
【後列左から】企画課 吉田、総務課 西島係長、谷﨑、新村、能沢、
　　　　　　  管理課 川﨑係長、舘野
【前列左から】監査課 村椿係長、経塚監査室長、熊野企画課長、松岡企画総務部長、
　　　　　　  飯田総務課長、山本管理課長

【後列左から】融資課 東狐係長、大田、堀川、貯金課 当田係長
【２列目左から】融資課 米沢、貯金課 谷口、川西係長
【前列左から】朝倉融資課長、杉本金融部長、猿倉貯金課長、髙野貯金課長代理

【後列左から】共済普及課 木下、山本、共済保全課 杉田、堂口係長
【前列左から】共済普及課 瀧澤係長、石田共済普及課長、魚谷共済部長、
　　　　　　  共済保全課 市川係長、共済普及課 坪川係長

営農部　施設課営農部　営農指導課 指導員の紹介

【後列左から】福田、能登、清水、島、朝倉
【前列左から】小葉松施設課長、木下営農部長、山本係長、半場

販売部　販売企画課 

【前列左から】高藤、猪上販売部長、辻販売企画課長

販売部　農機課 〈黒部市天神新210-1〉　☎ 54-0442　FAX 54-0443 販売部　資材課 

アグリプラザ東

〈黒部市天神新210-1〉 ☎ 54-0445　FAX 54-4583

〈黒部市宇奈月町浦山806-1〉 ☎ 65-9100　FAX 65-9101

【後列左から】千代、西尾、伊東、木下
【２列目左から】長谷川、根塚、土肥
【前列左から】松澤資材課長代理、稲垣資材課長、湯野

金　融　部

本店
監査室・企画総務部

島　　正勝
（場内）

廣川　幸浩
（東部エリア）

宮ヶ丁将志
（北部エリア）

西中　寛貴
青壮年部担当
（大布施・生地）
携帯 090-8262-0294

尾山　　諒
ねぎ担当
（浦山）

携帯 090-3760-0241

宮﨑　知穂
指導事業経理事務担当
（全地区主穀作見習）
携帯 090-9442-0382

大川　翔平
丸いも・園芸施設担当
（下立・愛本）

携帯 080-3042-0482

谷口　達也
キャベツ・にんじん担当
（若栗・内山）

携帯 090-9446-8947

中坪　大樹
丸いも担当

（東布施・石田・三日市）
携帯 090-2834-5394

総務課 ☎ 54-2050　FAX 54-4334
企画課 ☎ 54-2052　FAX 32-5541
管理課 ☎ 32-5542〈黒部市天神新210-1〉

貯金課 ☎ 54-1307　FAX 54-4334
融資課 ☎ 54-2053（不動産） ☎ 54-2177

営農センター 〈黒部市若栗96〉　☎ 52-5615　FAX 52-5710
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共　済　部 共済普及課 ☎ 54-0524　FAX 54-0094
共済保全課 ☎ 54-0523　FAX 54-0094

