
○令和３(2021)年度第１回とちぎスマート林業推進協議会　出席者名簿

団体等 役職 氏名 備考

1 国立大学法人宇都宮大学工学部基盤工学科 教授 尾崎　功一

2 国立大学法人宇都宮大学農学部森林科学科 （欠席）

3 　　　　　　　　〃 准教授 松英　恵吾 会長

4 総務省関東総合通信局情報通信部 部長 宮山　浩一

5 　　　　　　　　〃 上席情報通信専門官 西垣　昌彦

6 　　　　　　　　〃 企画監理官 本間　祐治

7 総務省関東総合通信局無線通信部 次長 棚田　剛

8 農林水産省林野庁森林整備部計画課 課長補佐 本山　淳一

9 　　　　　　　　〃 森林情報高度化推進官 榎本　大輔

10 　　　　　　　　〃 森林資源調査専門職 矢部　礼拓

11 農林水産省林野庁関東森林管理局森林整備部 部長 山口　輝文 現地支援責任者

12 　　　　　　　　〃 技術普及課長 上野　文紀

13 国土交通省国土地理院関東地方測量部 部長 山後　公二

14 (株)小松製作所 担当部長 三宅　利彦

15 　　　　　　　　〃 主査 増野谷　裕弘

16 たかはら森林組合 業務１課長 村山　博充

17 栃木県山林種苗緑化樹協同組合 専務理事 齊藤　倫明

18 栃木県森林組合連合会 代表理事専務 小川　圭一 副会長

19 　　　　　　　　〃 業務課長 福田　泰久

20 　　　　　　　　〃
業務課

地籍調査室長
大嶋　康平

21 栃木県木材業協同組合連合会 理事長 東泉　清寿 副会長

22 栃木県林業振興協会 会長 齋藤　正

23 (株)栃毛木材工業 代表取締役 関口　弘

24 那須町森林組合 代表理事組合長 三森　康雄

25 二宮木材(株) 代表取締役 二ノ宮　次郎

26 (株)パスコ栃木支店 支店長 竹内　聡

27 (株)ヤマサンワタナベ 代表取締役 渡辺　敦史

28 渡良瀬林産(株) 取締役常務執行役員 飯塚　正喜

29 　　　　　　　　〃 課長 日向野　祟

30 コマツ栃木(株) 部長 中本　勝雄

31 　　　　　　　　〃 課長 小笠原　基雄

32 （一社）日本森林技術協会ICT林業推進室 主任技師 大萱　直花

33 宇都宮市経済部農林生産流通課 主任 東　努

34 足利市産業観光部農林整備課 参事 松本　冨士夫

35 佐野市産業文化部農山村振興課 主査 清水　健佑

36 鹿沼市経済部林政課 課長 岸野　孝行

37 日光市観光経済部農林課 課長 糀谷　純一

38 真岡市産業部農政課 主査 平山　裕太郎

39 大田原市産業振興部農林整備課 主査 白上　武志
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40 矢板市経済建設部農林課 課長 黒田　禎

41 那須塩原市産業観光部農林整備課 課長 室井　正幸

42 塩谷町産業振興課 （欠席）

43 那須町農林振興課 係長 渡辺　健

44 那珂川町産業振興課 主査 深澤　啓太

45 栃木県総合政策部 デジタル戦略課長 大森　豊

46 栃木県環境森林部 次長兼環境森林政策課長 渡辺　順一

47 栃木県産業労働観光部 産業政策課次世代産業創造室長 渡邉　豪

○事務局

所属 役職 氏名 備考

1 環境森林部 部長 鈴木　英樹

2 環境森林部 次長 佐橋　正美

3 環境森林政策課
主幹兼課長補佐

（総括）
郡山　洋孝 司会

4 環境森林政策課環境立県戦略室 室長 大橋　禎恵

5 環境森林政策課環境立県戦略室 副主幹 金子　哲也

6 環境森林政策課環境立県戦略室 主査 大塚　紘平

7 自然環境課
課長補佐
(総括)

岡本　和久

8 自然環境課野生鳥獣対策班 班長 廣瀬　友紀

9 林業木材産業課 課長 大栗　英行

10 林業木材産業課循環型林業担当
課長補佐
(GL)

阿久津　敦

11 林業木材産業課循環型林業担当 主査 山本　俊輔

12 林業木材産業課木材産業担当
課長補佐
(GL)

星　直伸

13 林業木材産業課木材産業担当 主査 大橋　幸太

14 森林整備課 課長 佐藤　健之

15 森林整備課保安林・林地開発担当
課長補佐
(GL)

寺内　真一郎

16 県西環境森林事務所
部長補佐兼
林業経営課長

亀田　宜男

17 県西環境森林事務所 副主幹 岡村　朋司

18 県西環境森林事務所 副主幹 亀山　雄搾

19 県東環境森林事務所
部長補佐兼
林業経営課長

秋山　均

20 県東環境森林事務所 副主幹 廣澤　正人

21 県北環境森林事務所 副主幹 高城　貴弘

22 県南環境森林事務所 副主幹 手島　敏明

23 矢板森林管理事務所 副主幹 津布久　隆

24 林業センター 場長 大塚　和夫

25 林業センター 特別研究員 粕谷　嘉信
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