
組　織　名 所　　属 役　職　名 氏　　名 備考

講師

農産局　農産政策部　企画課　水田農業対策室 室長 木村　崇之

関東農政局茨城県拠点 地方参事官 酒井　利成

　〃 総括農政業務管理官 宮澤　一博

　〃 主任農政業務管理官 富田　和朗

　〃 　〃 倉持　和巳

　〃 農政業務管理官 檜山　満

行政（県・市町村・地域再生協）

農業総合センタ－ 生物工学研究所　普通作育種研究室 室長 岡野　克紀

企画調整部門　振興・環境室　農業振興課 係長 細田　和幸

経営・普及部門　 地域普及第二課長 寺沼　直美

　〃 主査 樫村　英一

　〃 技師 宮田　理沙

　〃 専門員 本橋　みゆき

企画調整部門　振興・環境室　農業振興課 主事 飯田　光太朗

行方地域農業普及センター　地域普及第二課 課長 飯島　智浩

　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 専門員 俵　貞治

企画調整部門　振興・環境室 室長 植田　稔宏

 　〃　　　　　　　　　　〃　　　　　農業振興課 主事 安積　美優

経営・普及部門 主任 松﨑　誠司

稲敷地域農業改良普及センター 経営課長 住谷　敏夫

つくば地域農業改良普及センター 専門員 松木　良介

　〃 　〃 常楽　愛子

企画調整部門　振興・環境室　農業振興課 係長 大塚　茂

経営・普及部門 専門員 坪井　真樹

農政課 主幹 木村　泰明

　〃 主事 増渕　裕介

農業再生協議会 課長補佐 一澤　義孝

　〃 主事 平澤　龍

城里町 農業政策課 主査兼係長 貝藤　正幸

経済環境部　農政課 主任 大森　潤一

経済環境部　農政課 主事 森　俊樹

農業再生協議会　（JA常陸） 吉沼　秀夫

東海村 農業政策課 主事 藤咲　洋平

産業部　農政課 主査 齋藤　郁

　〃 主幹 平松　あゆみ

　〃 　〃 横須賀　学

農業再生協議会 事務局次長 髙木　智弘

　〃 主幹 綿引　慎吾

農林振興課　農業畜産グル－プ 係長 茅根　真澄

農業再生協議会 次長 蓮田　和美

　〃 草野　仁一

農業再生協議会 大森　靖一

　〃 樋口　寛

常陸太田地域 農業再生協議会 横山　薫

副参事 長嶋　晃一

産業経済部　農林水産課 主事 田邉　亮

北茨城市 環境産業部　農林水産課 主任 谷野　基晴

行方市 農林水産課 係長 塙　ひとみ

鹿行農林事務所

農林水産省

県西農林事務所

日立市

笠間市

常陸大宮市

大子町

県央農林事務所

令和３年度　需要に応じた米生産・販売に係るシンポジウム及び市町村担当者向け説明会　参加者名簿

　　　　              日時：令和4年 1月31日（月）13時30分～

　　　             　 場所：WEB会議

ひたちなか市

那珂市

水戸市

茨城町

県南農林事務所



農業再生協議会 係長 小泉　昌浩

　〃 主任 大野　航平

経済課 課長補佐 山田　智也

　〃 係長 五十嵐　英樹

地域振興部　農政課 係長 石川　竜也

　〃　　　　　　　〃 主事 石山　健太郎

龍ヶ崎市 農業政策課 主事 本間　寛章

牛久市 農業政策課 主任 神宮寺　昌志

利根町 農業政策課 主任 住田　耕輝

つくばみらい市 産業経済課 主事 星川　旭

取手市 農政課 係長 海老原　健

守谷市 生活経済部経済課 主任 浦　有利子

農林水産課 主任 高田　均

　〃 主事 田上　弘樹

農林水産課 主任 杉本　文子

　〃 主事 石田　聖奈

農政課 主幹 高田　雅人

　〃 　〃 山﨑　大輔

結城市 農政課 主幹 篠塚　祥貴

農政課 係長 伊東　恵美子

　〃 主事 中島　健司

農政課 主査兼係長 濱野　真

　〃 主事 赤澤　大樹

八千代町 産業振興課 主事 柴　陽平

古河市 農政課 主事補 羽田　冬馬

農業再生協議会 主幹 福田　好宏

　〃 主事 中村　流石

ＪＡ

ＪＡ全農いばらき 米穀部 米穀総合課 課長 並木　誠也

JA水戸 営農販売部　営農課 課長 長谷川　篤

ＪＡほこた 販売2課 課長補佐 横田　秀樹

ＪＡ水郷つくば 営農部農産課 課長 宮本　豪

ＪＡ茨城みなみ 担い手支援センター 所長 栗原　克浩

営農経済部　米穀管理課 課長 小島　正大

　〃　　　　　　米穀販売課 課長 篠﨑　剛

　〃　　　　　　営農企画課 課長 赤野間　裕光

　〃　　　　　　　〃 係 谷島　岬樹

事務局（茨城県農業再生協議会）

農林水産部　産地振興課 技佐 吉井　孝一

　〃 課長補佐 田中　研一

　〃 係長 根本　将人

　〃 主任 假屋　哲朗

　〃 主任 寺門　有沙

県域営農支援センター センター長 岩田　和之

　〃　　　　　　　　　　　　　　農業政策推進室 室長 田場　昭男

　〃　　　　　　　　　　　　　　〃 次長 大関　久夫

　〃　　　　　　　　　　　　　　〃 吉田　健人

　〃　　　　　　　　　　　　　　〃 寺山　義弘

93

ＪＡ北つくば

茨城県

常総市

坂東市

かすみがうら市

石岡市

下妻市

土浦市

河内町

稲敷市

美浦村

ＪＡ茨城県中央会


