
平成 30 年秋叙勲 旭日単光章 

甲賀市土山町 藤村 春隆（ふじむら はるたか）さん 

藤村さんは半世紀以上にわたり土山町で

茶業に従事され、茶樹の被覆方法の研究を重

ね、高品質なかぶせ茶の栽培技術を確立され

ました。また、平成2年に茶業では全国でも

稀な完全協業方式の農事組合法人グリーン

ティ土山を設立し、規模拡大を進め、経営基

盤の確立に尽力されました。  

平成6年からは本県指導農業士として担

い手の育成・指導にも尽力し、本県農業の

振興に大きく貢献されました。長年にわた

るこれらの取組が高く評価され、今回名誉

ある旭日単光章を受章されました。 

 

 

第71回関西茶品評会普通煎茶の部 農林水産大臣賞 

甲賀市信楽町 山本 顕（やまもと あきら）さん 

山本さんは、信楽町朝宮地域において、33

0aの茶園を経営されている茶専作農家で、就

農以来半世紀近く、朝宮茶の生産に従事して

こられました。 

山本さんは、改植の積極的な推進、個人製

茶工場の整備など、品質向上に努めるととも

に、 3000R仕様の茶園管理機をいち早く導入

するなど、効率的な茶業の確立に努めてこら

れました。 

また、平成29年度からは、信楽町茶業協会

長に就任され、第71回関西茶品評会（三重大

会）普通煎茶の部で地域の出品茶が上位1位

～3位独占という快挙を演出されるなど、地域茶業のまとめ役として活躍されています。 

さらに、同品評会で山本さんの出品茶は、味や外観、香りに優れ、関西6府県から出品さ

れた206点中堂々の第１位を獲得され、平成30年11月10日に、三重県四日市市で開催された

第71回関西茶振興大会において、農林水産大臣賞を受賞されました。 

藤村夫妻(受賞会場にて) 

山本夫妻（受賞茶園にて） 



  

第 56 回滋賀県優秀農家表彰 

滋賀県農業協同組合中央会長賞 

甲賀市信楽町 植田 浩士（うえだ ひろし）さん 

植田さんは就農以降徐々に規模拡大し、

現在では茶園面積300aを栽培されています。

茶工場については地域に先駆けて新製茶方

式を導入され、自園自製体制で経営を展開

されています。 

茶園の9割は計画的にほ場を整備し、新た

な苗木を植える「改植」を実施されており

生産性の高い茶園づくりに心掛けておられ

ます。高い販売単価と数々の茶品評会での

受賞歴が示すように、高品質茶生産のため

の技術習得に努められ、規模拡大ではなく

高品質を追求することにより、過度の投資

をせず利益率の高い経営を確立されておら

れます。高品質茶生産の姿勢は茶商業者等

の実需者や地域で認められ、茶生産者の模範となっておられます。また、地域茶業の中心

的組織である信楽町茶業協会の協会長を務めるなど、地域の人望が厚く、在任中は夫人と

力を合わせて、地域の茶業女性グループの「茶―夢（ちゃーむ）」や女性主体の学習グルー

プ「朝宮お茶芽（おちゃめ）大学」の設立に尽力するなど、女性の活躍の場の整備をはじ

め、地域振興のため積極的に努力されていること等が高く評価され、この度の受賞となり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植田さん(受賞会場にて) 

表彰年月日 表彰名 部門 受賞名 受賞者・受賞地域 町名

平成30年5月30日
京都新聞社

第56回優秀農家表彰
茶

滋賀県農業協同組合
中央会長賞

植田　浩士 甲賀市信楽町

平成30年5月30日
京都新聞社

第56回優秀農家表彰
酪農 滋賀県畜産協会長賞 中村　総太 甲賀市水口町

平成30年10月20日
平成30年度

滋賀県花き品評会
花き
（きく）

滋賀県知事賞 伴　武治 甲賀市水口町

平成30年10月20日
平成30年度

滋賀県花き品評会
花き

（トルコギキョウ）
滋賀県議会議長賞 矢田　寿美代 甲賀市土山町

平成30年10月20日
平成30年度

滋賀県花き品評会
花き
（きく）

近畿花き振興協議会長賞 山中　温江 湖南市

平成30年10月20日
平成30年度

滋賀県花き品評会
花き
（きく）

関西生花市場協同組合
理事長賞

伴　武治 甲賀市水口町

平成30年10月20日
平成30年度

滋賀県花き品評会
花き
（きく）

滋賀県農業協同組合
中央会長賞

中栄　重雄 甲賀市甲南町

平成30年10月20日
平成30年度

滋賀県花き品評会
花き
（きく）

全国農業協同組合連合会
滋賀県本部長賞

山﨑　容子 甲賀市水口町

平成30年度　表彰者一覧

次頁へつづく



  

