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第7回食の新潟国際賞受賞候補者推薦要項





第1回受賞者（2010年10月）

・ 本賞 ： モンティ・パトリック・ジョーンズ 氏

（アフリカ農業研究フォーラム 事務局長）

アフリカ地域に適応するネリカ米を開発。飢餓と貧困に挑む。

・ 佐野藤三郎特別賞 ： 袁 隆平 氏

（中国国家雑交水稲作業 技術センター 主任）

「ハイブリッド米の父」として尊敬を集める。新たな食料増産計画を主導。

・ 21世紀希望賞 ： 藤森 文啓 氏

（東京家政大学家政学部環境教育学科 准教授）

キノコ遺伝子のデータベースを構築。食料・健康の課題に大きな可能性。

第2回受賞者（2012年10月）

・ 本賞 ： ジョゼット・シーラン 氏

（世界経済フォーラム副議長・国連WFP 前事務局長）

5年間WFPの事務局長を務め、在任中、職員とともに飢餓撲滅のために

75ヶ国・10億5百万人の人々の食糧援助を行い、人道的食糧支援の必要

性を世界に認知させた。

・ 佐野藤三郎特別賞 ： 梅林 正直 氏

（三重大学名誉教授）

ケシ栽培で名高いタイ北部山岳地帯「黄金の三角地帯」において、個人で

果樹植樹ボランティア活動を行い、献身的に農業国際協力に取り組み、こ

の地域住民の自立を支援し、ケシ栽培からの脱却の推進と持続的な農業

による地域モデルの構築を行った。また世界的には麻薬の生産を減らした

として注目される。

・ 21世紀希望賞 ： ンネメカ・C・イケグオヌ 氏

（スモールホルダーズ財団 事務局長）

小規模農民の為の地域FM放送局を開局し、ラジオを通じてナイジェリアの

25万人の農民向けに環境保護や持続可能な農業、マーケット情報などを提

供するとともに「スモールホルダーズ財団」を設立し、小規模農民の製品の

生産性と生活向上と貧困者の減少にも寄与した。

● 食の新潟国際賞受賞者紹介（各受賞者の職名は受賞当時のものです）

第3回受賞者（2014年10月）

・ 本賞 ： 坪井 達史 氏

（ウガンダ国立作物資源調査研究所 JICA稲作上級技術アドバイザー）

30年間に渡って開発途上国の稲作技術の指導に携わり、アフリカにおける

稲作（ネリカ米）の世界的な第一人者として技術開発と試験研究や普及を

実践した。

・ 佐野藤三郎特別賞:：C.L.ラクシュミパティ・ゴウダ 氏

（国際半乾燥熱帯作物研究所（ICRISAT） 副所長）

ヒヨコマメの改良品種を開発。高収穫品種が開発され、多くの農家の収入

向上や国家のGDPに貢献。

・ 21世紀希望賞 ： 中井 博之 氏

（新潟大学大学院 自然科学研究科 助教）

人の健康保持増進に有益な機能性オリゴ糖の低コスト汎用製造技術の開

発に成功。



第6回受賞者（2020年11月）

・ 大賞 ：中村哲・ペシャワール会・PMS（平和医療団・日本）

（中村 哲 氏：ペシャワール会前現地代表 / PMS （平和医療団・日本）総院長）

アフガニスタンの大干ばつと内戦による難民の餓死を救うため、緑の耕作地を

蘇らせる用水路を建設し食糧生産と農業復興を進め、農民の定住と飢餓と貧困

からの脱却など、多くの功績を残し殉職した中村氏の崇高な活動を讃えて、ペシャ

ワール会の活動の継続を強く支援する。

・ 佐野藤三郎特別賞：大坪 研一 氏

（新潟大学自然科学系・フェロー / 新潟薬科大学応用生命科学部・特任教授）

永年にわたるコメの品質・利用研究分野でのコメの①食味評価②DNA品種評価③コメの機能性など多くの研究や加工利用技術分野における

アジアの第一人者であり、国際研究交流などその普及に大きな功績をあげている。

第5回受賞者（2018年11月）

・ 大賞 ：荒井 綜一 氏

（東京農業大学総合研究所 客員教授 /

