公益社団法人茨城県農林振興公社会員名簿
令和４年5月31日現在

会

員

氏名（法人名）

名
代表者氏名

住所 又は 所在地

電話番号

担当課名

茨城県

大井川 和彦 水戸市笠原町978-6

029-301-3833 農業経営課

水戸市

高橋

029-259-2212 農産振興課

茨城町

小林 宣夫 東茨城郡茨城町小堤1080

029-292-1111 農業政策課

小美玉市

島田 幸三 小美玉市堅倉835

0299-48-1111

城里町

上遠野 修 東茨城郡城里町石塚1428－25

029-288-3111 農業政策課

大洗町

國井

029-267-5111 農林水産課

笠間市

山口 伸樹 笠間市中央3-2-1

0296-77-1101

農政課

桜川市

大塚 秀喜 桜川市真壁町飯塚911

0296-55-1111

農林課
農政課

靖 水戸市内原町1395-1 内原庁舎

豊

東茨城郡大洗町磯浜町6881－275

農政課

ひたちなか市

大谷

明

ひたちなか市東石川2－10－1

029-273-0111

東海村

山田

修

那珂郡東海村東海3-7-1

029-282-1711 農業政策課

那珂市

先﨑

光

那珂市福田1819－5

029-298-1111

常陸大宮市

鈴木 定幸 常陸大宮市中富町3135-6

0295-52-1111 農林振興課

常陸太田市

宮田 達夫 常陸太田市金井町3690

0294-72-3111

農政課
農林課

農政課

大子町

高梨 哲彦 久慈郡大子町大子866

0295-72-1128

日立市

小川 春樹 日立市助川町1－1－1

0294-22-3111 農林水産課

高萩市

大部 勝規 高萩市本町1-100-1

0293-23-7035

北茨城市

豊田

0293-43-1111 農林水産課

鉾田市

岸田 一夫 鉾田市鉾田1444-1

稔

北茨城市磯原町磯原1630

農林課

0291-33-2111 農業振興課

鹿嶋市

田口 伸一 鹿嶋市平井1187－1

0299-82-2911 農林水産課

神栖市

石田

0299-90-1159

行方市

鈴木 周也 行方市山田2564-10

0291-35-2111 農林水産課

潮来市

原

潮来市辻626

0299-63-1111

龍ヶ崎市

萩原

龍ケ崎市3710

0297-64-1111 農業政策課

進

浩道
勇

神栖市溝口4991-5

農林課

農政課

牛久市

根本 洋治 牛久市中央3-15-1

029-873-2111 農業政策課

稲敷市

筧 信太郎 稲敷市犬塚1570番地1

029-892-2000

農政課

美浦村

中島

栄

稲敷郡美浦村受領1515

029-885-0340

経済課

阿見町

千葉

繁

稲敷郡阿見町中央l－l－l

029-888-1111 農業振興課

河内町

野澤 良治 稲敷郡河内町源清田1183

土浦市

安藤 真理子 土浦市大和町9番1号

029-826-1111 農林水産課

0297-84-2111

農政課

石岡市

谷島 洋司 石岡市柿岡5680-1

0299-23-1111

かすみがうら市

坪井

029-897-1111 農林水産課

つくば市

五十嵐 立青 つくば市研究学園１丁目１番地１

029-883-1111 農業政策課

つくばみらい市

小田川 浩 つくばみらい市加藤237

0297-58-2111 産業経済課

取手市

藤井 信吾 取手市藤代700

0297-74-2141

農政課

守谷市

松丸 修久 守谷市大柏950－1

0297-45-1111

経済課

利根町

佐々木 喜章 北相馬郡利根町布川841－1

0297-68-2211 農業政策課

筑西市

須藤

茂

筑西市丙360 スピカ本庁舎3階

0296-20-1161

農政課

下妻市

菊池

博

下妻市鬼怒230

0296-43-2111

農政課

結城市

小林

栄

結城市中央町二丁目3番地

0296-32-1111

農政課
農政課

