
　 (R3年度受講日現在)

氏名 所属 主な活動地域

相坂　秀次郎 平内町　農政課 平内町

相内　由貴 六ヶ所村　農林水産課 六ヶ所村

秋田　裕太 JAつがるにしきた　営農課
JA管内（つがる市、五所川原市、深浦町、
鰺ヶ沢町、鶴田町、中泊町）

有山　賢一 独立行政法人　家畜改良センター奥羽牧場 青森県

− 鶴田町　産業課 鶴田町

伊藤　和彦 青森県営農大学校　教務研修課 青森県

伊藤　大輝 つがる市　経済部農林水産課 つがる市

岩舘　聖治 中南地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室 中南地域

蝦名　憲聖 JAつがるにしきた　営農課
JA管内（つがる市、五所川原市、深浦町、
鰺ヶ沢町、鶴田町、中泊町）

海老名　博史
中南地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室黒
石分室

中南地域（黒石分室管内）

蝦名　勇次 西北地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室 西北地域

太田　樹 五所川原市　経済部農林水産課 五所川原市

小笠原　孝潤 東北町　農林水産課 東北町

岡田　滋 合同会社あおなび 青森県

小田　清敬 八戸地区農業士会 八戸地区

笠原　均 西北地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室 西北地域

片山　和善 JAごしょつがる　指導課 JA管内（五所川原市、つがる市、鶴田町）

加藤　麗樹 JAごしょつがる　指導課 JA管内（五所川原市、つがる市、鶴田町）

金渕　秀一 六戸町　農政課 六戸町

神　幸人 JAつがる弘前　弘前中央地区
JA管内（弘前市、平川市、西目屋村、藤崎
町、大鰐町）

神谷　陽一 三戸地区農業士会 三戸地区

川島　章 上北地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室 上北地域

木立　丞 東青地区農業経営士・青年農業士会 東青地区

清野　浩
一般社団法人ひと・企業未来創造リンク(LinCs)
NPO法人　ひろさき青森未来創造ラボ

青森県、岩手県、秋田県

農作業安全に関する指導者向け研修受講者一覧表（青森県） 



氏名 所属 主な活動地域

工藤　幸太郎 黒石市　農林部農林課 黒石市

工藤　吉倫 西目屋村　産業課 西目屋村

久保　敬雄 西北地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室 西北地域

甲田　一博 十和田地区農業士会 十和田地区

古川　純司 JA津軽みらい　石川基幹グリーンセンター
JA管内（平川市、黒石市、弘前市、田舎館
村、大鰐町、藤崎町、板柳町、青森市）

小鹿　司
（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会青森支
部

青森県

小杉　忠督 藤崎町　農政課 藤崎町

小林　幸史 弘前市　農林部農政課 弘前市

小比類巻　潤 JAおいらせ　本店指導課 JA管内（三沢市、六戸町、おいらせ町）

今　隆俊 黒石地区農業経営士・青年農業士会 黒石地区

昆　拓海 JAゆうき青森　野辺地営農センター農産購買課
JA管内（東北町、七戸町、野辺地町、六ヶ所
村、青森市、弘前市、十和田市、平内町、横
浜町）

盛　孝之 JAつがる弘前　指導部指導課
JA管内（弘前市、平川市、西目屋村、藤崎
町、大鰐町）

佐々木　賢大 大間町　産業振興課 大間町

佐々木　貴詞 田舎館村　産業課 田舎館村

佐藤　耕一 弘前地区農業士会 弘前地区

佐藤　誉士 JA津軽みらい　営農課
JA管内（平川市、黒石市、弘前市、田舎館
村、大鰐町、藤崎町、板柳町、青森市）

澤田　健吾 北五地区農業経営士･青年農業士会 北五地区

澤田　健太郎 七戸町　農林課 七戸町

嶋中　哲哉 今別町　産業建設課 今別町

杉山　雄太 横浜町　産業振興課 横浜町

須藤　弘毅 弘前市　農林部農政課 弘前市

須藤　公輔 JAつがる弘前　弘前北地区
JA管内（弘前市、平川市、西目屋村、藤崎
町、大鰐町）

袖村　征志 田子町　産業振興課 田子町

外和　昌大 八戸市　農業経営振興センター 八戸市

林　準樹 JAゆうき青森　本所営農指導課
JA管内（東北町、七戸町、野辺地町、六ヶ所
村、青森市、弘前市、十和田市、平内町、横
浜町）



氏名 所属 主な活動地域

田中　一善 青森市　農林水産部農業政策課 青森市

對馬　慶 下北地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室 下北地域

中野渡　悟
（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会青森支
部

青森県

浪岡　健治 JAおいらせ　本店指導課 JA管内（三沢市、六戸町、おいらせ町）

奈良　浩照 JAつがる弘前　弘前指導部指導課
JA管内（弘前市、平川市、西目屋村、藤崎
町、大鰐町）

縄田　尚伸 JA十和田おいらせ　指導やさい部指導課
JA管内（十和田市、おいらせ町、東北町、七
戸町、横浜町、むつ市、佐井村、大間町、東
通村、風間浦村）

沼端　大 JA十和田おいらせ　ももいし支店営農経済課
JA管内（十和田市、おいらせ町、東北町、七
戸町、横浜町、むつ市、佐井村、大間町、東
通村、風間浦村）

野澤　慶太郎