神奈川県立産業技術総合研究所 食品機能性評価グループ 顧問）

“機能性食品”の名称と概念を世界に先駆けて発信し、食品機能による健康増進の

科学と産業に大きな貢献を果たした。

・ 大賞：ジェヤクマール・ヘンリー 氏

（シンガポール臨床科学研究所 臨床栄養研究センター 所長 /

シンガポール国立大学（ヨン・ルー・リン医科大学）生化学科 教授）

コメの機能性と糖尿病対策の研究分野での第1人者であり、英国やシンガポールで初の機能性食品研究施設を設立など糖尿病予防の研究の

国際的なリーダーとして貢献。

第4回受賞者（2016年11月）

・ 本賞 ： 岩永 勝 氏

（国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター（JIRCAS）理事長）

生物資源の保存活用研究で多大な業績を上げ、海外国際農業機関で30年近く

活躍し、国際トウモロコシ・コムギ改良センター(CIMMYT・メキシコ）所長としての

実績も国際的に高い評価を受けている。

・ 佐野藤三郎特別賞：増本 隆夫 氏

（国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

農村工学研究部門 地域資源工学研究領域 領域長）

低平地帯の排水改良、排水問題を研究し、排水施設の最適規模研究などにより洪水防止機能評価法の開発に高度な研究業績を残した。

・ 佐野藤三郎特別賞：マーシー・ニコル・ワイルダー 氏

（国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

水産領域 主任研究員）

稚エビの培養方法で多大な成果を上げ、屋内型エビ生産システ

ムの開発と普及による安全安心な養殖を実現した。

・ 21世紀希望賞 ： 宇賀 優作 氏

（国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

次世代作物開発研究センター 基盤研究領域

育種素材開発ユニット 上級研究員）

イネの根の構造と機能に関する遺伝育種学的研究に多くの成果をあげ、

栽培稲の耐干性の向上に大きく貢献している。

・ 佐野藤三郎特別賞：村田 吉弘 氏

（ＮＰＯ法人 日本料理アカデミー 理事長 /

株式会社菊の井 代表取締役（菊乃井 主人））

「和食」のユネスコ無形文化遺産登録実現に貢献し、日本料理アカ

デミーを設立し和食を世界に発信し、日本料理の文化と技術の普及

と人材育成に大きく貢献している。

・ 21世紀希望賞 ：前野 浩太郎 氏

（国立研究開発法人国際農林水産業研究センター（JIRCAS）

生産環境・畜産領域 研究員）

アフリカの病害虫サバクトビバッタの生理・生態の解明と防御技術の研

究にサハラ砂漠にて世界で唯一現地調査に取り組み地球規模の農業

問題解決に挑んでいる

・ 21世紀希望賞：矢野 裕之 氏

（国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 食品研究部門

食品加工流通研究領域 食品素材開発ユニット・ユニット長）

米粉パンの製造技術を開発し、一般消費者の米粉・ホームベーカリー機器

を実用化し、国内外に広く普及させた。この技術は小麦アレルギー持つ人た

ちにも恩恵を与え、SDGs「すべての人に健康と福祉」の目標にも貢献する。

・ 地域未来賞 ：江川 和徳 氏

（江川技術士事務所（農業部門） 所長 /

元新潟県農業総合研究所 食品研究センター長）

新潟県の食品加工技術の向上と加工食品の開発と製品化の第

一人者である。特にコメ加工食品の低たんぱく質米飯や無菌化

包装、餅やトレイ炊飯などの包装米飯の開発を全国一のレベル

と規模に押し上げた功績は大きい。



公益財団法人 食の新潟国際賞財団 賛助会員

● 特 別 会 員

● 正 会 員

● 個 人 会 員