透

かすみがうら市大和田562

農政課

常総市

神達 岳志 常総市水海道諏訪町3222-3

0297-23-2111

八千代町

野村

勇

結城郡八千代町菅谷1170

0296-48-1111 産業振興課

古河市

針谷

力

古河市仁連2065

0280-76-1511

坂東市

木村 敏文 坂東市岩井4365

0297-35-2121 農業政策課

五霞町

染谷 森雄 猿島郡五霞町小福田1162－1

0280-84-1111

境町

橋本 正裕 猿島郡境町391-1

0280-81-1310 農業政策課

農政課

産業課

公益社団法人茨城県農林振興公社会員名簿
令和４年5月31日現在

会

員

名

氏名（法人名）

代表者氏名

住所 又は 所在地

電話番号

水戸農業協同組合

飯島 清光 水戸市赤塚2－27

029-254-5111

常陸農業協同組合

秋山

0294-72-9111

茨城旭村農業協同組合

新堀 喜一 鉾田市造谷1379-18

0291-37-0111

ほこた農業協同組合

内田 政輝 鉾田市安房1654－3

0291-33-5341

なめがたしおさい農業協同組合

安藤 昌義 行方市麻生3346－25

0299-72-1877

稲敷農業協同組合

豊

常陸太田市山下町3889

根本 作左衛門 稲敷市江戸崎甲3016－3

0298-92-6700

茨城みなみ農業協同組合

齊藤

繁

取手市毛有111

0297-63-2211

水郷つくば農業協同組合

池田

正

土浦市小岩田西1-1-11

029-822-0534

つくば市農業協同組合

岡本 秀男 つくば市東岡335

0298-57-3111

つくば市谷田部農業協同組合

中島 俊光 つくば市谷田部2074－1

0298-36-0351

新ひたち野農業協同組合

細谷 博之 石岡市南台3-21-14

0299-56-5800

やさと農業協同組合

神生 賢一 石岡市柿岡3236－6

0299-43-1101

北つくば農業協同組合

古澤 諭

筑西市岡芹2222

0296-25-6600

下妻市宗道2028

0296-30-1211

常総ひかり農業協同組合

堤

茨城むつみ農業協同組合

石塚 克己 猿島郡境町長井戸23

隆

0280-87-1161

岩井農業協同組合

風見 晴夫 坂東市岩井2229

0297-35-8331

茨城県梨組合連合会

草間 勝美 結城郡八千代町大字野爪356

0296-49-0734

茨城県花き園芸協会

鈴木

隆

古河市仁連736-1

0280-76-1162

茨城県ぶどう連合会

倉持

健

坂東市小泉289-2

0297-38-2776

茨城県施設園芸研究会

中澤

清

龍ヶ崎市南中島町81

0297-66-3292

茨城県野菜養液栽培研究会

細島 一雄 猿島郡境町山崎2142-2

0280-87-6764

茨城県果樹苗木協議会

坂

かすみがうら市宍倉3627

029-897-0675

いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会

安藤 真理子 牛久市猪子町968-5（全農県南VFS内）

029-875-8077

茨城県くり生産者連絡協議会

川上 好孝 笠間市平町１８９

0296-77-0786

茨城県いちご経営研究会

鷺谷 一雄 筑西市奥田242-2

0296-24-1162

茨城県かんしょ生産者連絡協議会

江橋 一

029-292-3031

茨城県農業協同組合中央会

八木岡 努 水戸市梅香1－1－4

029-232-2068

茨城県信用農業協同組合連合会

小林 富美男 水戸市梅香1－1－4

029-232-2015

茨城県厚生農業協同組合連合会

酒井 義法 水戸市梅香１－１－４

029-232-2260

勝

東茨城郡茨城町常井501

全国農業協同組合連合会茨城県本部

鴨川 隆計 東茨城郡茨城町下土師字高山1950番1

029-219-1111

全国共済農業協同組合連合会茨城県本部

