
　 (R3年度受講日現在)

氏名 所属 主な活動地域

松下　慎治 上士幌町役場 農林課 上士幌町

川崎　凌弥 北見市 農林水産部農政課農政係 北海道北見市

− 清水町役場 農林課農政係 上川郡清水町

− 清水町役場 農林課農政係 上川郡清水町

守屋　吉聡 石狩農業改良普及センター石狩北部支所 北海道当別町、北海道新篠津村

馬着　隆幸 石狩農業改良普及センター石狩北部支所 北海道当別町、北海道新篠津村

大里　孝生 訓子府町 農林商工課 常呂郡訓子府町

横山　剛人 訓子府町 農林商工課 常呂郡訓子府町

別所　亘 上川町 産業経済課農林水産グループ 北海道上川郡上川町

柚原　しのぶ 帯広市 農政部農政室農政課 帯広市

松原　昭美 (株)帯広市農業振興公社 生産技術部 帯広市

笠井　千会 網走農業改良普及センター 遠軽支所 オホーツク

髙橋　雄亮 当別町 経済部農務課農務係 当別町

佐藤　静香 ＪＡきたみらい 営農振興部担い手Ｇ 北見市、訓子府町、置戸町

成田　真浩 津別町 産業振興課農政係 網走郡津別町

刈屋　彰 ＪＡ道東あさひ 営農部営農振興課 ＪＡ道東あさひ管内（別海町・根室市）

下地　研
道東あさひ農業協同組合 上春別支所営農課営農企画
係

別海町

小貫　翔 ＪＡ道東あさひ 西春別支所営農課営農企画係 北海道野付郡別海町

松田 淳史 道東あさひ農業協同組合 根室支所営農課 根室市

尾崎　岳史 置戸町役場 産業振興課農業振興係 常呂郡置戸町

高野　聖史 十勝池田町農業協同組合 営農部組合員相談課 中川郡池田町

− 月形町役場 農林建設課農政係 月形町

冨田　祥之 北斗市 経済部農林課 北斗市

野津　功 北斗市 経済部農林課農林係 北斗市

農作業安全に関する指導者向け研修受講者一覧表（北海道） 



氏名 所属 主な活動地域

五十嵐　久人 北斗市 経済部農林課農林係 北斗市

西山　竜次 北斗市 経済部農林課農林係 北斗市

金子　昂矢 北斗市 経済部農林課農林係 北斗市

髙橋　隼斗 北斗市 経済部農林課農林係 北斗市

鉢呂　征美 奈井江町 産業観光課 農政主幹 奈井江町

森田　重樹 美深町 農務課・農業振興センター 美深町内

− 森町役場 農林課 茅部郡森町

− 森町役場 農林課農政畜産係 茅部郡森町

須佐　直 空知農業改良普及センター北空知支所 雨竜郡、深川市

関澤　和之 由仁町 産業振興課農政担当 夕張郡由仁町

川合　諭 由仁町 産業振興課農政担当 夕張郡由仁町

佐川　誠 ＪＡそらち 南由仁支所由仁営農センター営農係 夕張郡由仁町

外山　巧 浦河町 産業課 課長補佐 浦河町内

稲垣　勇一 (株)クボタ 北海道全域

井上　好美 (株)クボタ 農機国内サービス事業推進部 北海道全域

筒井　一郎 ホクレン訓子府実証農場 農産技術課 北海道常呂郡、北見市

佐久間　芳則
ホクレン農業協同組合連合会　営農支援センター訓
子府実証農場農産技術課

オホーツク管内（畑作地域）

高澤　順一
(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会北海道支
部

北海道　道央、道南

豊川　克則 豊川労働安全コンサルタント事務所 北海道旭川市，上川郡

吉田　輝彦 吉田労働安全コンサルタント事務所 道南、道央、道北

森　俊道 森技術士事務所 道東、道央、道南

藤山　曻
(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会北海道支
部

北海道

三浦　展義 三浦技術士経営安全コンサルタント事務所 札幌市及び道内

榊原　陸史
(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会北海道支
部

石狩・空知

中村　正士 (株)アジア地域連携研究所 北海道
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大渕　啓史 三粒に種 北海道内（特に地域は限定しない）

