
H28.5.31現在

現場でコーディネート活動を行う担当者の体制

（合計235名）

山形市、上山市、天童市、山辺町、
中山町、寒河江市、河北町、西川町、
朝日町、大江町

仁藤　輝夫 技術専門員

村山市、東根市、尾花沢市、大石田
町

齋藤　與一 農地集積地域専門員

新庄市、金山町、最上町、舟形町、
真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村

牧野　博文 農地集積地域専門員

米沢市、南陽市、高畠町、川西町、
長井市、小国町、白鷹町、飯豊町

齋藤　俊秀 農地集積地域専門員

鶴岡市、三川町、庄内町 本間　勝 農地集積地域専門員

鶴岡市 韮沢　真 農地集積地域専門員

酒田市、遊佐町 佐藤　一博 農地集積地域専門員

酒田市、遊佐町 阿部　敬市 農地集積地域専門員

【業務委託先等】

山形市全域 長橋　真
山形市農業委員会事務局
農地係長

山形市全域 三井　由美
山形市農業委員会事務局
主幹

山形市全域 相田　正勝 山形市農政課担い手育成係長

山形市全域 今野　一樹 山形市農政課主幹

山形市全域 川田　孝
山形市農政課
地域連携推進員

山形市全域 後藤　朋幸
ＪＡ山形市アグリセンター
経済部長

山形市全域 高瀬　浩樹 ＪＡ山形営農米穀課副主幹

上山市全域 井上　琢磨 上山市農林課主査

上山市全域 齋藤　啓華 上山市農林課主事

天童市全域 須藤　誠市
ＪＡ天童営農販売部農地集積
推進課長

天童市全域 狩野　徹
JA天童営農販売部農地集積推
進課主任

天童市全域 須藤　徹
ＪＡ天童営農販売部農地集積
推進課担当者

天童市全域 犬飼　善洋
ＪＡ天童営農販売部農地集積
推進課担当者

【山形県農地中間管理機構（公益財団法人やまがた農業支援センター）】

担当する市町村・地域 氏　　名 職    名



担当する市町村・地域 氏　　名 職    名

天童市天童地区 後藤　敏彦 ＪＡ天童天童支所長

天童市天童地区 武田　友彰
JA天童天童支所営農販売課
主任

天童市成生地区 伊藤　勝 ＪＡ天童成生支所長

天童市成生地区 有路　雅樹
JA天童成生支所営農販売課
係長

天童市蔵増地区 伊藤　智 ＪＡ天童蔵増支所長

天童市蔵増地区 山口　輝
JA天童蔵増支所営農販売課
主任

天童市寺津地区 山口　透 ＪＡ天童寺津支所長

天童市寺津地区 高橋　利美
JA天童寺津支所営農販売課
課長

天童市津山地区 梅津　哲雄 ＪＡ天童津山支所長

天童市津山地区 鈴木　康裕
JA天童津山支所営農販売課
主任

天童市高擶地区 大内　雅之 ＪＡ天童高擶支所長

天童市高擶地区 中川　隆博
JA天童高擶支所営農販売課
課長

天童市干布・荒谷地区 村形　正俊 ＪＡ天童干布支所長

天童市干布・荒谷地区 須藤　桂
JA天童干布支所営農販売課担
当者

天童市山口・田麦野地区 熊澤　正巳 ＪＡ天童山口支所長

天童市山口・田麦野地区 五十嵐　博
JA天童山口支所営農販売課
課長

山辺町全域 会田　保兵衛 山辺町農業委員

山辺町全域 江口　順市 山辺町農業委員

山辺町全域 佐藤　竜 山辺町農業委員会事務局

山辺町全域 武田　洋明 山辺町農業委員会事務局

中山町全域 鈴木　亮
中山町農業委員会事務局
主任

中山町全域 大江　達也
中山町農業委員会事務局
主事

寒河江市全域 金子　季美
寒河江市農林課
農業地域連携推進員

寒河江市全域 齋藤　茂史
