特定非営利活動法人　段畑を守ろう会

鹿児島県 奄美市担い手育成総合支援協議会

全国農業会議所会長賞

全国農業新聞賞

第6回  耕作放棄地発生防止・解消活動表彰事業

組織名

全国農業会議所会長特別賞

入賞一覧



各賞名 都道府県

農林水産大臣賞 岩手県 葛巻町農業委員会

農村振興局長賞 岐阜県 有限会社　恵那栗

静岡県 御前崎市荒廃農地対策協議会

長野県 陣場台地研究委員会

北海道 深川市農業委員会

秋田県 農事組合法人大里ファーム

東京都 町田市農地利用集積円滑化団体

京都府 京丹後市農業技術者協議会

鳥取県 株式会社　かわばた

香川県 三豊市担い手育成総合支援協議会

山形県 三郷堰土地改良区

福島県 南会津町川島区

茨城県 常陸大宮市農業委員会

栃木県 益子町耕作放棄地対策協議会

群馬県 太田市農業委員会

神奈川県 宮原耕地検討委員会

愛知県 なのはな農園株式会社

新潟県 大長谷山菜組合

富山県 魚津市農業委員会

石川県 能登町農業活性化協議会

福井県 エコフィールドとみつ

大阪府 箕面市新稲地区農空間保全協議会

大阪府 河南町芹生谷・馬谷・中地区農空間保全活性化協議会

兵庫県 たつの市農業委員会

島根県 隠岐の島地域農業再生協議会

岡山県 奥山営農組合

愛媛県 企業組合ひろみ川

佐賀県 農事組合法人 武雄そだちレモングラスハッピーファーマーズ

長崎県 ＮＰＯ法人　拓生会

熊本県 株式会社　それいゆアグリ

鹿児島県 生活協同組合コープかごしま

全国農業会議所会長賞

全国農業新聞賞

第５回耕作放棄地発生防止・解消活動表彰事業

組織名

全国農業会議所会長特別賞

入賞一覧



第４回耕作放棄地発生防止・解消活動表彰事業入賞組織一覧

各賞名 県名 組織名

農 林 水 産 大 臣 賞 鳥取県 有限会社 岡野農場

農 村 振 興 局 長 賞 福島県 合同会社 福相農園

富山県 小矢部市農業委員会全国農業会議所会長特別賞

香川県 東かがわ市農業委員会

埼玉県 小和瀬農村環境保全協議会

千葉県 農事組合法人 新里営農組合

静岡県 袋井市農業委員会全 国 農 業 会 議 所 会 長 賞

新潟県 馬場共同機械利用組合

京都府 （有）やくの農業振興団・そばＧの会

沖縄県 名護市農業委員会

岩手県 社会福祉法人 岩手更生会

秋田県 （株）秋田ニューバイオファーム

埼玉県 鹿室農家組合親睦会

山梨県 甲府市農業委員会

三重県 ＮＰＯ法人 四日市農地活用協議会

石川県 農事組合法人 きずな

福井県 五幡地区農業生産組合

全 国 農 業 新 聞 賞 大阪府 （財）大阪府みどり公社

徳島県 阿波みよし農業協同組合

愛媛県 （有）遠赤有機農園

高知県 南国市農業委員会

福岡県 農業生産法人 （有）ちくごファーム

長崎県 波佐見町農業委員会

熊本県 玉名市農業委員会

大分県 内成の棚田とむらづくりを考える会

・内成活性化協議会

鹿児島県 伊佐市農業委員会



第３回耕作放棄地発生防止・解消活動表彰事業入賞組織一覧

各賞名 県名 組織名

農 林 水 産 大 臣 賞 長崎県 五島市農業委員会

農 村 振 興 局 長 賞 岐阜県 株式会社 和仁農園

全 国 農 業 会 議 所 会 長 特 別 賞 静岡県 掛川市農業委員会

富山県 立山町農業委員会

青森県 ＮＰＯ法人 菜の花トラストｉｎ横浜町

新潟県 株式会社 じょうえつ東京農大

全 国 農 業 会 議 所 会 長 賞 石川県 株式会社 スギヨ

兵庫県 株式会社 ふぁーみんサポート東はりま

香川県 有限会社 綾歌南部農業振興公社

沖縄県 東村農業委員会

