
平成 28 年 1 月 10 日 

 

各    位 

 

                 日 本 市 民 農 園 連 合 会 長 

NPO 法人千葉県市民農園協会理事長廻谷義治 

 

平成２７年度市民農園コーディネーター資格認証試験の 

合格者について（発表） 

 

 去る 11 月 8 日に実施いたしました平成２７年度市民農園コーディネーター資格認

証試験について、表１の方々が合格しましたので発表いたします。合格された方々は、

来る 2 月 13 日(土)午後 1 時 30 分からの認証式で、市民農園コーディネーターに認証

されます。 

 なお、当日は市民農園コーディネーター会議が開催されますので、既に認証されて

いる表２の市民農園コーディネーターの皆様と交流し、基本的な研修を受けます。 

 日本市民農園連合は、市民農園国際連盟 Office International du Coin de Terre et 

des Jardins Familiaux から認められている唯一の日本を代表する団体として 2007

年から準会員でありましたが、本年 8 月にウィーンで開催される国際会議で正会員と

なります。 

 市民農園コーディネーターの皆様には、今後ますます、期待が寄せられます。 

 

第１表 平成 27 年度市民農園コーディネーター資格認証試験合格者表 

 合格者氏名  自宅市町村  認証番号   備  考 

 黒沢 美弘  群馬県渋川市 認証番号第 57 号  

 滝田 一馬  千葉県富津市  認証番号第 58 号  

 小山美千代  千葉県印西市  認証番号第 59 号  

 小山 裕生  千葉県印西市  認証番号第 60 号  

 

第２表 市民農園コーディネーター資格認証者名簿  平成 27 年 4 月 25 日現在 

認証番号 氏  名 居住地域又は所属団体 認証年度 備 考 

００１ 三島 光正  千葉県千葉市緑区 平成 17 年度  

００２ 高橋 汎 千葉県習志野市 平成 17 年度  

００３ 加藤 佑介 千葉県千葉市稲毛区 平成 17 年度  

００４ 山口 敦 千葉県南房総市、館山市 平成 17 年度  

００５ 塚原 道夫 千葉県千葉市美浜区 平成 17 年度  

００６ 木村 一男 千葉県佐倉市 平成 17 年度  



００７ (臼井久美子) (千葉県千葉市花見川区) 平成 17 年度 平成 26 年度辞退 

００８ 飯嶋 桂 千葉県九十九里町 平成 17 年度  

００９ 欠番   平成 24 年度辞退 

０１０ 欠番   在任中逝去 

０１１ 木佐 和美 北海道恵庭市 平成 17 年度  

０１２ 平岡 薫 静岡県静岡市清水区 平成 17 年度  

０１３ 寺島 禎子 千葉県千葉市美浜区 平成 18 年度  

０１４ 水澤長之 宮城県石巻市 平成 18 年度  

０１５ 長谷川嘉男 千葉県八街市 平成 18 年度  

０１６ 長谷川惠一 大阪府大阪市 平成 18 年度  

０１７ 欠番   平成 19 年度辞退 

０１８ 中山亜希子 北海道恵庭市 平成 18 年度  

０１９ 須藤 茂子 千葉県千葉市 平成 19 年度  

０２０ 鎌田由美子 千葉県館山市、南房総市 平成 19 年度  

０２１ 麻生 勲八 千葉県市川市 平成 19 年度  

０２２ 川北美保子 千葉県千葉市美浜区 平成 19 年度  

０２３ 二星 嘉彦 千葉県市川市 平成 19 年度  

０２４ 欠番   平成 27 年度辞退 

０２５ 欠番   平成 25 年度辞退 

０２６ 今川 雅彦 山梨県大月市 平成 20 年度  

０２７ 松下 広子 静岡県掛川市 平成 20 年度  

０２８ 永田 藤雄 埼玉県狭山市 平成 20 年度  

０２９ 大木 繁範 千葉県佐倉市 平成 20 年度  

０３０ 井石八千代 長崎県長崎市 平成 21 年度  

０３１ 田嶋 夕紀 千葉県千葉市稲毛区 平成 21 年度  

０３２ 森  富子 長崎県長崎市 平成 21 年度  

０３３ 森 健太郎 福岡県久留米市 平成 21 年度  

０３４ 山本 直史 千葉県千葉市稲毛区 平成 21 年度  

０３５ 宮武 勝也 愛媛県松山市 平成 21 年度  

０３６ 守屋 聡 千葉県千葉市稲毛区 平成 21 年度  

０３７ 前川 琢也 千葉県千葉市稲毛区 平成21年度  

０３８ 金子 恒夫 埼玉県さいたま市 平成21年度  

０３９ 佐々木直美 千葉県茂原市 平成21年度  

０４０ 井上 佳男 千葉県千葉市稲毛区 平成21年度  

０４１ 大堀 道照 千葉県千葉市中央区 平成22年度  

０４２ 斉藤 修 栃木県足利市 平成22年度  

０４３ 欠番   平成 25 年度辞退 

０４４ 行宗 亜弥 千葉県千葉市稲毛区 平成22年度  

０４５ 欠番   平成 23 年度辞退 

０４６ 石橋 正光 千葉県市原市 平成23年度  



０４７ 渡邉 亮介 埼玉県三郷市、ﾌﾟﾗﾈｯﾄ 平成24年度  

０４８ 宮原 悠 千葉県八街市、ふれ愛ｵｰｶﾞﾆｯｸ 平成24年度  

０４９ 石川 和正 埼玉県三郷市、ﾌﾟﾗﾈｯﾄ 平成24年度  

０５０ 牧原 利明 千葉県市川市 平成25年度  

０５１ 黒田 謙介 島根県松江市 平成25年度  

０５２ 木下 敬三 千葉県山武市 平成25年度  

０５３ 佐藤 澄子 千葉県八街市、ふれ愛ｵｰｶﾞﾆｯｸ 平成25年度  

０５４ 竹内美佐江 千葉県木更津市 平成25年度  

０５５ 柏井 光 島根県松江市 平成25年度  

０５６ 松田 豊 北海道恵庭市 平成26年度  

 

別記  平成 27 年度市民農園コーディネーター資格認証式および市民農園コーディ

ネーター会議の概要 

１．日時 平成２８年２月１３日(土) 午後１時３０分～４時００分 

２．場所 千葉県青少年女性会館 第２会議室 

３．内容 認証状の交付及び会議 

    （１）認証状の交付 新たな資格認証者への認証状および身分証を交付 

    （２）市民農園コーディネーター会議 

新しい市民農園コーディネーターを迎え、市民農園活動に関わ

る基本事項あるいは認識すべき現況等の情報を共有します。 

 