中南地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室黒
石分室

中南地域（黒石分室管内）

野村　和也 JA十和田おいらせ　上北支店営農経済課
JA管内（十和田市、おいらせ町、東北町、七
戸町、横浜町、むつ市、佐井村、大間町、東
通村、風間浦村）

原田　万菜 平川市　経済部農林課 平川市

番匠　康太
JA十和田おいらせ　北部営農センター横浜町グリー
ンセンター

JA管内（十和田市、おいらせ町、東北町、七
戸町、横浜町、むつ市、佐井村、大間町、東
通村、風間浦村）

吹越　哲也 JAゆうき青森　六ヶ所営農センター営農購買課
JA管内（東北町、七戸町、野辺地町、六ヶ所
村、青森市、弘前市、十和田市、平内町、横
浜町）

福村　洋一 株式会社 アースコーポレーション 青森県

船水　秀樹 青森県農林水産部　構造政策課 青森県

松川　佳澄 青森県営農大学校　教務研修課 青森県

三上　純一 JAつがる弘前　岩木地区
JA管内（弘前市、平川市、西目屋村、藤崎
町、大鰐町）

三上　正樹 JAつがる弘前　指導部指導課
JA管内（弘前市、平川市、西目屋村、藤崎
町、大鰐町）

宮川　洋平 佐井村　産業建設課 佐井村

室谷　君弘 蓬田村　産業振興課 蓬田村

森　淳 階上町　産業振興課 階上町

山﨑　清智 深浦町　農林水産課 深浦町

山野　豊 山野りんご株式会社 全国

弓　大凱 東通村　農林畜産課 東通村

渡邊　恭也 大鰐町　農林課 大鰐町



氏名 所属 主な活動地域

久保田　稔 東青地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室 　

熊井　伸賢 東青地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室 東青地域

立崎　泰正 東青地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室 東青地域

伊藤　雄亮 東青地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室 東青地域

長尾　博美 中南地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室 中南地域

八島　敏行 中南地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室 中南地域

白戸　真由美 中南地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室 中南地域

石井　翔
三八地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室三
戸分室

三八地域（三戸分室管内）

太田　宇則
三八地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室三
戸分室

三八地域（三戸分室管内）

米村　源 上北地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室 上北地域

油川　慧人 上北地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室 上北地域

雪田　隆史
上北地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室三
沢分室

上北地域（三沢分室管内）

乙部　英夫 野辺地地区農業士会 野辺地地区

村田　睦夫 むつ下北地区指導農業士会 むつ下北地区

松浦　孝幸 三八地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室 三八地域

鈴木　健司 三八地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室 三八地域

工藤　秀樹 三八地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室 三八地域

小島　一之 西北地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室 西北地域

工藤　貴仁 西北地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室 西北地域

佐藤　佑
西北地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室つ
がる分室

西北地域（つがる分室管内）

清川　僚 下北地域県民局地域農林水産部　農業普及振興室 下北地域

川守田　侑哉 南部町　農林課 南部町

岩谷　美智也 鰺ヶ沢町　農林水産課 鰺ヶ沢町

田中　秀典 板柳町　産業振興課 板柳町

櫻井　健 三沢市　経済部農政課 三沢市
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柴崎　功志 野辺地町　農林水産課 野辺地町

黒沢　満尋 五戸町　農林課 五戸町

李澤　直樹 JAゆうき青森　天間林営農センター営農購買課
JA管内（東北町、七戸町、野辺地町、六ヶ所
村、青森市、弘前市、十和田市、平内町、横
浜町）

若月　淳 おいらせ町　農林水産課 おいらせ町

麻里　雅哉 むつ市　経済部生産者支援課 むつ市

斎藤　正
（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会青森支
部

青森県