寒河江市農林課
農業地域連携推進員

寒河江市全域 山崎　浩
JAさがえ西村山　寒河江営農
生活センター経済課長

寒河江市寒河江地区 小野　大地
JAさがえ西村山　寒河江基幹
支所営農経済係



担当する市町村・地域 氏　　名 職    名

寒河江市南部地区 結城　勇次郎
JAさがえ西村山　南部支所
営農経済係

寒河江市西根地区 土田　晋也
JAさがえ西村山　西根支所
営農経済係

寒河江市柴橋地区 佐藤　長弥
JAさがえ西村山　柴橋支所
営農経済主任

寒河江市高松地区 小野　武志
JAさがえ西村山　高松支所
営農経済課長

寒河江市白岩地区 森岡　孝夫
JAさがえ西村山　白岩支所
営農経済課長

寒河江市醍醐地区 丹野　直浩
JAさがえ西村山　醍醐支所
営農経済課長

寒河江市三泉地区 宮林　弘見
JAさがえ西村山　三泉支所
営農経済課長

河北町全域 増川　仁
河北町農林振興課長（兼）
農業委員会事務局長

河北町谷地・西里・溝延地域 椎名　孝昭
JAさがえ西村山　河北営農
生活センター長

河北町谷地・西里・溝延地域 半沢　隆一
JAさがえ西村山　河北営農
生活センター　営農販売課長

河北町北谷地地区 佐藤　幸廣
寒河江川土地改良区
事業・管理専門員

西川町全域 吉見　秀秋
ＪＡさがえ西村山
西川営農生活センター長

西川町全域 飯野　勇
西川町産業振興課
課長補佐（兼）農政係長

西川町全域 設楽　友弘
西川町産業振興課
事業係長

西川町全域 渡辺　桂太
西川町産業振興課
事業係主事

西川町全域 松田　喜弘 西川町農業委員会農地係長

朝日町全域 柏倉　浩良
ＪＡさがえ西村山朝日営農
生活センター　センター長

朝日町全域 鈴木　啓司
ＪＡさがえ西村山朝日営農
生活センター　課長

朝日町全域 阿部　和寿
ＪＡさがえ西村山広域農業
活性化センター　職員

朝日町全域 近衛　智之
朝日町農業委員会農地調整
係長

朝日町全域 菅井　俊樹 朝日町農林振興課主事

大江町全域 佐藤　義則
ＪＡさがえ西村山大江営農
生活センター　センター長兼販売
課長

大江町全域 飯田　信之
ＪＡさがえ西村山大江営農
生活センター　経済課長兼
営農経済専門員

大江町全域 伊藤　美幸
大江町農業委員会農地主査
（兼）係長

大江町全域 庄司　光幸 大江町農林課農政係長



担当する市町村・地域 氏　　名 職    名

村山市全域 鈴木　周平
村山市農業委員会事務局
農地農政主査

村山市全域 鈴木　清哉
村山市農業委員会事務局
農地農政係長

村山市全域 片桐　智彦
村山市農業委員会事務局
副主任

村山市全域 佐藤　政史
村山市農林課
農業振興主査

村山市全域 石澤　俊広
村山市農林課
地域連携推進員

東根市全域 寒河江　仁 ＪＡ東根市　営農指導課長

東根市東根地区 太田　孝 ＪＡ東根市　東根支所　支所次長

東根市高崎地区 石垣　昌彦 ＪＡ東根市　高崎支所　支所長

東根市大富地区 植松　栄太
ＪＡ東根市　大富支所　営農販売
園芸係

東根市小田島地区 鈴木　晃悦
ＪＡ東根市　小田島支所　支所次
長

東根市長瀞地区 浅野目　忠 ＪＡ東根市　長瀞支所　支所次長

東根市東郷地区 舘下　勇
ＪＡ東根市　東郷支所　営農販売
園芸係

東根市神町地区 柏倉　喜市 ＪＡ東根市　神町支所　支所次長

東根市若木地区 大江　智彦 ＪＡ東根市　若木支所　支所次長

東根市全域 髙橋　範一
東根市経済部農林課農政係
主任

