
 

◎新潟県告示第145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。 

令和４年２月22日 

新潟県知事  花 角  英 世 

 



 

登録番号

代表者氏名 　代表理事会長    伊 藤　 能 徳

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 熊倉　　薫 K1514024

伊藤　省吾 K1517041

山田　和仁 K1517088

山内　隆弥 K1524048

藤田　直樹 K1524059

小山　美加 K1524063

土田　太一 K1526021

小林　和広 K1526023

平石　佐都子 K1528014

上野　康好 K1528018

高瀬　亨 K1528022

鈴木　雅仁 K1528030

佐藤　敬雄 K1529006

中山　和樹 K1529007

今井　俊之 K1529030

窪田　和也 K1530003

森　幸一 K152019007

小林　元樹 K152019008

若月　駿弥 K152019022

堀川　駿 K152019023

K152019036

阿部 健太郎 K152021003

大枝 純也 K152021004

近　直人 K152021005

菅原 智哉 K152021006

菅原 由香 K152021007

鈴木 梨奈 K152021008

五十嵐 佑介 K152021009

伊藤　新 K152021010

駒澤 裕貴 K152021011

川俣　優 K152021012

佐久間 恒 K152021013

勝本　忍 K152021014

後藤 大介 K152021015

渡邊　慶 K152021016

渡辺 由子 K152021017

髙野　豊 K152021018

山形　崇 K152021019

本多 寛之 K152021020

眞田 惇弘 K152021021

石塚 真応 K152021022

小田 政幸 K152021023

近藤 俊子 K152021024

近嵐 将士 K152021025

下条 寛樹 K152021026

丸山 俊祐 K152021027

近藤 恵一 K152021028

髙野 健太 K152021029

内山 大地 K152021030

岡本 秀明 K152021031

諏訪 弥生 K152021032

間野 直樹 K152021033

桜井　暁 K152021034

豊野 佳之 K152021035

大津 純一 K152021036

小海 尚志 K152021037

髙橋 実弥 K152021038

戸田 直樹 K152021039

外山 翔太 K152021040

市村 雅浩 K152021041

金井 雅仁 K152021042

田中 みゆき K152021043

吉﨑 由基 K152021044

大倉 真二 K152021045

中島 智徳 K152021046

松田 優和 K152021047

佐藤 貴弘 K152021048

瀬倉 美智代 K152021049

古桑 和也 K152021050

花岡 習次 K152021051

金子 快 K152021052

備　　　考

BAYARSAIKHAN
ZOLJARGAL
(バヤルサイハン
ゾルジャルガル)

もみ、玄米、大麦、小麦

もみ、玄米、大豆

もみ、玄米、大麦、大豆、そば

もみ、玄米、大豆、そば

もみ、玄米、大豆、そば

もみ、玄米、そば

もみ、玄米、小麦、大豆、そば

もみ、玄米、大麦、大豆

もみ、玄米、大麦、大豆

もみ、玄米、そば

もみ、玄米、大豆

もみ、玄米、大豆

もみ、玄米、大麦、大豆、そば

もみ、玄米、そば

もみ、玄米、大麦、大豆

もみ、玄米、そば

もみ、玄米、大麦、大豆

もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば

もみ、玄米、大豆

もみ、玄米、大豆

もみ、玄米、大豆

もみ、玄米、大豆、そば

もみ、玄米、大豆、そば

もみ、玄米

もみ、玄米

もみ、玄米、大麦、大豆

もみ、玄米、大豆

もみ、玄米

もみ、玄米

もみ、玄米

もみ、玄米

もみ、玄米、大麦、大豆、そば

もみ、玄米、大豆

もみ、玄米、大豆

もみ、玄米

もみ、玄米、大豆

もみ、玄米、大豆

もみ、玄米、大豆

もみ、玄米、大豆

もみ、玄米

もみ、玄米、大麦、大豆

もみ、玄米

もみ、玄米

もみ、玄米

もみ、玄米、大豆、そば

もみ、玄米、大麦、大豆

もみ、玄米、大麦、大豆

もみ、玄米、大麦、大豆

もみ、玄米、大麦、大豆

もみ、玄米、そば

もみ、玄米、そば

もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば

もみ、玄米、大豆

もみ、玄米

もみ、玄米、大豆

もみ、玄米、大豆

もみ、玄米

もみ、玄米

もみ、玄米

もみ、玄米

もみ、玄米、大豆

もみ、玄米、大豆

もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば

もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば

もみ、玄米

もみ、玄米

　略称 『新潟県検査協会』　令和４年２月22日　農産物検査員50名の新規登録、21名の検査を行う農産物の種類の追加。検査員合計743名。

もみ、玄米、大麦、小麦

もみ、玄米

もみ、玄米、小麦

もみ、玄米

もみ、玄米、大麦、小麦

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 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

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
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