梶間 郷士 水戸市梅香1－5－18

029-232-2209

一般社団法人茨城県農業会議

葉梨

029-301-1236

茨城県農業共済組合連合会

細田 哲司 水戸市小吹町942

衛

水戸市笠原町978-26

029-215-8881

一般社団法人茨城県青果物地方卸売市場協会 鈴木 敏二郎 水戸市青柳町4566

029-225-5225

鹿島南部青果物共販連合会

野口 松二 神栖市知手南部団地165-1

0299-96-4588

公益社団法人茨城県畜産協会

八木岡 努 水戸市梅香1-2-56

029-231-7501

茨城県酪農業協同組合連合会

朝倉 実行 水戸市梅香1-2-54

029-224-6711

茨城県畜産農業協同組合連合会

斉藤

029-221-5397

功

水戸市梅香1-2-56
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農政課

水戸市穀物改良協会

長谷川 昌人 水戸市中央1-4-1

029-232-9181

大洗町穀物改良協会

小沼 正男 東茨城郡大洗町磯浜町6881-275

029-267-5173 農林水産課

茨城町穀物改良協会

大塚

城里町穀物改良協会

岡﨑 一美 東茨城郡城里町石塚1428-25

茂

029-288-3111 農業政策課

那珂市穀物改良協会

浅野 和好 那珂市福田1819-5

029-298-1111

農政課

ひたちなか市穀物改良協会

大谷

029-273-0111

農政課

東海村穀物改良協会

大内 静夫 那珂郡東海村東海3-7-1

笠間市穀物改良協会

山口 伸樹 笠間市中央3-2-1

0296-77-1101

明

東茨城郡茨城町小堤1080

ひたちなか市東石川2-10-1

029-240-7118 農業政策課

029-282-1711 農業政策課

農政課

常陸大宮市穀物改良協会

萩谷 正博 常陸大宮市田子内町3091-6

0295-52-4510 常陸農協

大子町穀物改良協会

高梨 哲彦 久慈郡大子町大字大子866

0295-72-1128

農林課

常陸太田市穀物改良協会

宮田 達夫 常陸太田市金井町3690

0294-72-3111

農政課

日立市穀物改良協会

増子 英徳 高萩市本町1-100-2

0293-23-6748 常陸農協

高萩市穀物改良協会

大部 勝規 高萩市本町1-100-1

0293-23-7035

北茨城市穀物改良協会

豊田

0293-43-1111 農林水産課

鉾田市穀物改良協会

岸田 一夫 鉾田市鉾田1444-1

0291-33-2111 農業振興課

鹿嶋市穀物改良協会

田口 伸一 鹿嶋市平井1187-1

0299-82-2911 農林水産課

神栖市穀物改良協会

石田

神栖市溝口4991-5

0299-90-1008

農林課

潮来市穀物改良協会

原

潮来市辻626

0299-63-1111

農政課

稔 北茨城市磯原町磯原1630

進
浩道

農林課

行方市穀物改良協会

鈴木 周也 行方市山田2564-10

0291-35-2111 農林水産課

つくば市穀物改良協会

五十嵐 立青 つくば市研究学園１丁目１番地１

029-883-1111 農業政策課

つくばみらい市穀物改良協会

小田川 浩 つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎

0297-58-2111 産業経済課

阿見町穀物改良協会

千葉

029-888-1111 農業振興課

小美玉市穀物改良協会

島田 幸三 小美玉市堅倉835

0299-48-1111

農政課

石岡市穀物改良協会

谷島 洋司 石岡市柿岡5680-1

0299-43-1111

農政課

かすみがうら市穀物改良協会

坪井

透

かすみがうら市大和田562

029-897-1111 農林水産課

土浦市穀物改良協会

池田

正

土浦市大和町9番1号

029-826-1111 農林水産課

稲敷市穀物改良協会

筧 信太郎 稲敷市犬塚1570番地1

029-892-2000