東根市全域 加藤　光伸
東根市農業委員会事務局
局長補佐

尾花沢市全域 村岡　政俊 尾花沢市農業再生協議会職員

尾花沢市全域 加藤　優子 尾花沢市農業再生協議会職員

尾花沢市全域 吉野　真広
尾花沢市農業委員会
事務局長補佐

大石田町全域 遠藤　秀樹
大石田町産業振興課
農林主幹

大石田町全域 有川　隼人
大石田町産業振興課
主事

新庄市全域 田中　誠 新庄市農林課職員

新庄市JA新庄市地域 笹　昭 ＪＡ新庄市職員

新庄市JA新庄もがみ地域 髙山　清美 ＪＡ新庄もがみ職員

新庄市ＪＡ新庄市地域 三原　常男 新庄市農業委員

新庄市ＪＡ新庄市地域 吉野　昭男 新庄市農業委員



担当する市町村・地域 氏　　名 職    名

新庄市ＪＡ新庄もがみ地域 小嶋　忠昭 新庄市農業委員

新庄市ＪＡ新庄市地域 伊藤　忠男 新庄市農業委員

金山町全域 柴田　裕一 ＪＡ金山営農部長

金山町全域 佐藤　英樹 産業課長補佐（兼）農政係長

金山町全域 斉藤　真奈美
農業委員会総務係（兼）農地係主
任

金山町全域 丹　寿和
産業課農政係（併）農業委員会総
務係（兼）農地係主事補

最上町全域 後藤　卓哉
最上町役場農林課農政係
主任

最上町全域 大沼　祐介 最上町役場農林課農政係長

最上町全域 金田　敏幸 最上町農業委員会事務局次長

最上町全域 中嶌　勝
ＪＡ新庄もがみ東部営農
センター営農課長

最上町全域 後藤　一男 最上町農業委員会会長

最上町全域 小林　吉雄 最上町農業委員

最上町全域 今田　源光 最上町農業委員

最上町全域 髙橋　光廣 最上町農業委員

舟形町全域 渡辺　雄一
JA新庄もがみ南部営農センター
長

舟形町全域 沼澤　一征
舟形町産業振興課農政班
副主幹（兼）農業委員会
事務局職員

舟形町全域 斎藤　雅博
舟形町産業振興課農政班
副主幹

舟形町全域 佐藤　拓
舟形町産業振興課農政班
主査

真室川町全域 佐々木　明 真室川町農林課長

真室川町全域 山田　和寿 真室川町農林課課長補佐

真室川町全域 柿崎　寛子 真室川町農林課主任

真室川町全域 富樫　勝彦 JA真室川町営農部長

真室川町全域 佐藤　健治 JA真室川町営農販売課長

大蔵村全域 井上　英樹
大蔵村産業振興課農地主査兼農
地係長

大蔵村全域 今井　啓之 大蔵村産業振興課農政係長



担当する市町村・地域 氏　　名 職    名

鮭川村全域 鈴木　紀臣 鮭川村産業振興課課長補佐

鮭川村全域 黒坂　一平 鮭川村農業委員会主任

鮭川村全域 井上　宏和 鮭川村産業振興課主任

鮭川村全域 柿﨑　大輔 鮭川村産業振興課主事

戸沢村全域 阿部　和雄
戸沢村産業振興課長（兼）
農業委員会事務局長

戸沢村全域 佐藤　真吾 戸沢村産業振興課副主幹

戸沢村全域 市川　泰博
戸沢村産業振興課
農政係長

戸沢村全域 齋藤　祥太 戸沢村農業委員会事務局

戸沢村全域 柿崎　三男 戸沢村農業委員会会長

戸沢村全域 八鍬　英樹
戸沢村土地改良区事務局長
代理

米沢市全域 伊藤　精司 米沢市農業委員

米沢市全域 遠藤　伊一 米沢市農業委員

米沢市全域 吉田　健二 米沢市農業委員

米沢市全域 大橋　久芳 米沢市農業委員

南陽市全域 小林　宏明 南陽市農林課農政係長

南陽市全域 星川　華織
南陽市農業再生協議会
日々雇用職員

高畠町全域 小口　格
高畠町農業委員会事務局
次長

高畠町全域 山口　充
高畠町農業委員会事務局
係長