 

 

 
表彰年月日 表彰名 部門 受賞名 受賞者・受賞地域 町名

平成30年10月20日
平成30年度

滋賀県花き品評会
花き
（きく）

花卉園芸新聞
社長賞

(農）酒人ふぁ～む 甲賀市水口町

平成30年10月20日
平成30年度

滋賀県花き品評会
花き
（きく）

滋賀県花き園芸協会長賞 林　隆裕 甲賀市土山町

平成30年11月10日
第71回

関西茶品評会
普通煎茶 農林水産大臣賞 山本　顕 甲賀市信楽町

平成30年11月10日
第71回

関西茶品評会
普通煎茶 農林水産省生産局長賞 井田　龍平 甲賀市信楽町

平成30年11月10日
第71回

関西茶品評会
普通煎茶 農林水産省生産局長賞 北田　一夫 甲賀市信楽町

平成30年11月10日
第71回

関西茶品評会
普通煎茶

公益社団法人
日本茶業中央会長賞

立岡　啓 甲賀市土山町

平成30年11月10日
第71回

関西茶品評会
普通煎茶 日本茶業学会長賞 中村　哲三 甲賀市土山町

平成30年11月13日 旭日単光章 藤村　春隆 甲賀市土山町

平成30年11月30日
滋賀県茶業コンクール

第43回荒茶品評会
せん茶 農林水産大臣賞 黒田　真明 甲賀市信楽町

平成30年11月30日
滋賀県茶業コンクール
第43回荒茶品評会

かぶせ茶 近畿農政局長賞 小山　修 甲賀市信楽町

平成30年11月30日
滋賀県茶業コンクール
第43回荒茶品評会

茶園品評会 近畿農政局長賞 松下　良正 甲賀市土山町

平成30年11月30日
滋賀県茶業コンクール
第43回荒茶品評会

せん茶 近畿農政局長賞 島津　真大 甲賀市信楽町

平成30年11月30日
滋賀県茶業コンクール

第43回荒茶品評会
せん茶 滋賀県知事賞 洞　重則 甲賀市信楽町

平成30年11月30日
滋賀県茶業コンクール

第43回荒茶品評会
かぶせ茶 滋賀県知事賞 片木　寿 甲賀市信楽町

平成30年11月30日
滋賀県茶業コンクール
第43回荒茶品評会

茶園品評会 滋賀県知事賞 武田　達生 甲賀市信楽町

平成30年11月30日
滋賀県茶業コンクール
第43回荒茶品評会

せん茶
公益社団法人

日本茶業中央会長賞
上田　勇 甲賀市信楽町

平成30年11月30日
滋賀県茶業コンクール
第43回荒茶品評会

かぶせ茶
公益社団法人

日本茶業中央会長賞
グリーンティ土山
　奥村　則夫

甲賀市土山町

平成30年11月30日
滋賀県茶業コンクール

第43回荒茶品評会
せん茶 全国茶生産団体連合会長賞 片木　亨央 甲賀市信楽町

平成30年12月20日
平成30年度

滋賀県農林水産表彰

花き

（きく）
農林水産功労賞 加藤　暢一 甲賀市甲南町

平成31年1月27日
平成30年度

近江米「みずかがみ」食味コンクール
水稲 最優秀賞 藤井　建幸 甲賀市甲賀町

平成31年1月27日
平成30年度

近江米「みずかがみ」食味コンクール
水稲 優良賞 山本　俊雄 甲賀市土山町

平成31年2月7日
平成30年度

滋賀県果樹品評会
果樹

（いちじく）
滋賀県知事賞 林田　敏男 甲賀市甲賀町

平成31年2月7日
平成30年度

滋賀県果樹品評会

果樹

（いちじく）
滋賀県果樹組合
連合会長賞 浅野　正明 甲賀市水口町

平成30年度　表彰者一覧

平成30年度　秋叙勲


