
　

氏名 所属 主な活動地域

荒田　匡 京都府京都乙訓農業改良普及センター 京都市、向日市、長岡京市、大山崎町

伊尾　政次 京都府農業機械商業協同組合 京都府全域

− 京都府山城北農業改良普及センター 京田辺市、八幡市

井上　保治 京都府農業機械士協議会 京都市以南・南丹

大谷　遥 京都府農林水産部農産課京の米・豆・保険係 京都府全域

大八木　秀一 京都府中丹東農業改良普及センター 舞鶴市、綾部市

荻野　博幸
（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会京都支
部

全域、特に福知山市

− 京都府山城南農業改良普及センター 相楽地域

川北　晋也 京都府農業機械士協議会 京都市以南

栗田　秀樹 京都府京都乙訓農業改良普及センター 京都市、向日市、長岡京市、大山崎町

小崎　淳一 京都府農業機械士協議会 南丹

小林　侃 京都府農業機械士協議会 南丹

小林　義博 京都府農業機械士協議会 京都府内

− 京都府山城北農業改良普及センター 宇治市、城陽市、久御山町

澁谷　貞之 京都府南丹農業改良普及センター 亀岡市

島袋　順二 京都府農業機械士協議会 京都市以南・南丹

田中　晶 (株)タナカ 宇治・城陽

竹田　良二 　　− 京都府下全域

− 　　− 京都市

寺井　憲治 京都府農業機械士協議会 京都府内

中路　悦雄 中小企業診断協会、京都府農業会議スペシャリスト
京都府全般。特に京都市、南丹エリア、中丹
エリア

中島　英明 近畿農政局統計部 近畿管内

中西　宏彰 京都府京都乙訓農業改良普及センター 京都市、向日市、長岡京市、大山崎町

南條　康廣 京都府農業機械士協議会 南丹
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西田　彰寛 京都府農業機械士協議会 南丹

西田　廣志 一般社団法人京都府農業会議 丹後/中丹/南丹

原田　賢 京都府立農業大学校 綾部市

− 京都府立農業大学校 綾部市

− 　　− 京都市

水口　益美 京都府農業機械士協議会 南丹

安井　千恵 京都府農業機械士協議会 南丹

山崎　むつみ 京都府農林水産部農産課農業応援伴走支援係 京都府全域

佐々木　大河 京都府京都乙訓農業改良普及センター 京都市、向日市、長岡京市、大山崎町

伊部　雅也 京都府山城南農業改良普及センター 相楽地域

大西　英哉 京都府農業機械士協議会 南丹・中丹

髙木　真男 京都府南丹農業改良普及センター 南丹市

川上　知子 京都府中丹東農業改良普及センター 舞鶴市、綾部市

− 京都府中丹西農業改良普及センター 福知山市

− 京都府中丹西農業改良普及センター 福知山市

− 京都府丹後農業改良普及センター 京丹後市

井上　秀和
ＪＡ共済連京都 普及部 農業リスク・地域貢献対策
課

京都市

大下　貴史 ＪＡ京都中央会  農業対策部農業支援課 京都市

鈴木　諄 ＪＡ京都中央会  農業対策部農業支援課 京都市

田中　宏和 ＪＡ京都やましろ  経済部農機課 京田辺市

杉田　和彦 ＪＡ京都やましろ  経済部農機課 京田辺市

田井　雅也 ＪＡ京都やましろ  経済部農機課 京田辺市

山下  富生 ＪＡ京都  園部黒田支店生産課 南丹市

井尻　欣孝 ＪＡ京都  亀岡川東支店生産課 亀岡市

福井  洋 ＪＡ京都にのくに  綾部広域営農経済センター 綾部市
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田中  孝之 ＪＡ京都にのくに  綾部広域営農経済センター 綾部市

成田  哲也 ＪＡ京都にのくに  福知山広域営農経済センター 福知山市

西村  拓真 ＪＡ京都にのくに  丹の国農機センター 綾部市

和久田　正八 京都府農業機械士協議会 南丹

浪江　泰成 京都府農業機械士協議会 丹後

清水　大介 京都府農業機械士協議会・京都府農業士会 京都市以南

太田　桂史 京都府農業機械士協議会 丹後

吉田　雅典 京都府農業機械士協議会 丹後

畑中　英樹 京都府農業機械士協議会 中丹

山田　一徳 京都府農業機械士協議会 京都府内

山本　哲也 京都府農業機械士協議会 中丹

大﨑　克巳 京都府農業士会 京丹波町

新田　尚志 京都府農業士会 京丹波町

坂本　武 京都府農業士会 京丹波町

片山　里史 京都府農業士会 　　−

太田　豊 京都府農業士会 丹後地域

塩見　慎仁 (株)北陸近畿クボタ 綾部市

今西　和寿 ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)京丹後支店 京丹後市

橋本　將詞
個人事業　橋本將詞社会保険労務士事務所　　京都
府社会保険労務士会所属

近畿（京都）

− 京都府山城北農業改良普及センター 井手町、宇治田原町

− 京都府山城南農業改良普及センター 相楽地域

山本　祐之 京都府山城南農業改良普及センター 相楽地域

− 　　− 京都市

永井　祥平 ＪＡ京都市  営農経済部農機センター 京都市

齊藤　篤 ＪＡ京都中央　西南部経済センター 向日市
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辻尾　仁思 ＪＡ京都やましろ  営農部 京田辺市

西原  一男 ＪＡ京都  福知山支店生産課 福知山市

中嶋  光 ＪＡ京都  企画営農課丹後駐在所 京丹後市

大貝　史晶 全農京都　福知山農機センター 福知山市

里谷　健一 全農京都　丹後農機センター 京丹後市弥栄町

山﨑　喜義 全農京都　久美浜農機センター 京丹後市久美浜町

榊原　義郎 全農京都　加悦農機センター 与謝野町

− 全農京都　亀岡農機センター 南丹市園部町

− 全農京都　亀岡農機センター 亀岡市（川東、篠、千代川）

上田　健雄 全農京都　日吉農機センター 南丹市（日吉、美山）・京北町

山口　和之 全農京都　丹波農機センター 京丹波町（和知）

溝口　倫正 京都府農業機械士協議会 南丹

濱田　大輔 京都府農業機械士協議会 南丹

赤穂　達郎 京都府農業士会 山城地域

西山　秀人 京都府農業士会 中丹地域

榊原　政弘 (株)北陸近畿クボタ 京丹後市

西田　育弘 (株)北陸近畿クボタ 綾部市

− 京都府山城南農業改良普及センター 相楽地域

− 京都府山城南農業改良普及センター 相楽地域

− 　　− 京都市

辻村　宗治 亀岡市農林振興課 亀岡市

王子　均 亀岡市農林振興課 亀岡市

小林　伸輔 京都府農業機械士協議会 中丹

石崎　信也 京都府農業機械士協議会 京都市以南

中村　知史 京都府農業機械士協議会 京都市以南
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板垣　裕治
（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会京都支
部

全国

山本　則次 京都府農業士会 南丹地域