川西町全域 佐藤　紀子 川西町農地林務課　農地主幹

川西町全域 前山　律雄 川西町農地林務課　農地主査

川西町全域 原田　恭兵 川西町農地林務課　主事

川西町全域 須貝　枝里子 川西町農地林務課　主事

川西町小松地区 米野　則雄 川西町農用地利用調整会議委員

川西町小松地区 金子　秀美 川西町農用地利用調整会議委員

川西町大塚地区 大沼　藤一 川西町農用地利用調整会議委員

川西町犬川地区 黒澤　一利 川西町農用地利用調整会議委員



担当する市町村・地域 氏　　名 職    名

川西町犬川地区 佐藤　総一 川西町農用地利用調整会議委員

川西町中郡地区 鈴木　秀男 川西町農用地利用調整会議委員

川西町中郡地区 山田　良一 川西町農用地利用調整会議委員

川西町玉庭地区 須貝　寿裕 川西町農用地利用調整会議委員

川西町玉庭地区 新野　庄右エ門 川西町農用地利用調整会議委員

川西町東沢地区 登坂　賢治 川西町農用地利用調整会議委員

川西町吉島地区 新野　勝廣 川西町農用地利用調整会議委員

川西町吉島地区 内山　雄次郎 川西町農用地利用調整会議委員

川西町吉島地区 小形　耕一 川西町農用地利用調整会議委員

長井市全域 三浦　美佐子
長井市農業委員会事務局農地主
査

長井市全域 吉川　智紘 長井市農業委員会事務局主事

小国町全域 磯部　俊二
小国町産業振興課
農林振興室長

小国町全域 加藤　智香子
小国町産業振興課
農地調整担当主査

小国町全域 木村　明宏
小国町産業振興課
主事

白鷹町全域 大木　健一
白鷹町産業振興課
課長補佐

白鷹町全域 今野　友博
白鷹町産業振興課
農業振興係係長

白鷹町全域 小川　直也
白鷹町産業振興課
農業振興係主事

白鷹町全域 広川　悠太
白鷹町産業振興課
農業振興係主事

白鷹町全域 大滝　敏広 白鷹町農業委員会事務局

白鷹町全域 竹田　雅紀子 白鷹町農業委員会事務局

白鷹町全域 田苗　政一郎
JA山形おきたま白鷹支店
代表支店長

白鷹町全域 渡部　吉和
JA山形おきたま白鷹支店
経済支店長

白鷹町全域 大沼　清男
JA山形おきたま白鷹支店
支店長代理

白鷹町全域 菅原　利浩
JA山形おきたま白鷹支店
振興次長

白鷹町全域 中川　昌之
JA山形おきたま白鷹支店
考査役

白鷹町全域 長谷部　克広 JA山形おきたま白鷹支店



担当する市町村・地域 氏　　名 職    名

白鷹町全域 児玉　直樹 JA山形おきたま白鷹支店

白鷹町全域 今　和也 JA山形おきたま白鷹支店

白鷹町全域 内山　健 JA山形おきたま白鷹支店

飯豊町中地域 山口　與一

飯豊町萩生地域 後藤　仁

飯豊町黒沢地域 手塚　房夫

飯豊町椿地域 後藤　勝之

飯豊町添川地域 浅野　章

飯豊町小白川地域 五十嵐　敏博

飯豊町手ノ子・高峰地域 伊藤　儀宝

飯豊町中津川地域 横山　京次

飯豊町全域 安仲　智浩
飯豊町農林振興課
農地管理室　臨時職員

飯豊町全域 菅野　邦彰
飯豊町農林振興課
農地管理室　主事

飯豊町全域 大谷部　良明
飯豊町農林振興課
農地管理室　室長

鶴岡市鶴岡地域（斎・黄金） 菅原　充 ＪＡ鶴岡南支所支所長

鶴岡市鶴岡地域（湯田川・田川） 渡部　覚 ＪＡ鶴岡田川支店支店長

鶴岡市鶴岡地域（大泉） 白幡　静夫 ＪＡ鶴岡大泉支所支所長

鶴岡市鶴岡地域（栄・京田・鶴岡） 佐藤　満弥
ＪＡ鶴岡北支所営農経済
次長

鶴岡市鶴岡地域（豊浦） 安在　茂 ＪＡ鶴岡豊浦支店支店長

