
　 (R3年度受講日現在)

氏名 所属 主な活動地域

山田　毅 大信産業(株)（緑化部） 広島県

西本　正巳 大信産業(株)（緑化部） 広島県

吉村　公司 (有)吉村農機 広島市、山県郡

藤田　英伸 (株)かわかく農機 神石高原町

− (株)かわかく農機 神石高原町

山内　悦功 山内農機センター 　　−

− 三菱農機販売(株) 　　−

石原　大輔 三菱農機販売(株) 東広島市

迫　洋志 (有)迫農機商会 東広島市、世羅郡、三原市、三次市

迫　祐次 (有)迫農機商会 東広島市、世羅郡、三原市、三次市

− (株)中四国クボタ 広島県全域

− (株)中四国クボタ 広島県全域

宇坪　實 (有)サービスセンター宇坪 世羅郡、三次市

− (株)ヰセキ中四国 広島県全域

− (株)ヰセキ中四国 広島県全域

− (株)ヰセキ中四国 安芸高田市、山県郡

− (株)ヰセキ中四国 世羅郡、三原市

− ヤンマーアグリジャパン(株) 広島県全域

− ヤンマーアグリジャパン(株) 広島県全域

− ヤンマーアグリジャパン(株) 岡山県全域

− ヤンマーアグリジャパン(株) 岡山県全域

− ヤンマーアグリジャパン(株) 岡山県全域

政城　裕明 (株)マサシロ 府中市、福山市、世羅郡

岡田　晃明 (有)オカダ 山県郡

農作業安全に関する指導者向け研修受講者一覧表（広島） 
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橋渡　力 橋渡サービス 山県郡、島根県

松木　高宗 橋渡サービス 山県郡

− 松川農機(有) 　　−

黒永　英和 黒永機械サービス 庄原市

山本　誠 広島県農業機械商業協同組合 広島県全域

東山　和敬
全国農業協同組合連合会広島県本部 ＪＡ農機県域事
業部農業機械課

　　−

渡邉　直
全国農業協同組合連合会広島県本部 ＪＡ農機県域事
業部農業機械課

　　−

川口　泰伸
全国農業協同組合連合会広島県本部 ＪＡ農機県域事
業部農業機械課

　　−

−
全国農業協同組合連合会広島県本部 営農資材部営農
支援課

県内

−
全国農業協同組合連合会広島県本部 営農資材部営農
支援課

県内

−
全国農業協同組合連合会広島県本部 営農資材部営農
支援課ＪＡ西日本営農技術センター

県内

沖野　成光 ＪＡ広島市 湯来農機センター 広島市、湯来、安佐南地区

東田　にんな 広島県農業協同組合中央会 　　−

門口　満 ＪＡ広島市 豊平農機センター 広島県山県郡北広島町

中村　隆史 ＪＡ広島市 戸河内農機センター 安芸太田町

藤本　正志 ＪＡ広島市 白木農機センター 山県郡安芸太田町、北広島町（芸北、豊平）

前田　隆宏 ＪＡ佐伯中央 農機具センター 廿日市市

浅井　丈弘 ＪＡ佐伯中央 佐伯経済センター 廿日市市・大竹市

野間　亮平 ＪＡ佐伯中央 営農販売課 廿日市市・大竹市

崎岡　正和 ＪＡ安芸 営農指導販売課
ＪＡ安芸管内（広島市安芸区・海田町・熊野
町・坂町）

中村　典弘 ＪＡ安芸 営農指導販売課
ＪＡ安芸管内（広島市安芸区・海田町・熊野
町・坂町）

高畑　裕二 ＪＡ呉 呉農機センター 　　−

竹添　　弘 ＪＡ呉 能美島農機SS 　　−

後口　浩介 ＪＡ呉 経済部営農販売課 呉市（川尻・安浦・豊を除く）・江田島

川﨑　克己 ＪＡ広島中央 農機センター 東広島市
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菊本　浩孝 ＪＡ広島中央 営農支援センター 東広島市および三原市大和町