農政課

美浦村穀物改良協会

中島

029-885-0340

経済課

龍ケ崎市穀物改良協会

油原 正明 龍ケ崎市8200

0297-62-2211

水郷つくば農協

繁

稲敷郡阿見町中央1-1-1

栄 稲敷郡美浦村受領1515

牛久市穀物改良協会

根本 洋治 牛久市中央3-15-1

029-873-2111 農業政策課

河内町穀物改良協会

野澤 良治 稲敷郡河内町源清田1183

0297-84-2111

農政課

守谷市穀物改良協会

松丸 修久 守谷市大柏950-1

0297-45-1111

経済課

取手市穀物改良協会

藤井 信吾 取手市藤代700

0297-74-2141

農政課

利根町穀物改良協会

佐々木 喜章 北相馬郡利根町大字布川841-1

0297-68-2211 農業政策課

筑西市穀物改良協会

須藤

0296-23-1800

水田農業振興室

桜川市穀物改良協会

大塚 秀喜 桜川市真壁町飯塚911

0296-55-1111

農林課

結城市穀物改良協会

小林

0296-34-0419

農政課

常総市穀物改良協会

神達 岳志 常総市水海道諏訪町3222-3

0297-23-2111

農政課

八千代町穀物改良協会

野村

結城郡八千代町大字菅谷1170

0296-48-1111 産業振興課

下妻市鬼怒230

0296-44-0724

茂 筑西市丙360 スピカ本庁舎3階

栄

勇

結城市中央町二丁目3番地

下妻市穀物改良協会

磯山 仁

境町穀物改良協会

橋本 正裕 猿島郡境町391-1

0280-81-1310 農業政策課

五霞町穀物改良協会

染谷 森雄 猿島郡五霞町小福田1162-1

0280-84-2582

産業課

古河市穀物改良協会

針谷

0280-76-1511

農政課

坂東市穀物改良協会

木村 敏文 坂東市岩井4365

力

古河市仁連2065

農政課

0297-35-2121 農業政策課
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丸茨連合会

木村 俊男 東茨城郡茨城町宮ヶ崎1848

029-293-8512

箕輪中央園芸出荷組合

畠

0291-37-0665

柳河園芸出荷組合

菊池 武雄 水戸市柳河町122

029-224-8397

石川 圭一 水戸市青柳町131

029-225-9626

中河内園芸出荷組合

加藤木 隆 水戸市中河内町2464

029-224-8316

旭村 鹿 園芸出荷組合

入江 道男 鉾田市鹿田417

0291-37-0141

(有)稲葉園芸

稲葉 俊雄 結城市東茂呂1746-1

0296-35-1637

(有)茨城農材鉾田

山口 静雄 鉾田市鉾田2306番地の2

0291-33-5171

(株)よしたに商店

吉渓 哲也 結城郡八千代町大字磯174

0296-48-0118

カネコ種苗(株)土浦支店

前田 直己 土浦市木田余東台3丁目8番1号

0298-23-3347

(株)大島種苗店

大島 邦茂 筑西市門井1971

0296-57-6155

(有)茨城農材

松渕 誠子 潮来市潮来439番地の1

0299-63-1147

岡野屋種苗(有)

岡野 良男 土浦市乙戸766番地の5

029-841-0256

(株)金安商事

金子 大作 神栖市須田1328-3

0479-46-1590

(株)松坂屋

高安裕一郎 小美玉市中延146

0299-58-3121

(名)増屋商店

増田 昌信 東茨城郡大洗町磯浜町1100番地

029-267-2475

太洋商事(株)

平出 一成 水戸市石川2丁目4107番地の5

029-251-3939

(株)柳川採種研究会

柳澤 康博 小美玉市羽鳥256

0299-46-0311

茨城県食糧販売協同組合

関

浩文

水戸市白梅2－7－15

029-221-2161

茨城県食糧集荷協同組合

山﨑 洋明

水戸市大町3－2－14

029-221-0101

共 出荷組合

計20団体

長弘

鉾田市箕輪2258