岩手県 社会福祉法人 平成会

宮城県 角田市枝野七区・（農）耕人ファーム角田

山形県 鶴岡市農業委員会

福島県 株式会社 福舞里

茨城県 有限会社 水府愛農会

千葉県 袖ヶ浦市農業委員会

神奈川県 あしがらユートピア

全 国 農 業 新 聞 賞 愛知県 豊田市農ライフ創生センター

三重県 名張市農業委員会

福井県 くぼたん米舞倶楽部

長野県 縄文の丘 中山そば振興会

京都府 古井営農組合

大阪府 阪南市農業委員会

大阪府 松原市三宅町土地改良区

鳥取県 倉吉市農業委員会

広島県 株式会社 元気丸

徳島県 馬路地域ふるさと保全協働活動推進協議会

愛媛県 ＮＰＯ法人 豊かな食の島岩城農村塾

佐賀県 佐賀市耕作放棄地対策協議会

熊本県 天草市農業委員会

大分県 大田村土地改良区

鹿児島県 龍郷町耕作放棄地対策協議会



第２回耕作放棄地発生防止・解消活動表彰事業入賞組織一覧

各賞名 県名 組織名

農 林 水 産 大 臣 賞 福島県 有限会社 Ｆ.Ｋ.ファーム

農 村 振 興 局 長 賞 香川県 小豆島町

奈良県 斑鳩町農業委員会全国農業会議所会長特別賞

大分県 臼杵市農業委員会

岩手県 山田町農業委員会

群馬県 農事組合法人 鼻毛石機械利用組合

富山県 砺波市農業委員会全 国 農 業 会 議 所 会 長 賞

長野県 上久堅地区農業振興会議

京都府 城陽市農業委員会

岡山県 農事組合法人 赤田営農センター

秋田県 ＮＰＯ法人 一里塚

山形県 酒田市農業委員会

千葉県 貝塚地域資源環境を守る会

新潟県 麦生野農家組合

石川県 ＮＰＯ法人 やすらぎの里・金蔵学校

福井県 越前市農業委員会

大阪府 箕面市農業委員会

全 国 農 業 新 聞 賞 大阪府 貝塚市木積土地改良区

兵庫県 豊岡市農業委員会

鳥取県 財団法人 境港市農業公社

山口県 田布施町農業委員会

徳島県 つるぎ町地産地消推進協議会

佐賀県 吉野ヶ里町にんにく部会

長崎県 松浦市農業委員会

鹿児島県 有限会社 西田農産



第１回耕作放棄地発生防止・解消活動表彰事業入賞組織一覧

各賞名 県名 組織名

農 林 水 産 大 臣 賞 山形県 天童市農業委員会

ＮＰＯ法人ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会農 村 振 興 局 長 賞 福島県

福井県 あわら市農業委員会全国農業会議所会長特別賞

鹿児島県 株式会社枦産業

神奈川県 秦野市農業委員会

愛知県 ＮＰＯ法人田原菜の花エコネットワーク

『みんなで農作業の日』ｉｎ五箇山実行委員会全 国 農 業 会 議 所 会 長 賞 富山県

奈良県 有限会社 類農園

香川県 観音寺市農業委員会

佐賀県 太良町農業委員会

岩手県 葛巻町農業委員会

秋田県 有限会社十和田湖高原ファーム

群馬県 渋川市農業委員会

千葉県 鴨川市曽呂地区環境保全組合

岐阜県 中山間平山集落

岐阜県 付知農産加工グループ

静岡県 石部棚田保存会

環境保全「大河津ネット」高内活動班／高内環境整備委員会全 国 農 業 新 聞 賞 新潟県

新潟県 小倉千枚田復活事業支援協議会

長野県 稲倉棚田保全委員会

滋賀県 アグリこんなもんや会

大阪府 堺市農業委員会

兵庫県 香美町農業委員会

和歌山県 印南町農業委員会

島根県 しろやま営農共同利用組合

岡山県 下高末棚田保全組合

福岡県 直方市農業委員会

長崎県 諫早市農業委員会

宮崎県 西都市農業委員会
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