
平成 29 年 1 月 16 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 

 

 

平成 28 年度市民農園コーディネーター認証試験合格者 

    について（発表） 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、本年度（平成 28 年度）の市民農園コーディネーター資格認証制度は、去る平成

28 年 11 月 13 日に試験を実施し、下記―１の方が合格しましたので発表いたします。こ

れらの方に対しては、認証を受ける意思を確認し、来る 2 月 4 日付で正式に認証する予定

です。その後、認証を受けた方々は、市民農園の開設・利用促進・運営、市民農園に係わ

る諸活動の地域指導者として活躍していただきます。 

ちなみに、平成 17 年度の発足からこれまでの 11 年間に認証され市民農園コーディネー

ターを続けている方々は記―２のとおりであり、本年度の合格者を含めた資格認証者総数

は、北海道、宮城県、栃木県、群馬県、埼玉県、山梨県、東京都、千葉県、静岡県、大阪

府、島根県、愛媛県、長崎県の 12 都道府県からの 61 名となります。 

本連合及び協会は、さらに多くの都道府県を含む各地から人材を発掘し、市民農園コー

ディネーターとして認証し、これらの皆様の活動により、日本の市民農園の組織化、市民

農園活動のネットワーク化を進めていく考えでおります。またこれにより、市民農園が有

する多様な機能を十分に発揮させて豊かな地域づくりを進めるとともに、長い歴史と大き

な蓄積を有する欧米各国の市民農園と市民レベルの国際交流を深めていく所存であります。

よろしくお願いします。 

敬具 

 

                 記－１ 

第１表 平成 28 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 

鋤田 光彦 千葉県千葉市  認証番号第 61 号 大学生 

  

 

                記―２ 

第１表 市民農園コーディネーター資格認証者名簿  平成 29 年 1 月 15 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  



第１表 市民農園コーディネーター資格認証者名簿  平成 29 年 1 月 15 日現在 

    （続き） 

認証番号 氏  名 居住地域又は所属団体 認証年度 備 考 

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 (曽我 悦夫) （千葉県千葉市緑区） 平成 17 年度 平成 24 年度辞退 

０１０ (林  清隆) （千葉県千葉市緑区） 平成 17 年度 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 (太田 文雄) （千葉県柏市） 平成 18 年度 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 (小川 智広) （静岡県浜松市） 平成 20 年度 平成 27 年度辞退 

０２５ (星川 翠) （静岡県浜松市） 平成 20 年度 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  



第１表 市民農園コーディネーター資格認証者名簿  平成 29 年 1 月 15 日現在 

（続き） 

認証番号 氏  名 居住地域又は所属団体 認証年度 備 考 

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 (二宮 豊) （千葉県成田市） 平成 22 年度 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 (坂本憲太郎) （千葉県野田市） 平成 22 年度 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  

０５７ 黒沢 美弘 群馬県渋川市 平成 27 年度  

０５８ 滝田 一馬 千葉県富津市 平成 27 年度  

０５９ 小山美千代 千葉県印西市 平成 27 年度  

０６０ 小山 裕生 千葉県印西市 平成 27 年度  

 

 


