
 

◎新潟県告示第351号 

農産物検査法（昭和26年法律第144号）第17条第７項の規定により、地域登録検査機関の登録事項の変更の届出

があり、登録台帳への記載事項を次のとおりとした。 

平成30年４月３日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録番号

代表者氏名 　代表理事会長    今 井　 長 司

登録の区分 　品 位 等 検 査

農産物の種類 　国内産もみ、国内産玄米、国内産大麦、国内産小麦、国内産大豆、 国内産そば

新潟県 佐藤　敬雄 新潟県村上市天神岡148－２ もみ、玄米 K1529006

中山　和樹 新潟県村上市笹平796－２ もみ、玄米 K1529007

伊藤　清尚 新潟県新発田市住田乙39－10 もみ、玄米、大豆 K1529008

藤田　和也 新潟県新発田市住吉町３－３－４ もみ、玄米、大豆 K1529009

本田　良太 新潟県新潟市西蒲区竹野町21－７ もみ、玄米、小麦、大豆、そば K1529010

川本　花子 新潟県燕市砂子塚1137 もみ、玄米、小麦、大豆、そば K1529011

廣野　直也 新潟県加茂市大字鵜森甲461 もみ、玄米 K1529012

村山　将士 新潟県三条市月岡２－22－16 もみ、玄米 K1529013

椛澤　礁太郎 新潟県長岡市花園東１－266－40 もみ、玄米、大麦、大豆 K1529014

植村　周平 新潟県見附市今町５－14－24 もみ、玄米 K1529015

長谷川　貴宏 新潟県長岡市豊詰町196 もみ、玄米 K1529016

村山　幸司 新潟県小千谷市大字池ヶ原2120－1 もみ、玄米 K1529017

見留　宏幸 新潟県南魚沼市長崎2988番地 もみ、玄米 K1529018

南雲　正明 新潟県南魚沼市浦佐3846－３ もみ、玄米 K1529019

髙橋　大成 新潟県中魚沼郡津南町大字中深見甲2497 もみ、玄米、大豆、そば K1529020

竹之内　智 新潟県糸魚川市大字羽生713 もみ、玄米 K1529021

竹之内　亜希 新潟県糸魚川市大字平牛1302 もみ、玄米 K1529022

遠山　雄介 新潟県村上市宿田2382 もみ、玄米 K1529023

菊地　信幸 新潟県加茂市学校町８－11 もみ、玄米 K1529024

田村　昂洋 新潟県新潟市東区山木戸８－９－32 もみ、玄米 K1529025

泉　孟尭 新潟県新潟市西区五十嵐中島４－22－33フレアールB８ もみ、玄米 K1529026

山﨑　俊明 新潟県長岡市与板町与板715 もみ、玄米、大豆、そば K1529027

須田　勇治 新潟県阿賀野市北園町３－29 もみ、玄米、大豆、そば K1529028

磯部　豊和 新潟県村上市佐々木536－６ もみ、玄米 K1529029

新潟県 今井　俊之 新潟県阿賀野市市野山93 もみ、玄米 K1529030

坂上　和明 新潟県村上市藤沢274－３サンハイツ102 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1529031

西村　英一 新潟県新潟市秋葉区矢代田1640番地１ もみ、玄米 K1529032

渡邉　俊元 新潟県新潟市西区須賀４－７ もみ、玄米、大豆 K1529033

皆川　貴行 新潟県新潟市江南区横越川根町５－８－14 もみ、玄米 K1529034

大石　則昭 新潟県長岡市宮関４－３－11 もみ、玄米 K1529035

丸山　道子 新潟県長岡市寺泊弁才天９６３－１ もみ、玄米 K1529036

清水　健太 新潟県十日町市山野田373－38 もみ、玄米 K1529037

小島　来 新潟県十日町市松代5526 もみ、玄米 K1529038

末武　正考 新潟県佐渡市沢根五十里401 もみ、玄米 K1529039

古城　美季子 新潟県佐渡市長江1019 もみ、玄米 K1529040

石塚　恵太 新潟県佐渡市徳和1855 もみ、玄米 K1529041

本間　智 新潟県柏崎市大字山本673 もみ、玄米、大豆 K1529042

松﨑　譲 新潟県柏崎市大字軽井川1654－乙 もみ、玄米、大豆 K1529043

入澤　翔太 新潟県上越市大字上源入394番地１プルーリオンF棟102号 もみ、玄米、大豆、そば K1529044

内藤　薫 新潟県上越市吉川区土尻315 もみ、玄米、大豆、そば K1529045

熊倉　直己 新潟県五泉市村松甲2221番地 もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば K1529046

樋口　克巳 新潟県中魚沼郡津南町大字秋成1333 もみ、玄米、大豆、そば K1529047

高野　正明 新潟県長岡市上徐町館団地1992－３ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1513004

伊藤　隆一 新潟県新潟市西蒲原区兵右衛門新田64番地 もみ、玄米、小麦、大豆、そば K1516038

村上　　亨 新潟県長岡市上除町甲225－４ もみ、玄米、大麦、小麦、大豆 K1521026

武樋　仁 もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば K1524032

古俣　英明 新潟県新潟市西区内野上新町12080－３ もみ、玄米、大豆 K1524065

本多　優太 新潟県南魚沼市六日町 1036－13 もみ、玄米、そば K1526036

今井　拓也 もみ、玄米、大豆 K1527009

渡邉　由里子 新潟県新発田市大栄町５－10－20－２ もみ、玄米、大豆 K1527010

熊谷　典人 新潟県佐渡市新穂正明寺1062 もみ、玄米、大豆 K1527018

駒形　憲昭 新潟県佐渡市金井新保乙508－11 もみ、玄米、大豆、そば K1527019

丸山　佳祐 新潟県長岡市宝２－３－10フローレンスⅡ202 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1527023

緒形　優治 もみ、玄米、大麦、大豆、そば

15004 登録年月日 平成14年８月20日

登録検査機関の名称 　一般社団法人新潟県農産物検査協会

主たる事務
所の所在地

　新潟県新潟市西区山田2310番地15

農産物検査
を行う区域

農 産 物 検 査 員 成 分 検 査 業 務 受 委 託 先

氏　　　名 住　　   　　所 農産物の種類 証明書番号
受 委 託 の
区 分

登録検査機関
の 名 称

代 表 者
氏 名

主たる事務所の
所 在 地

新潟県長岡市今井２－38－２アーバンステージ七番館301

新潟県新発田市新栄町２－10－18アーバンハイツコスモス105

新潟県胎内市東牧145－１ K1528007



 

 

 

 

 

 

駒形　充憲 もみ、玄米、大麦、大豆

根津　普夫 もみ、玄米、大豆、そば

新潟県 上野　康好 もみ、玄米、小麦、大豆、そば

遠藤　匠 もみ、玄米、大麦、大豆

野﨑　真人 もみ、玄米、大豆

藤井　優磨 もみ、玄米、大豆、そば

備　　　考 　　略称『 新潟県検査協会 』　平成30年４月３日　農産物検査員42名の新規登録、18名の検査を行う農産物の種類の追加。　検査員合計715名。

K1528013

新潟県中魚沼郡津南町大字赤沢3355 K1528017

新潟県上越市吉川区原之町1434－２

新潟県長岡市芹川町2548

K1528018

新潟県村上市仲間町626－13 K1528023

新潟県新潟市江南区茜ヶ丘１－16 K1528026

新潟県佐渡市原黒313 K1528035