鶴岡市鶴岡地域（上郷） 工藤　譲 ＪＡ鶴岡上郷支所支所長

鶴岡市鶴岡地域（大山） 加藤　政志 ＪＡ鶴岡大山支所支所長

鶴岡市鶴岡地域（西郷） 阿部　健治 ＪＡ鶴岡西郷支所支所長

鶴岡市藤島地区 日向　孝樹
ＪＡ庄内たがわ藤島支所営農課
米穀係

鶴岡市羽黒地区 安藤　栄希
ＪＡ庄内たがわ羽黒支所営農課
米穀係

鶴岡市櫛引地区 鈴木　繁則
ＪＡ庄内たがわ櫛引支所営農課
営農企画米穀係長

鶴岡市朝日地区 佐藤　克典
ＪＡ庄内たがわ朝日支所営農課
営農企画米穀係長



担当する市町村・地域 氏　　名 職    名

鶴岡市朝日地区 清水　規人
ＪＡ庄内たがわ朝日支所営農課
米穀係

鶴岡市温海地区 本間　亘
ＪＡ庄内たがわ温海支所営農課
米穀係

鶴岡市藤島、羽黒、櫛引、朝日、温海
地域

富樫　栄一 営農販売部担い手支援係

鶴岡市藤島、羽黒、櫛引、朝日、温海
地域

佐藤　昌幸 営農販売部担い手支援係

鶴岡市鶴岡地区 本間　一之 鶴岡市農業委員会鶴岡分室職員

鶴岡市藤島地区 池原　政志
鶴岡市農業委員会事務局
職員

鶴岡市羽黒地区 富樫　智彦 鶴岡市農業委員会羽黒分室職員

鶴岡市櫛引地区 菅原　仁 鶴岡市農業委員会櫛引分室職員

鶴岡市朝日地区 渡部　浩美 鶴岡市農業委員会朝日分室職員

鶴岡市温海地区 伊藤　昌史 鶴岡市農業委員会温海分室職員

酒田市全域 佐藤　まゆみ
酒田市農業委員会農地主査

酒田市JA庄内みどり地域 加藤　博充
ＪＡ庄内みどり担い手支援課
課長

酒田市JAみどり酒田きた支店地域 阿彦　俊光
ＪＡ庄内みどり担い手支援課
推進員

酒田市JA庄内みどり酒田ひがし支店
地域

岩崎　修一
ＪＡ庄内みどり担い手支援課
推進員

酒田市JA庄内みどり酒田みなみ支店
地域

梅木　春一
ＪＡ庄内みどり担い手支援課
推進員

酒田市JA庄内みどり平田中央支店地
域

佐藤　幸一
ＪＡ庄内みどり担い手支援課
推進員

酒田市JA庄内みどり酒田ひがし支店
地域

佐藤　正徳
ＪＡ庄内みどり酒田ひがし営農課
長

酒田市JA庄内みどり酒田きた支店地
域

伊藤　昌平 ＪＡ庄内みどり酒田きた営農課長

酒田市JA庄内みどり酒田みなみ支店
地域

佐藤　徳康
ＪＡ庄内みどり酒田みなみ営農課
長

酒田市JA庄内みどり八幡支店地域 鈴木　忍 ＪＡ庄内みどり八幡営農課長

酒田市JA庄内みどり平田中央支店地
域

阿部　彦悦 ＪＡ庄内みどり平田営農課長

酒田市JA庄内みどり松山支店地域 石井　和徳 ＪＡ庄内みどり松山営農課長

酒田市JAそでうら地域 佐藤　義弘 ＪＡそでうら営農販売部部長

三川町全域 齋藤　仁志
三川町産業振興課長（併）
農業委員会事務局長

三川町全域 菅原　洋輔
三川町農業委員会事務局長
補佐

三川町全域 松井　亜紀子
三川町農業委員会事務局
主任



担当する市町村・地域 氏　　名 職    名

三川町全域 齋藤　一哉 三川町産業振興課農政係長

三川町全域 須藤　仁
三川町産業振興課農政係
主事

三川町全域 須藤　達也
三川町産業振興課農政係
主事

三川町全域 長谷川　智貴
三川町産業振興課農政係
主事補

庄内町全域 伊藤　智子
庄内町農業委員会事務局
次長（兼）農地農政係長

庄内町全域 齋藤　弘幸
庄内町農林課
農政企画係長

遊佐町全域 太田　英敦
遊佐町農業委員会
農地管理係長

遊佐町全域 今野　忠勝
ＪＡ庄内みどり営農販売部
担い手支援課推進員