黒部市農業協同組合

【後列左から】
西浦、中島店長、
芦崎

生活指導員
☎ 54-2054
伊東、吉本

ＬＰガス
☎ 54-0314
長谷川、根塚、
土肥、湯野

【左から】
米屋係長
番場

農機課　事務担当

石本　　俊
営農指導全般
（田家）

携帯 080-4350-2050

課長代理

木島　浩昭
賦課金・直播・
種子・みずほ担当
（前沢）

携帯 090-1317-9899

課長代理

川村　哲広
青壮年部・

ねぎ・そば担当
（村椿）

携帯 090-8262-0430

課長代理

谷口　智親
総括
（荻生）

携帯 080-3041-1349

課　　長

係　　長

課　　長

課長代理

御囲　公二 松島　悠哉
（南部エリア）

谷﨑　猛志
（東部エリア）

長井　陸斗
（北部エリア）

菅野　　響
（東部エリア）

石倉　　葵
（南部エリア）

大森翔太郎
（南部エリア）



◉東布施地区　南 部 支 店　勝田　恵子

◉田 家 地 区　南 部 支 店　古川　　彩

◉石 田 地 区　南 部 支 店　中島　祐輔

◉前 沢 地 区　南 部 支 店　佐渡　広晃

◉大布施地区　北 部 支 店　山下　靖子

◉荻 生 地 区　北 部 支 店　小柳　　葵

◉村 椿 地 区　北 部 支 店　髙場　智絵

◉若 栗 地 区　東 部 支 店　今田竜太郎

◉愛 本 地 区　東 部 支 店　福島　大地

◉浦 山 地 区　東 部 支 店　中西　宏之

◉下 立 地 区　東 部 支 店　森山麻里子

◉内 山 地 区　東 部 支 店　福島　大地

◉三日市地区　三日市支店　朝野　明美

◉生 地 地 区　生 地 支 店　根塚　直輝

南部営農支援センター

南部支店
黒部市天神新210-1

TEL 54-5454
FAX 54-3697

【後列左から】中島（金融渉外係）、古川（金融渉外係）、  勝田（共済渉外係）、林（共済渉外係）、
　　　　　　　  佐渡（共済渉外係）
【２列目左から】中西（金融係）、堀（金融係）、大島（金融係）、尾崎（金融係）、尾山（金融係）
【前列左から】有倉金融係長、宮﨑支店長代理、田中支店長、前本支店長代理、橋爪共済係長

北部支店
黒部市金屋220-1

TEL 54-0034
FAX 54-4939

東部支店
黒部市宇奈月町
　　　　浦山806-1

TEL 65-7200
FAX 65-0028

【後列左から】坂野（共済渉外係）、福島（共済渉外係）、高橋（共済渉外係）、栃林（共済係）
【２列目左から】今田（金融渉外係）、中西（金融渉外係）、森山（金融渉外係）、新庄（金融係）、
　　　　　　　  内橋（金融係）、尾崎（金融係）
【前列左から】広川金融係長、中村支店長、橋本支店長代理、入江共済係長

【後列左から】木澤（共済渉外係）、嶋倉（共済渉外係）、小柳（共済係）、髙場（共済係）
【２列目左から】福島（金融渉外係）、中谷（金融渉外係）、上田（金融係）、平野（金融係）、宝田（金融係）、
　　　　　　　  大田（金融係）
【前列左から】山下金融係長、御囲支店長、飯田支店長代理、朴谷共済係長

三日市支店
黒部市三日市3123

TEL 54-0003
FAX 54-1692

【後列左から】友永（共済渉外係）、浅倉（共済兼金融係）、山本（病院会計）、能島（病院会計）
【２列目左から】朝野（金融渉外係）、辻（金融渉外係）、飯田（金融係）、中島（金融係）
【前列左から】川端金融係長、大坪支店長代理、岩井支店長、島端支店長代理、 有倉共済係長

生地支店
黒部市生地中区263　

TEL 56-8013
FAX 57-0370

【後列左から】岩田（共済渉外係）、晴柀（共済係）
【２列目左から】根塚（金融渉外係）、田中（金融係）、経塚（金融係）
【前列左から】吉田金融係長、木原支店長、朝倉支店長代理、井田共済係長

黒部市新牧野462
☎ 54-5450　FAX 54-3907

東部営農支援センター
黒部市宇奈月町浦山806-1
☎ 65-7220　FAX 65-0319　

北部営農支援センター
黒部市金屋220-1
☎ 54-0040　FAX 54-0037　

【左から】前田、池田係長 【左から】古金、中島センター長、岩上【左から】亀田、経塚センター長、橋爪センター長代理

広報誌みずほの通信員
広報誌に掲載したい行事などありましたら
地区担当まで連絡して下さい。

黒部市農業協同組合
平成31年４月１日付