平賀　八州 ＪＡ広島中央 営農支援センター 東広島市および三原市大和町

高本　浩司 ＪＡ芸南 安浦経済センター 芸南全域

− ＪＡ広島ゆたか 経済部 呉市豊町、豊浜町

有田　渉 ＪＡ広島ゆたか 大崎上島町

浜満　佑太 ＪＡ三原 竹原営農センター 竹原市

西條　祥大 ＪＡ三原 営農課
ＪＡ三原管内（三原市（大和町除く）、竹原
市）

− ＪＡ尾道市 営農販売課 尾道市・世羅町

− ＪＡ尾道市 世羅営農センター 世羅町

− ＪＡ尾道市 世羅営農センター 世羅町

野島　朋宏 ＪＡ福山市 神石高原農機センター 広島県福山市

河重　貴宗 ＪＡ広島北部 たかた農機センター 安芸高田市

鉄井　義彦 ＪＡ広島北部 営農部企画振興課
安芸高田市・北広島町（旧千代田町・大朝
町）

池本　祥久 ＪＡ広島北部 営農部規格営農課
安芸高田市・北広島町（旧千代田町・大朝
町）

− ＪＡ庄原 営農販売部営農振興課 庄原市・三次市甲奴町・府中市上下町

福場　信博 ＪＡ庄原 庄原農機センター
旧庄原市内、庄原市西城町、口和町、高野
町、比和町

田邊　英雄 ＪＡ庄原 上下農機センター 府中市上下町、三次市甲奴町、庄原市総領町

倉本　浩 ＪＡ庄原 東城農機車両センター 庄原市東城町

玄田　浩 (株)全農アグリサポート広島 本社営業部 　　−

河野　一樹 (株)全農アグリサポート広島 三次事業センター 　　−

滝野口　浩一 (株)全農アグリサポート広島 三和事業センター 　　−

三木　裕二 (株)全農アグリサポート広島 世羅事業センター 　　−

貞政　貴治 (株)全農アグリサポート広島 三原事業センター 　　−

金本　哲弥 広島県農業機械士協議会 庄原市

田邊　真治 広島県農業機械士協議会 広島県全域
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山本　一守 広島県農業機械士協議会 広島県全域

長迫　貴大 社会労務福祉士法人たんぽぽ会 　　−

亀田　尚樹 竹原市農地利用最適化推進委員 小梨町

山本　峻之 社会労務福祉士法人たんぽぽ会 　　−

西原　正敎 竹原市農地利用最適化推進委員 西野町

須賀　政次 竹原市農地利用最適化推進委員 竹原町・塩町・田ノ浦

− 　　− 東広島市

伊場田　友則 広島県西部農林水産事務所 農村振興課
広島市，大竹市，廿日市市，安芸高田市，府
中町，熊野町，海田町，坂町，安芸太田町，
北広島町

佐伯　浩輔 広島県西部農林水産事務所 農村振興課
広島市，大竹市，廿日市市，安芸高田市，府
中町，熊野町，海田町，坂町，安芸太田町，
北広島町

−
広島県西部農林水産事務所 東広島農林事業所農村振
興課

竹原市，東広島市，大崎上島町

池田　裕司 広島県東部農林水産事務所 農村振興課 福山市，府中市，神石高原町

豊田　謙治
広島県東部農林水産事務所 尾道農林事業所農村振興
課

三原市，尾道市，世羅郡世羅町

石田　真由美
広島県東部農林水産事務所 尾道農林事業所農村振興
課

三原市，尾道市，世羅郡

宇田　修治
広島県東部農林水産事務所 尾道農林事業所農村振興
課

三原市，尾道市，世羅郡

− 広島県北部農林水産事務所 農村振興課 三次市，庄原市

− 広島県農業経営発展課 広島県全域

福川　渉 (一社)日本労働安全衛生コンサルタント会広島支部 広島県内一円

木村　英作 (一社)日本労働安全衛生コンサルタント会広島支部 広島市、海田町、府中町等

岡田　由紀雄
(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会広島支部
（岡田技術士事務所）

広島県福山市

浅見　聡
(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会神奈川支
部（浅見労働衛生コンサルタント事務所）

神奈川県、広島県

田中　敏章 大信産業(株）営業企画部 中四国

田島　寛司 矢羽コンサルティング 広島県、大分県、埼玉県

吉岡　弥生 広島県庁 広島県全域

落野　洋一 中小企業診断士落野洋一事務所
広島市、東広島市、呉市、江田島市、安芸
郡、廿日市市、三原市、安芸高田市等
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岡　秀一郎 大信産業(株) 営業企画部 広島県

田頭　正之 大信産業(株) 営業企画部 広島県全域、島根県東部、愛媛県東予地区

藤本　聡 (株)藤本農園 庄原市東城町

藤本　佐知子 (株)藤本農園 庄原市東城町

小池　栄治 日本ｇａｐ協会ＡＳＩＡＧＡＰ指導員 世羅郡及び近隣

厚東　哲郎 (一社)日本労働安全衛生コンサルタント会広島支部 安芸高田市等