亀田製菓㈱ ㈱ブルボン ㈻新潟総合学園

一正蒲鉾㈱ サトウ食品㈱ 新潟県農業協同組合中央会

㈱第四北越銀行 ㈱栗山米菓 亀田郷土地改良区

㈱新潟日報社 ㈱新宣 ㈱エイケイ

亀田商工会議所 ㈱新潟クボタ NST新潟総合テレビ

にいがた22の会 ㈱日本食糧新聞社 五十嵐建設工業㈱

新潟市農業協同組合 ホテル日航新潟 麒麟山酒造㈱

新潟縣信用組合 ㈱ニップン関東支店 ㈱加島屋

㈱第一印刷所 日本甜菜製糖㈱ ㈱日本フードリンク

㈱本間組 ㈱鳥梅 ㈱ディモルギア

石本酒造㈱ 新潟工科大学産学交流会 UX新潟テレビ21

㈱ミカサ ㈱キタック イカリ消毒㈱

神山物産㈱ 北越工業㈱ 新潟工科大学

ハセガワ化成工業㈱ 丸榮製粉㈱ ㈱日本旅行新潟支店

藤屋段ボール㈱ 鍋林㈱ヘルスフーヅ事業部 ㈱田中組

㈱タケショー TeNYテレビ新潟放送網 （医）愛仁会 亀田第一病院

㈱新潟博報堂 ㈱栗田工務店 ㈱ひらせいホームセンター

BSN新潟放送 三和薬品㈱ ワタキューセイモア㈱ 新潟営業所

新潟陸運㈱ 松田産業㈱ ㈱エヌエスアイ

㈱新潟食品運輸 セッツカートン㈱新潟工場 ㈱トップライズ

月島食品工業㈱ 東邦産業㈱

（令和3年7月現在）

（敬称略・順不同）

「食の新潟国際賞」は新潟市の補助金を受けて実施しています。

古泉 肇 藤島 安之 和田 充彦 高畑 昭文 廣瀬 利雄 山口 勉 木村 真教 君塚 毅

宗像 寛明 高橋 常考 田村 敏郎 杉本 克己 近藤 鴻 佐藤 珠美 大坪 守 大川 秀雄

大倉 正寿 吉岡 謙一 古口 日出男 坂田 武利 門脇 基二 佐藤 久栄 大谷 勝男 田中 敏明

青木 清 阿部 徳威 佐藤 勉 佐藤 清一 野上 文彰 板井 茂 浅井 善広 清水 良一

田中 作一 新保 房機 古泉 榮三 今泉 昇 佐藤 純 倉嶋 則昭 塚本 太一 大越 斎

野口 正晴 酒井 定勝 加藤 洋介 齋藤 秀明 松本 裕志 當野 篤 髙山 利夫 久保田 紳一

河瀬 三千夫 和澄 孝男 五十嵐 修 望月 健三郎 山田 雄治 鈴木 正二 竹石 松次 古泉 幸代

大森 ゆかり 高橋 慶三 阿部 昭一 渡邉 信也 丸山 美由紀 井浦 康晴 宇野 勝雄 赤塚 義廣

坂井 俊一 鈴木 伸作 佐藤 銀治郎 加藤 寿一 石附 由美子 齋藤 博文 斎藤 幸広 田辺 俊文

小田 静二 渡邉 徹 中村 好彦 栗田 浩 栗田 朋子 阿部 文仁 高尾 茂典 五十嵐 豊

久代 勝英 古泉 幸一 加藤 純子 松島 謙介 高倉 広利 清水 泰成 中野 節子 阿部 愛子

大島 煦美子 宮口 澄子 青木 太華子 五十嵐 康子 五十嵐 早苗 佐藤 金治郎 佐藤 文男 高橋 征男

高橋 克郎 田中 洋介 田村 泰生 山嵜 尉生 中村 雪絵 村山 浩太郎 稲葉 晋 川﨑 千春

秋山 正之 松川 忠史 濵野 剛 山根 憲介 池田 祥護 星野 幸三 糸満 盛人 伊豆 智

小林 哲也 井東 昌樹 遠山 幸男 小野 隆樹 大橋 祐貴 前田 穣 桐原 隆晃 長井 基樹

岸田 良満 樋熊 隆治 小林 宏志 柳澤 敏郎 田中 一幸 遠藤 俊介 葉葺 正幸 星野 聡

高崎 三男 桑原 毅 大日方 聡 石田 道子 須貝 貴之 宮下 好文 中村 祐一 田中 雅史

藤間 佑輔 品田 卓也 渋谷 政道 村山 雄亮 北爪 文義 近藤 正 高橋 佑 荒井 弘美

重泉 篤史 本間 康弘 降籏 亮太 中野 克之 国松 豊 最上 正人 森本 昌章 佐藤 正尚

下條 幸二 廣川 正通 小谷 尚志 高橋 道映 田中 弼 尾﨑 清美 佐藤 浩晃 村山 和恵

小林 達 佐藤 善昭 酒井 栄一郎 佐藤 聡 小林 守 阿部 欣也 杉谷 浩一 佐々木 一

金田 季之 宮島 泰 高﨑 俊哉 高橋 裕作 小平 勝志 齋藤 文彦 藤田 正明 池田 一史

石崎 宏幸 小嶋 孝代 田村 和男 渡邉 雄一郎 駒形 正明 藤井 大三郎