伊勢　珠樹 ＺＩＯＮ(株) 北海道

松浦　聰 鹿追町農業振興協議会 事務局長 北海道内一円

増田　年啓 北海道岩見沢農業高校 岩見沢市

野久　和典 フリーランス 北海道十勝管内

佐藤　宏 ＪＡ北海道中央会 ＪＡ総合支援部（営農支援) 全道一円

田口　弘美 (有)田口畜産 北海道帯広市近郊

桑原　健 　　− 北海道

星　俊昭 (一社)アグリ北海道 代表理事 北海道内全域

加藤　俊紀 　　− 北海道

堀口　町夫
(株)堀口商店 （AFCインターナショナル(株)所属
ASIAGAP上級審査員）

北海道（全域）を中心に、東北地方（福島県
全域）、九州地方（鹿児島県全域）

阿部　明弘 　　− 北海道　今金町

山本　祐介 (株)デンソー北海道 設計室 北海道

駒井　貞二 (株)学林ファーム 二海郡八雲町

大滝　昇 ノボル社会保険労務士・行政書士事務所 全道一円

高橋　克幸 富良野市 ぶどう果樹研究所 上川管内、富良野エリア

川口　武泰 ホクレン北見支所 営農支援室 北海道 オホーツク地区

菅野　貴夫 ホクレン北見支所 営農支援室 北見(オホーツク管内）

本田　正志
本田牧場代表　農業コントラクター合同会社　楽酪
（ラクラック）代表社員

北海道標津郡中標津町

鎌田　大哉 仁木町役場 産業課 農政係長 仁木町

長田　寛保 ヤンマーアグリジャパン(株)北海道支社 農機推進部 北海道

樫野　有史
ヤンマーアグリジャパン(株)北海道支社 アグリサ
ポート部農機推進部

北海道内

袋　宙人
ヤンマーアグリジャパン(株) サービス事業部北海道
駐在

江別

狩原　恭平
ヤンマーアグリジャパン(株)北海道支社 サービス事
業推進部技術サービスＧ

道央

橋本　信次
ヤンマーアグリジャパン(株)北海道支社 サービス事
業推進部技術サービスＧ

道央地区
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菊池　正泰 (株)ヰセキ北海道 美深営業所 上川、宗谷(総合)振興局

前田　茂 (株)ヰセキ北海道 天塩営業所 宗谷、留萌、上川(総合)振興局

滝川　悟 (株)ヰセキ北海道 北見営業所 オホーツク総合振興局

池田　敦志 (株)ヰセキ北海道 興部営業所 宗谷、オホーツク(総合)振興局

松田　堅司 (株)ヰセキ北海道 佐呂間営業所 オホーツク総合振興局

宇野　武紀 (株)ヰセキ北海道 美幌営業所 オホーツク総合振興局

宇野　義己 (株)ヰセキ北海道 小清水営業所 オホーツク総合振興局

田村　紘行 (株)ヰセキ北海道 帯広営業所 十勝総合振興局

蓮尾　崇 (株)ヰセキ北海道 帯広営業所 十勝総合振興局

佐野　優幸 (株)ヰセキ北海道 清水営業所 十勝総合振興局

石崎　欽裕 (株)ヰセキ北海道 大樹営業所 十勝総合振興局

吉田　朋弘 (株)ヰセキ北海道 本別営業所 十勝総合振興局

北川　庸介 (株)ヰセキ北海道 中標津営業所 根室総合振興局

髙山　尚之 (株)ヰセキ北海道 標茶営業所 釧路総合振興局

杉森　元 (株)ヰセキ北海道 旭川営業所 上川総合振興局

川埜　晃裕 (株)ヰセキ北海道 当麻営業所 上川総合振興局

齋藤　裕之 (株)ヰセキ北海道 士別営業所 上川総合振興局

山中　斉 (株)ヰセキ北海道 美瑛営業所 上川総合振興局

ｼｭｳﾜｷ　祐至 (株)ヰセキ北海道 富良野営業所 上川総合振興局

郡　広光 (株)ヰセキ北海道 羽幌営業所 留萌振興局

池田　耕治 (株)ヰセキ北海道 妹背牛営業所 留萌、上川、空知(総合)振興局

薦田　要平 (株)ヰセキ北海道 滝川営業所 空知、石狩(総合)振興局

黒宮　弘二 (株)ヰセキ北海道 空知中央営業所 空知総合振興局

宮本　淳 (株)ヰセキ北海道 空知中央営業所 空知総合振興局

古田　誠 (株)ヰセキ北海道 由仁営業所 空知総合振興局
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橋爪　淳二 (株)ヰセキ北海道 厚真営業所 胆振、日高、石狩(総合)振興局

岩館　康雄 (株)ヰセキ北海道 静内営業所 日高振興局

丸山　聡 (株)ヰセキ北海道 札幌営業所 石狩振興局

林　健太郎 (株)ヰセキ北海道 当別営業所 石狩振興局

小西　直人 (株)ヰセキ北海道 恵庭営業所 石狩振興局

佐藤　良受 (株)ヰセキ北海道 伊達営業所 胆振総合振興局

関　吉美 (株)ヰセキ北海道 倶知安営業所 後志総合振興局

山本　啓太 (株)ヰセキ北海道 蘭越営業所 後志、胆振総合振興局

岩口　大祐 (株)ヰセキ北海道 岩内営業所 後志総合振興局

神前　知也 (株)ヰセキ北海道 今金営業所 檜山振興局

松吉　英明 (株)ヰセキ北海道 八雲営業所 渡島総合振興局

鹿戸　洋市 (株)ヰセキ北海道 函館営業所 渡島総合振興局

斉藤　宏志 (株)ヰセキ北海道 江差営業所 檜山、渡島(総合)振興局

早川　功 (株)ヰセキ北海道 木古内営業所 渡島総合振興局

日吉　一男 (株)ヰセキ北海道 販売推進部拡販指導課 空知総合振興局

駒形　雅英 (株)ヰセキ北海道 販売推進部拡販指導課 空知総合振興局

新　恵弘 (株)ヰセキ北海道 販売推進部拡販指導課 空知総合振興局

沼田　光弘 ＪＡ北海道中央会 ＪＡ総合支援部 北海道全域


